
獨協医科大学腎臓・高血圧内科教授
石　光　俊　彦

（聞き手　山内俊一）

　降圧剤の大規模臨床試験では、収縮期血圧を～以下にコントロールした群と～
以上で維持した群でのMCVE、死亡率などの差をみていると思います。拡張期
高血圧は、臨床的に意味がないと考えてよいのでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

拡張期血圧の臨床的意義

　山内　石光先生、この拡張期高血圧
の意義をめぐっては、昔からある程度
話題になっていますが、なかなかすっ
きりしないところがあります。最近の
説などをご紹介いただきながら、改め
て取り上げたいと思います。まず過去、
拡張期高血圧を中心のマーカーとした
大規模研究はあったのでしょうか。
　石光　歴史的には1980年代から1990
年より前は、むしろ拡張期血圧のほう
が重視されていたという経緯がありま
す。収縮期血圧、拡張期血圧、両方と
も高ければ高いほど心血管病のリスク
が高くなることは、疫学的に観察され
ているのですが、1980年代から1990年
より前のフラミンガム研究などの研究
では、むしろ拡張期血圧のほうを重視
して、拡張期血圧が90㎜Hg以上、100

㎜Hg以上であると心血管病のリスク
になることが注目されていました。そ
れは一つには心周期のうち、1/3が収
縮期で、2/3が拡張期ですから、動脈
は拡張期血圧により長い時間さらされ
るため、どちらかといえば拡張期血圧
のほうが影響が大きいだろうと考えら
れていたと思われます。
　山内　それが次第に収縮期血圧のほ
うに重点が移っていった。この経緯は
いかがでしょうか。
　石光　一つには高齢化があります。
高齢者の脳卒中のリスクには収縮期血
圧が拡張期に比べて大きく影響します。
そうすると、心血管病の中で高齢者に
おける脳卒中のリスクのことを考える
と、収縮期血圧のほうが重要性が高い
ことになります。

　また、拡張期血圧はどちらかという
と若年や中年など比較的若い人で高い
傾向があります。だんだん年齢が高く
なり動脈硬化が進んで、動脈壁の弾性
が低下してくると、拡張期血圧は下が
ってきます。したがって拡張期血圧が
高い状態は、どちらかというと若い年
代に多いので、心血管病のリスクが低
く、心血管病のリスクに対する影響が
小さいということが考えられます。
　山内　拡張期血圧は高齢者でだんだ
ん下がってくることが多いので、これ
をマーカーにしていると脳卒中のリス
クファクターとしてなかなかあぶり出
しにくくなってくるのですね。
　石光　そうですね。
　山内　もう一つ、私ども臨床現場で
見ていますと、拡張期血圧を最近は全
部機械で測るようになってきたのです
が、以前は水銀を使っていて、なかな
か測定しづらいという感じもありまし
た。これはいかがでしょうか。
　石光　測定上の問題として、聴診法
ではコロトコフ音で測定するのですが、
拡張期血圧はコロトコフ音が完全に消
失するスワンの第５点になります。こ
のスワンの第５点まで血圧が下がる前
にスワンの第４点があり、これは今ま
でトントントンという高いピッチの血
流音が、ドゥン、ドゥンと低い音に変
わる点です。ここでコロトコフ音を聴
き損なって、スワン第４点でコロトコ
フ音がなくなったと判定してしまうと、

そこが拡張期血圧として測定されてし
まい、測定上の問題で拡張期血圧が高
く評価される可能性があります。
　山内　これは医師の聴覚も問題にな
ってくる感じですね。今は機械ですか
ら、このあたりは改良されていると考
えてよいでしょうか。
　石光　家庭血圧などで使われている
自動血圧計は、ほとんどオシロメトリ
ック法という方法で測定しています。
これはカフの圧力の変化を検出して、
そこから拡張期血圧を計算しているた
め、コロトコフ音を間違えることはあ
りません。拡張期血圧を間違えないと
いう点では自動血圧計のほうが信頼性
が高いと言えると思います。
　山内　以前の古い研究ですと水銀で
すから、先ほどの本当に正確かどうか
という問題も少しあったかもしれませ
ん。今、機械化されたものでの大規模
研究はあまりないのでしょうか。
　石光　1990年以降、日本では家庭血
圧計が普及し、かなり多くの台数が使
われていますので、東北の大迫研究な
どでは家庭血圧を用いたデータが多く
出されています。そこでは拡張期血圧
よりも収縮期血圧のほうが心血管イベ
ントへの影響が大きいという結果が出
されています。
　山内　拡張期血圧の理論上の病的な
意義をうかがいたいのですが。
　石光　非常にまれな状態ですが、例
えば収縮期血圧が120㎜Hgぐらいで、
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拡張期血圧が100㎜Hgを超えてしまう
ような場合は、測定間違いでなければ
特別な状態、例えば心タンポナーデ、
収縮性心膜炎や高度の大動脈弁狭窄な
どの可能性があります。これらは重篤
な状態であり、頸静脈の怒張や心不全
症状などが認められ見逃されることは
ないと思います。
　このほかで多いのは、若年や中年の
人で収縮期が120～130㎜Hgぐらいで
も、拡張期が90㎜Hg台ぐらいで高め
の状態であるかと思います。若年、中
年で収縮期が120～130㎜Hgぐらいで
あれば、拡張期が90㎜Hg台でも心血
管イベントのリスクは高くありません
ので、そのまま経過観察をしていて問
題ないと考えられます。
　山内　若い方で高いのは動脈がやわ
らかいからと考えてよいのですか。
　石光　そうですね。
　山内　逆に高齢者は普通は下がるの
が多いのですが、高くなった場合はど
うなのでしょうか。
　石光　50歳を超えると、大動脈など
の太い動脈のコンプライアンスが低下
して、収縮期血圧は上昇しますが、拡
張期血圧は下がっていきます。高齢に
なって逆に拡張期が高い場合には何か
血管抵抗が高くなる原因が存在する可
能性があります。一番考えられるのは
腎血管性高血圧で、高齢者ですと動脈
硬化による腎血管性高血圧により、レ
ニン・アンジオテンシン系が亢進して

血管抵抗が増加し、拡張期血圧が高く
なっている可能性があります。そのよ
うな場合には、腎エコーのドプラーに
よる腎血流の評価や血漿レニン活性の
測定など、腎血管性高血圧のスクリー
ニングを行うことが勧められます。
　山内　基本的に腎血管性高血圧を疑
ったとき、レニンも出るかもしれませ
んが、通常、すでに降圧薬が入ってい
ることが多いと思うのです。この場合
のメルクマールとしてはどういったこ
とが挙げられますか。
　石光　ACE阻害薬やARBを服用し
ているとレニンが高くなります。それ
でも、レニンが正常であったり低けれ
ば、腎血管性高血圧は否定的であると
考えられます。カプトプリル負荷試験
をご存知の方も多いと思いますが、腎
血管性高血圧ではACE阻害薬を服用
したときのレニンの上昇が増強されま
すので、ACE阻害薬やARBを飲んで
いても血漿レニン活性が例えば10とか
20以上と非常に高い数値であれば、腎
血管性高血圧の可能性を考えて、さら
に検査を進めるのが適切であると思い
ます。
　山内　逆に非常に値が低い場合に関
しての研究はいかがでしょうか。
　石光　拡張期血圧が低いというのは
冠動脈血流が拡張期に多く流れること
から、あまり拡張期血圧が低いと冠動
脈血流が減少して虚血性心疾患のリス
クが高くなるのではないかという、い

わゆるJカーブ現象が議論されていま
す。しかし、いろいろメタ解析などが
行われており、それをみますと、多少
拡張期血圧が低くても直接的には冠動
脈疾患などのリスクに影響は少なく、
むしろ拡張期が低いのは動脈壁の弾性
が低下して、拡張期が低くなるととも
に収縮期が高くなっている場合が多く
見られます。したがって、拡張期が低
いことよりも収縮期が高いことが心血
管イベントのリスクに関係していて、
そちらのほうに介入するべきだという
ように考えられています。また、拡張
期が低いからといって拡張期だけを上
げることは難しいと思いますので、特

に選択的に拡張期血圧に対して介入す
ることを考える必要はないと思います。
　山内　拡張期血圧だけが高いケース
に関しては、原則これは経過観察でも
かまわないのでしょうか。
　石光　比較的若年、中年で心血管イ
ベントのリスクが低い人たちに多いの
で、研究によっては拡張期血圧が高い
と心血管イベントが多少増加するとい
う成績もあるのですが、逆に有意差が
なかったという成績もありますので、
あまり積極的に介入する必要はないと
思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン64巻11月号（10 . 2020） （857）  98 （856） ドクターサロン64巻11月号（10 . 2020）

2011_HONBUN.indd   8-9 2020/10/19   16:02



拡張期血圧が100㎜Hgを超えてしまう
ような場合は、測定間違いでなければ
特別な状態、例えば心タンポナーデ、
収縮性心膜炎や高度の大動脈弁狭窄な
どの可能性があります。これらは重篤
な状態であり、頸静脈の怒張や心不全
症状などが認められ見逃されることは
ないと思います。
　このほかで多いのは、若年や中年の
人で収縮期が120～130㎜Hgぐらいで
も、拡張期が90㎜Hg台ぐらいで高め
の状態であるかと思います。若年、中
年で収縮期が120～130㎜Hgぐらいで
あれば、拡張期が90㎜Hg台でも心血
管イベントのリスクは高くありません
ので、そのまま経過観察をしていて問
題ないと考えられます。
　山内　若い方で高いのは動脈がやわ
らかいからと考えてよいのですか。
　石光　そうですね。
　山内　逆に高齢者は普通は下がるの
が多いのですが、高くなった場合はど
うなのでしょうか。
　石光　50歳を超えると、大動脈など
の太い動脈のコンプライアンスが低下
して、収縮期血圧は上昇しますが、拡
張期血圧は下がっていきます。高齢に
なって逆に拡張期が高い場合には何か
血管抵抗が高くなる原因が存在する可
能性があります。一番考えられるのは
腎血管性高血圧で、高齢者ですと動脈
硬化による腎血管性高血圧により、レ
ニン・アンジオテンシン系が亢進して

血管抵抗が増加し、拡張期血圧が高く
なっている可能性があります。そのよ
うな場合には、腎エコーのドプラーに
よる腎血流の評価や血漿レニン活性の
測定など、腎血管性高血圧のスクリー
ニングを行うことが勧められます。
　山内　基本的に腎血管性高血圧を疑
ったとき、レニンも出るかもしれませ
んが、通常、すでに降圧薬が入ってい
ることが多いと思うのです。この場合
のメルクマールとしてはどういったこ
とが挙げられますか。
　石光　ACE阻害薬やARBを服用し
ているとレニンが高くなります。それ
でも、レニンが正常であったり低けれ
ば、腎血管性高血圧は否定的であると
考えられます。カプトプリル負荷試験
をご存知の方も多いと思いますが、腎
血管性高血圧ではACE阻害薬を服用
したときのレニンの上昇が増強されま
すので、ACE阻害薬やARBを飲んで
いても血漿レニン活性が例えば10とか
20以上と非常に高い数値であれば、腎
血管性高血圧の可能性を考えて、さら
に検査を進めるのが適切であると思い
ます。
　山内　逆に非常に値が低い場合に関
しての研究はいかがでしょうか。
　石光　拡張期血圧が低いというのは
冠動脈血流が拡張期に多く流れること
から、あまり拡張期血圧が低いと冠動
脈血流が減少して虚血性心疾患のリス
クが高くなるのではないかという、い

わゆるJカーブ現象が議論されていま
す。しかし、いろいろメタ解析などが
行われており、それをみますと、多少
拡張期血圧が低くても直接的には冠動
脈疾患などのリスクに影響は少なく、
むしろ拡張期が低いのは動脈壁の弾性
が低下して、拡張期が低くなるととも
に収縮期が高くなっている場合が多く
見られます。したがって、拡張期が低
いことよりも収縮期が高いことが心血
管イベントのリスクに関係していて、
そちらのほうに介入するべきだという
ように考えられています。また、拡張
期が低いからといって拡張期だけを上
げることは難しいと思いますので、特

に選択的に拡張期血圧に対して介入す
ることを考える必要はないと思います。
　山内　拡張期血圧だけが高いケース
に関しては、原則これは経過観察でも
かまわないのでしょうか。
　石光　比較的若年、中年で心血管イ
ベントのリスクが低い人たちに多いの
で、研究によっては拡張期血圧が高い
と心血管イベントが多少増加するとい
う成績もあるのですが、逆に有意差が
なかったという成績もありますので、
あまり積極的に介入する必要はないと
思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン64巻11月号（10 . 2020） （857）  98 （856） ドクターサロン64巻11月号（10 . 2020）

2011_HONBUN.indd   8-9 2020/10/19   16:02


	02-0003-1
	02-0003-2
	02-0004-1
	02-0004-2



