
『よくわかる高血圧と循環器病の予防と管理
－高血圧・循環器病予防療養指導士認定試験ガイドブック－』

【『高血圧治療ガイドライン 2019』に関する解説冊子】

はじめに

　2019年４月25日に日本高血圧学会より『高血圧治療ガイドライン2019』（以
下、「JSH2019」という）が発刊された。これに伴い、高血圧・循環器病予防
療養指導士の研修カリキュラムを変更し、この研修教本である『よくわかる
高血圧と循環器病の予防と管理－高血圧・循環器病予防療養指導士認定試験
ガイドブック－』（以下、「ガイドブック」という）の変更点を解説冊子とし
て発行する。
　令和元年度（2020年３月）の高血圧・循環器病予防療養指導士認定試験は

『JSH2019』の記載内容が出題範囲となるので、本冊子は現行のガイドブック
を補うものである。受験者は『JSH2019』を入手して、該当部分に目を通し
ていただきたい。ガイドブックの改訂版が発行されるまでは、この解説冊子
を活用いただきたい。

監修：日本高血圧学会
令和元年９月
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１．『JSH2019』における高血圧の管理および治療の基本方針
　『JSH2019』でまとめられた高血圧の管理および治療の基本方針は下記の通りである。

（１）降圧治療は脳心血管病の発症・進展・再発による死亡やQOLの低下を抑制する。
（２）降圧治療には、生活習慣の修正を含む非薬物療法と薬物療法がある。
（３）初診の高血圧に対して、血圧が持続して高いことの確認とそのレベルの評価、二

次性高血圧の除外、予後影響因子（危険因子、臓器障害／脳心血管病）存在の
評価を行う。

（４）高値血圧レベル以上（130/80mmHg以上）では、血圧レベルおよびその他の予
後影響因子から、高リスク、中等リスク、低リスクの3群にリスクを層別化する。

（５）高リスク患者では絶対リスクが高いために、降圧治療による絶対リスクの減少は
大きい。しかし、降圧治療による相対リスクの減少は、患者背景のリスクの高
さや低さによらないため、低・中等リスク患者においても降圧治療の必要性は
示唆される。

（６）正常高値血圧レベル以上（120/80mmHg以上）のすべての者に対して生活習慣
の修正を行う。高リスクの高値血圧者では、生活習慣の修正／非薬物療法を積
極的に行い、必要に応じて降圧薬治療を開始する。

　高リスクの高血圧者（140/90mmHg以上）では生活習慣の修正/非薬物療法に加え
て、早期から薬物治療を開始する。低・中等リスク患者においては、生活習慣の修正
を中心に行い、患者の個別性を評価しつつ、経過のなかで必要に応じて薬物治療を開
始する。

２．『JSH2019』の主な変更点
（１）臨床課題（CQ）に対してシステマティクレビュー（SR）を施行し、執筆委員の

投票により推奨度を決定した。
（２）血圧分類の変更：正常血圧を120/80mmHg未満とした（表１）。
（３）75歳未満の成人（一般成人、前期高齢者）、冠動脈疾患など降圧目標を厳格化し

た（表２）。
（４）75歳以上の高齢者（後期高齢者）の降圧目標は、140/90mmHg未満と表記した

（『高血圧治療ガイドライン2014』（以下、「JSH2014」という）では忍容性があれ
ば140/90mmHg未満としていた目標を原則的な降圧目標とした）。

（５）脳出血急性期の降圧目標をSBP前値の80% or 140mmHg程度から、140mmHg未
満へ変更した。

（６）脳心血管病リスクの層別化を変更した（表３、表４、図１）。
（７）ジェネリック医薬品に対する記載を追加した。
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（８）脳出血急性期の降圧目標をSBP前値の80% or 140mmHg程度から、140mmHg未
満へ変更した。

（９）微量アルブミン尿や蛋白尿を認めない糖尿病の第一選択薬をレニン－アンジオテ
ンシン（RA）系阻害薬に加え、長時間作用型カルシウム拮抗薬（CCB）、サイ
アザイド系利尿薬に変更した（図２）。

（10）フレイル、要介護、エンドオブライフの高齢者の降圧治療を記載した。
（11）高血圧管理の向上へ向けた取り組みについて記載した（図３）。

３．『JSH2019』 の発行による『ガイドブック』の主な変更点の解説
★『ガイドブック』の『JSH2014』の引用箇所は、『JSH2019』 の当該分に差し替える。

（１）CQとSRの採用
　17の臨床課題についてSRチームが文献検索と臨床研究の吟味を経てからメタアナリ
スを行い、「エビデンスの強さ」の決定とCQに対する回答を作成した。CQとその回答
について、全作成員参加による投票により「推奨の程度」を決定した。
　また、SRにより推奨の程度を決定することが困難であった事項についてクエスチョ
ン（Q）を設定し、臨床的な疑問についての一定の回答を与えている。高血圧・循環
器病予防指導にはきわめて有益な項目を含むのでQ部分も一読することを勧める。

（２）血圧分類
　『JSH2019』における血圧分類を表１に示す。

表１.  成人における血圧値の分類（『JSH2019』表2-5　18ページ）

 分類
診察室血圧（mmHg） 家庭血圧（mmHg）

収縮期血圧　　　　拡張期血圧 収縮期血圧　　　　拡張期血圧
正常血圧 ＜ 120 かつ ＜ 80 ＜ 115 かつ ＜ 75
正常高値血圧 120-129 かつ ＜ 80 115-124 かつ ＜ 75
高値血圧 130-139 かつ／または 80-89 125-134 かつ／または 75-84
Ⅰ度高血圧 140-159 かつ／または 90-99 135-144 かつ／または 85-89
Ⅱ度高血圧 160-179 かつ／または 100-109 145-159 かつ／または 90-99
Ⅲ度高血圧 ≧ 180 かつ／または ≧ 110 ≧ 160 かつ／または ≧ 100
（孤立性）収縮期
高血圧 ≧ 140 かつ ＜ 90 ≧ 135 かつ ＜ 85
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　『JSH2019』での血圧分類の名称は、正常血圧、正常高値血圧、高値血圧、Ⅰ度高
血圧、II度高血圧、III度高血圧、（孤立性）収縮期高血圧に変更となった。高血圧レ
ベルの区分に変更はない。『JSH2014』での至適血圧が「正常血圧」となり、120－
129mmHgかつ80mmHg未満は「正常高値血圧」、130－139mmHgかつ/または80－
89mmHgは「高値血圧」となる。
　本血圧区分では、『JSH2014』で使われていた拡張期血圧85mmHgのカットオ
フ値を廃止している。この点、特定保健指導で使われているメタボ基準の血圧値、
130/85mmHgとは相違があるので注意が必要である。当面、特定健康診査やわが国の
メタボリックシンドロームの診断の際には現行の「130/85mmHg」の基準値が用いら
れる。

★ 『ガイドブック』変更箇所：第2章　循環器病の特徴と高血圧

ページ数 変更内容
26ページ 正常域血圧の文言を削除。血圧分類については、高血圧レベルの区

分（I度高血圧、II度高血圧、III度高血圧、収縮期高血圧）に変更は
ない。『JSH2014』での至適血圧が「正常血圧」となり、『JSH2014』 
の拡張期血圧85mmHgのカットオフ値を廃止。      120－129mmHgかつ
80mmHg未満に分類する。

27ページ 表１．成人における血圧値の分類（mmHg）
⇒本冊子　表１に変更
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（３）降圧目標値　
　『JSH2019』の降圧目標を表２に示す。　　
　　　　　　　
表２.  降圧目標（『JSH2019』 表3-3　53ページ）

 

＊1　未治療で診察室血圧130-139/80-89mmHgの場合は、低・中等リスク患者では生活習慣の修正

を開始または強化し、高リスク患者では降圧薬治療の開始を含めて、最終的に130/80mmHg未

満を目指す。すでに降圧薬治療中の場合は、低・中等リスク患者では生活習慣の修正を強化し、

高リスク患者では降圧薬治療の強化を含めて、最終的に130/80mmHg未満を目指す。

＊2　随時尿で0.15g/gCr以上を蛋白尿陽性とする。

＊3　併存疾患などによって一般に降圧目標が130/80mmHg未満とされる場合、75歳以上でも忍容性

があれば個別に判断して130/80mmHg未満を目指す。

診察室血圧
（mmHg）

家庭血圧
（mmHg）

75 歳未満の成人＊ 1

脳血管障害患者
（両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞なし）
冠動脈疾患患者
CKD患者（蛋白尿陽性）＊ 2

糖尿病患者
抗血栓薬服用中

＜ 130/80 ＜ 125/75

75 歳以上の高齢者＊ 3

脳血管障害患者
（両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり、ま
たは未評価）
CKD患者（蛋白尿陰性）＊ 2

＜ 140/90 ＜ 135/85
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（４）リスクの層別化と治療計画
　『JSH2019』で示された脳心血管疾患に対する予後影響因子を表３に示した。

表３．脳心血管病に対する予後影響因子（『JSH2019』表3-1　49ページ）

 

　　　リスク層別化に用いる予後影響因子
＊1　トリグリセライド400mg/dL以上や食後採血の場合にはnon HDLコレステロール （総コレステ

ロール－HDLコレステロール）を使用し、その基準はLDLコレステロール＋30mg/dLとする。

＊2　非弁膜症性心房細動は高血圧の臓器障害として取り上げている。

＊3　eGFR（推算糸球体濾過量）は下記の血清クレアチニンを用いた推算式（eGFRcreat）で算出

するが、筋肉量が極端に少ない場合は、 血清シスタチンを用いた推算式（eGFRcys）がより適

切である。

eGFRcreat（mL/分/1.73m2）＝194×Cr－1.094×年齢－0.287（女性は×0.739）

eGFRcys（mL/分/1.73m2）＝（104×Cys－1.019×0.996年齢（女性は×0.929））－8

高齢（65 歳以上）

男性

喫煙
脂質異常症＊1 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 ≧ 25kg/m2）（特に内臓脂肪型肥満）

若年（50 歳未満）発症の脳心血管病の家族歴
糖尿病 空腹時血糖≧126mg/dL

負荷後血糖 2時間値
　　　　　≧ 200mg/dL
随時血糖≧ 200mg/dL
HbA1C≧ 6.5%（NGSP）

脳 脳出血、脳梗塞
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
再建術後　心不全
非弁膜症性心房細動＊2

腎臓 蛋白尿
eGFR低値＊3（＜ 60mL/ 分
/1.73m2）
慢性腎臓病（CKD）

血管 大血管疾患
末梢動脈疾患
（足関節上腕血圧比低値：
ABI ≦ 0.9）
動脈硬化性プラーク
脳波伝播速度上昇
（baPWV≧ 18m/秒、
cfPWV＞10m/ 秒）
心臓足首血管指数
（CAVI）上昇（≧ 9）

眼底 高血圧性網膜症

A. 血圧レベル以外の脳心血管病の危険因子 B. 臓器障害 / 脳心血管病



6

　表３のリスク層別化に用いる予後影響因子（血圧、高齢（65歳以上）、男性、喫煙、脂
質異常症、糖尿病、脳心血管病（脳出血、脳梗塞、心筋梗塞）の既往、非弁膜症性心
房細動、蛋白尿のあるCKD）と診察室測定血圧値を用いて脳心血管病リスクの層別化

（表４）を行う。これにより治療計画が算定される。

表４.  診察室血圧に基づいた脳心血管病リスク層別化（『JSH2019』表3-2　50ページ）

 

　JALSスコアと久山スコアより得られる絶対リスクを参考に、予後影響因子の組合せによる脳心血
管病リスク層別化を行っている。

　　　　　血圧分類

リスク層

高値血圧
130-139/80-89
mmHg

Ⅰ度高血圧
140-159/90-99
mmHg

Ⅱ度高血圧
160-179/100-109

mmHg

Ⅲ度高血圧
≧ 180/ ≧ 110
mmHg

リスク第一層
予後影響因子がない

低リスク 低リスク 中等リスク 高リスク

リスク第二層
年齢（65歳以上）、男
性、脂質異常症、喫
煙のいずれかがある

中等リスク 中等リスク 高リスク 高リスク

リスク第三層
脳心血管病既往、非
弁膜症心房細動、糖
尿病、蛋白尿のある
CKDのいずれか、ま
たは、リスク第二層
の危険因子が3つ以
上ある

高リスク 高リスク 高リスク 高リスク
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図１. 初診時の血圧レベル別の高血圧管理計画（『JSH2019』図3 -1　51ページ）

 

　正常高値血圧レベル以上（120/80mmHg以上）のすべての者に対して生活習慣の修
正を行う。高リスクの高値血圧者および高血圧者（140/90mmHg以上）では、生活習
慣の修正を積極的に行い（生活習慣の修正/ 非薬物療法）、必要に応じて降圧薬治療を
開始する。
　高リスクの患者では生活習慣の修正に加えて、早期から薬物治療を開始する。低・
中等リスク患者においては、生活習慣の修正を中心に行い、患者の個別性を評価しつ
つ、経過のなかで薬物治療の必要性を検討する。
　高値血圧レベルでは、後期高齢者（75歳以上）、両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞が
ある、または未評価の脳血管障害、蛋白尿のないCKD、非弁膜症性心房細動の場合は、
高リスクであっても中等リスクと同様に対応する。その後の経過で症例ごとに薬物療
法の必要性を検討する。＊1

正常血圧
<120/80mmHg

正常高値血圧
120-129/<80mmHg

高値血圧
130-139/80-89mmHg

高血圧
≧140/90mmHg

適切な生活習慣
の推奨

生活習慣の修正 生活習慣の修正 /非薬物療法 生活習慣の修正 /非薬物療法

低・中等リスク 高リスク＊1 高リスク低・中等リスク

1年後に
再評価

3-6 ヵ月後に
再評価

おおむね3ヵ月後に
再評価

おおむね1ヵ月後に
再評価

ただちに
薬物療法を開始

十分な降圧がなければ
生活習慣の修正 /非薬物療法の強化

十分な降圧がなければ
生活習慣の修正 /非薬物療法の強化と

薬物療法を開始
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★ガイドブック変更箇所：第4章①高血圧診療の進め方、治療計画の立て方

（５）心疾患を合併する高血圧の治療
　『JSH2019』で示された心疾患を合併する高血圧の治療を表５に示した。

表5.　心疾患を合併する高血圧の治療（『JSH2019』 表6-2　102ページ）
 

ページ数 変更内容
129ページ 表１．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

⇒本冊子　表３に変更

131ページ 図１．診察室血圧に基づいた心血管病リスク層別化
⇒本冊子　表４に変更

132ページ 図２．初診時の高血圧管理計画
⇒本冊子　図１に変更

心肥大 ●心肥大退縮のために持続的かつ十分な降圧が必要
●第一選択薬はRA系阻害薬、長時間作用型Ca拮抗薬

冠動脈疾患

●降圧目標は 130/80mmHg未満とする
●器質的冠動脈狭窄による狭心症の第一選択薬＊1：β遮断薬と長時
間作用型Ca拮抗薬

●冠攣縮性狭心症の第一選択薬：Ca拮抗薬＊2

心筋梗塞後

●標準的薬物治療：ACE阻害薬（忍容性がない場合ARB）、β遮断
薬の併用療法

●重症収縮機能症例：MR拮抗薬＊3 を追加
●うっ血改善：利尿薬を追加
●標準的薬物治療を最大忍容量まで漸増しても降圧が不十分な場合：
長時間作用型Ca拮抗薬を追加

心不全

左室駆出率の低下した
心不全（HFrEF）

●血圧が正常か低い症例が多いが、降圧に加え、QOLや予後の改善、
心不全入院抑制のため降圧薬を用いる

●病態や併存疾患に応じた個別治療が重要となるため、一概に降圧
目標値を定めることはできない

●標準的薬物治療：ACE阻害薬（忍容性がない場合ARB）＊4、β遮
断薬＊4、利尿薬、MR拮抗薬＊5 の併用療法

●利尿薬の適切な使用下に、標準的薬物治療を最大忍容量まで漸増
しても降圧が不十分な場合：長時間作用型Ca拮抗薬を追加

左室駆出率の保たれた
心不全（HFpEF）

●収縮期血圧 130mmHg未満をめざす
●個々の病態に合わせた利尿薬を中心とした降圧薬治療

心房細動

●新規発症予防：収縮期血圧 130mmHg未満の降圧が有効
●心肥大や心不全例での心房細動新規発症予防：RA系阻害薬を中心
とした降圧薬治療

●心房細動例：適切な抗凝固療法、心拍数コントロールとともに、
収縮期血圧 130mmHg未満をめざす
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＊1　循環器専門医と連携をとり、冠動脈狭窄や心筋虚血の評価を行い、適応例では冠血行再建術

＊2　高血圧の有無にかかわらず冠攣縮予防のために用いる

＊3　高カリウム血症に注意する

＊4　少量から開始し慎重にゆっくりと増量する

＊5　おもに重症左室駆出率低下症例に用い、高カリウム血症に注意する

　『JSH2014』に比して、心房細動の項目が追加され、HFrHF、HFpHFの文言が追加
される。
★ガイドブック変更箇所：第4章⑤臓器障害合併高血圧の管理

（６）慢性腎臓病患者を合併する高血圧の治療
★ガイドブック変更箇所：第4章⑤臓器障害合併高血圧の管理

ページ数 変更内容
151ページ 表1．心疾患を合併する高血圧の治療

⇒本冊子　表５に変更

ページ数 変更内容
153ページ 表2．慢性腎臓病患者における降圧目標と第一選択薬

⇒糖尿病（＋）の場合、微量アルブミン以上の蛋白尿陽性ならばRA
系阻害薬、微量アルブミン尿を認めなければRA系阻害薬、Ca拮抗
薬、利尿薬から選択を追加
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（７）糖尿病合併高血圧の治療
　『JSH2019』での糖尿病合併治療計画を図２に示す。

図２．糖尿病合併高血圧の治療計画（『JSH2019』 図7-1　126ページ）

 

＊1　少量のサイアザイド系利尿薬

＊2　ARBとACE阻害薬の併用は避ける　

＊3　動脈硬化性冠動脈疾患、末梢動脈疾患合併症例、高齢者においては、降圧に伴う臓器灌流低下

に対する十分な配慮が必要である

　『JSH2019』ではシステマティックレビューの結果より、微量アルブミン尿や蛋白尿
を認めない糖尿病の第一選択薬はレニン－アンジオテンシン（RA）系阻害薬に加え、
長時間作動型カルシウム拮抗薬（CCB）、サイアザイド系利尿薬に変更されている。

治療開始血圧130/80mmHg以上

生活習慣の修正・血糖管理と同時に降圧治療を開始する
1）血圧 140/90mmHg 以上：降圧薬を開始する
2）血圧 130-139/80-89mmHg：生活習慣の修正で降圧が見込める場合は、生活
　  習慣の修正による降圧を1ヵ月を超えない範囲で試み、血圧 130/80mmHg以
　  上なら、臨床的には高血圧と判断し降圧薬を開始する

微量アルブミンまたは蛋白尿

あり なし

ARB または ACE 阻害薬 ARB、ACE 阻害薬、Ca 拮抗薬、利尿薬＊1

効果不十分

効果不十分

用量を増加 2 剤を併用＊2

3 剤併用：ARB あるいは ACE 阻害薬、Ca 拮抗薬、利尿薬＊2

降圧目標130/80mmHg未満＊3
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★ガイドブック変更箇所：第4章⑥糖尿病合併高血圧

（８）高齢者高血圧
　『JSH2019』では高齢者高血圧の降圧目標が変更となった。
★ガイドブック変更箇所：第4章⑧高齢者の高血圧

（９）高血圧治療ガイドラインとその考え方
★ガイドブック変更箇所：第4章⑪高血圧治療ガイドラインとその考え方

（10）高血圧管理の向上に向けた取組みと今後の展望
　『JSH2019』では、「高血圧管理の向上に向けた取組みと今後の展望」として第14章
を設けている。高血圧管理の向上に向けた取組みと今後の展望として以下が示される。

①　高血圧の診断治療法に長足の進歩がみられ、高血圧治療ガイドラインも策定さ
れているにもかかわらず、高血圧はわが国の循環器疾患による死亡の最大の原

ページ数 変更内容
158ページ 図３．糖尿病を合併する高血圧の治療計画

⇒本冊子　図２に変更
　微量アルブミン尿や蛋白尿を認めない糖尿病の第一選択薬はレニン
－アンジオテンシン（RA）系阻害薬に加え、長時間作動型カルシウ
ム拮抗薬（CCB）、サイアザイド系利尿薬となる。

ページ数 変更内容
170ページ 表2．「JSH2014およびJSH2009の相違」を削除

⇒本冊子　表２を参照
　75歳以上高齢者では、降圧目標を140/90mmHg未満とする。

ページ数 変更内容
185 ～ 189
ページ

⇒ 削除：代わりに『JSH2019』序章１～３ページを参照
　『JSH2019』 作成に当たり、17の臨床課題に対してシステマティク
レビューを施行し、エビデンスレベル（A：強く確信がある、B：中
程度の確信がある、C：確信は限定的である、D：ほとんど確信でき
ない）と執筆委員の投票により推奨グレード（１．強く推奨する、２．
弱く推奨する、推奨なし）を決定している。
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因である。
②　高血圧の対策は、個人個人のレベルのみならず、社会全体として行う必要があ

る。
③　高血圧対策には地域コミュニティの実態を考慮した多職種協働の取組みが必要

である。
④　患者・家族と医療チームでの明確な降圧目標の設定と、その達成のための具体

的な計画の共有が重要である。
⑤　各種データベースの活用により、未治療患者や高血圧管理未達成患者の同定や

治療経過の追跡が可能となり、治療率や管理率の向上に資すると期待される。
⑥　不十分な血圧管理の背景には、服薬アドヒアランスの不良、不適切な生活習慣

とともにClinical inertia（臨床イナーシャ）                  がある。
⑦   「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に

関する基本法」             の公布により、循環器病発症予防として重要な高血圧対策も社
会全体として加速されることが期待される。

　高血圧治療の改善のための高リスク戦略とポピュレーション戦略の要点を図３に示
す。

図３.  高血圧治療改善のための方策（『JSH2019』 図14-1　202ページ）

おもに高リスク戦略

保健師・管理栄養士・薬剤師など

保健指導・
健康講座など フォロー

アップ

住民 患者・家族 専門医

最適
診療

臨床イナーシャ
の克服

降圧目標と
到達方法の
設定

情報共有
フィードバック

地域コミュニティ（実情に合わせた取組み）

かかりつけ医チーム

ポピュレーション戦略
　　行政：健康教育、医療政策、規制・推進、医療情報の有効活用政策など
　　マスコミ：最新の正しい情報の提供と普及、市民啓発など
　　産業界：健康産業の推進（低塩食品、生体モニター、IoT、遠隔医療など）
　　学協会：科学の推進とその成果の社会還元、専門医育成
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