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を仮面高血圧、診察室血圧は高いが家
庭血圧が正常な場合が白衣高血圧と呼
ばれます。この中のいずれの高血圧パ

血圧は、いかなる状況でも、「正常

ターンに属するのかは、原因や対策を

範囲に収まる」ことが脳卒中や心臓病

考える上で重要ですので、自分はどの

を予防するうえで大事であることが分

パターンか考えてみてください。

かっています。従って、治療している

図１．診察室血圧と診察室外血
圧からみた高血圧の分類

のに、病院の診察室の血圧が下がらな
い、家庭での血圧が高い状態などは、
いずれも「血圧コントロール不良」と
言われます。今回は、この「血圧コン
トロール不良」状態の原因と対処につ
いて述べてみます。
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血圧コントロール不良状態に
どのように対処すればよいか

日本高血圧学会のガイドライン2019
年版では、病院の診察室血圧値と病院
外血圧（多くの場合、家庭血圧）のコ

１．持続性高血圧の場合
この状態は、自分で測定しても医師

ントロール状態から血圧コントロール

が測定しても高いので、ある意味、血

不良状況を３つの状態に分類していま

圧コントロール不良を見つけやすい状

す（図１）
。診察室血圧、家庭血圧の

態です。このような場合、以下の点に

両方が高い場合を持続性高血圧、診察

ついて考える必要があります。

室血圧が正常で、家庭血圧が高い場合
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①生活習慣の問題

②薬の量、数が不十分

血圧の薬を飲み始めたのに、思うよ

降圧薬の量が少ない場合や組み合わ

うに血圧が下がらないことはしばしば

せが不適切な場合も良好な血圧コント

あります。あるいは、安定していた血

ロールが得られなくなります。カルシ

圧が上がってくるということもありま

ウム拮抗薬やレニンーアンギオテンシ

す。その場合、生活習慣を見直してみ

ン系阻害薬
（ＡＣＥ阻害薬またはＡＲＢ

る必要があります。日本人は、食塩摂

と呼ばれる）単独あるいはこれらの組

取量が多く、塩分を過剰摂取している

み合わせで血圧コントロールが得られ

と降圧薬が効きにくくなります。特に、

ない場合、利尿薬という塩分を尿に排

夏場は血圧が安定していたのに秋口か

泄する薬剤を併用するのがガイドライ

ら初冬にかけて上昇する場合は、寒冷

ンに沿った治療法です。患者さんのな

のストレスに加え、なべ物などの頻度

かには薬の数を増やすことを嫌がる方

が増加し、塩分摂取が増えていること

がおりますが、生活習慣を改善した上

があります。高血圧では１日の塩分摂

で、血圧が十分に下がらなければ複数

取量は６ｇ未満が推奨されますが、平

の薬を併用するのが常道ですから、必

均的な日本人の塩分摂取量は依然10

要以上に薬の数にこだわらないように

～ 11ｇくらいで、高血圧の治療や予

しましょう。このような常道に沿った

防を考えるとまだまだ摂取量が多いの

治療で薬を３種類まで増やしてなお下

が現状です。慢性的なアルコール過剰

がらない場合は次にのべるように特殊

摂取者では、交感神経の緊張が起こり

な病気が隠れている可能性があるので

やすく、特に、朝の血圧が高く、変動

専門医の受診が勧められます。

しやすくなります。定期的な運動をな
にかの理由（身体の痛みなど）で中止

③特殊な病気による場合

すると血圧が上昇してくることがあり

利尿薬を含む３種類以上の薬を飲ん

ます。有酸素運動は血圧を下げる効果

でいるにも関わらず診察室でも家庭で

がありますが、これは、腎臓から塩分

も高い場合は治療抵抗性高血圧といわ

を排泄する効果、自律神経を安定させ

れ、特殊な病気の存在を疑う必要があ

る効果、などによるものです。この効

ります。肥満者の増加に伴い増えてい

果は運動をやめると消失してしまいま

るのが、睡眠時無呼吸症候群という病

す。運動は継続することで降圧効果が

気です。簡単に言えば睡眠中に呼吸が

維持されるのです。薬を飲んでるのに

止まる病気です。特に、肥満の高血圧

血圧が適切に下がらない、あるいは以

で、昼間の眠気、集中力の低下、気分

前より上昇してきたような場合、これ

の落ち込みなどを感じるようであれば

らの生活習慣を振り返ってみましょう。

睡眠時無呼吸を疑う必要があります。
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家族からのひどいいびきや呼吸がとま

ような、特殊な病気による高血圧は二

るなどの報告で明らかになることもあ

次性高血圧と呼ばれますが、これが疑

ります。睡眠中にマスクをして強制的

われる場合は専門施設で精密検査をう

に酸素を送り込む治療（持続性陽圧呼

ける必要があります。

吸）は血圧コントロールを良好にでき
ますが、肥満によるものでは十分な減

④血圧を上昇させる薬物の服用

量により無呼吸が改善することも多い

高齢になると、内科の他、整形外科

とされます。また、腎臓や副腎の病気

など複数の診療科を併診することが多

からくる高血圧もあります。アルドス

くなります。その際、他科から処方さ

テロンという副腎から分泌されるホル

れた薬が血圧を上昇させる原因となる

モンは我々が脱水状態になったとき

ことがあります。頻度的には、痛み止

に、分泌され、腎臓からのナトリウム

め、漢方薬、ステロイドなどが多いで

の再吸収を助けて、脱水状態を改善す

す（具体的には表１）。内科以外の疾

るものですが、これが自律的に分泌さ

患を他院で治療していると、血圧を診

れるアルドステロン症という病気が意

ている主治医はそのような薬を飲んで

外に多いことが最近わかってきまし

いることになかなか気が付きません。

た。慢性腎臓病という何らかの原因で

何らかの薬を飲み始めてから血圧が上

腎臓のろ過機能が低下する病気も増え

昇してきた場合は、そのことを内科と

ています。腎臓のろ過機能が低下する

他科の主治医に連絡しましょう。それ

と塩分を排泄する能力が低下し、やは

が継続必要な薬であれば降圧薬を強化

り血圧が下がりにくくなります。この

する必要がありますし、そうでなけれ

表１．高血圧を起こす頻度の高い薬剤とよく使われる疾患
原因薬物

具体的な薬の名称

よく使われる疾患

非ステロイド性抗炎症薬
（NSAIDs）

ロキソニン、インダシン、
ボルタレンなど

整形外科、リウマチ科、歯科など
で痛み止めとして

グリチルリチン、
カンゾウ（甘草）製剤

強力ミノファーゲン、
グリチロン、大黄甘草湯、
芍薬甘草湯など

肝疾患、消化器疾患、整形疾患等
で甘草を含む様々な漢方薬

ステロイド

プレドニン

喘息、自己免疫性疾患
突発性難聴など

シクロスポリン、
タクロリムス

ネオーラル、プログラフなど

臓器移植後

エリスロポエチン

エスポ、エポジンなど

末期腎不全
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ば血圧をあげる原因となった薬剤の中

を測ると正常なので、自宅で血圧を測

止や変更を考えることができます。

定しないと気付かれないパターンで
す。
具体的な例を示します。
例１は、
朝、

２．仮面高血圧の場合
これまでの、国内外の調査で仮面高

夕２回血圧の薬を服用している方です

血圧を放置すると動脈硬化が進行しや

圧は正常です（図２）。24時間血圧を

すく、脳卒中や心臓病を発症する危険

測定してみると、特に朝服薬前の血圧

性が、持続性高血圧並みに高いことが

と夜服薬前の血圧が高いことがわかり

明らかになっています。従って、この

ます（図３）
。病院に来るときは、朝

高血圧パターンの場合、原因を精査し

薬を服用してくるので、診察室では低

適切な対処が必要です。診察室で血圧

く、夜は、薬を服薬したあとの就寝前

が、家庭では朝の血圧が高く、夜の血

図２．61才女性（高血圧、慢性関節リウマチ）患者の家庭、診察室血圧

図３．図２の患者さんの24時間血圧測定
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に測定するので、血圧は低い状態に

方の場合、夜間就寝後も血圧が下がっ

なっています。この患者さんの場合、

ていません。通常、人は寝ると、交感

朝夕服用している薬の作用時間が短い

神経活動が低下し、血圧は下がるのが

ことが原因でした。このような場合、

普通です。血圧が低下することで、血

より作用時間の長い薬剤に変更するこ

管や心臓への負担も低下します。従っ

とで問題は解決されます。例２は、診

て、この方のように夜間血圧が低下し

察室血圧は正常なのに、家庭では朝、

ない場合は、24時間にわたり、心臓や

夜ともに高いパターンです（図４）。

血管に対する負担が持続する状態とな

24時間血圧を行うと、診察室血圧のみ

るので注意が必要です。この方は、Ｃ

が正常で、あとの時間帯は血圧が高い

型肝炎で使用している薬が原因で「偽

ことがわかります（図５）。特にこの

性アルドステロン症」という病態に

図４．70才女性（高血圧、C 型肝炎）の家庭血圧と診察室血圧

図５．図４の患者さんの24時間血圧測定
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なっていました。簡単に言いますと、

行しにくいということが分かっていま

肝炎の治療に使われている薬がコルチ

すが、病院でも家庭でも血圧正常の人

ゾールというホルモンの腎臓での代謝

に比べると、将来的に持続性高血圧に

を抑えてしまい、その結果、腎臓から

移行する確率が高く、決して無害とは

の食塩の摂取を亢進させるような状態

言えません。また、病院では血圧が大

になっていたのが原因でした。結果的

きく上昇するという特性があるわけで

に食塩をたくさん食べているような状

すから、ストレス状態が続くと、動脈

態になってしまうわけです。食塩をた

硬 化 が 進 行 す る 可 能 性 が あ り ま す。

くさんとると、血管内の浸透圧がたか

従って、
高血圧に対する非薬物療法
（減

まり、水分を血管内に引き寄せ、結果

塩、肥満の予防、適度な運動、過量飲

的に血液量が増加して血圧が上昇しま

酒の回避、禁煙など）は行います。糖

す。また、この体液量増加型の高血圧

尿病やメタボリックシンドロームを合

は夜間血圧が下がらないという特徴を

併すると白衣高血圧でも動脈硬化が進

持っています。このような場合、肝炎

みやすいとの報告もあります。白衣高

の治療薬を中止するか、あるいは、食

血圧が将来どのように推移するかは個

塩の腎臓からの再吸収をおさえるよう

人差があり、一律に結論できないとい

な利尿薬の服用が必要となります。こ

うのが現在の考え方です。家庭血圧を

のように、持続性高血圧の要因のある

継続的に測定し、動脈硬化の推移等を

ものが仮面高血圧の要因になることが

かかりつけ医に継続的に診てもらうの

しばしばです。仮面高血圧の場合、24

が理想といえます。

時間血圧測定のほか、様々な検査、ほ
かに服用している薬剤などいろいろな
要因を調べ原因を検索する必要があり
ます。

おわりに
以上、血圧のコントロール不良の原

３．白衣高血圧の場合
診察室血圧が高血圧域にあるにも関

因と対処について簡単にお話させてい

わらず、家庭血圧が正常な状態が白衣

ただきました。皆様のパーフェクト血

高血圧です。基本的に薬を服薬してい

圧コントロールにお役立ていただけれ

ない方の状態を指しますが、血圧の薬

ば幸いです。

を飲んでいる場合は血圧コントロール
された白衣現象という呼び方をしま
す。白衣高血圧状態は、持続性高血圧
や仮面高血圧に比べると動脈硬化は進
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