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　池脇　坂井先生、まず頭痛に関して
解説していただきたいのですが。
　坂井　頭痛で受診される方は多いの
ですが、たかが頭痛ということで済ま
されることが多く、患者さんもなかな
か正確な診断をしてもらえないという
ことが少なくありません。
　ただ、決して診断を見逃してはいけ
ないという頭痛があります。脳に何か
病気があって起こるような頭痛、これ
は見逃してはいけない、例えばクモ膜
下出血や脳出血、脳腫瘍など、そんな
頭痛ですね。そういった頭痛を二次性
頭痛といいます。何か原因があって二
次的に起こる。それに対して、一次性
頭痛、頭痛自体が病気という、そうい
った慢性頭痛病が非常に多いのです。
　慢性頭痛病のチャンピオンというと、
片頭痛です。その他、よくあるのは緊
張型頭痛。それから非常に特徴的なの

が群発頭痛という頭痛です。一次性頭
痛というのは、いわゆる頭痛持ちの頭
痛というふうに考えていいと思うので
すが、頭痛でかなり苦労していらっし
ゃる方が多いんです。そういった頭痛
の治療法、治療薬は最近では、非常に
進歩し、新しく開発されていますので、
診断がきちんとつきさえすれば、かな
り患者さんが受けるメリットは増えて
くる。そんなところまで来ています。
　池脇　一次性頭痛の中では、緊張型
頭痛が一番多いのでしょうか。
　坂井　緊張型頭痛というのですけれ
ども、いろいろなストレス性の頭痛を
集めて、緊張型というふうにひっくる
めていうものですから、非常に多いで
す。疫学調査によると、日本で2,300万
人とか、そんな数です。
　池脇　そんなに多いのですか。
　坂井　ただ、緊張型頭痛、ストレス
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頭痛的な頭痛というのは、そんなにひ
どくはないのです。精神的なストレス、
体のストレスが原因です。体のストレ
スというと、姿勢が悪いとか、首に負
担がかかるとか、いろいろなストレス
ですね。そういうものがなくなると、
自然によくなるということもあるもの
ですから、2,300万人といっても、その
うち慢性に頭痛が続いて、慢性緊張型
の頭痛で困って受診される方というの
は比較的少ないのです。
　池脇　一方で片頭痛、それから質問
の群発頭痛というのは、いわゆる血管
性の頭痛ということでよろしいのです
ね。
　坂井　そうですね。
　池脇　頻度的には群発頭痛のほうが
圧倒的に少ないのでしょうか。
　坂井　そうですね。片頭痛は、疫学
調査ですと、日本で840万人といいま
すから、非常に多いのです。糖尿病と
か、そういった病気とあまりひけをと
らないぐらい多いこともあって、かな
り困っていらっしゃる方も多いのです。
群発頭痛も、これは非常に悩んでいら
っしゃる方が多いです。ただ、患者数
は20万人、30万人といわれています。
それでもけっこうな数ではあるのです
けれども、片頭痛ほどではないですね。
　池脇　好発の年齢ですとか性差など
はどうでしょうか。
　坂井　群発頭痛というのは非常に特
徴的な激しい頭痛です。頭痛の中では

一番激しい、辛い頭痛だといわれてい
るぐらいですけれども、幾つかの特徴
的な起こり方や症状があります。その
辺をきちんとつかまえておきさえすれ
ば、見逃すということはないと思いま
す。
　池脇　これは女性が多いというふう
に聞きましたけれども、そうなのでし
ょうか。
　坂井　群発頭痛は男性に多くて、だ
いたい３～４倍。片頭痛は女性のほう
が逆に男性の３～４倍多いということ
で、その辺は少し違うところです。
　池脇　群発というネーミングからし
て、ある一定の時期に好発して、しば
らくおさまって、またという、そのあ
たりどうして起こるのか、純粋に疑問
に思うのですけれども、この病気の病
態生理についてはどうでしょうか。
　坂井　病態生理は、確かにまだわか
らないところがあるのですけれども、
臨床的な症状から予測される病態が考
えられています。
　臨床的な特徴からいいますと、先生
がおっしゃったように、群発するので
す。ある期間、まとまって頭痛が起こ
るということで、例えば１年のうちに
２カ月間は毎日頭痛が起こる。１日に
１回とか２回とか、その頭痛発作自体
はそんなには長くなくて、１時間、２
時間なのですが、それが夜中に起こる
とか、ちょうど明け方に起こって、そ
れもまた激しい頭痛なので、なかには
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いたたまれなくなって家から飛び出し
て、夜中、電信柱に頭をぶつけながら
我慢しているとか。
　池脇　そんなに激しいのですね。
　坂井　群発頭痛は、じっとしていら
れない頭痛です。片頭痛は、ちょっと
でも動くとすごく辛い頭痛ですが、非
常に対照的に群発頭痛はじっとしてい
られず、動き回るような頭痛です。目
の奥がえぐられるといいますか、激し
い頭痛で、片側だけに起こります。そ
の激しい頭痛に加えて、随伴症状が特
徴的で、同じ側の目が充血して真っ赤
になる、涙が出る、鼻水が出ます。片
側だけですね。鼻が詰まることもあり
ます。それから同じ側のひたいに汗を
かくとか、縮瞳も起こります。
　そのような特徴的な随伴症状があっ
て、痛みも激しいものです。えぐられ
る痛みだったり、神経痛のような痛み
が来たり、それから脈打つ頭痛があっ
たり、それが三叉神経の第１枝の領域
に起こりやすいのも特徴です。そうす
ると、三叉神経が関係しているのだろ
うと考えられます。三叉神経が支配し
ている脳の血管の痛み、それから随伴
症状というのはほとんど自律神経、そ
れも副交感神経の症状です。そこで、
最近は群発頭痛のことを三叉神経・自
律神経頭痛と呼ぶようになりました。
　その病態はどこから始まるかという
と、自律神経、三叉神経ですから、こ
れは脳幹ということになります。特に

自律神経に注目すると、脳幹の視床下
部です。最近、PETとかMRIなどで頭
痛の発作中に検査ができるようになり
ました。そうすると、視床下部の後ろ
のほうの灰白質のところに局所的にホ
ットな画像が見られます。視床下部、
またその後方の松果体という日内リズ
ムのセンターが病態に関係するようで
す。夜に多くて、群発するようなメカ
ニズムも松果体で説明できるのではな
いかといわれています。そういった場
所での活動性の亢進が起こるとする病
態生理が考えられているのです。
　池脇　患者さんにとってえぐられる
ような痛みとなれば、診断よりも、早
く痛みを取ってくれと。治療が何とい
っても大事ですけれども、治療に関し
てはどうなっているのでしょうか。
　坂井　比較的短くて激しい頭痛なも
のですから、速効性の治療でないとあ
まり効いた意味がないということにな
り、そこが片頭痛とちょっと違うとこ
ろです。けれども、治療薬としてはト
リプタン系の薬が有効です。トリプタ
ンが片頭痛にも効きますし、群発頭痛
にも効果があるのです。ただ、早く効
いてほしい。そうでないと、苦しむだ
け苦しんで治ってしまうわけです。ト
リプタン系薬の中でも、イミグランと
いう注射剤があり、治療に非常に役に
立ちます。
　池脇　これは日本でもできるのです
か。
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　坂井　日本で注射できます。それも、
いちいち病院に行かずに行える在宅自
己注射が保険で認められています。群
発頭痛の方は発作時に自分で注射でき
るということで、非常にその恩恵は大
きいです。
　池脇　急性期は注射で治療ですが、
予防的な、ある程度慢性的に飲む薬も
ございますか。
　坂井　毎日来ることがわかっていま
すので、予防したいことには間違いあ
りません。今、予防薬で、これという
決まった方法はないのですが、一番よ
く使われているのはステロイドです。
だいたい40㎎ぐらい。
　池脇　けっこうな量を。
　坂井　ええ、朝、一度に飲んでもら
うのです。ただ、飲むのは５日ぐらい

です。それで効かなかったら、すぐや
めてしまう。ただ、効いた場合は、最
初からですと２カ月ぐらい続くことに
なりますので、だんだん減らしていっ
て、２週間ぐらいでやめてしまう。
　池脇　そういう使い方ですね。
　坂井　そういった方法ですと、比較
的副作用のことも考えずに、使用でき
ます。一応ステロイドによる血管透過
性を抑える作用が有効というふうに考
えられていますので、やめてしまうと、
また少し起こるということも少なくあ
りませんが、少なくとも初めの激しい
群発期の頭痛がおさまって、だんだん
減らしていくということでうまくいく
ことが普通です。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　山内　山岸先生、まず、潜在性とい
う言葉なのですが、この意味から教え
ていただけますか。
　山岸　結核に感染しているけれども、
発病はしていない、単に既往歴として
結核の感染症があるということだけで
はなくて、結核に感染しているために
発病しやすい状態にある。そういう概
念から、潜在性結核感染症という名前
だけではなくて、その後に「潜在性結
核感染症の治療」と、必ず「治療」が
つく状態です。要するに、潜在性結核
感染症をほうっておいてよいかどうか
という問題がありまして、それは積極
的に治療したほうがよいということか
ら、結核の蔓延状況が著しく改善した
現在においては、結核を発病しやすい
人をできるだけ発病しないようにしよ
うということで、「潜在性結核感染症
の治療」という名前が使われるように

なりました。
　山内　そうしますと、これはわかり
にくいところに結核菌が隠れていると
いった意味ではなくて、昔からありま
す予防的な治療に関連する病態概念と
考えてよろしいのでしょうか。
　山岸　そのとおりです。以前は化学
予防であるとか予防内服という名前が
使われていたのですけれども、2007年
に結核予防法が廃止されて、感染症法
に組み入れられました。そうしますと、
感染症法で扱っているほかの感染症が、
薬を予防的に投与するというものが全
くありませんので、結核だけ別扱いで、
予防内服あるいは化学予防という名称
が使えないというところから発生した
名称であります。
　その前に、2000年にアメリカで潜在
性結核感染症ということが取り上げら
れて、その治療を積極的に行う必要が
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あるということがございまして、それ
を日本でも参考にして、潜在性結核感
染症の治療ということで、以前使われ
ていた名前から変わるようになりまし
た。
　山内　英語のほうですと、もう少し
ぴんと来るかもしれませんが、日本語
の場合、若干紛らわしい用語になって
しまったといいますか、少し行政的な
用語ともいえるわけですね。
　山岸　そうだと思います。
　山内　ほかの感染症と一緒にすると
きに名前を統合したというニュアンス
なわけですね。
　山岸　はい、そうです。なぜ結核予
防法がなくなったかということを少し
お話ししますと、一つには結核予防法
という法律が、法律の名前に病気の名
前がついている。例えば、エイズ予防
法とかライ予防法とか、疾患名がつい
ている法律自体が、すでにその疾患に
対する差別につながるということ。そ
れと結核予防法自体が人権に対する配
慮が十分でなかったということ。それ
と一番大きなことは、すべての感染症
が感染症法にのっとって管理されてい
るのに対して、結核だけが別扱いだっ
たということ。そういうことがありま
して、一つにまとめてしまおうという
ことになって、結核予防法が廃止され
て、感染症法に組み入れられたという
ことであります。
　山内　具体的にターゲットを決めて

いきますと、次は治療かなということ
になりますが、その前に診断というこ
とが出てまいりますね。この診断のと
ころを教えていただけますか。
　山岸　ツベルクリン反応検査が従来
ずっと行われていたわけですけれども、
ツベルクリン反応検査は過去における
BCG接種の影響を受けるということで、
ツベルクリン反応検査で陽性になった
人が必ずしも結核に感染しているわけ
ではない。BCG接種の影響も多分に受
けているということで、何とかその診
断をしっかりできないかということで
考え出されたのがQFT（クオンティフ
ェロン）という検査です。BCGは牛型
結核菌の弱毒化した生ワクチンですが、
牛型結核菌由来のBCGには含まれなく
て、ヒト型結核菌に含まれる抗原を用
いた検査法がQFTです。ですから、過
去におけるBCG接種の影響を全く受け
ないで、QFTが陽性になれば、かなり
の確率で結核の感染を受けているとい
うことがわかる検査法が開発されたわ
けです。
　山内　これは現在ツベルクリンに置
き換わって、だんだんスクリーニング
も含めて、診断に用いられていると考
えてよろしいのでしょうか。
　山岸　日本では、定期的にツベルク
リン反応検査を受けることはもうなく
なりました。結核患者に接触した家族
であるとか友人であるとか、周りの人
たちが結核に感染したかどうかを調べ
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るための検査、いわゆる接触者検診で
すけれども、これはQFTの検査で行う
のが望ましいといわれております。
　ただ、ツベルクリン反応検査と違っ
て、コストが非常に高い。今のところ、
まだ価格が高い。そうすると、大勢の
人にするには、行政がするわけですけ
れども、かなり支出を伴うということ
で、必ずしもすべてに行っているわけ
ではありません。方向性としてはQFT
の検査で結核の診断を行うというふう
になっております。日本結核病学会も
接触者検診のときはQFTの検査で行う
ようにという勧告を出しておりますの
で、これからどんどんそちらの方向に
進んでいくのではないかと思います。
　山内　それで陽性だった方々も対象
になるということですね。
　山岸　はい。
　山内　接触者というお話が出てまい
りましたが、いわゆる病気でいうとハ
イリスク群になるのでしょうか。
　山岸　最近結核に感染した人たちと
いうのは発病しやすい。特に若い人は
発病しやすいということがいわれてい
ますけれども、過去に結核に感染して
も、発病のリスクが高い人たち、例え
ば膠原病でステロイドホルモンを使う
とか、あるいは生物学製剤を使うとか、
あるいは悪性腫瘍で強い免疫抑制剤を
使う、あるいは移植を受けた、こうい
うような方たちというのは、結核に感
染していれば、当然発病のリスクは普

通の人よりもかなり高くなります。で
すから、こういう方たちの治療も、新
しい感染症法では認めて、積極的に治
療を行うという方向になってきていま
す。
　山内　さて、具体的な治療法ですが、
積極的にというお話でしたが、どうい
った治療法がなされるのでしょうか。
　山岸　通常は、一番安くて、効果が
あって、副作用が少ないという意味で
は、イソニアジド、いわゆるヒドラジ
ドが使われています。これを成人では
体重１㎏当たり５㎎、最大で300㎎、
小児では体重１㎏当たり８～15㎎、最
大で300㎎を６カ月間、ないしは９カ
月間、投与するということになってお
ります。以前、日本では６カ月間だけ
ということだったのですけれども、ど
うも最近の研究では、６カ月間よりも
９カ月間投与したほうが発病防止効果
は高い。ただし、症状がない人に９カ
月間服薬してもらうのは大変なので、
日本では６カ月ないし９カ月間とはい
っていますけれども、実際には６カ月
間で終わっていることが多いようです。
　山内　これは実際に過去になされて
きたと思われますが、その効果に関し
てどのぐらい実証されているのでしょ
うか。
　山岸　使用した期間によってももち
ろん違うわけですけれども、６カ月な
いし９カ月間投与することによって、
投与しなかった人に比べて、発病率は
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1/2から1/5程度まで減らすことができ
る。逆にいうと、６カ月ないし９カ月
間投与しても、発病する人が出てくる。
そういう意味では、投与したからとい
って、必ずしも安心はできない。投与
した後も定期的に経過を見る。レント
ゲンなどで経過を見る必要があるとい
われています。
　山内　これは１剤だからと考えてよ
ろしいですか。
　山岸　そうですね。もっと多い、例
えばイソニアジド、リファンピシンと
組み合わせて治療すれば、当然発病率
は低くなると思いますけれども、ただ、
それだけの投与をすると、副作用のこ
とも考えなければいけないし、コスト
のことも考えなければいけない。いろ
いろなことがあるので、今、全世界で

通常はイソニアジドの単剤投与で行わ
れています。
　山内　QFT陽性の方というのは、ほ
うっておくとほぼ発症すると考えてよ
ろしいのでしょうか。
　山岸　過去にBCG接種を受けていれ
ば、結核の感染を受けると、生涯にわ
たって10～20％の人は発病する。それ
でも発病しない人ももちろんいるわけ
です。それは接触の仕方によってずい
ぶん変わってきます。
　山内　グレーゾーンのところの方に
薬を使うということで、副作用とのバ
ランスで量や期間が決められたとみて
よろしいわけですね。
　山岸　そうだと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　苅尾先生、ABPM、日本語で
いえば24時間血圧モニタリングみたい
なものですが、まず、このモニタリン
グシステムは、どのような高血圧患者
さんが適応となりますか。
　苅尾　まずABPMについて、こうい
う質問、興味を持って日常診療に取り
入れようという、この先生は非常に私
としてはうれしく思っております。こ
れは少し前に保険適用になったわけで
すけれども、高血圧の人で、ぜひこの
ABPMを生かしながら、24時間、パー
フェクトな血圧管理をしていただきた
いなという方がおられるのです。
　これが最初のご質問だと思うのです

けれども、リスクの高い方、糖尿病が
あったりとか、CKDがあったり、ほか
に併せ持つリスクが多い人、臓器障害
があったり、血管病変があったりする
人もそうなのですけれども、リスクが
高いので、血圧を24時間にわたってち
ゃんと下げておくことによって、得ら
れるベネフィットが大きいわけです。
臓器障害が進行したり、リスクの高い
方というのが、いわゆるハイリスク群
ですね、こういった方こそABPMで血
圧を管理していただきたいなと思いま
す。
　山内　最近のいろいろなスタディの
結果を見ていましても、血圧というの

24時間携帯血圧計測定（ABPM）

自治医科大学循環器内科教授
苅　尾　七　臣

（聞き手　山内俊一）

　ABPM（ambulatory blood pressure monitoring）について以下の点を踏まえ
てご教示ください。
　１．どのような高血圧患者が適応となるか。
　２．サーカディアンリズムの異常のとらえ方。
　３．モーニングサージ、脳卒中発症リスクの評価法。
　４．個別治療への応用法。

＜岡山県開業医＞
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は多くの血管障害で、紛れもなく第１
位か第２位のリスクですから、それに
またいろいろなものが加わってくると、
非常に大きな血管障害が出てくるとい
うところですね。
　苅尾　そうです。あともう一つは、
非常に血圧の変動が大きい方、特に臓
器障害を持っている人は非常に大きい
わけですけれども、特に高齢者ですね。
あるときは180㎜Hgになっているけれ
ども、あるときは120㎜Hg、外来でも
それだけ変動しているし、また朝高か
ったり、夜低かったり、家庭血圧でも
ばらばらであるとか、実際どうなのだ
ろうというふうな、そういう方も24時
間血圧をきちっと測っていただいて、
まず平均値を見て、どれぐらいの範囲
にこの人の血圧が入っているのだろう
かと。24時間血圧の特性などを見なが
ら、どういう治療を行っていったらい
いかなということを考えていただく、
一つのいいツールになるのではないか
なと思います。
　山内　24時間、いわゆるサーカディ
アンリズムになると思うのですが、こ
れをどうやってとらえたらよろしいの
でしょうか。
　苅尾　やはり基本的に24時間血圧、
朝も夜もずっと通して、30分間隔でず
っと取ると、全部で48ポイント、デー
タが集積するのです。そして、日内変
動を一番大きく規定するのは、昼間、
また昼間の精神的ストレスであったり、

身体活動であったり、それが今度寝る
ことによってまた下がるわけです。そ
してまた朝、起床とともに上がるとい
うことで、サーカディアンリズムの一
番大きな規定因子というのは、生活の
行動パターンによるわけです。
　寝る前と起きてから、その間の睡眠、
またそれ以外のところの覚醒時、これ
を２つ大きく分けて、夜間の血圧が昼
間の覚醒時に比べてだいたい10～20％
下がる、これが正常パターンでディッ
パーといわれます。逆に、０～10％、
これは下がらないということで、ノン
ディッパー。逆にもっと病的な状態と
して、夜間血圧が昼間より上がってし
まうような人がおられるわけです。だ
いたい15％ぐらいおられるのですけれ
ども、それはライザーパターンという
ふうにいっているのです。特に、ライ
ザーパターンの人というのは内科の病
気が隠れていることが多いので、注意
が必要になってきます。また脳卒中や
心筋梗塞などのリスクが最も高いグル
ープです。
　山内　具体的にはどんな病気が多い
のでしょうか。
　苅尾　夜間血圧が上昇したり、昼間
と差がないという方というのは、循環
血液量が増加しているような方です。
特に、心不全が隠れてあったり、慢性
の腎臓病があるような方は夜間が下が
らないということになってきます。食
塩をたくさん取っている場合、循環血
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液量が増えますから、そういう方です
ね。あと、先生のご専門の糖尿病など
も、自律神経が障害されると、サーカ
ディアンリズムが消失したりしてくる
ということもいわれております。
　山内　睡眠も絡みそうですが。
　苅尾　おっしゃるとおりで、糖尿病
やCKDの人は睡眠時無呼吸症候群が多
かったりする。また、CKDや糖尿病で
ノンディッパーが多い一つの機序とし
て、睡眠の質の低下がいわれているの
です。睡眠時無呼吸症候群などは夜間
血圧が下がりませんし、なおかつ無呼
吸の合併がなくても睡眠の質が低下す
ると血圧が下がらないということがい
われています。
　無呼吸症候群の場合の夜間血圧が下
がらない特徴、また上昇する特徴とし
ては、夜間血圧が無呼吸に合わせてビ
ョ～ンと上がったりする、スリープサ
ージを来したりすることもあるので、
夜間血圧が下がらないノンディッパ
ー・ライザーパターンにプラス変動す
る最もリスクが高い状態です。それが
睡眠時無呼吸に夜間のイベント発症が
多いことにつながってくると考えます。
　山内　モーニングサージという概念
も、24時間測られるようになってきて
から、だいぶ脚光を浴びてきましたね。
　苅尾　我々は以前、血圧がある程度
上昇するのは正常ですけれども、ある
一定基準を超えて、行き過ぎてしまう。
これが病的で、我々は55㎜Hg以上、一

番低いところに比べて朝が上がる人を
“異常なモーニングサージ”と定義し
ました。これは100人いたら、上の10
％がそういう集団だったのです。異常
なモーニングサージを示す人は24時間
血圧のレベルとはまた独立して、脳卒
中を2.5倍以上増加させました。そうい
う独立したリスクになるということを
2003年に発表して、現在まで、その後、
我々を含んで６つの前向き研究が出て、
そのいずれもが脳卒中や心筋梗塞、ま
た心血管死亡、それらのイベントを予
測するということが示されてきており
ます。
　山内　非常に大きなリスクになると
いうことで、モーニングサージのとこ
ろは平均血圧自体とは独立したリスク
とみてよろしいわけですね。
　苅尾　はい、そうです。サージとい
うのはどういう範疇で考えるかという
と、まずレベルがあって、大きな変動
性の一部というふうに考えていただい
たらどうかと思います。24時間の中で
一番血圧の変動幅が大きいところは朝
です。朝というのは、一番循環器のリ
スクが高まる段階で、そこで変動する
と、イベントのトリガーになりうるだ
ろうということで、サージというのは
朝の心血管イベント増加に大きく寄与
するということになろうかと思います。
　山内　先ほど55㎜Hgという数字が出
ましたが、モーニングサージのクライ
テリアはどうなのでしょうか。
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　苅尾　そこのところがご指摘の大変
重要なところなのですが、異常のカッ
トオフ値というのが、なかなかまだ十
分に決まっていないのです。我々は55
㎜Hgでしたけれども、地域住民のと
ころでは35㎜Hgであるとか、そういう
閾値というのが出たりもしております
から、まだもう少し議論の余地があろ
うと思います。
　山内　この手のものは調査対象が異
なるとけっこう違うものですから、今
後決定までにはもう少し時間がかかる
かもしれないですが、事実としてはま
ず間違いないという感じですね。
　苅尾　そう思います。
　山内　最後に、これも非常に重要な
のですが、個別治療への応用方法、こ
れはまだ応用例に留まるかもしれませ
んが、このあたりを少しご紹介願えま
すか。
　苅尾　先生のご質問は、24時間血圧
のプロファイルをもって、どういう薬
剤が適しているかということになるか
と思うのですが、夜間血圧が下がらな
かったり、上昇してしまうような人と
いうのは、朝の薬を夜の寝る前に持っ
てくるという時間降圧療法が一つの処
方の仕方です。
　または、夜間血圧を一番減少させる
薬剤としては利尿薬です。夜間血圧は、
循環血液の増加が非常に寄与しており
ますから、少量の利尿薬を飲ませるこ
とによって、昼間も下がるけれども、

もっと夜間が下がるということで、ノ
ンディッパーがディッパーに変わると
いうことが示されているのです。
　山内　朝方上がるタイプの方に対し
て、降圧薬を夕方にもということです
ね。これは例えば今日まで、降圧薬と
いうのは１日１回処方というのがトレ
ンドみたいにしてきたわけですが、今
後は例えば場合によっては１日分を、
わざわざ２回に分けるといったことも
ありうると。
　苅尾　そうですね。２回に分けて、
朝がコントロールつかない場合は、全
部、夜寝る前に持ってきて、朝をター
ゲットにしながら下げる、そういう処
方もある。それが時間降圧個別療法に
なります。朝１回飲んで、ちゃんとコ
ントロールしている人はそれでいいと
思うのですけれども、うまくいかなく
て、それで積み残った翌朝の上昇とい
うのは、夜寝る前に処方する、そうい
う治療法が有効です。
　山内　あともう一つ、血圧変動が激
しいケースがございますね。
　苅尾　これも大きな問題です。これ
はカルシウム拮抗薬が非常にいいとい
われているのです。カルシウム拮抗薬
の特徴としては、治療前の血圧レベル
が高ければ高いほど、そのポイントを
より下げる。つまりベースラインの血
圧が高ければ、より降圧効果も大きい
ということがいわれているのです。高
いところはしっかり下げますが、低い
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ところは、120㎜Hg以下はそれ以上下
げることは、長時間作用型だったらあ
りません。したがって、変動が多かっ
たら、上だけをすっと下げるというこ
とで、変動がある程度抑制されるとい
われているのです。
　山内　そうすると、これも具体的な
治療法、あるいは治療薬の選択にも結
びついてきたということですね。
　苅尾　そういうことです。
　山内　血糖値のほうも今、厳格な血
糖コントロールですが、血圧も非常に
厳格なものということですか。
　苅尾　そうですね。厳格というのは、
レベルを下げるだけではなくて、やは

りサーカディアンリズムもきちっと保
ち、そして極度の変動性も、ある一定
範囲におさめる。レベルとサーカディ
アンリズム、そして変動性の抑制、こ
の３つをもってパーフェクト、24時間
降圧というふうに定義して、それをリ
スクの高い人ではめざすべきだろうと
思います。
　山内　その実現にぜひこのABPMの
応用を。
　苅尾　そうですね。ぜひこれを取り
入れて日常診療を頑張っていただけた
らなと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第56巻（新年）１月号をお届けいたしました。
※〔新年の展望〕欄には、13領域の先生方に、平成24年度の学会（総会）を
中心に各科領域における最近の動向を踏まえて展望していただきました。
　ご多用の中ご執筆賜りましたこと改めて厚く御礼申し上げます。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、３篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。
※尚、新年号では〔海外文献紹介〕欄は、休載させていただいております。
※2012年も変わらぬご指導（ご支援）・ご鞭撻（ご教示）賜りますようお願
い申し上げます。
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