
　池脇　質問の最初に早朝高血圧とあ
ります。朝が高くて、夕方以降低いと
いうことですが、我々の血圧は時間帯
によって違う、いわゆる日内変動とい
うのはありますよね。
　星出　もともと血圧は診察室血圧で
評価されてきたのですけれども、最近
といっても少し前になりますが、24時
間血圧計が簡単に行えるようになり、
血圧にも日内変動があることがわかっ
てきました。それはホルモンの関係と
かいろいろありますが、寝ている間は
下がって、朝方にかけて上がってくる
というのが日内変動としてあります。

　池脇　正常な血圧がだんだんと上が
っていくことになれば、高血圧の人も
１日の中で、特に高い時間と、それほ
どでもない時間、そういった日内変動
が保たれた状態で底上げしていくとい
うイメージでよいでしょうか。
　星出　基本的にはその考え方でよい
かと思います。
　池脇　私も実際に患者さんを治療し
ていて、血圧計の数字を見ると、どち
らかというと朝が高い人のほうが多い
気がします。
　星出　測定のタイミングにもよると
思うのですが、今、ガイドラインでも、

早朝高血圧の治療法

自治医科大学循環器内科准教授
星　出　　聡

（聞き手　池脇克則）

　早朝高血圧についてご教示ください。
　70歳男性、健診で高血圧を指摘され来院。血圧150/85㎜Hgで、Ca拮抗剤投
与と減塩などの生活指導を行い、120〜130/60〜70㎜Hgと安定しました。最近、
夕方から夜間のふらつき、立ちくらみを訴え、24時間血圧測定を行ったところ、
夕方は90/50㎜Hgと低く、早朝140/85㎜Hgと高い結果が出ました。
　バルサルタンへの変更や服用時間を朝から夕方に変更しても効果はみられま
せん。治療法をご教示ください。
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は出ないのです。ですから、実際どう
したらいいかとなると、非常に悩まし
いところですが、朝・夕に分割したり
とか、そういったことを行います。
　池脇　確かに分割して、より均一に
という方法が一つ。もう一つの方法は、
どういう理由かは書いていないのです
けれども、この患者さんに対してARB
のバルサルタンに変更したということ
です。そもそも最初に投与されている
Ca拮抗薬がどの程度のlong actingなの
かわかりませんがどうでしょう。
　星出　実は幾つか我々も検討したこ
とがありますけれども、明確な薬剤間
の差はないですね。降圧薬の効き目は
かなり個人差が出るので、こちらの先
生がやられているように、幾つかの薬
剤を変更するなり試して、その結果を
見て判断せざるを得ないかと思ってい
ます。
　池脇　私もCa拮抗薬やARB、ある
いは最近は合剤を投与していますけれ
ども、こういった日内変動が大きい方
は、ただ単に交感神経、副交感神経だ
けではない、いろいろな要素が入って
くるのでしょうか。
　星出　例えば日中の活動に伴って血
圧が上がったりするのですが、それに
対する反応がいい人、悪い人、ちょっ
とした動きで上がってしまう人とか、
いろいろ考えていくと様々な要素があ
って、なかなか厳しいかなという気が
します。

　池脇　そういった交感神経、副交感
神経のアンバランスが強く出るような
方に、例えばβ遮断薬はどうなのでし
ょうか。
　星出　これがちょっと不思議なとこ
ろで、β遮断薬に関しては、ガイドラ
インも一時第一選択薬から外れていま
すけれども、いわゆる血圧変動という
面からすると、ほかのCa拮抗薬やARB
よりも逆に増加させるという報告があ
るのです。ただ、それはあくまでも後
ろ向きの検討なので、結果的にそうだ
ったというだけで、前向きに検討され
た報告はないのですが、一般的にはそ
ういわれています。
　池脇　そうすると、専門家から見て、
こうしたらいいというのはありますか。
　星出　なかなか難しいと思いますが、
強いていえば、夕方か夜は、かなり日
常生活の影響が出やすい時間帯ですか
ら、例えばアルコールの摂取とか、そ
ういったものがないか、あとは高齢で
ほかの情報が、例えば睡眠時無呼吸症
候群があったりすると朝方だけ上がっ
たり、夜から上がりかけている、そう
いった方もいますので、調べるとすれ
ば、そういった検討かという気がしま
す。
　池脇　こういう患者さんで、いろい
ろやってみても、なかなか朝の高血圧、
夕方以降の低血圧がとれないときに、
低血圧のほうを重視した治療に切り替
えるのか、あるいは朝の高血圧対策を

家庭血圧ですと起床後と就寝前に測定
することになっています。就寝前はど
うしても様々な影響を受けやすく、入
浴や食事で血圧が低めに出る方がかな
り多いですね。
　池脇　具体的に今回の質問ですけれ
ども、70歳の男性で、健診で高血圧と
診断された。測ったところ、150/85㎜Hg
だから、それほど強い高血圧ではない
のだけれども、Ca拮抗薬と減塩で治療
を始めて、120～130/60～70㎜Hgと安
定している。ここまでは非常にスムー
ズにきたのだけれども、どうも夕方以
降、ふらつく、立ちくらみがすること
から、24時間の血圧測定を行ったとこ
ろ、その時間帯には血圧が100㎜Hgを
切っている。一方で早朝は140/85㎜Hg
ぐらいあるということで、朝が高い状
況になっている。この患者さんに関し
てどういう印象を持たれますか。
　星出　こういった方には時々遭遇す
るのですが、まず一つは、この患者さ
んの場合は血圧が150/85㎜Hgと、そ
れほど血圧が高いわけではなく、しっ
かり減塩など生活指導もされているの
で、もしかしたら薬はまだいらない症
例なのかもしれない。降圧薬を投与し
たことによって、ちょっと下がり過ぎ
てしまったということだと思います。
　池脇　この程度の軽症の高血圧の場
合には、まずは減塩で何カ月間か見て、
それでもコントロールできないときに
薬剤というのが基本ですか。

　星出　それが一般的ですね。
　池脇　ほかの事情があったのかもし
れませんが、この患者さんに関しては
同時に降圧剤を始めて、数字的にはい
いように思えたのだけれども、どうも
夕方下がっている。この方は治療する
前から、夕方以降はもともと低いタイ
プだったのかもしれませんね。
　星出　その可能性はあります。もし
かしたら診察室で少し高いだけで、24
時間のABPMをやると、実は正常血圧
内に入っている可能性があったかもし
れません。
　池脇　逆にいうと、ある程度どこの
時間帯も高い患者さんであれば、降圧
剤を使っても、低血圧の症状を起こす
ようなレベルまで下がることはないけ
れども、軽症であるがゆえに、そうい
ったことで症状が出てきた。
　星出　あくまでも推測になりますが。
　池脇　この先生はいろいろと苦労さ
れて、日内変動を少なくしたいと、薬
剤を変える、あるいは服用の時間を変
えるなどされています。まず服薬の時
間を、朝から夕方にするというのはど
うなのでしょうか。
　星出　これは確かにやることもあり
ます。ただ、最近の薬は比較的長時間
作用型がほとんどなので、我々も24時
間血圧とか家庭血圧を使って薬剤間の
差を見たことはありますが、個人の患
者さんで見るとなかなか判断が難しい
のです。実は、臨床研究をやると、差
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は出ないのです。ですから、実際どう
したらいいかとなると、非常に悩まし
いところですが、朝・夕に分割したり
とか、そういったことを行います。
　池脇　確かに分割して、より均一に
という方法が一つ。もう一つの方法は、
どういう理由かは書いていないのです
けれども、この患者さんに対してARB
のバルサルタンに変更したということ
です。そもそも最初に投与されている
Ca拮抗薬がどの程度のlong actingなの
かわかりませんがどうでしょう。
　星出　実は幾つか我々も検討したこ
とがありますけれども、明確な薬剤間
の差はないですね。降圧薬の効き目は
かなり個人差が出るので、こちらの先
生がやられているように、幾つかの薬
剤を変更するなり試して、その結果を
見て判断せざるを得ないかと思ってい
ます。
　池脇　私もCa拮抗薬やARB、ある
いは最近は合剤を投与していますけれ
ども、こういった日内変動が大きい方
は、ただ単に交感神経、副交感神経だ
けではない、いろいろな要素が入って
くるのでしょうか。
　星出　例えば日中の活動に伴って血
圧が上がったりするのですが、それに
対する反応がいい人、悪い人、ちょっ
とした動きで上がってしまう人とか、
いろいろ考えていくと様々な要素があ
って、なかなか厳しいかなという気が
します。

　池脇　そういった交感神経、副交感
神経のアンバランスが強く出るような
方に、例えばβ遮断薬はどうなのでし
ょうか。
　星出　これがちょっと不思議なとこ
ろで、β遮断薬に関しては、ガイドラ
インも一時第一選択薬から外れていま
すけれども、いわゆる血圧変動という
面からすると、ほかのCa拮抗薬やARB
よりも逆に増加させるという報告があ
るのです。ただ、それはあくまでも後
ろ向きの検討なので、結果的にそうだ
ったというだけで、前向きに検討され
た報告はないのですが、一般的にはそ
ういわれています。
　池脇　そうすると、専門家から見て、
こうしたらいいというのはありますか。
　星出　なかなか難しいと思いますが、
強いていえば、夕方か夜は、かなり日
常生活の影響が出やすい時間帯ですか
ら、例えばアルコールの摂取とか、そ
ういったものがないか、あとは高齢で
ほかの情報が、例えば睡眠時無呼吸症
候群があったりすると朝方だけ上がっ
たり、夜から上がりかけている、そう
いった方もいますので、調べるとすれ
ば、そういった検討かという気がしま
す。
　池脇　こういう患者さんで、いろい
ろやってみても、なかなか朝の高血圧、
夕方以降の低血圧がとれないときに、
低血圧のほうを重視した治療に切り替
えるのか、あるいは朝の高血圧対策を

家庭血圧ですと起床後と就寝前に測定
することになっています。就寝前はど
うしても様々な影響を受けやすく、入
浴や食事で血圧が低めに出る方がかな
り多いですね。
　池脇　具体的に今回の質問ですけれ
ども、70歳の男性で、健診で高血圧と
診断された。測ったところ、150/85㎜Hg
だから、それほど強い高血圧ではない
のだけれども、Ca拮抗薬と減塩で治療
を始めて、120～130/60～70㎜Hgと安
定している。ここまでは非常にスムー
ズにきたのだけれども、どうも夕方以
降、ふらつく、立ちくらみがすること
から、24時間の血圧測定を行ったとこ
ろ、その時間帯には血圧が100㎜Hgを
切っている。一方で早朝は140/85㎜Hg
ぐらいあるということで、朝が高い状
況になっている。この患者さんに関し
てどういう印象を持たれますか。
　星出　こういった方には時々遭遇す
るのですが、まず一つは、この患者さ
んの場合は血圧が150/85㎜Hgと、そ
れほど血圧が高いわけではなく、しっ
かり減塩など生活指導もされているの
で、もしかしたら薬はまだいらない症
例なのかもしれない。降圧薬を投与し
たことによって、ちょっと下がり過ぎ
てしまったということだと思います。
　池脇　この程度の軽症の高血圧の場
合には、まずは減塩で何カ月間か見て、
それでもコントロールできないときに
薬剤というのが基本ですか。

　星出　それが一般的ですね。
　池脇　ほかの事情があったのかもし
れませんが、この患者さんに関しては
同時に降圧剤を始めて、数字的にはい
いように思えたのだけれども、どうも
夕方下がっている。この方は治療する
前から、夕方以降はもともと低いタイ
プだったのかもしれませんね。
　星出　その可能性はあります。もし
かしたら診察室で少し高いだけで、24
時間のABPMをやると、実は正常血圧
内に入っている可能性があったかもし
れません。
　池脇　逆にいうと、ある程度どこの
時間帯も高い患者さんであれば、降圧
剤を使っても、低血圧の症状を起こす
ようなレベルまで下がることはないけ
れども、軽症であるがゆえに、そうい
ったことで症状が出てきた。
　星出　あくまでも推測になりますが。
　池脇　この先生はいろいろと苦労さ
れて、日内変動を少なくしたいと、薬
剤を変える、あるいは服用の時間を変
えるなどされています。まず服薬の時
間を、朝から夕方にするというのはど
うなのでしょうか。
　星出　これは確かにやることもあり
ます。ただ、最近の薬は比較的長時間
作用型がほとんどなので、我々も24時
間血圧とか家庭血圧を使って薬剤間の
差を見たことはありますが、個人の患
者さんで見るとなかなか判断が難しい
のです。実は、臨床研究をやると、差
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するのか。最終的にどちらを優先する
かはなかなか悩ましいところですね。
　星出　難しいところですね。今、いろ
いろな血圧の測定法がありますが、こ
の先生は24時間血圧測定をやられてい
ます。将来的なイベントを一番predict、
予測するのは、ABPMでとらえられた
24時間の平均の血圧です。ですから、
それが基本的に抑えられていれば、極
端にいえば、多少朝が高くても、リス
ク自体は抑えられるだろうという話に
なります。時間、時間のポイントを気
にするのも、もちろん大事なのですが、
いくらやっても難しい場合は、そうい
ったことを指標にせざるを得ないかと
思います。
　池脇　治療の方針を決める一つの指
標として、例えば頸動脈の動脈硬化が
非常に強くて、狭窄病変も持つような

方の場合には、私はどちらかというと、
100㎜Hgを下るような低血圧を起こし
たくないと思うのですけれども。
　星出　おっしゃるとおりで、実際に
それで症状が出ること自体、リスクに
なるわけです。もしそうなった場合は
治療は緩めざるを得ないと思います。
　池脇　動脈硬化の状況も把握したう
えで、どういう治療をしていくかの方
針を決める。
　星出　そうですね。
　池脇　この方の場合は、こうしたら
いいというのが難しいところですけれ
ども、おそらくこの方の１日の平均血
圧というのは高くないと考えていいで
しょうか。
　星出　いいのではないかと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　まず最初に破傷風とはどんな
疾患か、お聞きしてよいでしょうか。
　菅沼　破傷風は、破傷風菌で生じる
感染症です。この菌は、空気を嫌う嫌
気性菌という菌であり、皮膚から侵入
し破傷風毒素という毒素を産生します。
その毒素が体中に入ることでいろいろ
な症状が起こってきます。
　池田　その菌自体は嫌気性ですので、
おそらくどこかにいて、皮膚もしくは
粘膜等を通して入ってくるのでしょう
が、原因はどうなのでしょうか。また、
増えるまでにはどのくらい時間がかか
るのでしょうか。
　菅沼　原因としては、外傷、けがで
すね。菌は土にもいますし、あるいは
動物の口とか消化管などにもいますの
で、動物の咬症も原因となります。一
般にけがを負ったところから発症する

までの期間、いわゆる潜伏期は３日～ 
３週間ぐらいといわれています。一般
的には１～２週間程度での発症が多い
といわれています。
　池田　少し時間がかかるのですね。
　菅沼　そうですね。
　池田　治療が必要な場合は、それま
でに始めるということですね。一言で
傷といっても、いろいろありますけれ
ども、どのような傷が破傷風の感染を
起こす可能性が高いのでしょうか。
　菅沼　先ほどちょっとお話ししまし
たけれども、土の中とか、動物の消化
管等にいますので、いわゆる屋外での
外傷、土で汚染されたような傷、ある
いは動物にかまれる、引っかかれるな
どはリスクが高いということになりま
すし、一般的には傷が複数ある、傷が
深い、汚染の程度が強いなどの場合に

破傷風

がん・感染症センター都立駒込病院感染症科医長
菅　沼　明　彦

（聞き手　池田志斈）

　犬や猫による手足の咬傷で、搔破された状態や真皮に至っていない浅い傷の
場合でも破傷風トキソイドを行うべきでしょうか。ご教示ください。

＜大分県開業医＞
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