






JSH2009の特徴
1 リスク層別化と高血圧管理計画

正常高値，MetS（リスク第二層），CKD（リスク第三層）追加

2 厳格な降圧目標：130/85 mmHg 未満
糖尿病，CKD，心筋梗塞後は130/80 mmHg 未満

3 高齢者は140/90 mmHg 未満を最終目標
150/90 mmHg 未満を中間目標とする緩除な降圧

4 24時間にわたる血圧管理，家庭血圧の重要性（降圧目標値設定）
仮面高血圧，早朝高血圧，夜間高血圧，睡眠時無呼吸症候群

5 第一選択薬と併用療法
Ca 拮抗薬，ARB，ACE 阻害薬，利尿薬，β遮断薬

6 臓器障害や他疾患を合併する高血圧
脳血管障害，心疾患，CKD，糖尿病，メタボリックシンドローム
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　日本高血圧学会は2009年1月に「高血圧治療ガイドライン2009
（JSH2009）」を発刊いたしました。国内外の最新のエビデンスを踏ま
えて改訂され，192頁，引用文献847編というもので，その内容は多
岐，かつ，詳細なものになりました。本ガイドラインは一般医家を対象
としたもので，日常診療に有用でプラクティカルであることを基本方針と
し，アカデミック，かつ，我が国における最新のエビデンスを取り入れ
たアップデートな内容とすることに重点が置かれました。加えて，作成
プロセスをオープンとしたこと，査読委員や関連学会からのリエゾン委
員を含め118名のメンバーの総力を結集したこと，実地診療に携わる臨
床医のモニターを受けたことなど，多くの新しい工夫のもとに作成され
ました。結果的にはかなり専門的な内容も含まれることとなりました。
　現在，我が国の高血圧患者は約4000万人と推定されています。高
血圧は心血管病，特に脳卒中の最大の危険因子であり，その予防，治
療が全世界的な課題とされています。本邦においては高血圧，心血管
病の発症に関わる高食塩摂取は依然として続き，加えて，脂質摂取過
剰，運動不足などに起因する糖尿病，メタボリックシンドローム，慢性
腎臓病（CKD）の増加などが大きな問題となっています。これらを背景
に今回のガイドラインは改訂され，厳格な血圧管理を基本として前頁の
表「JSH2009の特徴」に示す事項の強調された内容となっています。
　本「高血圧治療ガイドライン2009ダイジェスト」はJSH2009 の主要
ポイントを抜粋することにより，一般医家にとってより日常臨床に用いら
れやすくするべく企画されたものです。本「ダイジェスト」が高血圧診療
に携わる多くの医師の必携の書として有効に活用され，高血圧管理の
徹底，さらには心血管病の抑制に役立てていただければ幸いです。

2009年9月
日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会

 委 員 長 荻 原 俊 男
 副委員長 菊池健次郎

序文
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　高血圧はその有病者数が，我が国では4000万人ともいわれており，
最も頻度の高い疾患であります。日本高血圧学会では頻度の高い高血
圧に対して，実地医家の先生方に標準的な治療指針を提供することを
目的として，2000年と2004年に高血圧治療ガイドラインを発行してま
いりました。高血圧が脳卒中をはじめとする循環器疾患や腎疾患の主
要な危険因子であることは人種を問いませんが，高血圧の治療に関しま
しては人種，生活習慣，疾病構造，医療制度，医療経済など各国で
異なっており，我が国のエビデンスに基づいた我が国独自のガイドライ
ンの作成が大切であることはいうまでもありません。
　近年，我が国におきましても多くのエビデンスが集積され，また，現
在進行中の臨床試験も少なくありません。このような状況下にありまし
て，本年1月に荻原俊男委員長，菊池健次郎副委員長，楽木宏実事
務局長のもと，作成委員，リエゾン委員，査読委員，顧問，評価委員
など多くの先生方にご参加いただいてJSH2009が作成されました。高
血圧は最も頻度の高い疾患ではありますが，社会の高齢化や生活習慣
を反映して種々の合併症や臓器障害を伴う症例が増加し，それだけ高
血圧の治療も複雑化しているともいえます。
　JSH2009は高血圧診療に関する最新の知見を集約したものでありま
すが，本ダイジェスト版は多忙な日常診療において高血圧診療に携わ
る先生方が手軽に利用できるようにJSH2009の内容を図表を中心とし
てコンパクトにまとめたものであります。JSH2009ならびに本ダイジェス
ト版の作成にご参加いただきました多くの先生方に厚く御礼申し上げま
すとともに，本ダイジェスト版が多くの先生方に活用され，高血圧診療
の一助となることを願っております。

2009年9月
日本高血圧学会

 理 事 長 島 本 和 明
 前理事長 松 岡 博 昭

刊行によせて
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　国民の血圧水準は1965年を頂点に1990年にかけて大きく低
下した。この低下と脳卒中死亡率の減少はよく一致している。現
在，本邦の高血圧者は約4000万人である。
　血圧水準が高いほど，脳卒中，心筋梗塞，心疾患，慢性腎臓
病などの罹患率および死亡率は高い。高齢者においても，血圧値
が高い人ほど循環器疾患罹患率・死亡率は高いことが本邦を含む
37個のコホート研究のメタ解析で示されている（図1-1）。

高血圧の疫学1
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図1-1. 年齢群ごとの脳卒中リスクと収縮期血圧の関係

Asia Pacific Cohort Studies Collaboration. Blood pressure and cardiovascular disease 
in the Asia Pacific region. J Hypertens. 2003; 21: 707–16.
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　高血圧の影響は心筋梗塞よりも脳卒中でより強く，本邦では依
然として脳卒中罹患率が心筋梗塞罹患率よりも高い。また，メタ
ボリックシンドロームないしリスクの集積している人の，循環器疾
患罹患・死亡リスクは，そうでない人の1.5 – 2.4倍である。

1.1 高血圧に対する公衆衛生上の対策の必要性
　高血圧未治療者の割合は高く，若年者では8–9割にのぼり，
高血圧患者の約半数が管理不十分と推定され，より強力な高血
圧管理が必要である。国民の平均値として，収縮期血圧水準が
2mmHg低下すれば，脳卒中罹患率は約6％，虚血性心疾患は
約5％減少し，1年間の死亡者数では脳卒中9000人，虚血性心
疾患4000人程度減少する（表1-1）。
　公衆衛生上の対策として，生活習慣の修正による血圧低下を図
る必要がある。国民の食塩摂取量は依然として1日11g程度あり，
食塩摂取量を減らすことは，国民の血圧水準を低下させるうえで
きわめて重要である。減塩を含めた国民の血圧低下を促す環境整
備が求められる。

血圧2mmHgの低下 脳卒中 虚血性心疾患 循環器疾患

死亡者の減少（人 /年） 9127 3944 21055

罹患者の減少（人 /年） 19757 5367 ̶

ADL低下者の減少（人 /年） 3488 ̶ ̶

表1-1. 収縮期血圧2mmHgの低下から推計される脳卒中死亡・罹患お
よび日常生活動作（ADL）低下者数，虚血性心疾患死亡・罹患者数，循環
器疾患死亡者数の減少

（健康日本21: 21世紀における国民健康づくり運動について :健康日本21企画検討会・健康日本
21計画策定検討会報告書 . 健康・体力づくり事業財団 , 2000. より改変）
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2.1 高血圧基準値
　高血圧基準値は，診察室血圧値で140/90mmHg，家庭血圧
値で135/85mmHg，24時間自由行動下血圧値で130/80mm 
Hgであり，これ以上の場合に高血圧として対処する（表2-1）。
家庭血圧の正常血圧基準は，125/80mmHg未満である。

2.2 診察室血圧測定と血圧値の分類
2.2.1 診察室血圧測定
　診察室血圧測定はカフを心臓の高さに保ち，安静座位の状態で
測定する。1–2分の間隔をおいて複数回測定し，安定した値（測
定値の差が5mmHg未満を目安）を示した2回の平均値を血圧値
とする。高血圧の診断は，少なくとも2回以上の異なる機会にお
ける診察室血圧値に基づいて行う。
　診察室血圧の測定は，標準的には水銀血圧計を用いた聴診法
で行うが，自動血圧計の使用も認められている（表2-2）。

高血圧の診断2

収縮期血圧 拡張期血圧

診察室血圧 140 90

家庭血圧 135 85

自由行動下血圧
　24時間
　昼間
　夜間

130
135
120

80
85
75

表2-1. 異なる測定法における高血圧基準値（mmHg）
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表2-2. 診察室血圧測定法

1. 装置　
a. 精度検定された水銀血圧計，アネロイド血圧計による聴診法が用いられる。精度
検定された電子血圧計も使用可。＊1

b. カフ内ゴム嚢の幅13cm，長さ22–24cmのカフを用いる。
 ［小児上腕周27cm未満では小児用カフ，太い腕（腕周34cm以上）で成人用大型
カフを使用］

2. 測定時の条件
a. 静かで適当な室温の環境。
b. 背もたれつきの椅子に足を組まずに座って数分の安静後。
c. 会話をかわさない。
d. 測定前に喫煙，飲酒，カフェインの摂取を行わない。

3. 測定法
a. カフ位置は，心臓の高さに維持。
b. 急速にカフを加圧する。
c. カフ排気速度は2–3mmHg/拍あるいは秒。
d. 聴診法ではコロトコフ第Ⅰ相を収縮期血圧，第Ⅴ相を拡張期血圧とする。

4. 測定回数
 1–2分の間隔をあけて少なくとも2回測定。この2回の測定値が大きく異なって
いる場合には，追加測定を行う。

5. 判定
a. 安定した値＊2を示した2回の平均値を血圧値とする。
b. 高血圧の診断は少なくとも2回以上の異なる機会における血圧値に基づいて行う。

6. その他の注意
a. 初診時には，上腕の血圧左右差を確認。
b. 厚手のシャツ，上着の上からカフを巻いてはいけない。また厚手のシャツをたく
し上げて上腕を圧迫してはいけない。

c. 糖尿病，高齢者など起立性低血圧の認められる病態では，立位1分および3分の血
圧測定を行い，起立性低血圧の有無を確認。

d. 聴診者は十分な聴力を有する者で，かつ測定のための十分な指導を受けた者でな
くてはならない。

e. 脈拍数も必ず測定し記録。

＊1 最近では水銀の環境への影響，水銀柱の精度管理，アネロイド血圧計の精度の問題などから，
電子血圧計の使用が勧められている。水銀計の代わりに電子式のアナログ柱を用いたハイブ
リッド血圧計の入手も可能である。自動巻き付け式血圧計を待合室などで使用する場合，十分
な指導と管理のもとで測定されなければ大きな誤差が生じる

＊2 安定した値とは，目安として測定値の差がおよそ5mmHg未満の近似した値をいう



Digest of JSH2009 Hypertension Guidelines14

2.2.2 血圧値の分類
　血圧値は，至適血圧，正常血圧，正常高値血圧，Ⅰ度高血圧，
Ⅱ度高血圧，Ⅲ度高血圧，（孤立性）収縮期高血圧に分類する（表
2-3）。

分類 収縮期血圧 拡張期血圧

至適血圧 ＜120 かつ ＜80

正常血圧 ＜130 かつ ＜85

正常高値血圧 130–139 または 85–89

Ⅰ度高血圧 140–159 または 90–99

Ⅱ度高血圧 160–179 または 100–109

Ⅲ度高血圧 ≧180 または ≧110

（孤立性）収縮期高血圧 ≧140 かつ ＜90

収縮期血圧と拡張期血圧が異なる分類に属する場合は，高いほうの分類に組み入れる

表2-3. 成人における血圧値の分類（mmHg）
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2.3 高血圧管理のためのリスク層別化
　血圧値のほかに，血圧以外の危険因子，高血圧性臓器障害，
心血管病の有無により高血圧患者を低リスク，中等リスク，高リス
クの3群に層別化する。なかでも糖尿病，慢性腎臓病（CKD）の
存在はリスクを高める。正常高値血圧を含めたメタボリックシンド
ロームの存在にも注意する（表2-4，表2-5）。
　リスクの層別化に応じた治療計画を立て，生活習慣の修正をす
べての患者に徹底させながら，降圧目標達成のために必要に応じ
て降圧薬治療を開始する（図3-1）。

2.4 高血圧の病型の診断
　高血圧の病型は，本態性高血圧と二次性高血圧に分類される。
二次性高血圧は問診，身体所見，一般臨床検査所見により疑い，
必要に応じて特殊検査を行う。
　高血圧の検査は，個人の心血管リスクの総合評価と，二次性
高血圧の診断につながる検査を，費用対効果を考慮して行う。
　心血管リスクの総合評価には，家庭血圧を含む血圧レベルに加
え，新たなリスクとしてメタボリックシンドロームとCKDに関連す
る因子と，臓器障害の評価を行う。
　臓器障害の評価は，糖尿病や心血管疾患の既往がある高リスク
患者においては，正常高値血圧から行う。
　臓器障害評価の特殊検査は，心臓エコー，頸動脈エコー，頭
部MRI検査を代表とし，推奨される検査を適宜行う。
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表2-4. 高血圧管理計画のためのリスク層別化に用いる予後影響因子

A. 心血管病の危険因子

高齢（65歳以上）
喫煙
収縮期血圧，拡張期血圧レベル
脂質異常症 低 HDLコレステロール血症（＜40mg/dL）
  高 LDLコレステロール血症（≧140mg/dL）
  高トリグリセライド血症（≧150mg/dL）
肥満（BMI≧25）（特に腹部肥満）
メタボリックシンドローム＊1

若年（50歳未満）発症の心血管病の家族歴

糖尿病 空腹時血糖≧126mg/dL  あるいは  負荷後血糖  2時間値≧200mg/dL

B. 臓器障害／心血管病

脳  脳出血・脳梗塞

  無症候性脳血管障害

  一過性脳虚血発作

心臓 左室肥大（心電図，心エコー）

  狭心症・心筋梗塞・冠動脈再建

  心不全

腎臓 蛋白尿（尿微量アルブミン排泄を含む）

  低いeGFR＊2（＜60mL/分 /1.73m2）

  慢性腎臓病（CKD）・確立された腎疾患（糖尿病性腎症・腎不全など）

血管 動脈硬化性プラーク

  頸動脈内膜・中膜壁厚　＞1.0mm
  大血管疾患

  閉塞性動脈疾患（低い足関節上腕血圧比：ABI＜0.9）

眼底 高血圧性網膜症

＊1 メタボリックシンドローム：予防的観点から以下のように定義する。正常高値以上の血圧レ
ベルと腹部肥満（腹囲：男性85cm以上，女性90cm以上）に加え，血糖値異常（空腹時血糖
110–125mg/dL，かつ /または糖尿病に至らない耐糖能異常），あるいは脂質異常（HDLコレ
ステロール40mg/dL未満，かつ /またはトリグリセライド150mg/dL以上）のどちらかを有
するもの

＊2 eGFR（推算糸球体濾過量）は日本人のための推算式，
 eGFR＝194× Cr－1.094×年齢－0.287（女性は×0.739）より得る
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表2-5.  （診察室）血圧に基づいた脳心血管リスク層別化

＊1 リスク第二層のメタボリックシンドロームは，予防的観点から以下のように定義する。正常高
値以上の血圧レベルと腹部肥満（腹囲：男性85cm以上，女性90cm以上）に加え，血糖値異
常（空腹時血糖110–125mg/dL，かつ /または糖尿病に至らない耐糖能異常），あるいは脂質
異常（HDLコレステロール40mg/dL未満，かつ /またはトリグリセライド150mg/dL以上）
のどちらかを有するもの。両者を有する場合はリスク第三層とする。

＊2 正常高値血圧であっても，高リスクの場合は，臨床的には高血圧と判断する。

付加リスクなし 低リスク 中等リスク 高リスク

中等リスク 中等リスク 高リスク 高リスク

高リスク *2 高リスク 高リスク 高リスク

正常高値血圧

130–139/
85–89mmHg

Ⅰ度高血圧

140–159/
90–99mmHg

Ⅱ度高血圧

160–179/
100–109mmHg

Ⅲ度高血圧

≧180/
≧110mmHg

血圧分類

リスク層

血圧以外の
リスク要因

リスク第一層　

危険因子がない

リスク第二層　

糖尿病以外の1–2
個の危険因子，メタ
ボリックシンドロー
ム＊1がある

リスク第三層

糖尿病，CKD，臓器
障害 / 心血管病，3
個以上の危険因子
のいずれかがある
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2.5 血圧日内変動に基づく高血圧
2.5.1 家庭血圧と24時間自由行動下血圧
　高血圧診療では，仮面高血圧，白衣高血圧の存在を常に意識
する。血圧日内変動パターン（non-dipper，riser，dipperなど）
や夜間血圧，早朝血圧，職場血圧などに対しても注目する（図
2-1）。
　家庭血圧，24時間自由行動下血圧は，診断だけでなく，高血
圧治療の効果判定，薬効持続時間の判断にも有用であり，日常
診察の参考とする。さらに，患者との意思の疎通を高め，アドヒア
ランス（治療継続）を良好に保つうえでも重要である。
　治療抵抗性高血圧には，白衣高血圧（現象）による場合があ
るため，家庭血圧測定あるいは自由行動下血圧測定は不可欠で
ある。
　家庭血圧測定には，上腕カフ血圧計を用いる。カフを巻く時の
注意は診察室血圧測定と同じである（表2-6）。一般には，薄手
のセーターやシャツの上からカフを巻いても測定値には影響しない。
2.5.2 白衣高血圧と仮面高血圧

白衣高血圧
　白衣高血圧の定義は，未治療にて診察室血圧の平均が140/90 
mmHg以上，かつ家庭血圧が135/85mmHg未満または24時
間自由行動下血圧測定（ABPM）での平均24時間血圧が130/80 
mmHg未満のものである。
　白衣高血圧は高血圧患者の15–30％にみられ，高齢者でその
頻度が増加する。また，将来，持続性高血圧に移行し，心血管
イベントへつながるリスクが高い。
　診療に際しては生活習慣の改善を行い，定期的な経過観察を
必要とする。臓器障害や他の心血管リスクが高い場合，降圧薬の
投与も考慮する。
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仮面高血圧に含まれる病態とその因子

家庭血圧
135/85mmHg
24時間血圧
130/80mmHg

140/90mmHg

高血圧

診察室血圧

診
察
室
外
血
圧

早朝高血圧 夜間高血圧

ストレス下高血圧

仮面高血圧

白衣高血圧正常血圧

循環血液量の増加（心不全，腎不全）
自律神経障害（起立性低血圧，糖尿病）
睡眠時無呼吸症候群
抑うつ状態
認知機能低下
脳血管障害

アルコール
起立性高血圧
大血管硬度増大
持続時間の不十分な降圧薬

職場での精神的ストレス
家庭での精神的ストレス
身体的ストレス

図2-1. 白衣高血圧と仮面高血圧の診断

表2-6. 家庭血圧の測定

1. 装置 上腕カフ・オシロメトリック法に基づく装置

2. 測定時の条件
 必須条件 
 a. 朝 起床後1時間以内，排尿後，朝の服薬前，朝食前，座位1–2分安静後
 b. 晩 就床前，座位1–2分安静後
 選択条件

 a. 指示により 夕食前，夕の服薬前，入浴前，飲酒前 など
 b. その他適宜 自覚症状のある時，休日昼間など，装置によっては深夜睡眠時測定も可
3. 測定回数 1機会1回以上（1–3回）＊

4. 測定期間 できるかぎり長期間

5. 記録 すべての測定値を記録する

＊ あまり多くの測定頻度を求めてはならない
注1：家庭血圧測定に対し不安をもつ者には測定させるべきではない
注2：測定値に一喜一憂する必要のないことを指導しなければならない
注3：測定値に基づき勝手に降圧薬を変更してはならない旨を指導しなければならない
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仮面高血圧
　仮面高血圧の定義は，診察室血圧の平均が140/90mmHg未
満，かつ家庭血圧が135/85mmHg以上，またはABPMでの平
均24時間血圧が130/80mmHg以上のものである。正常血圧の
一般住民の10–15％，140/90mmHg未満にコントロールされて
いる降圧治療中の高血圧患者の約30％にみられる。
　仮面高血圧には早朝高血圧，職場高血圧などストレス下の高血
圧，夜間高血圧が含まれる。心血管リスクは正常血圧と比較して
2–3倍で，持続性高血圧と同程度である。
　早朝血圧に基づく降圧療法では，家庭血圧を135/85mmHg
未満にコントロールする（図2-1）。
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3.1 高血圧治療の目的と高血圧管理計画
　高血圧の治療の目的は，高血圧による心血管病の発症，進展，
再発を抑制して死亡を減少させ，高血圧患者が充実した日常生活
を送れるように支援することである。高血圧の予防のためには，す
べての国民が生活習慣の修正を心がけるべきである。
　治療の対象はすべての高血圧患者（血圧140/90mmHg以
上）であり，糖尿病や慢性腎臓病（CKD），心筋梗塞後患者では
130/80mmHg以上が治療の対象となる。
　降圧治療は生活習慣の修正（第1段階）と降圧薬治療（第2段
階）により行われる。降圧薬治療開始時期は個々の患者の血圧レ

高血圧治療の基本

血圧測定，病歴，身体所見，検査所見

二次性高血圧を除外

危険因子，臓器障害，心血管病，合併症を評価

生活習慣の修正を指導

直ちに降圧薬治療*
1か月以内の指導で

140/90mmHg
以上なら降圧薬治療

高リスク群中等リスク群低リスク群

3か月以内の指導で
140/90mmHg
以上なら降圧薬治療

* 正常高値血圧の高リスク群では生活習慣の修正から開始し，目標血圧に達しない場合
は降圧薬治療を考慮する

図3-1. 初診時の高血圧管理計画

* 正常高値血圧の高リスク群では生活習慣の修正から開始し，目標血圧に達しない場合は降圧薬
治療を考慮する

3
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ベル，心血管病に対する危険因子の有無，高血圧に基づく臓器
障害の有無ならびに心血管病の有無から決定する（図3-1）。
　高血圧患者のQOLには，高血圧そのものによる身体的，精神
的な問題と降圧薬による影響（副作用など），医師（医療機関） –
患者関係などが影響する。
　十分なコミュニケーション，情報提供，QOL・副作用への配慮
に加え，服薬錠数，服薬回数を少なくすることは，アドヒアランス
の改善，血圧コントロールの改善に有用である。
　治療に際しては疫学や臨床試験の成績，患者の臨床的背景，
降圧薬の薬理作用，薬剤コストに加え，高血圧生涯治療の費用
対効果などを包括的に考慮し，担当医が最終的に決定する。

3.2 降圧目標
　降圧目標は若年者・中年者では130/85mmHg未満，糖尿病
やCKD，心筋梗塞後患者では130/80mmHg未満とし，脳血管
障害患者，高齢者では140/90mmHg未満とする（表3-1）。

診察室血圧 家庭血圧

若年者・中年者 130/85未満 125/80未満

高齢者（65歳以上）*1 140/90未満 135/85未満

糖尿病患者
CKD患者
心筋梗塞後患者

130/80未満 125/75未満

脳血管障害患者 *2 140/90未満 135/85未満

*1 収縮期血圧160mmHg以上の75歳以上の高齢者では，診察室血圧150/90mmHg未満，家
庭血圧145/85mmHg未満を中間目標とする

*2 ラクナ梗塞や脳出血患者ではさらに低くする

表3-1. 降圧目標（mmHg）
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3.3 生活習慣の修正
　生活習慣の修正は，食塩摂取量の制限，果物，野菜や魚（魚
油）の摂取の促進，飽和脂肪酸や総脂肪摂取量の制限，減量，
運動療法，アルコール摂取量の制限，禁煙などである（表3-2）。
　減塩目標は食塩6g/日未満とする。より少ない食塩摂取量が理
想であるが，安全性のエビデンスがあるのは3.8g/日までである。
一般医療施設における食塩摂取量評価は随時尿（クレアチニン補
正）で行うのが実際的である。多くの包装食品はNa表示なので，
換算式（Na量［g］×2.5＝食塩量［g］）が減塩指導では有用である。
　野菜・果物を積極的に摂取し，コレステロールや飽和脂肪酸の
摂取を控える。魚（魚油）の積極的摂取も推奨される。
　減量に際してはBMI（体重［kg］÷身長［m］2）25未満が目標で
あるが，目標に達しなくとも，4–5kgの減量で有意な降圧が得ら
れる。腹囲も考慮する。
　運動は中等度の強さの有酸素運動を中心に，定期的に（毎日
30分以上を目標に）行う。心血管病のない高血圧患者が対象で，

表3-2. 生活習慣の修正項目

1. 減塩 6g/日未満
2. 食塩以外の栄養素 野菜・果物の積極的摂取＊

  コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控える

  魚（魚油）の積極的摂取

3. 減量 BMI（体重（kg）÷身長（m）2）が25未満
4. 運動 心血管病のない高血圧患者が対象で，中等度の強度の有酸素運動

を中心に定期的に（毎日30分以上を目標に）行う
5. 節酒 エタノールで男性20–30mL/日以下，女性10–20mL/日以下
6. 禁煙

生活習慣の複合的な修正はより効果的である

＊ 重篤な腎障害を伴う患者では高 K血症をきたすリスクがあるので，野菜・果物の積極的摂取は
推奨しない。糖分の多い果物の過剰な摂取は，特に肥満者や糖尿病などのカロリー制限が必要
な患者では勧められない。
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リスクの高い患者は必要に応じて運動の制限や禁止などの対策を
事前に講じる。
　アルコール摂取量は100％エタノール換算で男性20–30mL/日
以下，女性10–20mL/日以下の節酒をする。
　喫煙は心血管病の強力なリスクであり，一部で高血圧への影響
も指摘されているので，喫煙（受動喫煙を含む）の防止に努める。
　防寒や情動ストレスの管理などを行う。
　複合的な生活習慣修正はより効果的である。

3.4 降圧薬治療の基本
　降圧薬の心血管病抑止効果の大部分は，その種類よりも降圧
度によって規定される。
　単剤もしくは併用使用を目的に最初に投与すべき降圧薬は，Ca
拮抗薬，ARB，ACE阻害薬，利尿薬，β遮断薬のなかから選択する。
　積極的な適応や禁忌もしくは慎重使用となる病態や合併症の有
無に応じて，適切な降圧薬を選択する（表3-3，表3-4）。
　降圧薬は1日1回投与を原則とするが，24時間にわたって降圧
することがより重要であり，1日2回の分割投与が好ましいこともある。
　降圧目標を達成するためには，多くの場合2–3剤の併用が必要
となる。その際，少量利尿薬を積極的に併用すべきである。また，
副作用の発現を抑え，降圧効果を増強するためには適切な降圧薬
の組み合わせ（併用療法）がよい。Ⅱ度以上の高血圧では初期か
ら併用療法を考慮する（図3-2，図3-3）。
　合剤により処方を単純化することはアドヒアランスの改善，血圧
コントロールの改善に有用である。
　高齢者では一般に緩徐な降圧が望ましい。一方，Ⅲ度高血圧
や多重危険因子保有など高リスク症例では，数週間以内に速やか
に降圧目標に達成することが望ましい。

高血圧治療の基本
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禁忌 慎重使用例

Ca拮抗薬 徐脈（非 DHP系） 心不全

ARB 妊娠
高 K血症

腎動脈狭窄症＊

ACE阻害薬 妊娠
血管神経性浮腫
高 K血症

腎動脈狭窄症＊

利尿薬（サイアザイド系） 痛風
低 K血症

妊娠
耐糖能異常

β遮断薬 喘息
徐脈

耐糖能異常
閉塞性肺疾患
末梢動脈疾患

表3-4. 主要降圧薬の禁忌もしくは慎重使用例

＊ 両側性腎動脈狭窄の場合は禁忌

Ca拮抗薬 ARB/ACE阻害薬 利尿薬 β遮断薬

左室肥大 ○ ○

心不全 ○＊1 ○ ○＊1

心房細動（予防） ○

頻脈 ○＊2 ○

狭心症 ○ ○＊3

心筋梗塞後 ○ ○

蛋白尿 ○

腎不全 ○ ○＊4

脳血管障害慢性期 ○ ○ ○

糖尿病 /MetS＊5 ○

高齢者 ○＊6 ○ ○

＊1 少量から開始し，注意深く漸増する   ＊2 非ジヒドロピリジン系 Ca拮抗薬  
＊3 冠攣縮性狭心症には注意 ＊4 ループ利尿薬  
＊5 メタボリックシンドローム ＊6 ジヒドロピリジン系 Ca拮抗薬

表3-3. 主要降圧薬の積極的適応
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Ⅰ度高血圧
合併症なし

単剤
（少量）

単剤
（通常用量）

併用
（少量）

併用
（少量）

併用
（通常用量 /組み合わせ変更）

Ⅱ–Ⅲ度高血圧
Ⅰ度高血圧 高リスク

3剤，4剤併用

併用では，少量の利尿薬を積極的に使用する

図3-2　降圧薬治療のステップ

推奨される併用を実線で示す Ca拮抗薬

利尿薬

β遮断薬 ACE阻害薬

ARB

図3-3. 主要降圧薬を用いた2剤の併用

α遮断薬，アルドステロン拮抗薬も併用薬として使用され，有用性が報告されている
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3.5 コントロール不良および治療抵抗性高血圧
　生活習慣の修正を行ったうえで，利尿薬を含む適切な用量の降
圧薬を3剤以上継続投与しても，目標血圧まで下がらない場合を，
治療抵抗性高血圧という。また，2–3剤の降圧薬を服用している
にもかかわらず，持続的にコントロール不良であるものの，前述の
定義を満たさない者を治療困難高血圧あるいはコントロール不良
高血圧として扱う。
　治療抵抗性高血圧においては，肥満，睡眠時無呼吸症候群の
合併，原発性アルドステロン症などの二次性高血圧，白衣高血
圧・白衣現象，服薬継続の不良，種々の原因による体液量の増加，
降圧薬の不適切な選択や他剤服用による降圧効果の減弱などが
原因として考えられる。
　治療抵抗性の原因については，十分な問診，患者との良好なコ
ミュニケーションのうえで評価を行う。二次性高血圧が疑われる
場合，特殊スクリーニング検査を行う（48頁，表9-1参照）。
　必要な生活習慣の修正および服薬指導を行う（表3-5）。
　薬物治療として，利尿薬を含む3剤で目標血圧に達しない場合，
降圧薬の選択や用法・用量を再考する（表3-6）。
　このような高血圧では臓器障害が存在する可能性が高いこと，
高リスク群を多く含むこと，二次性高血圧の可能性があることか
ら，適切な時期に高血圧専門医の意見を求める。
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原因 対策

血圧測定上の問題
 小さすぎるカフ（ゴム嚢）の使用

 偽性高血圧

カフ幅は上腕周囲の40％，かつ長さは少なく
とも上腕周囲を80％取り囲むものを使用
高度な動脈硬化に注意

白衣高血圧，白衣現象 家庭血圧，自由行動下血圧測定

アドヒアランス不良 十分な説明により長期服用薬に対する不安
を取り除く。副作用が出ていれば，他剤に変
更。繰り返す薬物不適応には精神的要因も考
慮，経済的問題も考慮。患者の生活に合わせ
た服薬スケジュールを考える。医師の熱意を
高める

生活習慣の問題
 肥満の進行
 過度の飲酒

カロリー制限や運動について繰り返し指導
エタノール換算で男性20–30mL/日以下，
女性10–20mL/日以下にとどめるよう指導

睡眠時無呼吸症候群 CPAPなど

体液量過多
 食塩摂取の過剰

 利尿薬の使い方が適切でない

 腎障害の進行

減塩の意義と必要性を説明，栄養士と協力し
て繰り返し指導
3種以上の併用療法では，1剤を利尿薬にす
る。血清クレアチニン2.0mg/dL以上の腎機
能低下例ではループ利尿薬を選択，利尿薬の
作用持続を図る
減塩の指導と，上に述べた方針に従い，利尿
薬を用いる

降圧薬と拮抗する，あるいはそれ自
体で血圧を上昇させうる薬物の併用
や栄養補助食品の使用

経口避妊薬，副腎皮質ステロイド，非ステロ
イド性抗炎症薬（選択的 COX-2阻害薬を含
む），カンゾウを含む漢方薬，シクロスポリン，
エリスロポエチン，抗うつ薬などを併用して
いれば，その処方医と相談し，可能なかぎり
中止あるいは減量する。各薬物による昇圧機
序あるいは相互作用に応じた降圧薬を選択

作用機序の類似した降圧薬を併用 異なる作用機序をもち，かつ相互に代償反応
を打ち消しあうような降圧薬を組み合わせる

二次性高血圧 特徴的な症状・所見の有無，スクリーニング
検査（→表9-1を参照）

表3-5. 高血圧治療におけるコントロール不良と治療抵抗性の原因と対策
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表3-6. 利尿薬を含む3剤で目標血圧に達しない場合の対応

• 3つの作用カテゴリー間のバランスを図る
 ― 血管拡張薬：ACE阻害薬，ARB，ジヒドロピリジン系 Ca拮抗薬
 ― 心拍数抑制薬：β遮断薬，非ジヒドロピリジン系 Ca拮抗薬
 ― 利尿薬（腎機能に応じた選択，作用持続を図る）
• 増量または1日1回投与を2回に
• アルドステロン拮抗薬の追加（高 K血症に注意）　
• 適切な時期に高血圧専門医に相談
• さらなる併用療法
 ― αβ遮断薬（ラベタロール，カルベジロール）の使用
 ― ジヒドロピリジン系，非ジヒドロピリジン系 Ca拮抗薬の併用
 ― ACE阻害薬，ARBの併用（血清カリウム，クレアチニン値に注意）
 ― アルドステロン拮抗薬，サイアザイド系利尿薬，ループ利尿薬間の2剤併用
 ― α遮断薬，中枢性交感神経抑制薬の追加
 ― 直接的血管拡張薬ヒドララジンの追加（頻脈，体液量増加に対応が必要）

Moser M, Setaro JF. Clinical practice. Resistant or difficult-to-control hypertension. 
N Engl J Med 2006; 355: 385–92.より改変
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4.1 脳血管障害
　脳血管障害超急性期（発症3時間以内）から急性期（発症1–2
週間以内）では，臨床病型により降圧対象，降圧目標が異なる。
　脳血管障害慢性期（発症1か月以降）では，緩徐な降圧がきわ
めて重要であり，臨床病型（脳出血，ラクナ梗塞など），脳主幹動
脈狭窄・閉塞の有無，脳循環不全症状の有無に留意する。両側

合併症を伴う
高血圧の治療4

降圧治療対象 降圧目標 降圧薬

超急性期
発症3時間
以内

血栓溶解療法予定患者
SBP＞185mmHg
または，
DBP＞110mmHg

血栓溶解療法予定患者
≦185/110mmHg
血栓溶解療法開始後
（少なくとも24時間）
＜180/105mHg

ニカルジピン，ジ
ルチアゼム，ニト
ログリセリンやニ
トロプルシドの微
量点滴静注

急性期
発症1–2
週間以内

脳
梗
塞

SBP＞220mmHg
または，
DBP＞120mmHg

前値の85–90％ ニカルジピン，ジ
ルチアゼム，ニト
ログリセリンやニ
トロプルシドの微
量点滴静注＊1, 2

脳
出
血

SBP＞180mmHg
または，
MBP＞130mmHg

前値の80％

慢性期
発症1か月
以降＊3

＜140/90mmHg
（治療開始1–3か月）＊4

Ca 拮抗薬，ACE
阻害薬，ARB，利
尿薬など＊5

＊1 頭蓋内圧を上昇させる危険性に注意。  
＊2 ニフェジピンの舌下投与は急激な血圧低下をひき起こす危険があるので用いない。   
＊3 急性期治療が終了する1–2週後から開始することもある。   
＊4 両側頸動脈高度狭窄，脳主幹動脈閉塞の場合は特に下げすぎに注意。ラクナ梗塞や脳出血では，

140/90mmHgよりさらに低い降圧目標とする。   
＊5 糖尿病や心房細動合併患者ではARB，ACE阻害薬を用いる。

表4-1. 脳血管障害を合併する高血圧の治療
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頸動脈高度狭窄，脳主幹動脈閉塞の場合は，特に下げすぎに注
意する必要がある。ラクナ梗塞や脳出血では140/90mmHgより
さらに低い降圧目標とする。
　無症候性脳梗塞や無症候性脳出血を合併する高血圧患者の降
圧療法における目標血圧値や有用な降圧薬は，脳血管障害慢性
期のそれに準ずる（表4-1）。

4.2 心疾患（表4-2）
4.2.1 冠動脈疾患
　冠動脈疾患では注意深く十分降圧することが重要である。原則
として140/90mmHg未満を降圧目標とする。ただし，心筋梗塞
既往例では130/80mmHg未満まで慎重に降圧を図る。
4.2.2 心不全
　心不全に対して，降圧薬は必ずしも降圧が目的ではなく，心不
全患者のQOLや予後を改善するために用いられる。RA系阻害
薬＋β遮断薬＋利尿薬の併用療法が心不全治療の標準的治療法
であり，死亡率を減少させ予後を改善する。RA系阻害薬やβ遮
断薬の導入にあたっては，心不全の悪化・低血圧・徐脈（β遮断
薬）・腎機能低下などに注意しながら，少量から緩徐に注意深く漸
増する。
4.2.3 心肥大
　心肥大の退縮は予後を改善することが示唆されている。
　いずれの降圧薬を用いても，持続的かつ十分な降圧が得られれ
ば肥大は退縮する。
4.2.4 心房細動の予防
　高血圧は心房細動発症の危険因子である。RA系阻害薬を中心
にした十分な降圧により，心房細動発症が予防されることが示唆
されている。
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4.3 腎疾患
　慢性腎臓病（CKD）患者は心血管事故のリスクが高く，早期発
見がきわめて重要である。早期発見のため，すべての高血圧患者
で検尿とeGFR（推算GFR）の算出を行う（表4-3）。
　アルブミン尿は腎障害の進展と心血管疾患の発症に密接に関連
し，アルブミン尿の減少は心腎同時保護に重要である。
　CKD患者における降圧療法の3原則は，①降圧目標の達成，
②RA系の抑制，③尿アルブミン，尿蛋白の減少・正常化である。
　生活習慣では禁煙，食塩制限，適正体重の維持，および腎機
能に応じた蛋白制限を行う。運動は腎機能に応じた指導を行う。
　降圧目標は130/80mmHg未満，尿蛋白が1g/日以上ならば
125/75mmHg未満である。尿アルブミン排泄量の目標は，糖

狭
心
症

• 器質的冠動脈狭窄＊1 β遮断薬，長時間作用型 Ca拮抗薬
• 冠攣縮 長時間作用型 Ca拮抗薬
• 降圧が不十分な場合 RA系阻害薬の追加

心
筋
梗
塞
後

• 慎重に130/80mmHg未満に降圧を図る
• RA系阻害薬，β遮断薬が第一選択薬
• 降圧が不十分な場合 長時間作用型 Ca拮抗薬，利尿薬の追加
• 低心機能症例 アルドステロン拮抗薬の追加

心
不
全

• 標準的治療 RA系阻害薬＊2＋β遮断薬＊2＋利尿薬
• 重症例 アルドステロン拮抗薬の追加
• 降圧が不十分な場合 長時間作用型 Ca拮抗薬の追加

心
肥
大

• 持続的かつ十分な降圧を図る
• RA系阻害薬 /長時間作用型 Ca拮抗薬が第一選択薬

心
房
細
動

（
予
防
）

• 予防の観点からRA系阻害薬を中心とした十分な降圧が勧められる（特に，
発作性心房細動や心不全合併症例，左室肥大や左房拡大が明らかな症例）

• 慢性心房細動患者では，心拍数コントロールのためにβ遮断薬や非ジヒド
ロピリジン系 Ca拮抗薬を考慮する

＊1 適応例では冠インターベンションを行う
＊2 収縮機能低下例では少量から開始し，慎重にゆっくりと増量する

表4-2. 心疾患を合併する高血圧の治療
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病期
ステージ

重症度の説明
進行度による分類
GFR（mL/分 /1.73m2）

高リスク群
≧90
（CKDのリスクファクターを有する状態で）

1 腎障害は存在するが，
GFRは正常または亢進

≧90

2 腎障害が存在し，GFR軽度低下 60–89

3 GFR中等度低下 30–59

4 GFR高度低下 15–29

5 腎不全 ＜15

表4-3. GFRの推算式，CKDの定義およびCKDのステージ分類

日本人のGFR推算式 *1

　eGFR＝194× Cr－1.094×年齢－0.287（女性は×0.739）

CKDの定義 *2

　①尿異常，画像診断，血液，病理で腎障害の存在が明らか　特に蛋白尿の存在が重要
　② GFR＜60mL/分 /1.73m2

　①，②のいずれか，または両方が3か月以上持続する

CKDのステージ分類 *2

透析患者（血液透析，腹膜透析）の場合にはD，移植患者の場合にはTをつける。
*1 Matsuo S, Imai E, Horio M, et al. Collaborators developing the Japanese 

equation for estimated GFR. Revised equations for estimated GFR from serum 
creatinine in Japan. Am J Kidney Dis 2009; 53: 982–92.

*2 日本腎臓学会 . CKD診療ガイド . 東京医学社 . 2007.

尿病性腎症では30mg/g・クレアチニン未満，糸球体腎炎では
300mg/g・クレアチニン未満である。
　ACE阻害薬，ARBを第一選択薬とする。血清クレアチニン値
2.0mg/dL以上では少量から使用し，血清クレアチニン値やカリ
ウム値の上昇に注意する。これらの目標を達成するためには，多く
の場合，利尿薬やCa拮抗薬との他剤併用が必要となる。利尿薬
の使用においては，GFRが30mL/分/1.73m2以上ではサイアザ
イド系利尿薬，30mL/分/1.73m2未満ではループ利尿薬を用いる。
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　透析患者の降圧薬の選択時には，薬物代謝，排泄経路，透析
性に注意する（図4-1）。

4.4 血管疾患
　急性大動脈解離は，迅速な降圧と鎮痛を必要とし，収縮期血
圧を120mmHg未満にコントロールする。
　慢性期大動脈解離および大動脈瘤では，厳格な降圧療法と禁
煙を指導し，再解離や大動脈径の変化を注意深く観察する。
　動脈硬化性末梢動脈閉塞症では，計画的な運動プログラムの
実践が望まれる。厳格な降圧を含めた危険因子の除去により心血
管イベントの予防が期待できる。

YesNo

• ACE阻害薬，ARBの続行
• 降圧不十分なら利尿薬，Ca
拮抗薬の併用，用量調節，
他薬の併用

継続
• 原疾患の治療
• 生活習慣の修正

目標
血圧：130/80mmHg未満＊4

尿Alb/Cr：30mg/g未満＊5

 300mg/g未満＊6

• Scr30％以上の上昇
• 血清K 5.5mEq/L以上
• 急激な血圧低下

専門医に相談
原因検索＊3

腎機能，血清電解質，尿検査，尿のAlb/Crの測定＊1

ACE阻害薬あるいはARB＊2

腎機能，電解質，尿の定期的検査

図4-1.  慢性腎臓病（CKD）を合併する高血圧の治療計画

＊1 尿アルブミンの測定は保険診療上，「糖尿病性腎症疑い」でのみ認可されている。それ以外では
尿蛋白を測定する

＊2 血清クレアチニン値（Scr）2.0mg/dL以上では少量より投与開始
＊3 原因：腎動脈狭窄，NSAID，心不全，脱水，尿路異常など
＊4 尿蛋白1g/日では125/75mmHg未満
＊5 糖尿病性腎症
＊6 糸球体腎炎
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4.5 糖尿病
　糖尿病合併高血圧の降圧目標は130/80mmHg未満である。
　糖尿病合併高血圧において降圧目標の達成により，大血管障
害，細小血管障害のリスクが減少する。
　降圧薬の選択に際しては，糖・脂質代謝への影響と合併症予
防効果の両面を考慮する。ACE阻害薬，ARBが第一選択薬とし
て推奨され，血圧管理には，多くの場合，Ca拮抗薬，少量のサ
イアザイド系利尿薬が併用される。また，労作性狭心症や陳旧性
心筋梗塞合併例では，β遮断薬も心保護作用を有しているため，
血圧管理に使用可能である（図4-2）。

＊ 血圧が130–139/80–89mmHgで生活習慣の修正で降圧目標が見込める場合は，3か月を超
えない範囲で生活習慣の修正により降圧を図る

治療開始血圧　130/80mmHg以上

生活習慣の修正・血糖管理と同時に薬物療法＊

降圧目標　130/80mmHg未満

第一選択薬：ACE阻害薬，ARB

効果不十分

用量を増加 Ca拮抗薬，利尿薬を併用

3剤併用：ARBあるいはACE阻害薬，Ca拮抗薬，利尿薬

効果不十分

図4-2. 糖尿病を合併する高血圧の治療計画
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4.6 脂質異常症
　脂質異常症に高血圧が合併すると，動脈硬化のリスクが増大す
る。脂質異常症合併高血圧患者の降圧薬選択に関しては，α遮
断薬やACE阻害薬，Ca拮抗薬，ARBなどのような脂質代謝改
善効果を有するもの，あるいは増悪作用のない薬剤が好ましい適
応となる。

4.7 肥満
　肥満を伴う高血圧の降圧療法は，食事療法や運動療法による
減量療法とともに薬物療法が行われる。降圧薬は代謝面での特徴
から選択し，ARB，ACE阻害薬が勧められる。

4.8 メタボリックシンドローム
　メタボリックシンドロームは，本邦においても心血管疾患発症の
重要な要因であり，高血圧治療上，内臓脂肪型肥満是正やインス
リン抵抗性改善に対する配慮が必要であり，ARB，ACE阻害薬
が推奨される。本ガイドラインでリスクの層別化（第二層）に用い
ているメタボリックシンドロームは，糖尿病のない，腹部肥満と血
圧高値に加えて，血糖高値あるいは脂質異常を示すもので，4つ
の構成因子がそろった場合や，糖尿病のある場合は第三層となる。
　特定健診・特定保健指導における階層化において，中等・高
リスクでは直ちに受診勧奨とする。Ⅰ度高血圧で低リスクの場合で
は，情報提供となるが，その場合には高血圧の診断を伝えると同
時に，生活習慣の修正を指導する（表4-4，図4-3）。
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160/100
mmHg以上

140–159/90–99
mmHg

130–139/85–89
mmHg＊1

受診勧奨 情報提供＊3, 4 特定保健指導＊3

• 糖尿病，腎障害
• 危険因子1つ以上
 の中等・高リスク

危険因子0の
低リスク＊2

保健指導
非適合者

保健指導
適合者

図4-3. 特定健診・特定保健指導における血圧管理

＊1 130–139/85–89mmHgで糖尿病，腎障害がある場合には受診勧奨
＊2 低リスクⅠ度高血圧（140–159/90–99mmHg）患者においては，高血圧であること，生活習
慣の修正が必要であること，家庭血圧135/85mmHg以上になったら受診勧奨すること，を含
めて情報提供

＊3 情報提供，特定保健指導においては，家庭血圧測定の意義を説明し，次回健診までの期間，家庭
血圧測定を推奨する

＊4 特定保健指導の対象とならない人についても，市町村が実施する健康増進事業において対応す
ることが可能であり，情報提供に加えて個別健康教育などを受けるよう勧める

表4-4 メタボリックシンドローム合併高血圧の治療

糖尿病（－） BP140/90mmHg以上
 高血圧の治療

 BP130–139/85–89mmHg
 生活習慣の修正 *

糖尿病（＋） BP130/80mmHg以上
 高血圧の治療

降圧薬の選択　インスリン抵抗性改善効果のあるARB，ACE阻害薬を中心に

* 血糖値異常と脂質異常の両者を有する場合は高リスク群のため，生活習慣の修正から開始し，
目標血圧に達しない場合には降圧薬治療を考慮する
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4.9 気管支喘息および慢性閉塞性肺疾患
　気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患をもつ患者では，β遮断薬およ
びαβ遮断薬は使用しない。Ca拮抗薬，ARB，少量の利尿薬は
使用可能である。ACE阻害薬は空咳の副作用があり，気道過敏
性も亢進させるため気管支喘息では推奨できない。

4.10 肝疾患
　重症の肝機能障害では肝代謝型の降圧薬の血中濃度が上昇す
るため，投与量の減量などの調整が必要である。
　β遮断薬は肝硬変患者の消化管出血と死亡のリスクを低下させ
る可能性がある。
　RA系阻害薬は肝臓の線維化を抑制する可能性がある。

4.11 痛風・高尿酸血症
　高血圧患者では高尿酸血症の合併頻度が高い。高尿酸血症を
合併する高血圧では，血清尿酸値7mg/dL以上で，カロリー摂取
の制限，持続的な好気的運動習慣，プリン体含量の極端に多い
食事や酒（ビール）の制限などの生活指導を開始し，8mg/dL以上
では生活習慣の修正を行いながら尿酸降下薬の投与開始を考慮す
る。降圧療法中の血清尿酸値の管理目標は6mg/dL以下である。
　サイアザイド系利尿薬やループ利尿薬は高尿酸血症をきたすの
で，痛風を起こす可能性の高い患者では使用しない。ACE阻害
薬，Ca拮抗薬，α遮断薬は尿酸代謝に悪影響を及ぼさない。
ARBは尿酸値に影響を与えないが，ロサルタンは尿酸値を低下さ
せる。
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　高齢者でも最終降圧目標達成のために積極的な治療を行う。い
ずれの年齢層でも140/90mmHg未満の降圧により予後改善が
期待される。65歳未満から治療中の患者において，65歳になっ
て降圧を緩める必要はない。
　降圧スピードに関しては，副作用の発現に留意し緩徐な降圧を
心がける。
　非薬物療法は，QOLに配慮して個々に方針を決定する。
　降圧薬治療の治療計画を図に示す（図5-1）。
　合併症を伴う場合は，個々の症例に最も適した降圧薬を選択す
る。臓器障害に注意し，QOLに配慮しながら慎重に降圧する（表
5-1）。

高齢者高血圧

Ca拮抗薬＋ARB/ACE阻害薬＋少量の利尿薬

Ca拮抗薬
＋

ARB/ACE阻害薬

Ca拮抗薬
＋

少量の利尿薬

ARB/ACE阻害薬
＋

少量の利尿薬

第2ステップ
2薬併用

第3ステップ
3薬併用（症例によりβ遮
断薬，α遮断薬も使用可）

生活習慣の修正

ARB/ACE阻害薬Ca拮抗薬 または または 少量の利尿薬

第1ステップ
（降圧不十分や
忍容性に問題が
ある場合には変
更も可）

図5-1. 高齢者高血圧の治療計画

降圧薬の初期量は常用量の1/2量から開始し，4週間から3か月の間隔で増量する。最終
降圧目標は，140/90mmHg未満。ただし75歳以降で収縮期血圧160mmHg以上の
場合は，150/90mmHg未満を中間目標として慎重に降圧する。

5
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　一般には過降圧の危険性はまれであるが，拡張期血圧の低い
症例に関しては，拡張期血圧の推移と虚血性心疾患に十分注意
しながら収縮期血圧の降圧目標達成を図る。降圧目標達成後も，
血圧動揺性に十分に注意を払い，家庭血圧も参考に慎重に血圧
管理する。

合併症
Ca拮抗薬

（ジヒドロピリジン）
ARB/

ACE阻害薬 利尿薬 β遮断薬

脳血管障害慢性期 ○ ○ ○＊1

虚血性心疾患 ○ ○ ○＊2

心不全 ○＊3 ○ △＊3

腎障害 ○＊4 ○＊5 ○＊4,6

糖尿病 ○＊4 ○ △ △

脂質異常症 ○ ○ △ △

高尿酸血症 ○ ○＊7 △

喘息 /慢性閉塞性肺疾患 ×

誤嚥性肺炎＊8 ACE阻害薬 ×

末梢動脈疾患 ○ ○ △ △

骨粗鬆症 ○＊9

◯：積極的適応，空欄：適応可，△：使用に際して注意が必要，×：禁忌
＊1 脱水に注意　
＊2 冠攣縮性狭心症では増悪する可能性があるため，Ca拮抗薬を併用するなど慎重投与
＊3 少量から開始し臨床経過を観察しながら慎重に使用　
＊4 ARB/ACE阻害薬で降圧不十分なときに積極的併用　
＊5 クレアチニン2.0mg/dL以上は慎重投与　＊6クレアチニン2.0mg/dL以上はループ利尿薬
＊7 ロサルタンは尿酸値を低下させる　＊8不顕性を含め誤嚥性肺炎を繰り返す患者　
＊9 サイアザイド系利尿薬

表5-1. 合併症を有する高齢者高血圧に対する降圧薬の選択
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6.1 妊娠に関連した高血圧
　妊娠にみられる高血圧は特殊な条件下での高血圧と理解する。
　妊娠高血圧症候群と妊娠前から高血圧を有する場合に分けられる。
　妊娠高血圧症候群では
 i. 妊娠20週以後に出現した高血圧（140/90mmHg以上）を妊

娠高血圧と定義する。
 ii. 軽症の妊娠高血圧の治療は積極的には行わない。
 iii. 重症の妊娠高血圧の治療は行う。
 iv. 160/110mmHg以上または蛋白尿2g/日以上を重症とする

（表6-1，表6-2）。
　妊娠前から高血圧を有する場合，降圧薬の変更は慎重に行う。
　降圧薬の選択に際しては以下の点に注意する。
 i. 主たる降圧薬は，メチルドパ，ヒドララジン，ラベタロール。
 ii. 必要により，慎重にかつ患者との十分なインフォームドコンセ

ントのもとにCa拮抗薬を用いる。
 iii. ACE阻害薬とARBは禁忌である。

6.2 更年期高血圧
　経口避妊薬やホルモン補充療法により血圧の上昇をみることが
あり，注意が必要である。
　閉経期を含む女性の高血圧は病態生理および治療法が男性と
は異なる可能性がある。

女性の高血圧6
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表6-1. 妊娠高血圧症候群の病型分類

1. 妊娠高血圧　
妊娠20週以降にはじめて高血圧（収縮期血圧140mmHg以上もしくは拡張期血
圧90mmHg以上）が発症し分娩後12週までに正常に復する場合。

2. 妊娠高血圧腎症
妊娠20週以降にはじめて高血圧（収縮期血圧140mmHg以上もしくは拡張期血
圧90mmHg以上）が発症し，かつ蛋白尿（基本的には300mg/日以上）を伴う
もので分娩後12週までに正常に復する場合。

3. 子癇
妊娠20週以降にはじめてけいれん発作を起こし，てんかんや二次性けいれんが否
定されるもの。けいれん発作の起こった時期により，妊娠子癇，分娩子癇，産褥子
癇と称する。

4. 加重型妊娠高血圧腎症
a. 高血圧が妊娠前あるいは妊娠20週までにすでに認められ，妊娠20週以降蛋白尿
を伴う場合。

b. 高血圧と蛋白尿が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し，妊娠20週以降，いず
れか，または両症状が増悪する場合。

c. 蛋白尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し，妊娠20週
以降に高血圧が発症する場合。

表6-2. 妊娠高血圧症候群における重症度分類

軽症 • 血圧 次のいずれかに該当する場合

   ・収縮期血圧 140mmHg以上，160mmHg未満
   ・拡張期血圧 90mmHg以上，110mmHg未満

 • 蛋白尿 ≧300mg/日，＜2g/日

重症 • 血圧 次のいずれかに該当する場合

   ・収縮期血圧 160mmHg以上
   ・拡張期血圧 110mmHg以上

 • 蛋白尿 蛋白尿が2g/日以上のときは蛋白尿重症とする。なお，随時尿を用
いた試験紙法による尿中蛋白の半定量は24時間蓄尿検体を用いた
定量法との相関性が悪いため，蛋白尿の重症度の判定は24時間尿
を用いた定量によることを原則とする。随時尿を用いた試験紙法
による成績しか得られない場合は，複数回の新鮮尿検体で，連続し
て3＋以上（300mg/dL以上）の陽性と判定されるときに蛋白尿
重症とみなす。

収縮期血圧と拡張期血圧で異なる分類に属する場合は，高いほうの分類に組み入れる
表6-1, 表6-2　：佐藤和雄 . 新しい“妊娠中毒症”（妊娠高血圧症候群）の定義・分類試案（2004）. 
日産婦誌 . 2004; 56: 5–24.
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　小児，青年の高血圧の大半は本態性高血圧であり，肥満に合
併することが多い。
　著明な血圧上昇は二次性高血圧を考える。小児では腎性高血
圧が多く，なかでも先天性腎尿路奇形に起因する高血圧が少なく
ない。
　小児，青年の本態性高血圧は左室肥大を合併する率が高いほ
か，成人本態性高血圧に高率に進展する。
　本態性高血圧では非薬物療法を3–6か月間試み，無効例は薬
物療法を考慮する。
　合併症のある例も薬物療法の適応であり，Ca拮抗薬，ACE阻
害薬，ARBが望ましい。

小児，青年の高血圧

学年 男子 女子

収縮期 拡張期 収縮期 拡張期

小学校 1年 107 60 108 60
2年 112 63 108 60
3年 114 62 111 61
4年 116 63 121 66
5年 117 63 119 66
6年 119 63 119 65

中学校 1年 125 66 126 68
2年 130 66 126 68
3年 136 68 128 70

表7-1. 血圧管理用の高血圧基準（mmHg）

平均身長での基準に相当し，身長が高い（低い）場合は基準値も高く（低く）なる。
内山聖 ほか . 日本人小児の高血圧判定基準の検討 . 厚生省子ども家庭総合研究事業「子どものライ
フスタイルと生活習慣病に関する研究」, 厚生科学研究「小児糖尿病・生活習慣病の発症要因 , 治療 , 
予防に関する研究（主任研究者 : 松浦信夫）」平成12年度研究報告書 , 2001, pp74–5.

7

糖尿病や腎疾患などの基礎疾患をもち，血圧を厳密に管理する必要がある小児で用いる
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健診用高血圧基準値前後か，それ以上の血圧

異なる機会に繰り返し血圧測定

基準値前後の血圧明らかな血圧上昇 基準値に近い正常血圧

二次性高血圧

3か月ごとに血圧測定

高血圧持続

非薬物療法

非薬物療法

薬物療法

あり なし

なし

合併症

あり

基礎疾患の治療

薬物療法（基準値以下を目標）

年1回，血圧測定

健診用の高血圧基準（mmHg）

幼　　児

小学校低学年

小学校高学年・中学校女子

中学校男子・高等学校

≧120/70

≧130/80

≧135/80

≧140/85

糖尿病や慢性腎疾患の小児では，血圧
管理用の基準（表7-1）を目標とする。

薬物療法の適応
①症候性高血圧， ②二次性高血圧， 
③標的臓器障害の合併， ④糖尿病の
存在， ⑤慢性腎疾患の存在， ⑥3–6
か月間の非薬物療法（食事，運動）
後も持続する高血圧，など

図7-1　小児高血圧の管理手順

同じ年齢ならば身長が高いほど血圧は高い。したがって，基準値前後の血圧が見いださ
れた場合は身長を考慮する
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8.1 高血圧緊急症および切迫症
　血圧の高度の上昇（多くは180/120mmHg以上）によって，脳，
心，腎，大血管などに急性の障害が生じ進行している状態を高血
圧緊急症という。
　高血圧緊急症が疑われる症例には，迅速な診察と検査によって
診断および病態の把握を行い，早急な治療開始が必要である。
　高血圧性脳症や急性大動脈解離に合併した高血圧，肺水腫を
伴う高血圧性左心不全，重症高血圧を伴う急性冠症候群，褐色
細胞腫クリーゼ，子癇などは急性の臓器障害が進行しており，入
院のうえ，直ちに経静脈的降圧治療を開始する必要がある。原則
として高血圧専門医やそれぞれの分野の専門医のいる施設に治療
を依頼する。加速型–悪性高血圧も緊急症に準じて対処する。
　持続性の著明な高血圧（通常，180/120mmHg以上）で，急性

高血圧緊急症，手術時の
対応8

表 8-1.  高血圧緊急症

• 乳頭浮腫を伴う加速型 –悪性高血圧
• 高血圧性脳症
• 急性の臓器障害を伴う重症高血圧＊

アテローム血栓性脳梗塞，脳出血，くも膜
下出血，頭部外傷，急性大動脈解離，急性
左心不全，急性冠症候群（急性心筋梗塞，不
安定狭心症），急性または進行性の腎不全

• 脳梗塞血栓溶解療法後の重症高血圧＊　
• カテコールアミンの過剰
褐色細胞種のクリーゼ，モノアミン酸化酵
素阻害薬と食品・薬物との相互作用，交感
神経作働薬の使用，降圧薬中断による反跳
性高血圧，脊髄損傷後の自動性反射亢進

• 子癇

加速型 –悪性高血圧，周術期高血圧，反
跳性高血圧，火傷，鼻出血などは，重症
でなければ切迫症の範疇にはいりうる。

＊ ここでの「重症高血圧」はJSH2004の血
圧レベル分類に一致したものではない。
各病態に応じて緊急降圧が必要な血圧レ
ベルが考慮される。

• 手術に関連したもの
緊急手術が必要な患者の重症高血圧＊，
術後の高血圧，血管縫合部からの出血

• 冠動脈バイパス術後高血圧
• 重症火傷
• 重症鼻出血
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の臓器障害の進行を伴わない場合は，切迫症として内服薬により降
圧を図るが，このような高血圧は臓器障害を有する例や治療抵抗
性を示す例が多く，高血圧専門医への紹介が望ましい（表8-1）。

8.2 一過性血圧上昇
　過去の血圧の程度を聴取し，一過性の高度の血圧上昇例で進
行性の臓器障害がみられない場合は，褐色細胞腫を除いて緊急
降圧の対象にはならない。
　高度の血圧上昇が持続している場合は，中間持続型のCa拮抗
薬やACE阻害薬などを内服させる。
　十分な問診により精神的要素が考えられれば，必要に応じてメ
ンタルヘルスケアの専門医に紹介する（表8-2）。

8.3 外科手術前後の血圧管理
　高血圧患者の周術期合併症の発症予防には，褐色細胞腫など
二次性高血圧の鑑別と高血圧性臓器障害・合併症の評価を行う
ことが重要である。
　手術当日朝の内服も含めて，周術期を通じた経口または経静脈
的降圧薬の継続的使用により，血圧のコントロールを図る。
　虚血性心疾患のリスクの高い者にはβ遮断薬が有用である。
　ニフェジピンカプセルの内容物の投与は降圧の程度，速度を調
節できないので行わない。
　疼痛・不安や興奮などの除去も血圧上昇を抑えるうえで重要で
ある。

高血圧緊急症，手術時の対応

表8-2.  一過性に高度の血圧上昇を示す症例

• 圧反射機構の障害 • 不安に伴う過換気 • パニック発作（パニック障害）
• 偽性褐色細胞腫 • 褐色細胞腫
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　高血圧をきたす原因が明らかなものを二次性高血圧といい，そ
の頻度は少なくない。二次性高血圧には多くの種類があり，主要
なものを表に示す（表9-1）。

原因の明らかな高血圧と
その対応

原因疾患 示唆する所見 鑑別に必要な検査

腎実質性高血圧 蛋白尿，血尿，腎機能低下，
腎疾患既往

血清免疫学的検査，腎超音
波・CT，腎生検

腎血管性高血圧 急な血圧上昇，腹部血管雑
音，低 K血症

PRA，PAC，腎血流超音波，
レノグラム，血管造影

原発性アルドステロン症 四肢脱力，夜間多尿，低 K
血症

PRA，PAC，副腎 CT，負荷
検査，副腎静脈採血

クッシング症候群 中心性肥満，満月様顔貌，
皮膚線条，高血糖

コルチゾール，ACTH，腹部
CT，頭部MRI

褐色細胞腫 発作性・動揺性高血圧，動
悸，頭痛，発汗，神経線維
腫

血液・尿カテコールアミン
およびカテコールアミン代
謝産物，腹部超音波・CT，
MIBGシンチグラフィー

甲状腺機能低下症 徐脈，浮腫，活動性減少，脂
質，CPK，LDH高値

甲状腺ホルモン・自己抗体，
甲状腺超音波

甲状腺機能亢進症 頻脈，発汗，体重減少，コ
レステロール低値

甲状腺ホルモン・自己抗体，
甲状腺超音波

副甲状腺機能亢進症 高 Ca血症 副甲状腺ホルモン

大動脈縮窄症 血圧上下肢差，血管雑音 胸（腹）部 CT，MRI・
MRA，血管造影

脳幹部血管圧迫 治療抵抗性高血圧，顔面け
いれん，三叉神経痛

頭部（延髄）MRI・MRA

睡眠時無呼吸症候群 いびき，昼間の眠気，肥満 夜間睡眠モニター

薬剤誘発性高血圧 薬物使用歴，治療抵抗性高
血圧，低 K血症

薬物使用歴の確認

表9-1. 主な二次性高血圧と示唆する所見および鑑別に必要な検査

9



49原因の明らかな高血圧とその対応

9.1 腎実質性高血圧
　腎実質性高血圧とは腎実質性疾患に伴って発症する高血圧で，
二次性高血圧として頻度が高い。
　糸球体疾患では初期から高血圧が発症するのに対し，間質性
腎疾患では末期になってから高血圧が発症する。
　多発性嚢胞腎では初期から高血圧の頻度が高い。
　高血圧が発症すると腎症の進行が加速されるため，降圧療法は
心血管事故抑制と腎保護の両面で重要である。
　糸球体疾患（糸球体腎炎や糖尿病性腎症）では一般に糸球体血
圧が上昇し，尿蛋白量は多い。RA系阻害薬を中心とする積極的
降圧（目標：125/75mmHg未満）が必須である。
　間質性腎疾患（腎盂腎炎，多発性嚢胞腎）や腎硬化症では一
般に糸球体血圧は正常〜低値を示し，尿蛋白量は少ない。降圧薬

（種類を問わない）によって130/80mmHg未満への降圧を目指
す。ただし，尿蛋白が増加すれば糸球体疾患と同様にRA系阻害
薬によって積極的降圧を目指す。

9.2 腎血管性高血圧
　腎血管性高血圧は腎動脈の狭窄や閉塞による高血圧で，全高
血圧患者の1％にみられる。中・高年者では粥状動脈硬化が，若
年者では線維筋性異形成が主な成因である。粥状動脈硬化性で
は，閉塞性動脈硬化症や虚血性心疾患など他の血管病変を合併
することが多い。両側性の腎動脈狭窄・閉塞は，虚血性腎症と呼
ばれる進行性の腎不全をきたす。
　腎血管性高血圧は重症高血圧や治療抵抗性高血圧を示す場合
が多い。腹部血管雑音，腎サイズの左右差，腎機能障害，低カ
リウム血症などが診断の手がかりとなるが，全例にみられるわけで
はない。RA系阻害薬の投与後に腎機能が悪化する場合は，両側
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性狭窄を疑う。
　腎血管性高血圧の確定診断には，形態的診断（CTA，MRA，
腎動脈造影）と機能的診断（血漿レニン活性（PRA），レノグラムな
ど）が重要である。腎血流超音波はいずれの診断においても有用
である（図9-1）。
　腎血管性高血圧の治療では，経皮的腎動脈形成術（PTRA）が
行われるが，適応については吟味を要する。PTRAは降圧には有
効であるが，腎保護効果のエビデンスは十分ではない。外科的血
行再建術が適応となる場合もある。保存的治療としては，降圧薬
による血圧コントロールを行う。RA系阻害薬は，片側性では有効
であるが，両側性の場合は原則として禁忌である。

腎血管性高血圧疑い患者

末梢血PRA

腎血流超音波MRA，CTA

形態的診断 機能的診断

レノグラム
（カプトプリル負荷）

カプトプリル
負荷PRA

腎動脈造影，分腎静脈PRA

図9-1. 腎血管性高血圧の確定診断のための検査
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9.3 内分泌性高血圧
　内分泌性高血圧は内分泌臓器の腫瘍あるいは過形成によりホル
モン過剰が生じ，高血圧を呈する疾患群である。特に原発性アル
ドステロン症，クッシング症候群，褐色細胞腫が代表的である。
　内分泌性高血圧は適切な治療で治癒可能な場合が多いので，
積極的に専門医（日本高血圧学会，日本内分泌学会）に紹介する。
　原発性アルドステロン症は従来考えられてきたよりも頻度が高
く，臓器障害が少なくない。高血圧患者，特に頻度が高い対象
群では積極的に血漿アルドステロン濃度（PAC），血漿レニン活
性（PRA）を測定し，PACとPRAの比（ARR）＞200（PAC：pg/
mL）であれば機能確認検査，次いで局在診断を行う。一側性で
は腹腔鏡下副腎摘出術，両側性病変ではアルドステロン拮抗薬な
どの降圧薬を投与する（表9-2）。

積極的にスクリーニング検査を行うべき対象
• 低 K血症合併例（利尿薬誘発性も含む）
• Ⅱ度以上の高血圧
　（収縮期血圧＞160mmHgまたは拡張期血圧＞100mmHg）
• コントロール不良および治療抵抗性高血圧
• 高血圧を伴う副腎偶発腫瘍
• 40歳以下で脳血管障害などの臓器障害合併例

スクリーニング検査
• 血漿アルドステロン濃度（PAC）と血漿レニン活性（PRA）の測定
 ― 未治療または少なくとも2週間以上休薬後
 ― 休薬困難例ではCa拮抗薬やα遮断薬などに変更後
 ― スピロノラクトンは少なくとも2か月以上休薬
 ― 可能なかぎり再検査を推奨

高血圧学会，内分泌学会の専門医へ紹介あるいは精密検査を実施する判定基準
• PAC/PRA比（ARR）＞200 （PAC：pg/mL）
• 特にPAC＞150pg/mL

表9-2. 原発性アルドステロン症のスクリーニング
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　クッシング症候群は特徴的身体所見に注意し，デキサメタゾン
抑制試験を行う。副腎偶発腫瘍では厚生労働省の診断基準に準
拠してサブクリニカルクッシング症候群を診断する。
　褐色細胞腫はカテコールアミンとその代謝産物の測定と画像検
査で診断する。副腎偶発腫瘍としても発見され，高齢者でも経験
される。α遮断薬が第一選択薬である。約10％は悪性褐色細胞
腫で初回術後は慎重な経過観察が必要である。
　先端巨大症，バセドウ病，甲状腺機能低下症は特徴的な身体
所見が，原発性副甲状腺機能亢進症は高カルシウム血症が発見
のきっかけとなる。いずれも原因疾患の治療で高血圧が改善する
ことが多い。

9.4 血管性（脈管性）高血圧
　血管性（脈管性）高血圧には，大動脈炎症候群（高安動脈炎），
その他の血管炎性高血圧（結節性多発動脈炎，全身性強皮症），
大動脈縮窄症，さらに，心拍出量増加を伴う血管性高血圧（大動
脈弁閉鎖不全症，動脈管開存症，動静脈瘻など）がある。各病
態に合わせた治療方針に従う。

9.5 脳・中枢神経系疾患による高血圧
　脳・中枢神経系疾患による高血圧には，脳血管障害（脳出血，
脳梗塞，慢性硬膜下血腫）や，脳腫瘍，脳（脊髄）炎，脳外傷な
どでの頭蓋内圧亢進（クッシング反応），交感神経活動の中枢であ
る頭側延髄腹外側野の周辺動脈による圧迫に伴うものなどがある。
降圧薬治療とともにそれぞれの原因に対する治療を行う。
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9.6 閉塞性睡眠時無呼吸症候群
　睡眠時無呼吸症候群は高血圧の成因の一つであり，二次性高
血圧の最も多い要因の一つである。
　睡眠時無呼吸症候群は，肥満とともに増加し，メタボリックシ
ンドロームの高リスク群であるが，本邦の特徴として，小顎症など
顔面骨格の特徴による非肥満例の睡眠時無呼吸症候群も多い。
　昼間の眠気を訴える典型的な肥満患者はもとより，夜間尿，夜
間呼吸困難，夜間発症の心血管イベントや，治療抵抗性高血圧，
特に治療抵抗性早朝高血圧，正常血圧にもかかわらず左室肥大
を示す例では，積極的に睡眠時無呼吸症候群を疑う。
　睡眠時無呼吸症候群では，夜間低酸素発作時に血圧変動性を
伴うriser型夜間高血圧を示し，その夜間高血圧は早朝へ持続す
るため，「早朝高血圧」として検出されることが多い。
　重症睡眠時無呼吸症候群を合併するⅠ–Ⅱ度の高血圧患者で
は，適応のある場合，持続性陽圧呼吸療法を行う。
　降圧に際しては，胸部大動脈や心臓への睡眠時胸腔内陰圧負
荷の増大を加味して，特に夜間血圧を含めた，より厳格な降圧療
法を行う（表9-3）。

症状 昼間の眠気，集中力の低下，抑うつ状態，起床時・朝方の不定愁訴（頭痛，
倦怠感），強いいびき，頻回の夜間覚醒や夜間尿，夜間呼吸困難（窒息感）

身体所見 肥満，小顎症

検査所見 治療抵抗性早朝高血圧（夜間高血圧を含む）
左室肥大（特に診察室血圧と家庭血圧が正常例）
夜間発症の心血管イベント（心房細動・心室性不整脈を含む）
メタボリックシンドローム

治療 重症睡眠時無呼吸症候群を合併するⅠ–Ⅱ度の高血圧患者では，まず持続
性陽圧呼吸療法を行う
降圧目標レベルは，胸部大動脈や心臓への睡眠時胸腔内陰圧負荷の増大
を加味して，特に夜間血圧を含めた，より厳格な降圧療法を行う

表9-3. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群を疑う所見とその治療
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9.7 薬剤誘発性高血圧
　非ステロイド性抗炎症薬は血圧を上昇させ，利尿薬，β遮断薬，
ACE阻害薬，ARBの降圧効果を減弱させる。その影響は高齢者
で著しい。
　カンゾウ（甘草）の主要有効成分であるグリチルリチンの大量使
用で，低K血症を伴う高血圧（偽性アルドステロン症）をきたすこ
とがある。特に漢方薬使用時には注意。中止が困難であればアル
ドステロン拮抗薬を用いる。
　グルココルチコイドも大量使用で血圧上昇をきたす。服用を中止
できなければ，一般的な降圧薬（Ca拮抗薬，ARB，ACE阻害薬，
β遮断薬，利尿薬など）を用いる。
　シクロスポリン，タクロリムス，エリスロポエチン，エストロゲ
ン，交感神経刺激作用を有する薬物の使用で血圧上昇をきたす
可能性がある。これらの薬剤使用で血圧上昇を認めれば，減量あ
るいは中止を考慮する。中止ができない場合には，Ca拮抗薬，
ARB，ACE阻害薬，α遮断薬などを用いる（表9-4）。

9.8 遺伝性高血圧
　本態性高血圧は，遺伝因子，環境因子が関与する多因子疾患
であり，遺伝因子の関与は30–70％とされる。
　個々の遺伝子多型の高血圧への寄与度は低いが，日本人の食
塩感受性遺伝子多型の頻度は高い。
　単一遺伝子異常に起因する先天性の血圧異常症は存在するが
まれである。
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原因薬物 高血圧の原因 高血圧治療への対策

非ステロイド性抗炎症薬
（NSAIDs）

腎プロスタグランジン産
生抑制による水・Na貯留
と血管拡張抑制，ACE 阻
害薬・ARB・β遮断薬・
利尿薬の降圧効果を減弱

NSAIDsの減量・中止，使
用降圧薬の増量，Ca拮抗薬

カンゾウ（甘草），グリチ
ルリチンを含有する肝疾
患治療薬，消化器疾患治
療薬，漢方薬，健康補助食
品，化粧品など

11β水酸化ステロイド脱
水素酵素阻害によるコル
チゾール半減期延長に伴
う内因性ステロイド作用
増強を介した水・Naの貯
留とK低下

漢方薬などの減量・中止，
アルドステロン拮抗薬

グルココルチコイド レニン基質の産生増加，
エリスロポエチン産生増
加，NO 産生抑制などが
考えられるが十分には解
明されていない

グルココルチコイドの減
量・中止，Ca拮抗薬，ACE
阻害薬，ARB，β遮断薬，利
尿薬など

シクロスポリン・タクロ
リムス

腎毒性，交感神経賦活，カ
ルシニューリン抑制，血
管内皮機能障害

Ca 拮抗薬，Ca 拮抗薬と
ACE阻害薬の併用，利尿薬
など

エリスロポエチン 血液粘稠度増加，血管内
皮機能障害，細胞内Na濃
度増加など

エリスロポエチンの減量・
中止，Ca 拮抗薬，ACE 阻
害薬，ARB，β遮断薬，利尿
薬など

エストロゲン，経口避妊
薬，ホルモン補充療法

レニン基質の産生増加 エストロゲン製剤の使用中
止，ACE阻害薬，ARB

交感神経刺激作用を有す
る薬物，フェニルプロパ
ノールアミン，三環系抗
うつ薬，四環系抗うつ薬，
モノアミン酸化酵素阻害
薬など

α受容体刺激，交感神経
末端でのカテコールアミ
ン再取り込みの抑制など

交感神経刺激作用を有する
薬物の減量・中止，α遮断
薬

表9-4. 薬剤誘発性高血圧の原因薬物と高血圧治療法
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主要降圧薬一覧

一般名 主な製品名 用法・用量 最大用量

カルシウム拮抗薬
ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬

アムロジピン ノルバスク，
アムロジン 1日1回2.5–5mg 10mg

ニフェジピン徐放錠 アダラート L 1日2回，1回10–20mg

長 時 間 作 用 型 ニ
フェジピン徐放錠 アダラート CR 1日1回20–40mg

ニソルジピン バイミカード 1日1回5–10mg

ニトレンジピン バイロテンシン 1日1回5–10mg

ニカルジピン徐放錠 ペルジピン LA 1日2回，1回20–40mg

ニルバジピン ニバジール 1日2回，1回2–4mg

アゼルニジピン カルブロック 1日1回8–16mg

マニジピン カルスロット 1日1回10–20mg

エホニジピン ランデル 1日1–2回，1日20–40mg 1日60mg

シルニジピン アテレック，
シナロング 1日1回5–10mg 20mg

アラニジピン サプレスタ 1日1回5–10mg 20mg

ベニジピン コニール 1日1回2–4mg 8mg

フェロジピン スプレンジール，
ムノバール 1日2回，1回2.5–5mg 1日20mg

バルニジピン ヒポカ 1日1回10–15mg

ベンゾチアゼピン系カルシウム拮抗薬

ジルチアゼム ヘルベッサー 1日3回，1回30–60mg

ジルチアゼム徐放
カプセル ヘルベッサーR 1日1回100–200mg
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一般名 主な製品名 用法・用量 最大用量

アンジオテンシン受容体拮抗薬

ロサルタン ニューロタン 1日1回25–50mg 100mg

カンデサルタン ブロプレス 1日1回4–8mg

12mg。腎実質性，
腎障害の場合は1日
2mgか ら開始し，
最大用量8mg

バルサルタン ディオバン 1日1回40–80mg 160mg

テルミサルタン ミカルディス 1日1回20–40mg
80mg。 肝障害の
場 合 は 最 大 用 量
40mg

オルメサルタン オルメテック 1日1回10–20mg 40mg

イルベサルタン アバプロ，イルベタン 1日1回50–100mg 200mg

合剤（アンジオテンシン受容体拮抗薬と利尿薬）

ロサルタン /ヒドロ
クロロチアジド

プレミネント
1日1回， ロ サ ル タ ン
50mg/ヒドロクロロチア
ジド12.5mg

カンデサルタン /ヒ
ドロクロロチアジド

エカード配合錠 LD
1日1回，カンデサルタン
4mg/ヒドロクロロチアジ
ド6.25mg

エカード配合錠HD
1日1回，カンデサルタン
8mg/ヒドロクロロチアジ
ド6.25mg

バルサルタン /ヒド
ロクロロチアジド

コディオ配合錠MD
1日1回，バ ル サ ル タ ン
80mg/ヒドロクロロチア
ジド6.25mg

コディオ配合錠 EX
1日1回，バ ル サ ル タ ン
80mg/ヒドロクロロチア
ジド12.5mg

テルミサルタン /ヒ
ドロクロロチアジド

ミコンビ配合錠 AP
1日1回，テルミサルタン
40mg/ヒドロクロロチア
ジド12.5mg

肝障害の場合はテル
ミサルタン40mg/
ヒドロクロロチアジ
ド12.5mgミコンビ配合錠 BP

1日1回，テルミサルタン
80mg/ヒドロクロロチア
ジド12.5mg
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一般名 主な製品名 用法・用量 最大用量

アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬
カプトプリル カプトリル 1日3回，1回12.5–25mg 1日150mg

長時間作用型カプト
プリル

カプトリル R 1日2回，
1回18.75–37.5mg 1日150mg

エナラプリル レニベース 1日1回5–10mg

ペリンドプリル コバシル 1日1回2–4mg 8mg

リシノプリル ロンゲス，ゼストリル 1日1回10–20mg

アラセプリル セタプリル 1日1回または2回，
1日25–75mg 1日100mg

デラプリル アデカット 1日2回，
1日30–60mg 1日120mg

ベナゼプリル チバセン 1日1回5–10mg

シラザプリル インヒベース 1日1回0.5–1mg 2mg

イミダプリル タナトリル 1日1回5–10mg

テモカプリル エースコール 1日1回2–4mg

キナプリル コナン 1日1回5–20mg

トランドラプリル オドリック，プレラン 1日1回1–2mg

利尿薬
サイアザイド系利尿薬

トリクロルメチア
ジド フルイトラン 1日0.5–2mg（推奨用量）

ヒドロクロロチア
ジド ダイクロトライド 1日6.25–25mg（推奨用量）

ベンチルヒドロク
ロロチアジド ベハイド 1日2–4mg（推奨用量）

サイアザイド類似利尿薬

インダパミド ナトリックス 1日0.5–2mg（推奨用量）

メフルシド バイカロン 1日25mg（推奨用量）

トリパミド ノルモナール 1日10mg（推奨用量）

メチクラン アレステン 1日75–150mg（推奨用量）
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一般名 主な製品名 用法・用量 最大用量

カリウム保持性利尿薬

トリアムテレン トリテレン
1日1回50mg（サイアザ
イド系，サイアザイド類似
薬との併用が望ましい）

ループ利尿薬

フロセミド ラシックス

1日1回，40–80mgと さ
れているが，半減期の短い
薬剤（＜1時間）であり，腎
機能低下時の降圧薬，利尿
薬としての投与量，投与間
隔は確立されていない。腎
機能正常の高血圧の場合，
降圧薬として用いられるこ
とは少ない

フロセミド徐放カ
プセル オイテンシン 1日1–2回，1回40mg

アルドステロン拮抗薬

エプレレノン セララ 1日1回50mg 100mg

スピロノラクトン アルダクトンA

主と し て併用で1日1回
25–50mg（高血圧患者に
おける用量設定に関する研
究は少ない）。添付文書上の
用量は1日50–100mg

β遮断薬
β1選択性，ISA（－）

アテノロール テノーミン 1日1回25–50mg 100mg

ビソプロロール メインテート 1日1回5mg

ベタキソロール ケルロング 1日1回5–10mg

20mg。腎実質性高
血圧で は添付文書
上 1日 1回 5 mg，
最大用量10mg

メトプロロール セロケン，
ロプレソール 1日3回，1日60–120mg 1日240mg

メトプロロール徐
放錠

セロケン L，
ロプレソール SR 1日1回120mg

β1選択性，ISA（＋）

アセブトロール アセタノール 1日1回または2回，
1日200–400mg

セリプロロール セレクトール 1日1回100–200mg 400mg
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一般名 主な製品名 用法・用量 最大用量

非選択性，ISA（－）

プロプラノロール インデラル 1日3回，1日30–60mg 1日120mg

徐放性プロプラノ
ロール インデラル LA 1日1回60mg 120mg

ニプラジロール ハイパジール 1日2回，1回3–6mg 1日18mg

チリソロール セレカル 1日1回10–20mg 30mg

ナドロール ナディック 1日1回30–60mg

非選択性，ISA（＋）

カルテオロール ミケラン 1日2回または3回，
1日10–15mg 1日30mg

カルテオロール徐
放カプセル ミケラン LA 1日1回15mg 30mg

ピンドロール カルビスケン 1日3回，1日15mg 1日30mg

ピンドロール徐放剤 ブロクリン L 1日1回15mg

ペンブトロール ベータプレシン 1日2回，1回10mg 1日40mg

ボピンドロール サンドノーム 1日1回1mg 2mg

α遮断薬

ドキサゾシン カルデナリン 1日1回1–4mg 8mg。褐色細胞腫
では最高用量12mg

ブナゾシン デタントール 1日2–3回，1日3–6mg 1日12mg

ブナゾシン徐放錠 デタントール R 1日1回3–9mg

テラゾシン ハイトラシン，
バソメット 1日2回，1回0.5–2mg 1日8mg

プラゾシン ミニプレス 1日2–3回，1日1.5–6mg

ウラピジル エブランチル 1日2回，1日30–120mg

αβ遮断薬

カルベジロール アーチスト 1日1回10–20mg

アモスラロール ローガン 1日2回，1回10mg 1日60mg

アロチノロール アルマール 1日2回，1回10mg 1日30mg

ラベタロール トランデート 1日3回，1回50mg 1日450mg

ベバントロール カルバン 1日2回，1回50mg 1日200mg
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一般名 主な製品名 用法・用量 最大用量

中枢性交感神経抑制薬

クロニジン カタプレス 1日3回，
1回0.075–0.15mg

グアナベンズ ワイテンス 1日2回，1回2mg

メチルドパ アルドメット 1日1–3回，
1日250–2000mg

血管拡張薬

ヒドララジン アプレゾリン 1日 3 – 4回，1回 20 – 50 
mg，1日30–200mg

ブドララジン ブテラジン 1日2–3回，
1日90–180mg
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専門医への紹介を強く勧める病態
□	二次性高血圧疑い
□	治療抵抗性高血圧
□	高血圧緊急症・切迫症
□	妊娠高血圧症候群

専門医へのコンサルテーション
□	ACE阻害薬やARBで腎機能悪化
□	腎障害，心不全，脳卒中合併高血圧
□	降圧薬の副作用疑い
□	血圧変動の大きい症例
□	白衣高血圧や仮面高血圧の判断・治療の相談
□	24時間血圧測定の依頼

専門医紹介時の情報提供（可能な範囲で）
紹介理由，家族歴，高血圧の経過と治療経過（使用薬剤の種類と
量），検査値，家庭血圧値，薬剤による副作用の有無，合併症

専門医に関する情報
・ 高血圧専門医：ホームページ（http://www.jpnsh.org/specialties.html）

に日本高血圧学会認定高血圧専門医制度（平成20年4月1日
より発足）に基づく専門医リストを公開。

・ 病態によっては，高血圧専門医以外に腎臓内科，循環器内科，
内分泌内科などへの紹介も考慮する。

「このような場合は，
専門医へご紹介を」
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