
近年，高血圧治療に関する多数の大規模試験成績が発表され，高血圧をできるだけ

早期から治療し，血圧を正常範囲に維持することの重要性が確認されてきた．また単

に血圧レベルだけでなく，リスクファクターの有無，高血圧による標的臓器障害およ

び脳心血管系合併症の有無とを指標として降圧薬を開始する方針がとられるように

なってきた．

日本の高血圧治療ガイドラインでは，60歳未満の成人で軽症高血圧（140～159�90
～99mmHg）のものでは，リスクファクターや標的臓器障害などがなければ生活習慣

の修正で 6ヵ月間観察し，なお 140�90mmHg以上が続くならば降圧薬を開始するこ

ととしている．中等症高血圧（160～179�100～109mmHg）のもので，リスクファク

ターや臓器障害がなければ生活習慣の修正で 3ヵ月間観察し，それでも 160�100
mmHg以上が続くならば降圧薬の開始を勧めている．重症高血圧（180�110mmHg

以上）では，直ちに生活習慣の修正とともに降圧薬を開始することとしている．リス

クファクターや臓器障害を有する場合には，その程度によって治療開始を早め，糖尿

病を合併していたり，心肥大や蛋白尿など高血圧による標的臓器障害を有するもので

は，軽症高血圧であっても直ちに降圧薬の開始が必要であるとされている．

使用する降圧薬としては，世界的に利尿薬，β遮断薬（含 αβ遮断薬），α遮断薬，Ca

拮抗薬，アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬およびアンジオテンシン II（AII）

受容体拮抗薬が第 1次薬として推奨されているので，これらの薬剤の中から，各患者

の病態に最も適するものを選択して用いるのがよい．使用禁忌が少なく幅広く使用で

きるのが，長時間作用型 Ca拮抗薬，ACE阻害薬，AII受容体拮抗薬および利尿薬で

ある．これらの薬剤を少量投与から開始し，通常 140�90mmHg未満になるように増

量していくか，相乗効果が期待できる薬剤を併用投与する．優れた降圧薬が多くなっ

たことから，第 1次薬が効果的でなければ，他薬への変更を考えることも大切である．
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表１　心血管病のリスクファクターと心血管系臓器障害 /心血管病

臓器障害 / 心血管病心血管病のリスクファクター

心臓
　左室肥大，狭心症，心筋梗塞の既往，心不全

高血圧
喫煙
高コレステロール血症
高齢（男性 60歳以上，女性 65歳以上）
若年発症の心血管病の家族歴

脳
　脳出血，脳梗塞，一過性脳虚血発作
腎臓
　タンパク尿，腎障害，腎不全
血管
　動脈硬化性プラーク，大動脈解離，閉塞性動脈疾患
眼底
　高血圧性網膜症

はじめに

近年高血圧治療に関して多数の大規模介入

試験成績が報告され，降圧薬をできるだけ早

期より開始し，血圧を正常範囲にしっかりコ

ントロールしておくことの重要性が明らかに

されてきた．降圧薬の開始に際して，単に血

圧値だけでなく，リスクファクターや高血圧

に基づく諸臓器障害を十分に考慮した上で，

開始時期を決定する方針がとられるように

なってきた．

本稿では，日本の新しい高血圧治療ガイド

ライン（JSH 2000）に従って，降圧薬の開始

基準と薬剤の使用法について述べることとす

る1）．

1．降圧薬の開始基準

欧米における高血圧治療に関する大規模研

究成績，さらに日本の久山町における高血圧

治療成績からみて，収縮期血圧が 140 mmHg

以上，拡張期血圧が 90 mmHg以上となると

脳卒中の発症が急に多くなることが明らかに

されてきた．そのような成績を参考として降

圧薬の開始時期は徐々に早まり，一般成人に

おいて 140�90 mmHg以上の高血圧が持続す

る場合には，降圧薬の開始時期と考えられる

ようになってきた．さらに諸種大規模介入試

験成績から，糖尿病等のリスクファクターを

有する高血圧や標的臓器障害を有する高血圧

では，脳・心血管系疾患を有するものについ

ては，できるだけ早期より治療を開始するの

がよいとされている．

表 1は新しい日本の高血圧治療ガイドライ

ンで取り上げられた心血管病のリスクファク

ターと臓器障害�心血管病をまとめたもので
ある．高血圧のほか喫煙，高脂血症，糖尿病，

年齢さらに心血管病の家族歴が重要な因子と

されている．臓器障害�心血管病に関しては，
高血圧患者の診療に際して通常行われる一般

検査によって把握できるものである．

以上のようにリスクファクターや臓器障害

�心血管病の状態と血圧の程度とを考慮して，
表 2に示すように高血圧患者のリスクの層別

化が行われた．この層別化を参考として図 1

に示すように，初診時からの治療計画がまと

められた．図 1に示すように低リスク群で

は， 生活習慣の修正で 6ヵ月間経過観察し，

それでも 140�90 mmHg以上の高血圧が持続

する場合に降圧薬の開始が必要とされた．中

等リスク群では生活習慣の修正で 3ヵ月間

観察し，3ヵ月後でも 140�90 mmHg以上が持

続する場合に，降圧薬の開始が必要とされた．

これに対し高リスク群では生活習慣の修正を

開始すると同時に，降圧薬を開始するのがよ

いとされた．このような方式は，高血圧に関
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表２　高血圧患者のリスクの層別化

重症高血圧
（≧ 180/ ≧ 110mmHg）

中等症高血圧
（160 ～ 179/
100 ～ 109mmHg）

軽症高血圧
（140 ～ 159/
90 ～ 99mmHg）

血圧分類

血圧以外のリスク要因

高リスク中等リスク低リスク危険因子なし

高リスク中等リスク中等リスク糖尿病以外の危険因子あり

高リスク高リスク高リスク糖尿病，臓器障害，心血管病のいずれかがある

血圧測定，問診，身体所見，検査所見�

二次性高血圧の鑑別�
危険因子，臓器障害/心血管病の評価�

＜130/＜85�
（正常）�

130～139/85～89�
（正常高値）�

低リスク群� 高リスク群�中等リスク群� 高血圧緊急症�

入院�
降圧薬開始�

（専門医へ紹介）�

降圧薬開始�
生活習慣修正�

1～2週間以内�
に血圧測定�

（場合によっては�
　専門医に紹介）�

生活習慣修正�生活習慣修正�生活習慣修正�

1カ月以内に�
血圧測定�
�

2カ月以内に�
血圧測定�
�

年1～2回�
血圧測定�
�

年1～2回�
血圧測定�
�

高血圧，�
心血管病の�
家族歴あれば�

6カ月後に�
≧140/90ならば�
降圧薬開始�

3カ月後に�
≧140/90ならば�
降圧薬開始�

する米国合同委員会の第 6次報告2）や世界保

健機関�国際高血圧学会（WHO�ISH）の委員会

による高血圧ガイドライン3）と類似するもの

であるが，その方針は各ガイドラインで多少

異なり，日本のガイドラインは比較的にわか

り易くなっているかと思われる．

なお高齢者（60歳以上）では脳動脈硬化が

進み，脳循環が加齢とともに悪くなってくる

ことから，今回の日本のガイドラインでは 60

歳代，70歳代，80歳で降圧薬の開始時期を収

縮期血圧に関して少しずつ高いレベルに設定

した．詳細は他の稿で説明される．

2．降圧薬の使い方

生活習慣の修正にも関わらず高血圧が持続

する場合に降圧薬を使用することになるが，

その際第一選択薬として推奨されている降圧

薬は，Ca拮抗薬，アンジオテンシン変換酵素

（ACE）阻害薬，アンジオテンシン（AII）受容

体拮抗薬，利尿薬，β遮断薬および α遮断薬で

ある．このほか現在でも，中枢性交感神経抑

図 1 高血圧の初診患者における診断・治療計画
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表３　降圧薬の積極的な適応と禁忌

禁　忌積極的な適応

心ブロック（ジルチアゼム）高齢者，狭心症，脳血管障害，糖尿病Ca拮抗薬

妊娠，高カリウム血症
両側腎動脈狭窄

糖尿病，心不全，心筋梗塞，左室肥大，軽度
の腎障害，脳血管障害，高齢者ACE阻害薬

妊娠，高カリウム血症
両側腎動脈狭窄

ACE阻害薬と同様，特に咳でACE阻害薬が使
用できない患者AII 受容体拮抗薬

痛風，高尿酸血症高齢者，心不全利尿薬

喘息，心ブロック，末梢循環不全心筋梗塞後，狭心症，頻脈β遮断薬

起立性低血圧脂質代謝異常，前立腺肥大，糖尿病α遮断薬

表４　降圧薬療法の原則

1．各種薬物の特徴および副作用を正しく把握し各
患者の病態に合わせて最も適するものを選択す
る．

2．第一選択薬として適する薬物は，Ca拮抗薬，
ACE阻害薬，A �受容体拮抗薬，少量の利尿薬，
β遮断薬，およびα遮断薬である．

3．この中の 1薬を少量から投与して緩徐な降圧を
図る．効果不十分な場合は，相加・相乗効果が
期待できる薬物を併用するか，他薬に変更する．

4．降圧目標を達成できない場合は，高血圧専門家
の意見を求める．

制薬（αメチルドパやクロニジン等），末梢性

交感神経抑制薬（レセルピン等）および古典

的な血管拡張薬（ヒドララジン等）が少量な

がら使用されている．

第一選択薬として推奨されている 6薬に

関しては，積極的な適応と禁忌とが挙げられ

ている．表 3は，それらをまとめたものであ

る．日本で最も多く使用されている Ca拮抗

薬は，諸種合併症があっても比較的に安全に

使用できる薬剤であり，高齢者，狭心症，脳

血管障害，糖尿病を有する高血圧に対して積

極的な適応が勧められている．Ca拮抗薬のう

ちジヒドロピリジン系には使用禁忌がない

が，心拍数の減少効果を有するジルチアゼム

は心ブロックのある患者では禁忌である．

ACE阻害薬は，糖尿病等の代謝疾患を有す

る高血圧，心肥大・心筋梗塞・心不全といっ

た心疾患を有する高血圧，脳血管障害や腎障

害を有する高血圧に適するなど利点の多い薬

剤であるが，咳の副作用が多いことと，稀に

血管神経性浮腫のために呼吸困難をきたすこ

とがあることが欠点である．最近登場した

AII受容体拮抗薬は，効果的には ACE阻害薬

に類似するが，咳や血管神経性浮腫といった

副作用がないことから，大きく期待されてい

る薬剤である．このようなレニン-アンジオテ

ンシン系抑制薬は，両側腎動脈狭窄や片腎し

かないものでその腎動脈が狭窄しているよう

な患者に用いると急速な腎機能の悪化をきた

すことがあり，使用を避けねばならない．ま

た妊娠高血圧への使用は禁忌であり，高カリ

ウム血症を有する患者への使用も避けねばな

らない．

利尿薬は，多くの国で未だ第一選択薬とし

て多用されている薬剤であり，高齢者や心不

全を有する患者に特に適する．痛風や高尿酸

血症を有する患者への使用は，避けた方が無

難である．

β遮断薬は，心筋梗塞後の高血圧や狭心症

および頻脈を呈する高血圧に特に効果的であ

るが，使用禁忌も多く，喘息，心ブロックお

よび末梢循環不全を呈する患者への使用は避

けなければならない．α遮断薬は，交感神経活

性亢進を呈する患者に効果的であり，さらに

脂質代謝異常や糖尿病を有する高血圧，また

前立腺肥大を有する高血圧に適するが，起立
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性低血圧をきたす欠点がある．また最近の大

規模研究で，心不全を有する高血圧に対して

利尿薬に比し劣ることが報告されている．

以上のように各種降圧薬の利点・欠点を把

握した上で，各患者の病態に最も適する薬剤

を選択して使用することが，最近の降圧薬療

法の原則である（表 4）．降圧薬の開始に際し

ては，少量から投与して緩徐な降圧を図るこ

とであり，効果不十分な場合にその薬剤をあ

まり大量まで増量せず，相加・相乗効果が期

待できる薬剤を併用するか，他薬に変更する

のがよい．このような方式で治療しても降圧

目標に達することができない場合には，高血

圧専門家の意見を求めることも大切である．

近年優れた降圧薬が多くなったことから，

2薬あるいは 3薬の併用で，約 90％の本態性

高血圧患者の血圧は正常範囲にコントロール

することが可能となった．その際好ましい併

用療法は，Ca拮抗薬と ACE阻害薬あるいは

AII受容体拮抗薬，ジヒドロピリジン系 Ca

拮抗薬と β遮断薬，利尿薬と ACE阻害薬あ

るいは AII受容体拮抗薬，利尿薬と β遮断薬

あるいは α遮断薬，β遮断薬と α遮断薬等で

ある．

なお降圧薬の中には他薬の併用で効果が減

弱したり，増強されることがあり注意を要す

る．ACE阻害薬や AII受容体拮抗薬は血清カ

リウムを上昇させやすいことから，カリウム

保持性利尿薬との併用は避けるべきである．

そのほか Ca拮抗薬はジギタリスの血中濃度

を上昇させることがあり注意を要する．一方，

シメチジン，ラニチジン等の H2ブロッカー，

クエン酸シルデナフィル（バイアグラ�）やグ

レープフルーツジュースは，Ca拮抗薬の作用

を増強する．以上のほか非ステロイド性抗炎

症薬の使用時には，利尿薬，β遮断薬あるいは

ACE阻害薬等，各種降圧薬の効果が減弱する

ので注意を要する．

以上のような方式によって降圧薬療法を

行っても降圧効果が得られ難い場合には，以

下の点に注意する．まず血圧測定上の問題と

して，血圧測定計のカフが小さすぎないか．

また白衣高血圧ではないか．服薬のコンプラ

イアンスが不良ではないか．食塩摂取量の過

剰，腎障害の進行あるいは利尿薬の使い方が

適切でないために体液量が過多になっていな

いか．生活習慣の問題として肥満が増悪して

いたり，過度の飲酒がないか，あるいは薬物

の選択法または併用療法に問題がないかであ

る．また稀に二次性高血圧を見落としている

こともあり注意を要する．これらの諸因子の

中でも特に注意すべきは服薬のコンプライア

ンスであり，いかに患者教育をしっかりさせ

るかが重要である．

今後の降圧薬療法で特に注意すべきこと

は，降圧目標が徐々に低くなっており，140

�90 mmHg未満にするだけでなく，若年・中

年高血圧や糖尿病を伴う高血圧では 130�85

mmHg未満が理想とされている．これまで以

上に強力に降圧させなければならず，それに

は生活習慣の修正をしっかり実行させ，降圧

薬を上手に使用していくことが大切である．

まとめ

降圧薬の開始基準と薬剤の使用法につい

て，日本の新しいガイドラインに沿って概説

した．降圧薬の開始時期は単に血圧値だけで

はなく，リスクファクターや臓器障害�心血管
病の状態とをみて総括的に決められる．現在

では 140�90 mmHg以上が持続すれば降圧薬

の投与が必要となる．

降圧薬として，Ca拮抗薬，ACE阻害薬また

は AII受容体拮抗薬，利尿薬，β遮断薬および

α遮断薬の 6薬が第一選択薬として推奨され

ている．この中から各患者の病態に最も適す

るものを選択して使用し，1薬で効果不十分

な時にその薬剤をあまり大量まで増量せず，

少量ずつ併用投与するのがよい．
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