
国際医療福祉大学臨床検査医学主任教授
下　澤　達　雄

（聞き手　池脇克則）

　降圧治療で降圧利尿薬を選択したとき、その内服初期においては、尿中Na、
Cl、水分の排泄量が増えて、それとともに、特に収縮期血圧が下降していくも
のと思います（特に容量依存性高血圧症の場合）。しかし、内服慢性期において、
尿中Naや水分の排泄量が一定になったと思われる時期においても血圧が安定
的に下がっている要因はどこにあるのでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

降圧利尿薬

　池脇　利尿剤の質問ですが、2019年
４月に「高血圧治療ガイドライン2019」
という新しいガイドラインが出ました。
まずガイドラインの今回の特徴から教
えてください。
　下澤　ガイドラインで、まず一番大
きい変更点は17個のクリニカル・クエ
スチョンを入れたことです。これは医
師が普段臨床で困っている点を取り上
げて、それをシステマティックレビュ
ーしたのです。ですから、そこだけを
とりあえず読んでいただいても、エビ
デンスに基づいた高血圧治療ができま
す。例えば、減塩６gというのは本当
に意味があることなのかを、きちんと
システマティックレビューしています。

　それからリスクの層別化で、昨今、
心房細動が大きなリスクになっていま
すので、循環器の先生はじめ、脳梗塞
の予防を考えて、心房細動は少し大き
く取り上げられています。
　もう一つは、糖尿病の患者さんたち
の第一選択薬が従来ですとレニン・ア
ンジオテンシン系の抑制薬だったので
すが、今回は腎障害があるかないかに
よって第一選択薬が変わりました。ア
ルブミン尿が出ている、あるいは蛋白
尿が出ている患者さんは従来どおりな
のですが、それがない患者さんにおい
ては今回の話題である利尿薬やCa拮
抗薬も第一選択として使えることとな
りました。今までの論文のメタアナリ

れば、おそらく尿中へのグルコースの
排泄量は増えないと思います。ですか
ら糖分を含まない水をたくさん飲んで
も、おそらくはグルコースの排泄量は
増えないと考えられますが、実際には
検証していないのでわかりません。
　山内　臨床現場からは、この薬剤で
は半年から１年かかって、せっかく下
がった血糖がまた少しリバウンドぎみ
に上昇してくるとの指摘が比較的多い
のですが、こういった原因にも多少は
絡むものなのでしょうね。
　増田　確かに大規模臨床試験でも長
期的に血糖の、いったんHbA1cが下が
ったものがリバウンドでまた上がって
しまうということが報告されています。
持続的、長期的な血糖コントロールと
いう意味では少し難しい面もあるかと
思うのですが、大規模臨床試験での結
果は、血糖がリバウンドしているにも
かかわらず、心保護効果や腎保護効果
が維持されるということで、何とも不
思議で、興味深いところです。私たち
はそこの部分に利尿作用と、それに合
わせた適度な体液コントロールがもし
かしたら関係しているのではないかと
考えています。
　山内　最後ですが、血中の半減期は

SGLT２阻害薬の中でも種類により、
かなり幅があるように思うのですが、
こういったものは各薬剤の効果に影響
を与えているのでしょうか。
　増田　今、国内で使われているSGLT
２阻害薬の添付文書では、基本的に朝
の１回投与ということになっています。
それで24時間の血糖コントロールが維
持できるのかという点につきましては、
国内からの検討で、持続的な血糖モニ
タリングで、朝に飲んだ後、朝食後、
昼食後、夕食後で、いずれにおいても
食後高血糖が改善しました。さらに、
夜間就寝中の血糖については100～150
㎎/dLぐらいで、それほど下がり過ぎ
ず、高すぎずというところで安定して
いたという報告があります。添付文書
にあるように、１日１回、朝の内服で、
血糖は24時間にわたってコントロール
できるのではないかと思います。
　山内　現時点では特に、例えば夕食
が非常にリッチだから、そこに合わせ
て使うということまでは、あまり考え
なくてもいいですね。
　増田　そうですね。面白い点ではあ
りますが、今のところは朝１回で大丈
夫かと思います。
　山内　ありがとうございました。

ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020） （97）  1716 （96） ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020）

2002本文.indd   17 2020/01/10   15:44



われた試験ですので、それほど食塩感
受性が強くない患者さんにおいても利
尿薬が有効だったというところがあり
ます。いわんや日本人は味噌、塩、し
ょう油の文化で塩分摂取量が多いので、
利尿薬をうまく使っていく必要がある
と思います。さらに、患者さんたちが
減塩できれば、６gが達成でき、かな
り血圧のコントロールは良くなってく
るのではないかと思います。
　池脇　今回の質問ですが、確かにそ
のとおりだと思うのですが、降圧利尿
薬は尿中にナトリウム、クロール、あ
るいは水分の排泄量が増えて、血液量
が減ることで収縮期血圧が下がるのは
わかります。ただ、慢性的に使ってい
くと、そのあたりのバランスが拮抗さ
れて、効かないような気もするという
ことですが、どうなのでしょうか。
　下澤　これは非常にいい質問で、多
くの学生あるいは研究者、そして医師
の皆さんがお考えになっていることだ
と思います。確かにこの質問の先生の
おっしゃるとおり、最初に薬を投与す
ると尿中ナトリウムがちょっと増えて、
体液量が減る。それで血圧が下がるだ
ろうという、いわゆるガイトン仮説の
体液量減少というのが利尿薬にある降
圧作用です。質問いただいたように、
慢性で投与していると、実は取った分
のナトリウムは外に出ているだけです
から、それ以上に体液量は減っていま
せん。でも、血圧が低くコントロール

される。このメカニズムに関していろ
いろな説があるのですが、一つは日本
人にしても、今、１日６g以上、塩分
を取っていますから、取り過ぎた分を
常に再吸収しすぎないように利尿薬で
コントロールしている。尿量は決して
増えない。取った分がきちんと出てい
るだけいいだろう。利尿薬をのまない
と、出てくる量が減ってしまって取っ
た分がまたちょっとずつ、体の中に蓄
積してくると考えられます。そこのバ
ランスを取っているというのが一つの
仮説です。
　これを一つ示しているのは、例えば
透析の患者さんで、通常だと４時間の
透析を行うのですが、８時間透析とか
10時間透析でじっくり体液量をコント
ロールするのを年余にわたってやると、
降圧薬の量を減らすことができるとい
う研究もあるのです。これはフランス
で行われた臨床研究ですが、そういう
ことがあって、体液量を常に一定に保
っていることは血圧を安定させるメカ
ニズムと考えられます。利尿薬という
のはまさに長時間にわたって透析して
いるようなものですから、降圧という
意味でいいだろうと考えられています。
　あと、サイアザイド系の利尿薬につ
いては1959年にそれが上市されたあと、
1970年代の論文なのですが、長期に投
与していると今度は血管抵抗が下がっ
てくるという論文があるのです。循環
血液量は少し戻ってはくるのだけれど

シスから、レニン・アンジオテンシン
系の抑制薬に、そこまでの大きなアド
バンテージがないことから、一般的な
第一選択薬でいいだろうとなりました。
　そして、しっかり血圧を下げよう。
多くの患者さんたちは130/80㎜Hgを
目安に血圧を下げるのですが、あくま
でも高血圧は140/90㎜Hgです。140/90
㎜Hgからそこに下げる際、禁煙、減量、
そして減塩といった生活習慣の改善を
しっかりやっていただく。そのために
は医師だけではなくて、メディカルス
タッフの方々も巻き込んで、その患者
さんにかかわる皆で患者教育を行うこ
とが推奨されています。
　そして日本高血圧学会の社会的な活
動として、患者さん向けにいろいろと
わかりやすい資材をつくったり、動画＊

（文末参照）を公開したりもしている
のですが、そういったことで患者さん
の意識を高めて、今、日本の高血圧の
患者さんの約1/4しかきちんと治療さ
れていない現状を少しでもよくしよう
としています。しかし、医療費をかけ
すぎないことも重要で、やはり生活習
慣の改善をもっとアピールしていった
らいいのではないかということが、今
回のガイドラインで強調されている点
だと思います。
　池脇　クリニカル・クエスチョンを
挙げて、それに対するエビデンスをと
いうのは、ガイドラインの基本的なや
り方ですね。

　下澤　そうですね。多くのガイドラ
インがそうなってきたので、高血圧も
そうなっています。当初クリニカル・
クエスチョン、実は二十数個挙がった
のです。ところが、メタアナリシス、
システマティックレビューにたえない、
十分な論文がないテーマもありました。
そこはクエスチョンというかたちにな
っていたり、今回は見送ったようなも
のもあります。例えば、水銀血圧計が
今度使えなくなり、自動血圧計になる
のですが、どの自動血圧計がいいかは
システマティックレビューができるも
のではないので、クエスチョンという
かたちで書かせていただいています。
　池脇　従来、レニン・アンジオテン
シン系阻害薬が臓器障害に対してもい
いし、降圧プラスアルファの効果があ
ると、けっこう使われていたような気
がするのですが、そういう意味での位
置づけが下がって、一方で利尿薬の位
置づけが若干上がったように聞こえま
したが。
　下澤　一番大きいのはSPRINT試験
という臨床試験で、７割以上の患者さ
んたちに利尿薬を使っていただいて、
そしてやっとあの血圧をコントロール
できたところだと思うのです。日本は、
先ほどお話ししたように、1/4の患者
さんしか血圧がコントロールできてい
ない。それをもうちょっとコントロー
ルする上で、利尿薬をうまく使うべき
でしょう。SPRINT試験は、海外で行
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われた試験ですので、それほど食塩感
受性が強くない患者さんにおいても利
尿薬が有効だったというところがあり
ます。いわんや日本人は味噌、塩、し
ょう油の文化で塩分摂取量が多いので、
利尿薬をうまく使っていく必要がある
と思います。さらに、患者さんたちが
減塩できれば、６gが達成でき、かな
り血圧のコントロールは良くなってく
るのではないかと思います。
　池脇　今回の質問ですが、確かにそ
のとおりだと思うのですが、降圧利尿
薬は尿中にナトリウム、クロール、あ
るいは水分の排泄量が増えて、血液量
が減ることで収縮期血圧が下がるのは
わかります。ただ、慢性的に使ってい
くと、そのあたりのバランスが拮抗さ
れて、効かないような気もするという
ことですが、どうなのでしょうか。
　下澤　これは非常にいい質問で、多
くの学生あるいは研究者、そして医師
の皆さんがお考えになっていることだ
と思います。確かにこの質問の先生の
おっしゃるとおり、最初に薬を投与す
ると尿中ナトリウムがちょっと増えて、
体液量が減る。それで血圧が下がるだ
ろうという、いわゆるガイトン仮説の
体液量減少というのが利尿薬にある降
圧作用です。質問いただいたように、
慢性で投与していると、実は取った分
のナトリウムは外に出ているだけです
から、それ以上に体液量は減っていま
せん。でも、血圧が低くコントロール

される。このメカニズムに関していろ
いろな説があるのですが、一つは日本
人にしても、今、１日６g以上、塩分
を取っていますから、取り過ぎた分を
常に再吸収しすぎないように利尿薬で
コントロールしている。尿量は決して
増えない。取った分がきちんと出てい
るだけいいだろう。利尿薬をのまない
と、出てくる量が減ってしまって取っ
た分がまたちょっとずつ、体の中に蓄
積してくると考えられます。そこのバ
ランスを取っているというのが一つの
仮説です。
　これを一つ示しているのは、例えば
透析の患者さんで、通常だと４時間の
透析を行うのですが、８時間透析とか
10時間透析でじっくり体液量をコント
ロールするのを年余にわたってやると、
降圧薬の量を減らすことができるとい
う研究もあるのです。これはフランス
で行われた臨床研究ですが、そういう
ことがあって、体液量を常に一定に保
っていることは血圧を安定させるメカ
ニズムと考えられます。利尿薬という
のはまさに長時間にわたって透析して
いるようなものですから、降圧という
意味でいいだろうと考えられています。
　あと、サイアザイド系の利尿薬につ
いては1959年にそれが上市されたあと、
1970年代の論文なのですが、長期に投
与していると今度は血管抵抗が下がっ
てくるという論文があるのです。循環
血液量は少し戻ってはくるのだけれど

シスから、レニン・アンジオテンシン
系の抑制薬に、そこまでの大きなアド
バンテージがないことから、一般的な
第一選択薬でいいだろうとなりました。
　そして、しっかり血圧を下げよう。
多くの患者さんたちは130/80㎜Hgを
目安に血圧を下げるのですが、あくま
でも高血圧は140/90㎜Hgです。140/90
㎜Hgからそこに下げる際、禁煙、減量、
そして減塩といった生活習慣の改善を
しっかりやっていただく。そのために
は医師だけではなくて、メディカルス
タッフの方々も巻き込んで、その患者
さんにかかわる皆で患者教育を行うこ
とが推奨されています。
　そして日本高血圧学会の社会的な活
動として、患者さん向けにいろいろと
わかりやすい資材をつくったり、動画＊

（文末参照）を公開したりもしている
のですが、そういったことで患者さん
の意識を高めて、今、日本の高血圧の
患者さんの約1/4しかきちんと治療さ
れていない現状を少しでもよくしよう
としています。しかし、医療費をかけ
すぎないことも重要で、やはり生活習
慣の改善をもっとアピールしていった
らいいのではないかということが、今
回のガイドラインで強調されている点
だと思います。
　池脇　クリニカル・クエスチョンを
挙げて、それに対するエビデンスをと
いうのは、ガイドラインの基本的なや
り方ですね。

　下澤　そうですね。多くのガイドラ
インがそうなってきたので、高血圧も
そうなっています。当初クリニカル・
クエスチョン、実は二十数個挙がった
のです。ところが、メタアナリシス、
システマティックレビューにたえない、
十分な論文がないテーマもありました。
そこはクエスチョンというかたちにな
っていたり、今回は見送ったようなも
のもあります。例えば、水銀血圧計が
今度使えなくなり、自動血圧計になる
のですが、どの自動血圧計がいいかは
システマティックレビューができるも
のではないので、クエスチョンという
かたちで書かせていただいています。
　池脇　従来、レニン・アンジオテン
シン系阻害薬が臓器障害に対してもい
いし、降圧プラスアルファの効果があ
ると、けっこう使われていたような気
がするのですが、そういう意味での位
置づけが下がって、一方で利尿薬の位
置づけが若干上がったように聞こえま
したが。
　下澤　一番大きいのはSPRINT試験
という臨床試験で、７割以上の患者さ
んたちに利尿薬を使っていただいて、
そしてやっとあの血圧をコントロール
できたところだと思うのです。日本は、
先ほどお話ししたように、1/4の患者
さんしか血圧がコントロールできてい
ない。それをもうちょっとコントロー
ルする上で、利尿薬をうまく使うべき
でしょう。SPRINT試験は、海外で行
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ていただくのが一つで、塩分摂取量が
多い患者さんたちには使っていただけ
ます。ナトリウムとクレアチニンから
だいたいの塩分摂取量が評価できます。
それも今回のガイドラインに換算式を
書いてありますので、そういったもの
をお使いいただくといいと思います。
　池脇　以前は利尿薬は降圧効果があ
っても、代謝面への悪影響から、特に
日本ではやや敬遠されていましたが、
今はそういったものはほぼ考えなくて
もよいのでしょうか。
　下澤　利尿薬だけお使いになるので
はなくて、レニン・アンジオテンシン
系の薬剤と一緒にお使いになることが
多いと思います。この併用では、カリ
ウムはほとんど問題ないと思います。
ただ、一つ気をつけていただきたいの
は、マグネシウムなどのほかのイオン
がちょっと減ってしまう危険がありま

すので、その辺は注意いただいたほう
がいいかと思います。
　逆にいうと、利尿薬を使うと尿中の
カルシウム排泄を抑制できるので、骨
に対してはいい傾向が期待できるので
す。ですから、高齢で少し心不全傾向
のある患者さんなどは利尿薬を積極的
に使うとよろしいと思います。実際、
いろいろな大規模臨床試験でも高齢の
患者さんでは非常に利尿薬が有効とい
うことが示されているので、よいので
はないかと思います。
　池脇　利尿薬をもっとうまく使えた
らという感じがしました。
　下澤　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

＊日本高血圧学会動画URL
　（http://jpnsh.jp/info_movie02.html）

も、血管抵抗が下がってくると報告さ
れています。血管抵抗を下げる作用に
よって血圧をコントロールできるのだ
ろうといわれています。
　その血管拡張作用においては、基礎
研究なのですが、プロスタグランジン
が関係するとする動物実験があります。
では、例えばNSAIDと一緒に使うと
効きが悪くなるかというと、そこまで
はっきりしたエビデンスがあるわけで
はありません。しかし、先ほどお話し
したSPRINTのように、白人でそんな
に食塩感受性が強くない人たちでも利
尿薬はよく効いた理由に、血管に対す
る作用があるのではないかと考えられ
ます。
　池脇　今の先生の話をまとめますと、
確かに利尿薬ならではの作用があるけ
れども、慢性的に使っていくと、それ
プラスアルファ、例えば血管拡張とか、
そういったものも出てきて、降圧にも
寄与している可能性があるということ
ですね。さて、私の個人的な印象なの
ですが、利尿剤が入った配合剤を出し
たときに、本人に聞くと、必ずしも尿
量は増えていないようなのです。けれ
ども、よく下がっている。このあたり、
どうなっているのでしょうか。
　下澤　ループ利尿薬と違って、水利
尿しているわけではなくて、ナトリウ
ム利尿ですから、尿量はそんなに増え
ないのです。尿中のナトリウム濃度が
増えているところで、患者さんはそれ

ほど多尿感を訴えないというのが実際
のところだと思います。ちょっと増え
るぐらいですので、過活動性膀胱とか
がなければ、300㏄の尿量が400㏄にな
っても、それほど大きな差はないと思
います。
　池脇　今回のガイドラインでは、高
血圧の定義は一応持ち越しになったけ
れども、多くの患者さんで従来の140/ 
90㎜Hgではなくて、130/80㎜Hgを目
指しましょう。より積極的な降圧とな
ると、それなりの治療の強化というこ
とで、一般的になかなか単剤で血圧は
コントロールできない中で併用してい
く。このあたり、利尿薬の使い方、あ
るいはこういう方には利尿薬がいいと
いう点についてはどうでしょうか。
　下澤　利尿薬の降圧効果は、大きく
体液量のコントロールにあります。塩
分摂取量の多い患者さん、あるいはち
ょっと心不全傾向のある患者さん、特
に血管外ではなくて血管内の容量が多
い方がいい適応になります。足のむく
みというのは血管外の容量過多ですか
ら、そこではなくて、血管内を見なけ
ればなりません。これはなかなか見る
のが難しいわけですが、一つはBNPな
どももしかしたら参考になるのかもし
れません。そういう患者さんたちは利
尿薬を少量から始めて、足していただ
くと血圧のコントロールがつきやすい
のではないかと思います。
　ですので、尿中のナトリウムを測っ
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