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血圧を家で測る意味は？ ─血圧，血圧測定の基礎─  10
Q　血圧が測る時間によって変わるので不安です。いつ測ればいいですか？
　安全な薬物治療には，適切な血圧管理が欠かせません。なぜ家庭での血圧測定が必要な
のか。血圧測定の意義や正しい測定のタイミングをおさらいします。

Q　 塩分には気をつけています。 
塩分以外に気をつけたほうがいいことはありますか？　

　その患者さんは血圧を上げる食生活を送っていないでしょうか？“あなたの塩分チェック
シート”を使って患者さんと一緒に確認しましょう。

治療をやめるとどうなるの？─高血圧のリスクと服薬の意義─ 17
Q　血圧が高くなければ飲むのをやめてもいいですか？　
　高血圧症がもたらすリスクや降圧薬を継続服用するメリットについて解説します。

高齢者の血圧はどこまでを目安に下げるべき？ 
 ─高齢者の高血圧治療─  22
Q　たまに血圧の薬を飲むとめまいがすることがあるの……大丈夫かしら？
　高齢者の血圧変動の特徴や血圧管理の仕方，降圧薬の使い方・使用時の注意点など，安
全に治療を続けるためのヒントをまとめています。

特集　どう応える？ 降圧薬を飲み続ける患者の不安
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食事，体位，運動などの身体活動や睡眠覚醒，スト

レスなどの精神活動，気温など環境要因に伴う外因

性変動がある。

　一方，長期変動としては，日内変動，週内変動，

季節変動などが知られている。そのなかでも家庭血

圧測定に大きく影響を与える要因として身体活動，

血圧変動の要因

　血圧変動の要因として短期変動と長期変動が挙げ

られる。短期変動には呼吸に伴う変動や圧受容体反

射や自律神経活動に伴った変動などの内因性変動と

血圧変動の要因

1
製鉄記念八幡病院院長　土橋 卓也

血圧を家で測る意味は？
─血圧，血圧測定の基礎─

Q  血圧が測る時間によって変わるので不安です。 
いつ測ればいいですか？

 血圧は常に変動しており，仮に心拍数が1分間に60回とすると1日に約
8万6,000個の血圧値が存在する。したがって，血圧は変動するのが普通であ
ることを理解し，一つひとつの測定値に一喜一憂しないことが大切である。日
本高血圧学会による高血圧治療ガイドライン2014年版（JSH2014）では，家
庭血圧の測定条件について，①起床1時間以内，排尿後，朝食前，服薬前と，
②就寝前に測定することとし，いずれも1～2分安静にした後に2回測定する
よう提唱している1）（表1）。頭痛やふらつきなど自覚症状があるときの測定や
血圧計によっては，深夜睡眠中の測定も可能であるが，頻回の測定は無用な
不安を惹起することもあり，勧められない。測定を重ねるうちに血圧値が低下
してくる現象はよくみられるが，測定値はすべて記録し，医師に報告すること
が重要である。

A
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がある。

　家庭血圧測定が重要であるもう一つの理由は白衣

高血圧（白衣現象）と仮面高血圧（仮面現象）の検出

にある。家庭血圧は管理良好であっても病院で測定

した血圧値が高値である白衣高血圧は，比較的予後

良好と考えられているが，家庭血圧の情報がなけれ

ば，無用な降圧治療の増強につながる可能性がある。

　一方，診察室血圧は管理良好でも家庭血圧の高い

仮面高血圧は，心血管リスクの高い病態であり，そ

の検出の意義は極めて大きい。筆者らは図1に示す

ように，降圧薬服用者の27.3%に仮面高血圧を認め

ることを報告している2）。例えば，患者Aと患者B

はいずれも診察室での収縮期血圧が130mmHg未満

と良好であるが，起床時の家庭血圧はAが160mmHg

台，Bが100mmHg台と大きく異なる。家庭血圧の

情報がなければAは管理良好として治療が継続され

ることとなり，Bに比べて高いリスクに曝されるこ

とになる。家庭血圧測定の意義はこの仮面高血圧の

検出にあるといっても過言ではない。

精神活動，季節変動（気温）が挙げられる。いわゆる

サーカディアンリズムといわれる日内変動も存在す

るが，身体活動による影響のほうが大きいことはシ

フト勤務者の昼夜の血圧変動が夜勤に伴って直ちに

逆転することから明らかである。日常生活のなかで

は，喫煙による一過性の上昇，入浴，飲酒による低

下がよくみられるため，これらの影響がないときに

測定することが推奨される。

なぜ家庭で血圧測定をするのか

　月に1回程度，医療機関で測定する血圧値よりも

毎日家庭で測定した血圧値のほうが，予後予測能に

優れることが報告されており，高血圧診療に従事す

る医師にとっては，患者に家庭血圧の測定を指導す

ることが不可欠である。特に早朝血圧が脳卒中のリ

スクとなることが報告されていることから，診察室

血圧と早朝血圧の両者を指標として治療を行う必要

なぜ家庭で血圧測定をするのか

表1　家庭血圧測定の方法・条件・評価

1．装置 上腕カフ・オシロメトリック法に基づく装置
2．測定環境 1）静かで適当な室温の環境＊1

2）原則として背もたれつきの椅子に脚を組まず座って1～2分の安静後
3）会話を交わさない環境
4）測定前に喫煙，飲酒，カフェインの摂取は行わない
5）カフ位置を心臓の高さに維持できる環境

3．測定条件 1）必須条件 a． 朝，起床後1時間以内 
排尿後 
朝の服薬前 
朝食前 
座位1～2分安静後

b． 晩（就床前） 
座位1～2分安静後

2）追加条件 a． 指示により，夕食前，晩の服薬前，入浴前， 
飲酒前など。その他適宜。自覚症状のあるとき， 
休日昼間，深夜睡眠時＊2

＊1 特に冬季，暖房のない部屋での測定は血圧を上昇させるので，室温への注意を喚起する
＊2 夜間睡眠時の血圧を自動で測定する家庭血圧計が入手し得る
〔日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会：高血圧治療ガイドライン2014年版（JSH2014），日本高血圧学会，2014より

引用〕
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なることが示されている。わが国のコホート研究の

メタ解析をみると，血圧水準と心血管病死亡リスク

との関係は，中壮年者（40～64歳），前期高齢者

（65～74歳）においてはほぼ対数直線的であり，そ

の傾きは年齢が若いほど強く，また，至適血圧（収

縮期血圧＜120mmHg）でリスクが最も低いことが示

高血圧がもたらすリスク

　高血圧は心血管病（脳卒中および心疾患）の最大の

危険因子であり，血圧が高ければ高いほど脳梗塞，

脳出血，冠動脈疾患の発症および死亡リスクが高く

高血圧がもたらすリスク

2
愛媛大学大学院 地域救急医療学講座　大蔵 隆文

治療をやめるとどうなるの？
─高血圧のリスクと服薬の意義─

Q  血圧が高くなければ，飲むのをやめてもいいですか？

 作用機序が異なる降圧薬が数多く販売されているが，いずれも高血圧そ
のものを治す薬ではなく，あくまでも血圧をコントロールする薬である。した
がって，降圧薬の服用を中止すると，元々の血圧値に戻ってしまうのは当然で
あり，基本的には服用をやめることはできない。
　しかしながら，降圧薬の服用を中止することは不可能ではない。長年にわた
り降圧薬を服用することで臓器障害が抑制され，血管機能や腎機能などが回復
したり，降圧薬の服用期間に生活習慣の修正に取り組み，降圧が得られたりし
た結果，服用を中止できる患者も存在する。ただし，服用中止により，中枢性
作動薬では著明な血圧上昇が，β遮断薬では労作性狭心症が，Ca拮抗薬では冠
攣縮性狭心症が誘発されることがある。したがって，降圧薬の服用中止は，担
当医師とよく相談しながら，その厳重な管理下で行う必要があり，勝手な中止
は極めて危険であるため，行ってはならない。

A



 ……の前に考えること

　今回の質問から，まず想像されるのは認知症治療薬による胃腸障害です。患者さん
の食事量が激減するため介護者も気づきやすい副作用といえます。今後の服薬コンプ
ライアンスにも関わりますので，適切な対応が求められます。
※ ここでは，認知症は原則としてアルツハイマー型認知症として，また“副作用”を“有害作用”の意
味で使用して，説明を進めます。

認知症の
 薬物治療

鈴鹿医療科学大学薬学部　三輪 高市

アルツハイマー型認知症と診断され，治療を開始された高齢の患

者さんについて，ご家族から「認知症の薬を飲むようになってか

ら，吐き気がすると言って食事を食べられなくなった。かわいそ

うなので，薬をやめさせてもよいか？」と相談を受けました。

この患者さんは数日前に認知症治療薬（アセチルコリンエステ

ラーゼ阻害薬）を飲み始めたばかりなのですが，副作用と考えて

よいでしょうか？ 対応方法についても教えてください。

41調剤と情報  2018.2（Vol.24 No.3） （353）
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腎機能に基づいた疑義照会〈基本編〉
─併用薬に着目し，慢性腎臓病患者を見逃さない─

熊本大学大学院生命科学研究部・薬学部 薬剤情報分析学分野 助教　近藤 悠希

第2回

Rp.1
プレガバリンOD錠75mg　1日2錠　　分2　朝夕食後　　5日分

▶ 処方せん（麻酔科）

薬剤師：Aさん，こんにちは。今日は麻酔科からお薬が出されていますね。
患　者： うん。右足が痛いというかしびれるというか……なかなか良くならなくてね。
薬剤師： ええ，ずっと整形外科に通われて，お薬をお飲みになっていましたよね。
患　者： うん。そしたらこの間また受診したときに，糖尿病の合併症かもしれないって言われて。それで今日は，

麻酔科で診てもらうことになったんだよ。

▶ 薬局店頭での会話

今月の症例

▶ 併用薬（お薬手帳より）

カルシトリオールカプセル0.25μg　1日1Cap
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合錠　1日1錠
シタグリプチンリン酸塩水和物錠50mg　1日0.5錠
プラバスタチンNa錠5mg　1日1錠
フェブキソスタット錠10mg　1日1錠
 分1　朝食後 28日分
球形吸着炭細粒　1日6g
 分3　食間 28日分
クエン酸第二鉄水和物錠250mg　1日6錠
 分3　毎食直後 28日分

Aさん（58歳男性，身長162cm，体重56kg）

さて，この患者の腎機能は…？
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「腎臓が悪いと言われていませんか」と確認するだけで 
十分なのか？

　薬局において腎機能低下患者であるかを判断するために，多くの薬剤師がまず考え

るのが，「腎臓が悪いと言われたことがありませんか？」のような患者本人への確認で

あろう。しかし，筆者はこの確認だけでは不十分であると考えている。

　この考えを支持する興味深い研究がある。米国のNHANES 研究（1999～2004年）に

おいて，「医師等の医療従事者から，腎臓が弱いまたは衰えていると言われたことがあ

りますか？」と質問したところ，CKDがかなり進行したステージ4の患者でさえ，“あ

る”と回答したのは半数に満たなかった1）。さらに，この結果を受けてTuotらが行っ

た研究2）でも，複数の質問パターン（例：「腎臓病は？」「蛋白尿は？」「腎臓の問題は？」

など）のいずれを用いても，患者自身がCKDであると認識している割合は低かった。

また，同研究では，その程度は高血圧や糖尿病といった他の慢性疾患と比較しても低

く，患者自身への確認の困難さが示唆されている。

　また，断片的な知見ではあるものの，筆者らはわが国においても，自身の腎機能に

関する患者の認識が低いことを示唆する結果を得ている。したがって，腎機能低下患

者であるかを確認するには患者自身に質問するのみならず，客観的な方法を用いること

が重要であると思われる。

まずはここに注目！　CKDの既往を連想すべき薬剤は？

　そこで，腎機能低下患者か否かの判断方法の一つとして，併用薬の確認を提案した

い。CKDが進行すると，腎臓の本来の機能が破綻するため，種々の症状が生じる。

　表1に腎臓の機能およびCKDの症状・病態とその治療薬を示す。これを本症例のお

薬手帳の情報と見比べてみると，カルシトリオール，イルベサルタン・アムロジピン

ベシル酸塩配合剤，フェブキソスタット，球形吸着炭，クエン酸第二鉄水和物など，

CKDの治療に用いられる薬剤を多数服用していることがわかる。

　このうち，カルシトリオール，イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤，

フェブキソスタットはCKDではない場合も使用されることがあるので，これらの薬剤

の服用があっても，それだけでは腎機能が低下しているとは言い切れない。

　一方で，球形吸着炭やクエン酸第二鉄水和物の適応症は，それぞれ「慢性腎不全（進

行性）における尿毒症症状の改善及び透析導入の遅延」と「慢性腎臓病患者における高

リン血症の改善」であり，一般的にCKDの治療を目的に使用されている（表2）。球形

吸着炭はCKDのステージG4から開始されることが多く3），また，クエン酸第二鉄水

実践！

腎機能チェック



61調剤と情報  2018.2（Vol.24 No.3） （373）

　Kさん（28歳，女性），喘息にて治療継続中。いつもの内科の処方せんをもって来局した。処方内容は以下の
通り。喘息コントロールは良好で，発作は月に1回程度あるかどうか。先月から治療薬は変わっておらず，デバ
イスの使用方法を確認したところ，吸入操作も正しくできており，使用に問題はなかった。しかし，どうも不安
そうな様子であったので尋ねてみたところ，最近になって妊娠していることがわかり，現在10週目とのことで
あった。

　サルメテロールキシナホ酸塩･フルチカゾンプロピオン酸エステル250ディスカス　1キット　
　 1日2回吸入（1回1吸入）
　サルブタモール硫酸塩インヘラー100μg　1瓶
 発作発現時（1回2吸入）

今回のケース

Kさんの訴え

　気管支喘息の治療薬は，妊娠しているのでできれば使いたくないと思いながらも，発作が心配で使ってい
ます。喘息の症状は安定していて，たまにヒューヒューする程度です。でも先日，家族からステロイドは赤
ちゃんに副作用が出るので危ないのではないか，と言われ不安になりました。大丈夫でしょうか？

注目するポイントは4つ！
　妊婦の不安に応える際に注目するポイントは，①妊娠の時期，②疾患のコントロールと薬剤の必要性，③薬剤の胎盤
移行性，④薬剤の疫学データ──の4つである。

■1 妊娠の時期

　妊娠10週目（相対過敏期）である。

■2 疾患のコントロールと薬剤の必要性

　喘息の症状は一見安定しているように思われても，種々の要因をきっかけに喘息発作が起こる可能性はある。喘息発
作が胎児および妊婦に及ぼす危険性を考えれば，喘息治療による発作のコントロールは必要と考えられる。

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安
喘息治療薬・妊婦

「喘息でステロイドを使っていますが，
赤ちゃんへの影響が心配です」

第11回

愛知県薬剤師会 妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班
中北薬品株式会社　杉浦 尚子
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両腕を頭上へ挙げて，胸椎を
反らせて胸郭を広げましょう。

胸椎を伸ばし，
胸郭を広げる
背中の丸まりに対して胸椎
を伸ばすことで，正しい姿
勢に戻していきます。胸
郭が広がるので，呼吸の
改善にもつながります。

フレイルを
ぶっとばせ！
バズーカ岡

田の

第6回

猫背対策として，前回は肩周りからアプローチしましたが，今回は体幹部（胸郭や脊柱起立筋）から
アプローチします。日常生活のなかで，パソコンや雑誌など近くのものを見るときは，頭部が前方へ
移動しがちです。それに伴い胸椎に過度な丸まりが発生し，これが猫背の原因となります。今月はこ
の対策をしていきましょう！

猫背が気になります② 体幹編

胸郭の
ストレッチ

Level.1

反らせた状態で大き
く息を吸うと，さら
に胸郭のストレッチ
効果up！

監修：バズ
ーカ岡田

著者：寺田健太郎

日本体育大学准教授。体
育科学修士，理学療法士。
柔道全日本男子チームでは
体力強化部門長としてリオ
五輪の全階級メダル制覇に
貢献。2016年日本社会人
ボディビル選手権大会優
勝。骨格筋評論家バズー
カ岡田としてフジテレビ系
「ホンマでっか⁉　TV」な
どに出演中。

日本体育大学助教。体育科学修士，柔
道整復師。学内のトレーニングセン
ターにて，さまざまな競技のアスリート
にトレーニングを指導。自身もボディビ
ル競技に出場している。

目安：1～2分

丸めたバスタオルを横向き
にして，肩甲骨下縁にあてて
あおむけになります。
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経緯
　患者は高血圧，脂質異常症，膵臓がんの既往があり，
検査値などは不明である。大腸がんに対してTS-1が処
方されており，経過（薬歴記載）は以下の通りであった。
2月7日：TS-1（100mg/日で4週間服用・2週間休薬）

の服用が開始された。
5月29日：転倒。MRIの結果，脳へのダメージあり。
食欲不振のため休薬。
7月3日：同量で再開。4週間服用・2週間休薬で服用予
定だったが，2週間後に血小板減少のため休薬。

薬局プレアボイドとインシデント事例において，薬剤師は一度は“ヒヤリ・ハッと”しており，

最後には“ホッと”胸をなで下ろしていることでしょう。このような意味から，筆者はこの薬局プレ

アボイドとインシデント事例を統合して“ヒヤリ・ハッと・ホッと事例”と呼ぶことにしています。

本稿では，全国各地において収集したヒヤリ・ハッと・ホッと事例について，要因を明確化し，

詳細に解析した結果を紹介します。

副作用のため休薬されたティーエスワンが再開時に増量？1
ケース

● カテゴリー ①薬局プレアボイド関係（医師とのコミュニケーション）

● 何が起こった？  血小板，白血球減少の副作用のためティーエスワン配合カプセル〔以下，TS-1（テガフール・

ギメラシル・オテラシルカリウム）〕を休薬していた患者に対して，休薬前（ Rp.1 ）より多い投

与量で再開された（ Rp.2 ）。

▼処方内容 70歳代の男性。病院の内科，オーダー/印字出力。

Rp.1 10月9日（前回）

ティーエスワン配合カプセルT25　4カプセル　

 1日2回　朝夕食後　14日分

※ その他，ロキソプロフェンNaテープ，ハルシオン錠，アムロジン錠，プラバスタチン錠，スミルテープ

Rp.2 12月4日（今回）

ティーエスワン配合OD錠T20　6錠　　

 1日2回　朝夕食後　14日分

オキシコンチン錠10mg　2錠

 1日2回　12時間おき　14日分

※その他，酸化マグネシウム錠，パリエット錠，センノシド錠，プロマックD錠

話ヒヤリ  ハッとホッとした
話ヒヤリ  ハッとホッとした

東京大学大学院薬学系研究科 育薬学講座　澤田 康文
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薬価の平均乖離率は約9.1％，後発品シェア65.8％ 
中医協に厚労省が速報値報告 2017年12月6日・PNB1

　厚生労働省は2017年12月6日の中医協総会に，同年9月取引分を対象とした医薬品

価格調査（薬価本調査）の速報値を報告した。平均乖離率は約9.1％で，前回2015年の

8.8％から0.3ポイント拡大し，後発医薬品の数量シェアは約65.8％と2年前の56.2％か

ら9.6ポイント伸長した。

　一方，特定保険医療材料・再生医療等製品価格調査（材料価格本調査）の平均乖離

率は約7.0％だった。薬価本調査における投与形態別の乖離率は，内用剤10.1％（薬価

ベース占有率61.0％），注射剤7.2％（28.4％），外用剤8.2％（10.5％），歯科用薬剤マイ

ナス4.0％（0.1％）だった。

行政・政治
 1 ▶  薬価の平均乖離率は約9.1％，後発品シェア65.8％ 

中医協に厚労省が速報値報告
 2 ▶  「門前・敷地内薬局の評価適正化の推進」を明記 

2018年度改定の基本方針取りまとめ
 3 ▶  生活保護での医療扶助，後発品使用を原則に　　
 4 ▶  薬剤師数30万人突破，薬局勤務者は8％増 

薬局数増加も開設者は減少傾向続く
 5 ▶  大型門前「外枠」で60億円，調剤マイナス確実に 

2018年度改定は本体0.55％プラスで決着

薬局・企業
 6 ▶  待合席ない7坪の超小型店，備蓄は100品目 

処方せん送信メインの業態開発

学会・団体
 7 ▶  早期パーキンソン，L-ドパを治療の中心に 

日本神経学会が診療ガイドライン
 8 ▶  市立病院の敷地買い取り会営薬局開設，「災害医療のため」 

通常の処方せん応需「主目的ではない」

じほうの新聞・電子版「日刊薬業」「MEDIFAX」「PHARMACY　NEWS BREAK」（PNB）からニュースを選りすぐってお届けします（編集部で抜粋）。


