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徐放製剤の特徴を踏まえた丁寧な

図 2 服薬タイミング調節による厳格な早朝血圧コントロール
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重な対応が求められます 6）。
薬物治療の適正化を図るために

行われました。前編では、本邦の高血圧治療の現状と、降圧治療のポイントである
厳格な降圧 と 血圧変動の抑制 といった観点から Ca拮抗薬について考察しました。
後編では、Ca拮抗薬について、その特徴を振り返るとともに 、
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100

サポートすることが必要です。患者

80

さんの半数以上がコントロール不十

60

分である高血圧の治療において、
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朝にARB、就寝前にアムロジピン

錠からすみやかにニフェジピンが溶

く、多くの症例において第一選択

5mgを服薬した群と比較して、
有意

出することで、
24時間にわたり有効

薬であり、糖・脂質・電解質代謝に

に早朝収縮期血圧が低下しました

5）
血漿中濃度が持続します
（図 3）
。

悪影響を及ぼさないという特徴も

（図 2、
p＜0.01、
対応のあるt 検定）
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中続くことをお伝えしたうえで、噛
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「先生は、朝の血圧をもう
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薬剤師としての
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Ca 拮抗薬のなかでもジヒドロピ

を持つ場合は、副作用として歯肉

また、試験で用いられたアダラー

肥厚が生じている可能性がありま
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徐放製剤など血中濃度を一定に

すので、入れ歯や口腔内の状態を

るように製剤学的に工夫が施され

保つよう工夫された薬剤などでは、

伺ったうえで、
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図 1 Ca拮抗薬の副作用・相互作用に関するチェックリスト

シングするよう注意を促す場合も
あります。

ジギタリス製剤が併用されていないか？

服薬タイミング調節 による
血圧コントロールの実現

CYP3A4阻害作用のあるもの（グレープフルーツジュース
やトリアゾール系抗真菌剤など）
と併用されていないか？

脳心血管イベントは午前中に起こ
ることが多く1,2,3）、降圧治療では、
早
朝の血圧コントロールに注目した
服 薬タイミング調節 が重 視され
る場合もあります。ARB とCa 拮抗

顔面のほてりや頭痛、動悸などが出ていないか？
歯肉肥厚や浮腫が出ていないか？
非DHP系Ca拮抗薬とβ遮断薬が併用されていないか？

薬を朝に服薬しても血圧コントロー
菊池 雄一 先生監修のもと作成

138.5

**

136.4

131.3

84.1

122.6

79.6

80.2

**

**

75.1
**

##
観察期
ARB+アムロジピン５

り、副作用への対応や服薬上の注
意事項を指導するなど、薬理学や

Ca 拮抗薬処方時の
服薬指導のポイント
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薬剤師には、相互作用を確認した

降圧治療における第3のポイントとなる 服薬タイミング調節 についてご紹介します。
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は、
われわれ薬剤師が専門性を活
2018 年 3 月 2 日、 薬剤師が降圧治療に貢献できることは何か？ をテーマに Webカンファレンスが
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ARB

ARB

ARB

アダラート®CR錠20

アムロジピン５

アダラート®CR錠40

Mean±SD ＊＊：p＜0.01
（対応のある t 検定 vs. 観察期）
,
#：p＜0.05, ##：p＜0.01
（ 対応のある t 検定）
ANOVA
■目
■
■
■

■

的：ARB朝投与、
Ca拮抗薬就寝前投与を行う場合の早朝高血圧抑制効果について、
Ca拮抗薬間に
おける相違を明らかにする。
試験デザイン：無作為化比較試験、
クロスオーバー法
対
象：ARB＋アムロジピン5mg/日を朝投与しても外来血圧が140/90mmHg以上の本態性高
血圧患者30例
朝ARB＋夜アムロジピン5mgの2つの治療群に割り付
方
法：朝ARB＋夜アダラート®CR錠20mg、
け、
クロスオーバー法にて計20週間の治療を行った。統計解析としてクロスオーバーの時期
効果ならびに順序効果を考慮したANOVAを行った。各投与期における血圧、脈拍数の比較
には対応のあるt検定を用い、
降圧目標達成率（％）の比較には、
Fisherの正確検定を用いた。
評 価 項 目：早朝血圧、就寝前血圧、早朝脈拍数（平均値±標準偏差）の観察期およびCa拮抗薬の薬剤間の
®CR錠40mgへの増量群は参考値とした）
比較、
薬剤間における降圧目標達成率（アダラート
宮川政昭 . 血圧 2008; 15: 1089 -1094. より引用・改変

図 3 ニフェジピン徐放錠投与後の血漿中濃度の推移
アダラート® CR錠連続投与後の経時的血漿中ニフェジピン濃度推移
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的：アダラート®CR錠の連続投与における安全性、
薬物速度論的特性を明らかにする。
試験デザイン：非盲検、無作為化比較試験、
クロスオーバー法
対
象：健康成人男子で、事前の検査にて異常を認め
なかった12例
方
法：アダラート®CR錠を1日1回40mg 7日間連続
経口投与し、
安全性ならびに薬物速度論的特性
について、
アダラート® L 錠1回20mg1日2回
7日間連続経口投与と比較検討した。両 薬剤
を投与したのち、
下記の検査を行った。1）血圧
値・脈拍数 2）
自覚症状、
他覚所見 3）臨床検査
4）心電図
評 価 項 目：血漿中薬物濃度、
尿中薬物排泄率、
忍容性
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24（時間）
■

中道 昇他 . 薬理と治療 . 23, s257-s269, 1995. より引用・改変
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医師からの説明に加えて、薬理作用や体内動態、製剤学などを理解している薬のプロである薬剤師からも降圧の重
要性について補足することにより、患者さんは降圧治療を深く理解することができると思います。それは、患者さんの
降圧治療に臨む姿勢を好転させ、服薬アドヒアランスの向上にもつながります。最近では、薬剤師が高血圧患者さんへ
服薬指導を行う際に利用できるツールもありますので*、
そうしたツールや本カンファレンスの内容を参考にしていた
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