
ます。
　一方で、ある程度、今の薬物治療で
満足できるような状況になり得て、さ
らに５年後の予後のためにこの治療を
選択するかについては、これはまた患
者さんの背景なりを考えながら選択し
ていくことになると思います。
　池脇　なかなかきちんと決められる

基準はないのでしょうが、そういった
予後も考えて慎重に適応していくとい
うことですね。
　猪又　いろいろな意味で判断が難し
い症例でしょうから、適応を迷う場合
には、ぜひ地域の基軸病院の先生方に
ご相談いただければと思います。
　池脇　ありがとうございました。

東京医科大学循環器内科教授
冨　山　博　史

（聞き手　池脇克則）

　下記の高血圧の事例に関してご教示ください。
　やや肥満ぎみの中年女性で家庭血圧は120/70㎜Hg前後と全く正常です。と
ころが、めまいがあって来院したとき、定期の診察時にも収縮期血圧が170㎜Hg
前後まで上昇します。この方の場合、自律神経症状あるいは白衣高血圧という
ことで降圧剤は処方しないまま経過観察でよろしいでしょうか。

＜新潟県開業医＞

緊張性高血圧症

　池脇　高血圧は比較的よくいただく
質問領域なのですが、今回は、家庭で
測る血圧と診察時の血圧がだいぶ乖離
する。診察のときのほうが高い、自宅
と診察室の血圧の差ということです。
そもそも血圧というのは機械のように
ずっと一定ではありませんから、ある
意味で生理的な変動があるのでしょう
か。
　冨山　これは当然で、私たちの体は
バイオリズムで動いていますから、血
圧にしても、脈にしても、さらに、睡
眠や呼吸にしても、１日の変動はどう
しても存在します。ただ、これは自然
現象ですが、やはり年齢とともにその
機能が落ちてきます。特に高齢の方で

すと過剰に変動の大きい方がいます。
こういう方は血管の障害とか、循環を
調節する機能が障害されています。ゆ
えに心臓病とか脳卒中などを起こしや
すいことが最近注目されています。
　池脇　全くの正常な血圧が、治療を
要するような高血圧に一足飛びにいく
ことはなくて、徐々に異常のほうに傾
いてくるとすれば、質問はそういう過
程のある時期をとらえているのかもし
れないという印象を持ちました。具体
的にやや肥満ぎみの中年女性で、家庭
で測ると120/70㎜Hgぐらいと正常で、
めまいがあるときは血圧が上がると思
うのですが、定期の診察のときに収縮
期血圧が170㎜Hgと、だいぶ自宅と違
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質の代謝異常を合併している人がいま
す。そういう点はしっかり確認しない
といけません。
　池脇　そうすると、今回は肥満ぎみ
の中年女性ということで、もしこの方
が白衣高血圧の場合には、肥満を解消
することで白衣高血圧も改善、あるい
は解消することも期待できるのでしょ
うか。
　冨山　大事な問題ですが、実はそこ
には全く答えがないのです。
　池脇　今、白衣現象かどうかに絞っ
て先生に解説していただきましたが、
自律神経のアンバランス、そういった
もので起こることもあるのでしょうか。
　冨山　白衣現象が生じる際は、いろ
いろな要素が入っています。その一つ
には自律神経のバランスが悪くなるこ
とがあります。年齢を重ねるほど白衣
現象が多いことがわかっています。一
つは加齢に伴う自律神経機能不全の問
題、それと血管が年齢とともに硬くな
ってくるので、血管のコンプライアン
スが悪くなっていくため、さらに白衣
現象を増悪させる方向に作用すると考
えられています。
　池脇　血圧の変動が大きい方は将来
の疾患のリスクが高いとおっしゃいま
したが、そういう方に対して治療する
かどうか。このあたり、判断が難しそ
うですが、どうするのでしょう。
　冨山　まず大事なことは、一つは臓
器障害があるかどうか。大きな病院で

なくても、診察室や診療所、普通の一
般の外来でできるのは、心電図を見る
ことです。心電図でボルテージが高い。
V1のS波、V5のR波の和が35ミリや40
ミリなど高い場合、それから蛋白尿が
ある方、これもどこの診療所でも簡単
に確認できることだと思います。こう
した指標が異常を示す方については治
療を考えることが重要だと思います。
　また、もしもゆとりがあって、少し
技術があるようなら、眼底を見ていた
だく。なかなかこれは難しいかもしれ
ませんが、眼底を見ていただくのも非
常に有用な臓器障害の判別になります。
　池脇　臓器障害があった場合にはむ
しろ積極的に介入していくとのことで
すが、あるときは正常で、あるとき高
いという場合、どのあたりを降圧の目
標に持っていったらいいのでしょう。
　冨山　家で血圧の記録をつけていた
だいて、１週間や10日の平均でどのぐ
らいかを評価することが、非常に大事
になってきます。どうしても一時的に
高い血圧を目安に積極的に下げてしま
うと、かえってほかの部分が低くなっ
てしまって、めまいやだるさなどを訴
えるお年寄りは多いので、平均を取り、
その値に合わせて治療していくことが
大事になってきます。
　池脇　以前と違って高血圧の薬も１
日１回の長時間作用型です。そういう
意味ではあまり血圧の上がり下がりを
起こしにくい薬ですから、基本はそう

う。こういうケースもあるのでしょう
か。
　冨山　時々私たちも経験することで
す。まず、変動の大きい中年の方は将
来的に高血圧に移行する人が多いとい
われています。例えば、運動負荷試験
などをして過剰に血圧が上がる人、特
に200㎜Hg以上の人は、５年、10年先
にだいたい３～４割の人が高血圧に移
行していくという報告もあります。で
すから、今回の質問の内容については、
予後も考える必要があります。その前
にまず現状での対応をお話ししますと、
この方が白衣現象として血圧が高くな
っているかどうかを見極めないといけ
ないと思います。
　池脇　確かに、私も外来で拝見して
いて、家での血圧はいいのだけれども、
診察室では毎回高い方はけっこういま
すね。それを白衣現象と診断するかど
うか。どういう手順を踏めばいいので
しょうか。
　冨山　家庭血圧を基準、つまりその
人の持っている本来の血圧と判定し、
外来に来られて、そこから過剰に上が
っている場合を白衣現象と考えます。
家庭の血圧が正常域、診察室などで測
った場合が高血圧になると、白衣高血
圧ということになります。
　ただ、この場合に注意しないといけ
ないことは、果たして家庭血圧が正確
に測られているかどうか。これは見極
めないといけない大事な問題です。そ

のために２つのことに注意しなければ
いけません。一つは正しい測り方で血
圧を測っているか。つまり、カフの位
置、巻く方向などが適切であるか。も
う一つは、器械が古いものであったり、
手首の血圧などは特に不正確なことが
ありますので、その機器が正確に測れ
る機器であるかも確認する必要があり
ます。ですから、一度外来に、家で使
っている家庭血圧計を持ってきていた
だいて、一緒に測って、正しいかどう
かを見極めることが第一歩だと思いま
す。
　池脇　幸いに最近の家庭血圧計は持
ち運びがそんなに苦にならないものば
かりですから、そういう場合にはまず
家で使用しているものを持ってきてい
ただいて、診察室の血圧計と測り比べ
るのですね。
　冨山　はい。
　池脇　これで差があれば、白衣現象、
白衣高血圧という方向で診断されるの
でしょうか。
　冨山　そうですね。家庭血圧計が正
しいことがわかり、自宅での血圧が135
㎜Hg以下で診察時の血圧が140㎜Hg以
上である場合は、白衣高血圧として診
断することになります。
　池脇　その場合、基本的には治療の
必要はないのですか。
　冨山　多くの場合、治療は必要ない
のですが、白衣高血圧の中には、血圧
ではなく、ほかの因子、肥満、糖や脂
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質の代謝異常を合併している人がいま
す。そういう点はしっかり確認しない
といけません。
　池脇　そうすると、今回は肥満ぎみ
の中年女性ということで、もしこの方
が白衣高血圧の場合には、肥満を解消
することで白衣高血圧も改善、あるい
は解消することも期待できるのでしょ
うか。
　冨山　大事な問題ですが、実はそこ
には全く答えがないのです。
　池脇　今、白衣現象かどうかに絞っ
て先生に解説していただきましたが、
自律神経のアンバランス、そういった
もので起こることもあるのでしょうか。
　冨山　白衣現象が生じる際は、いろ
いろな要素が入っています。その一つ
には自律神経のバランスが悪くなるこ
とがあります。年齢を重ねるほど白衣
現象が多いことがわかっています。一
つは加齢に伴う自律神経機能不全の問
題、それと血管が年齢とともに硬くな
ってくるので、血管のコンプライアン
スが悪くなっていくため、さらに白衣
現象を増悪させる方向に作用すると考
えられています。
　池脇　血圧の変動が大きい方は将来
の疾患のリスクが高いとおっしゃいま
したが、そういう方に対して治療する
かどうか。このあたり、判断が難しそ
うですが、どうするのでしょう。
　冨山　まず大事なことは、一つは臓
器障害があるかどうか。大きな病院で

なくても、診察室や診療所、普通の一
般の外来でできるのは、心電図を見る
ことです。心電図でボルテージが高い。
V1のS波、V5のR波の和が35ミリや40
ミリなど高い場合、それから蛋白尿が
ある方、これもどこの診療所でも簡単
に確認できることだと思います。こう
した指標が異常を示す方については治
療を考えることが重要だと思います。
　また、もしもゆとりがあって、少し
技術があるようなら、眼底を見ていた
だく。なかなかこれは難しいかもしれ
ませんが、眼底を見ていただくのも非
常に有用な臓器障害の判別になります。
　池脇　臓器障害があった場合にはむ
しろ積極的に介入していくとのことで
すが、あるときは正常で、あるとき高
いという場合、どのあたりを降圧の目
標に持っていったらいいのでしょう。
　冨山　家で血圧の記録をつけていた
だいて、１週間や10日の平均でどのぐ
らいかを評価することが、非常に大事
になってきます。どうしても一時的に
高い血圧を目安に積極的に下げてしま
うと、かえってほかの部分が低くなっ
てしまって、めまいやだるさなどを訴
えるお年寄りは多いので、平均を取り、
その値に合わせて治療していくことが
大事になってきます。
　池脇　以前と違って高血圧の薬も１
日１回の長時間作用型です。そういう
意味ではあまり血圧の上がり下がりを
起こしにくい薬ですから、基本はそう

う。こういうケースもあるのでしょう
か。
　冨山　時々私たちも経験することで
す。まず、変動の大きい中年の方は将
来的に高血圧に移行する人が多いとい
われています。例えば、運動負荷試験
などをして過剰に血圧が上がる人、特
に200㎜Hg以上の人は、５年、10年先
にだいたい３～４割の人が高血圧に移
行していくという報告もあります。で
すから、今回の質問の内容については、
予後も考える必要があります。その前
にまず現状での対応をお話ししますと、
この方が白衣現象として血圧が高くな
っているかどうかを見極めないといけ
ないと思います。
　池脇　確かに、私も外来で拝見して
いて、家での血圧はいいのだけれども、
診察室では毎回高い方はけっこういま
すね。それを白衣現象と診断するかど
うか。どういう手順を踏めばいいので
しょうか。
　冨山　家庭血圧を基準、つまりその
人の持っている本来の血圧と判定し、
外来に来られて、そこから過剰に上が
っている場合を白衣現象と考えます。
家庭の血圧が正常域、診察室などで測
った場合が高血圧になると、白衣高血
圧ということになります。
　ただ、この場合に注意しないといけ
ないことは、果たして家庭血圧が正確
に測られているかどうか。これは見極
めないといけない大事な問題です。そ

のために２つのことに注意しなければ
いけません。一つは正しい測り方で血
圧を測っているか。つまり、カフの位
置、巻く方向などが適切であるか。も
う一つは、器械が古いものであったり、
手首の血圧などは特に不正確なことが
ありますので、その機器が正確に測れ
る機器であるかも確認する必要があり
ます。ですから、一度外来に、家で使
っている家庭血圧計を持ってきていた
だいて、一緒に測って、正しいかどう
かを見極めることが第一歩だと思いま
す。
　池脇　幸いに最近の家庭血圧計は持
ち運びがそんなに苦にならないものば
かりですから、そういう場合にはまず
家で使用しているものを持ってきてい
ただいて、診察室の血圧計と測り比べ
るのですね。
　冨山　はい。
　池脇　これで差があれば、白衣現象、
白衣高血圧という方向で診断されるの
でしょうか。
　冨山　そうですね。家庭血圧計が正
しいことがわかり、自宅での血圧が135
㎜Hg以下で診察時の血圧が140㎜Hg以
上である場合は、白衣高血圧として診
断することになります。
　池脇　その場合、基本的には治療の
必要はないのですか。
　冨山　多くの場合、治療は必要ない
のですが、白衣高血圧の中には、血圧
ではなく、ほかの因子、肥満、糖や脂
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いった薬を投与するということでしょ
うか。
　冨山　はい。あとは、例えば朝方高
い方については、就寝前に服用いただ
いたらずっと有効なこともありますし、
不定期、つまり朝・夜と関係なく乱れ
のある人の場合は、２回に分けて朝・
夕でのんでいただくと、その変動の幅
が小さくなることもあります。
　池脇　血圧治療をしている方でも、
１日のうちで高い時間と低い時間があ
ります。私の印象だと、多いのは朝が
高くて夜が低い。それをどう是正して

いくのか、迷うときがあるのですが、
今、先生が言われたようなことになる
のでしょうか。
　冨山　なかなかこれを調整、是正し
ていくのは難しい問題です。ただ、特
に女性の方ですが、朝は家族の朝ごは
んとか、いろいろなことをしないとい
けないので、なかなか忙しくて安静に
して測れないことがあります。ゆえに、
その人その人の生活の背景を評価する
ことも、血圧の変動評価では大事だと
思います。
　池脇　ありがとうございました。

筑波大学血液内科教授
千　葉　　滋

（聞き手　池田志斈）

　骨髄異形成症候群の生命予後について最新の知見をご教示ください。
＜兵庫県勤務医＞

骨髄異形成症候群の生命予後

　池田　千葉先生、骨髄異形成症候群
について質問が来ています。たいへん
難しい質問かと思いますが、どのよう
な疾患なのでしょうか。
　千葉　20世紀の前半から、「鉄剤や
ビタミンB12などの補充療法に反応し
ない貧血があり、急性白血病になりや
すい」という病気が記載されていまし
た。その後、赤血球以外の系統の血球
減少も認められることが多く、血球や
骨髄に生息している細胞に特徴的な形
態異常があることも明らかになりまし
た。そして1980年代前半に「骨髄異形
成症候群」という名称が与えられ、そ
れが定着しました。ただ、その後もし
ばらくは、どういう病気なのか本態が
わからなかったのですけれども、1980
年代後半になり、この病気は造血細胞
のがんの一種である、そもそも白血病
と似た遺伝子異常を持っている、とい

うことがわかってきました。
　典型的には３系統の血球減少、つま
り汎血球減少が認められます。芽球と
呼ばれる未熟な細胞は、急性白血病に
特徴的に認められますが、骨髄異形成
症候群では、この芽球が少数認められ
る場合と、ほとんど検出されない場合
とがあります。いずれにしても、急性
白血病そのものではないが、急性白血
病に移行しやすい、ということが大事
な特徴です。
　池田　最初は貧血だけかと思ってい
たら、実は３系統全部落ちている。な
おかつ、顔つきの悪いものがわずかな
がらいたり、ある程度いたりするので
すね。
　千葉　そうですね。
　池田　診断としてはそれで満たされ
るのでしょうか。
　千葉　診断には、血球減少のほか、
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