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Ca拮抗薬の処方意図を
踏まえた服薬指導

Webカンファレンスが行われました。この Webカンファレンスの内容を、前・後編の2回にわたり
ご紹介します。前編では、高血圧の現状と降圧治療のポイントについてお届けします。
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プラスのエビデンスを活用

大きく血圧を下げることができる
ことをお伝えし、全ての薬を飲む

血圧変動の抑制 という
処方意図もある

分
散
比
︵
Ｖ
Ｒ
︶ 1.00

小

JSH2014 では、
ジヒドロピリジン
は、降圧薬を組み合わせるとより

1.50

0.75

系 Ca 拮抗薬は、
現在用いられてい
る降圧薬の中で最も降圧効果が

CCB CCBND DD

ARB

ACEI

降圧薬

BB

AB プラセボ

CCB：Ca拮抗薬 CCBND：非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬 DD：利尿薬
ARB：アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 ACEI：アンジオテンシン変換酵素阻害薬
BB：β遮断薬 AB：α1遮断薬

強い、
と記 載されています 。ARB
8）

■目

的：脳卒中の発症抑制効果における各種降圧薬間の差が、
血圧変動に対する影響に起因するか
どうかを評価する。
■ 試験デザイン：無作為化比較試験の系統的レビューとメタ解析
■対
象：降圧治療中の患者155,380例
■方
法：1,372の臨床試験のうち、
389 試験から試験開始時および追跡調査時の収縮期血圧
（SBP）
の平均（SD）
についてのデータを抽出し、
個人間の血圧変動（SD 2：個人の血圧変動の代替
指標）
に対する降圧療法の効果を分散比（VR）
として表し臨床転帰との関連についてメタ解
析を行った。
■ 評 価 項 目：試験開始時と比較した追跡調査時のSBPのVRと変動係数（CV）
の増加率、
SBPのVRおよ
び平均SBPに対する降圧療法の効果
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図 1 降圧治療と心血管イベントリスク抑制
メタ回帰分析より得られた降圧によるリスク変化率（全18試験対象）
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厳格な降圧 のために
服薬アドヒアランスを維持
高血圧治療ガイドライン2014
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では、
高血圧の薬物治療につ
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剤師による服薬指導は重要である
と考えています。

標を達成するには多くの場合、
降圧
薬の併用が必要としています 4）。
これ

日本の高血圧の現状や、降圧薬を処方されている患者さんへの服薬指導について、具体的な例を交えつつお話しい
ただきました。血圧コントロール不十分な患者さんが半数以上という現状の中、厳格な降圧と血圧変動抑制というポ
イントを押さえた血圧コントロールを行っていくためにも、薬剤師からの適切な服薬指導や服薬サポートは欠かせな
いものだと考えます。高血圧と降圧治療のポイントを分かりやすくまとめたツールもあるので*、
こうしたツールを服
薬指導にご活用いただき、薬剤師による降圧治療への貢献度をさらに高めていただければと思います。

−20

−22.0％
−30

−30.0％

−30.1％

＊Adalat.jp では薬剤師の先生向けの服薬指導ツールがダウンロード可能です。
−40
（％）

−39.5％

薬剤師の先生向け服薬指導ツール
複合心血管イベント

脳卒中

は、降圧薬を併用する方が1 つの薬
の用量を倍にするよりも降圧効果が
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なぜ血圧の薬が何種類
も必要なのか疑問に思う患者さんに
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ACE阻害薬、
利尿薬が第一選択薬であり、
降圧目

（後編は2018 年 6月号にてお届け

■目
的：アジア地域の冠動脈疾患における降圧治療の効果を評価する。
■ 試験デザイン：前向きコホート研究のメタアナリシス
■対
象：1991〜2013年にアジア地域で実施された前向き無作為化試験から抽出された18試験
45,201例（平均年齢65歳、平均観察期間3.2年）
■方
法：介入群（厳格な降圧もしくは追加治療）
と対照群
（プラセボまたは一般的な降圧治療）
を比較
した8試験（グループ1）
と降圧薬の種類を比較した10試験（グループ2）
について分析した。
■ 評 価 項 目：介入群と対照群の心血管イベントリスクの差（降圧による心血管イベントリスク低下率）
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