妊娠希望女性の高血圧治療

東京女子医科大学高血圧・内分泌内科主任教授
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妊娠希望の若年女性の高血圧治療についてご教示ください。
αブロッカーを中心とした降圧剤では降圧が不十分な場合があり、対応に苦
慮することがあります。
＜兵庫県開業医＞

のは白衣高血圧を除外しなければいけ

クリーニングをしますと、４割以上で

ないことです。ひょっとして病院とい
うことで緊張されて、診察室だけで上
がっているのかもしれない。これは家
庭血圧を測るなり、24時間自由行動下
血圧を測ることで除外できると思いま
す。

見つかるという報告もあります。です
ので、ぜひ二次性高血圧の除外はして
いただきたいと思います。
池脇 白衣でもない、二次性でもな
い、いわゆる本態性高血圧の妊娠希望
女性に対して高血圧の治療をするメリ

次に、普通は若い女性は最も高血圧
から遠ざかっている存在です。なのに

ットとは、例えば管理することによっ
て妊娠しやすくなるということもある

上がっているという場合に、必ず考え
なければいけないことは、二次性高血
圧の可能性を検討するということです。
これをスクリーニングで除外していた
だきたい。具体的に申しますと、血漿

のでしょうか。
市原 私どもの研究結果では、診察
室血圧を135/85㎜Hg以下、そして家
庭血圧を130/80㎜Hg以下、この程度
にコントロールできているときに最も

池脇 高血圧に関する質問は時々受
けるのですが、今回は妊娠希望の若年

わち、育児、親の世代の介護に加えて、
仕事面でも管理職など非常にストレス

レニン活性やアルドステロン濃度を測
っていただき、外見でクッシング徴候
だとか、あるいはアナムネで動悸があ

妊娠がしやすかったという結果が得ら
れています。血圧が高い状態よりも、
それぐらいに血圧を安定させたほうが

女性の高血圧治療です。若いというの
がどのくらいなのかわかりませんが、
結婚・妊娠・出産も高齢化している中
で、30代後半、40代の方もいらっしゃ
るとすると、そういう方たちが高血圧

の多い仕事を任されるようになってき
たという背景があって、若い女性の高
血圧が増えてきたのではないかと推察
されます。
池脇 200万人を超えるというのは

るとか、発作性に血圧が上昇するなど、
そういった二次性高血圧に特徴的な所
見があれば、その時点で専門医に一度
コンサルトしてみてもよいかもしれま
せん。

妊娠のしやすさ、妊孕性を獲得できる
のではないかと思っていますし、妊娠
した後も血圧をそのレベル以下に保つ
ことによって胎盤血流が非常にスムー
ズになって、妊娠の継続にもいい影響

を発症する頻度も増えていそうな気が
しますが、どうでしょうか。

びっくりしました。普通でしたら若い
女性の血圧はむしろ低いというのが私

池脇 読者の先生方も、案外二次性
の高血圧が多いことから、スクリーニ

を及ぼすのではないかと思っています。
池脇 患者さんが妊娠をかなえるた

市原 おっしゃるとおりだと思いま
す。私どもの調べでは、高血圧の20代、
30代、40代の女性を合わせると200万
人を超えているというデータがあるの
です。なぜそのように高血圧の方が増
えてきたのかというのは、もちろん子

の印象なのですが、いろいろと上げる
要因が増えてきているのですね。
市原 そうですね。
池脇 そういう方が来られた場合、
どういうアプローチをするのでしょう
か。

ングをされていると思いますが、こう
いう若い女性の患者さんこそ、きっち
りスクリーニングをするということで
すね。
市原 そうなのです。原発性アルド
ステロン症という二次性高血圧の中で

めにはとても重要なことなのですね。
市原 そうですね。
池脇 妊娠中のいろいろな合併症の
予防という意味でも、血圧を管理して
おくことが、先々のいろいろな危険性
を回避できる。

どものころからの塩分多量摂取などの
生活習慣もありますし、あるいは女性
を取り巻く環境が変わってきた。すな

市原 血圧が高くて妊娠を希望され
ている若い女性が来られたときに、ま
ず私どもが気をつけなければいけない

比較的多い原因疾患があり、一般的に
は全体の高血圧の１割といわれている
のですが、若年高血圧女性に限ってス

市原 そのとおりです。
池脇 最初から薬というよりも、高
血圧も生活習慣病ですから、まずその
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あたりからでしょうか。
市原 もちろん体重の超過がありま
したら、食事や運動で適正体重に落と

しておきたいのは、どのくらいの高血
圧で治療を始めるのか、また降圧の目
標値についてはどうでしょう。

にも記載されていますし、海外では妊
娠期間の時期にかかわらず使うことが
できる国もあります。現在、日本にお

池脇 日本の場合はそのあたりの使
い方が慎重でしょうが、欧米では普通
に使っているのでしょうか。

していただきますし、問診によって聞
き出した家庭環境や仕事環境における
様々なストレスの改善に取り組んでい

市原 妊娠前の女性においても、も
ちろん140/90㎜Hgを超えていれば高
血圧の範疇に入っています。なかなか

いても使用できるようにする働きかけ
を、厚生労働省に向けて学会レベルで
させていただいています。ニフェジピ

市原 普通に使っています。
池脇 そうすると、質問の降圧薬に
ニフェジピン徐放錠が入っているかど

ただきたい。そのうえで、それらの取
り組みをもってしても血圧が高い状態
が続いた場合に、初めて薬物療法を検
討する必要が出てくるのです。
池脇 若い女性だからというわけで

生活習慣の改善でも高血圧を改善でき
ない場合には、降圧療法を開始するの
です。目標血圧は、妊孕性という面か
ら家庭血圧で130/80㎜Hgを目指して
いただきたいと思います。

ン徐放錠は確実に降圧作用が得られる
薬ですし、現時点でもこの薬を使い続
けていて妊娠が成立した場合には、同
意文書を得て使い続けることは可能だ
と思います。

うかはわかりませんが、そういったも
のも加えることによってコントロール
は容易になってきますね。
市原 そうですね。
池脇 そうすると、αメチルドパ、

はないにしても、最近は両親の介護で
すとか、仕事以外のいろいろなストレ

池脇 比較的厳格なところにゴール
を置いているのですね。

池脇 ニフェジピン徐放錠は20週以
降、胎児奇形の危険性が薄らいできた

ヒドララジン、ラベタロール、そして
ニフェジピン徐放錠、これで何とか管

スが、どうしても女性のほうにしわ寄
せがいきそうなので、そのあたりのス
トレスで血圧が上がる方もいらっしゃ
るのでしょうか。
市原 現実に少なからずいらっしゃ

市原 そうですね。
池脇 今回の質問では、αメチルド
パを中心としたということですが、ま
ずこの薬が中心になるのでしょうか。
市原 質問にもありますように、妊

ら使っていいと理解したのですが、早
期からでもOKと。
市原 妊娠前から使っていて妊娠が
成立した場合には、妊娠が判明した時
点で患者さんから同意書を得て使い続

理していく。
市原 そうですね。付け加えますと、
降圧利尿薬も妊娠前から使っていて、
使いながら妊娠が成立した場合には、
同意文書を得てそのまま使ってもよい、

いますし、そのような問題はなかなか
解決できないものです。最終的に、薬
に頼らざるを得ないという方もたくさ

娠しても安全に使える薬の代表格がα
メチルドパですので、αメチルドパを
まず試されることが必要かと思います

けています。私どもでは、そういった
患者さんをすでに40人以上で使わせて
いただいて、母児ともに安全に使用で

ガイドライン上はそうなっています。
池脇 妊娠希望の女性を診ている先
生方には参考にしていただきたいです

んいらっしゃいます。
池脇 質問にはαブロッカーと書い
てありますが、これはαメチルドパの
ことでよいのでしょうか。

が、αメチルドパは降圧作用が弱いの
です。実際に使ったけれども血圧が下
がらない。さあどうしたらいいかとい
うことなのですが、妊娠中に使えるほ

きたという結果を得ています。

ね。ありがとうございました。

市原 おそらくそうだと思います。
αメチルドパというのは妊娠中に安全
に使える薬の一つですので、それを妊
娠前から使う場合の質問だと思います。
池脇 αメチルドパを中心として降
圧薬を使っているのだけれども、なか
なか降圧できない。どうしたらいいで
しょうかということですが、まず確認

かの降圧薬として、ヒドララジンやα
βブロッカーのラベタロールがありま
す。これらを組み合わせて使うのがガ
イドラインの推奨です。しかし、確実
な降圧効果を期待するなら、私のおす
すめはニフェジピン徐放錠です。
このニフェジピン徐放錠というのは、
妊娠20週以降は使えることが添付文書
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