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循環器内科各分野の新しいエビデンスを日本でどう活用していくか② III-1「虚血」 
1．機能的虚血評価の最新のエビデンスを活かす 松尾 仁司（岐阜ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ 循環器内科） 

2018 年 4 月からの保険診療報酬改定で、PCI の保険適応として、急性心筋梗塞、不安定

狭心症、以外のその他として、安定狭心症、無症候性心筋虚血が含まれる。その査定条件

として 90％以上の狭窄、患者の症状の原因と考えられる病変（責任病変）、或いは機能的虚

血評価がされていることとされている。心臓核医学検査 SPECT による心筋虚血評価で虚血

部位の範囲が広いほど、PCI に依る心臓死回避率が上昇するが、虚血の少ない症例では有

効どころか逆効果であるというデータがある。（Hackmovich ら Circulation 2003 ） 又、

死亡・心筋梗塞の発生する確率は、非虚血病変では＜1.0％/年、薬物治療による虚血病変で

5-10％/年、ステント治療後の病変で 2-3％/年（DEFER、FAME、FAME II）とされ、虚血

の有無の評価は重要である。 
FFR(部分冠血流予備量)は、冠動脈狭窄の前後で測定した圧から算出するもので、圧と血

流量に比例関係があるため、狭窄遠位部の血流低下（=虚血）を機能的に評価する事が出来

る。CAG で肉眼的に見る解剖学的狭窄度と、生理学的（機能的）狭窄の重症度とは一致し

ないと言うエビデンスもある。（Toth ら Eur Heart J 2014） 更に演者は、DEFFER 試験

の結果からFFR0.75前後を cut offにして治療する方が予後が良かったと言う報告も提示し

た。（Pijis ら JACC 2007）続いて 77 歳の女性と 68 歳男性の CAD に対して、FFR≧0.75 
の病変にのみ PCI を実施し、明らかな虚血の証明されなかった狭窄は薬物療法で良好に管

理されていると述べた。このような結果は Tonino らの NEJM 2009 に示される FFR に依

る虚血治療と、CAG に基づく治療では明らかに前者の予後が良いという複数の報告がなさ

れている。（直近では Ahn ら Circulation 2017） 
この結果 2011 年 ACCF/AHA/SCAI の PCI と 2014 年 ESC/EACTS 心筋血行再建ガイド

ラインで FFR が虚血評価の指標として重要視されている。 
PCI と CABG のどちらが治療成績が良いか多枝病変で検討した SYNTAX は DM 患者と

長期予後が特に CABG が優れていると言う結果は有名だが、SYNTAX II において更に進ん

だ iFR と言う虚血評価法を用いて治療した結果、FFR より、iFR に依る虚血評価治療が予

後が良く、CABG よりも予後が良かったという結果も出ている。 
以上、まとめとして、解剖学的狭窄と、生理的狭窄重症度は一致せず、機能的虚血のな

い病変は薬物療法が第 1 選択であり、虚血病変には積極的に血行再建を行うべし。それに

よって冠動脈疾患患者の治療成績が向上するだけでなく、医療経済学的にも優れている。 



2．第 2 世代 DES で左主幹部病変に対する血行再建の治療選択は変わったか？ 
田辺健吾（三井記念病院 循環器内科） 
LMT 病変に対しての治療選択の問題は、BMS(Bear Metal Stent)を用いた PCI に依る

治療より、再狭窄の問題から短期的にも CABG の方が成績が良い（MACE は差がない

が、再血行再建率が前者が高い）と言う比較試験(ARIS-I)に始まり、Drg-Eluting 
Stent(DES)が開発されて、PCI 直後の再狭窄の改善を見た。しかしその後の SYNTAX-I
試験で LMT のサブ解析では 1 年後の死亡？Mi で差がなかったものの 1 年後の再血行再

建では CABG の方が TAXUS を使った PCI よりも優れていた。≧1 年の長期的な展望も

重視されるべきという結論であった。この際示された SNTAX Score に基づき、LMT 病

変で Score≧33 では CABG の方が望ましいという結果であった。 
その後の研究で第 2,第 3 世代の DES の成績は、複数の試験のメタ解析でステント血栓

症を起こしにくいことが報告されている。 
ガイドラインとしては日本循環機器学会 2011 では、左主幹病変に対して CABG が 

class I A の適応、入口部、体部の単独病変+1 枝病変と分岐部の単独病変或いは＋1 枝病

変の場合のみ、PCI は class IIb となっている。ACC/AHA のガイドラインは基本的には

CABG が class I 適応であり、PCI の適応は合併症の可能性が低い場合のみ SYNTAX 
score<22 では IIa-c と分類されている。さらに手術のリスクが高い場合で SYNTAX 
score<33 の場合 PCI が IIｂとされている。ESC ガイドラインでは、明快に LMT と 2VD
は CABG が IB と IA となっており、PCI は SYNTAX score <22 の場合のみ PCI が適応

であるとしている。 
その後更に第1世代のTAXUSをと次の世代のXIENCEの差を比較したものではXience
の方が優位に成績が良い結果（SPRIT IV）も出され、更に Xeince と CABG の比較（Excel
試験）で 3 年間の追跡の結果初めて初期に PCI の成績が良い結果が出された。（3 年以

降は CABG 優位の傾向もありそうだ） 
更にその後開発された Biometrics Eluting Stent(BES)がそれまでのステントよりも 9
ヶ月間のフォローで成績が良かったと言う報告もあるが、余り一貫しておらず、NOBLE
試験が放火超された結果やはり長期には PCI よりも CABG の方が成績が良い結果とな

った。また、第 3 世代としてより血栓性の低い薄手のステントも開発されてきた。 
まとめとして、PCI vs CABG では DES の種類によっても違いがある。SYNTAX スコア

≧33 では特に、さらに長期的には未だ CABG の成績が良いようだ。超高齢者と若年で

は、XIENCE を用いた PCI、中間はバイパス手術が良いのでは？ハートチームによる慎

重な検討が重要と締めた。（心臓血管外科領域の立場からすれば、IMA を使ったバイパ

スの成績が良いのは内皮機能が保たれた血流で NO 供給も多いとする考えがこの所主流

であり、長期成績が良い理由と考えている。） 
 
教育セッション III-2 「心不全」 



1．心不全治療  吉川 勉(榊原記念病院 循環器内科) 
近年心不全患者の増加は続いているが、それは過去 50 年間のこの領域の治療法の進歩に

も依っている。1960～70 年代 CCU が普及して不整脈氏が減り、80 年代 β 遮断薬

/ACEI/ARB/MRA と言った薬物治療が発達し、心不全の進行を遅らせる治療が進み、90
年代から 2000 年までに AMI に対する再還流療法が普及して、院内死亡の減少を見てき

た 。 更 に 再 還 流 療 法 後 に も 一 部 は ポ ン プ 失 調 を 起 こ す が 、 そ の 場 合 も

IABP/PCPS/CRT/ICD/NPPV 等の補助治療によって維持が行われるようになってきた。 
こうして急性期を乗り切った心疾患の患者が、長期的には心不全を起こしてくるが、時

折起こす心機能の悪化の度に入院し、徐々に悪化していく場合が多い。 
心不全はポンプ失調であるという以前からの考えに加えて、Milton Packer が、体液神

経因子の活性化、体液貯留等の病態生理から、運動耐容能の低下、内皮機能障害、不整

脈、慢性腎臓病、貧血、睡眠呼吸障害へと進展していく症候群であること事を明らかに

した。心不全と臓器連関も、脳、腎臓、呼吸器、肝臓、腸管（腸内細菌との連関）、貧血

などを評価しなければならない。 
日本の疫学データとしては、循環器学会に登録された症例しかないが、2015 年で約 24
万人（JROAD 研究）、2016 年急性増悪で入院した 10 万人のものがある。 
院内死亡は 9％ 
平均年齢 69～71 歳（CHART-1~J-CARE-CARD） 
1 年後死亡率 7.3％（海外と比較してかなり低い） 
心不全による再入院 27％(6 ヶ月)、35％(1 年) 
HFpEF 50.6%（CHART-1）、 60.7%（CHART-2）：原因は高血圧が多い 
虚血性 23％（CHART-1）、47％（CHART-2） 
ADHF の治療薬は今まで多く出されてきているが、近々ランジオロールが追加される予

定である。この治療は中々エビデンスがないが、治療方針のガイドとしてはクリニカル

シナリオが参考になる。CS1は高血圧性心不全、CS2は慢性心不全の非代償性急性憎悪、

CS3 は右心不全、CS4 は心原性ショック、CS5 は急性冠動脈疾患による心不全でそれぞ

れが急性肺水腫を伴っているのでそれに逢う治療を行う。そのアルゴリズムがスライド

のごとくで、CS1 で SBP>140 mmHg は呼吸管理と硝酸薬投与、CS2 で SBP>140 
mmHg には加えて体液貯留があれば利尿薬投与、CS3 では強心薬に反応しなければ SG
カテーテルにて肺動脈圧モニターしながら、低還流なら昇圧剤、CS4 は呼吸管理と SG
カテ管理で IABP 等使用。CS5 で SBP>90mmHg ならうっ血で利尿薬、SBP＜90mｍ

Hg なら強心薬。と言う形。但しフロセミドのようなループ利尿剤は長期投与、大量投与

で、腎機能を悪化させるので要注意。（臨床研究の提示あり）この点に関してはっちょう

じかんさようが多利尿薬、サイアザイド剤併用、ドパミン、NAP（hANP）、バゾプレシ

ン併用、アデノシン拮抗薬、HD/PD がよい。長時間作用型にはアゾセミド、トルバプタ

ン（選択的バゾプレシン受容体拮抗薬）などの有効性データがある。 



心不全全般の治療アルゴリズムとしては、図の如く、先ず危険因子があり造的異常がな

い場合、高血圧、脂質異常症、糖尿病の治療と ACEI/ARB の投与を開始し、構造的異常

があって無症候であれば ACEI/ARB、β遮断薬を開始し、症候性になればそれらに MRA
（最近適応拡大）、利尿薬、ジギタリス（長期成績は芳しくない）、血管拡張薬、更に

ICD/CRT にて左室機能の改善を図る。治療抵抗性の心不全に陥れば、補助人工心臓や心

移植も検討するが、終末期医療を選択せざるを得ない場合も少なくない。 
β遮断薬の心不全に対する有効性は、多くの臨床試験で示されてきたが、日本での心不

全における投与率は 27.9％（欧米 60％）と低く、至適投与量の課題が未だに残っている。 
β遮断薬をｱｯﾌﾟｱﾀｲﾄﾚｰﾄして結果心拍数が減る症例は予後良好で有ると言う報告もあれ

ば、嫌、やはり投与様に依存するというものもあり、未だ議論が続いている。又β遮断

薬は COPD に禁忌とされていたが、現在は禁忌ではない。安定した COPD では通常通

りの投与で良いとなっている。心房細動に対する効果も話題で LANCET に有効性がな

いという報告が出たが、その後有効性ありとする研究も出た。（洞調律の場合の方が効果

はあり） 
新薬の If チャネル阻害薬ｲﾊﾞﾌﾞﾗｼﾞﾝ(洞結節抑制薬)は、陰性変力作用を示さず心拍数を減

らすと言う薬剤の有効性が SHIFT 試験で示された。（日本では治験中）同様にアンギオ

テンシン受容体・ネブリライシン阻害薬も エナラプリルと比較して心血管死亡＋心不

全入院において有効性を示したが、国内は治験中である。糖尿病治療薬のエンパグリフ

ロジンの心不全の入院を減らすという有効性の結果は興味深い。 
HFpEF と HFrEF の予後に関して、後者は年々生存率が改善してきた。前者に関しては

原疾患の治療をすべきとガイドラインでも示している。 
心不全治療ガイドラインは比較的若い患者を対象としていて、高齢者に通じるかという

課題。演者らの 3000 例ほどの集計では≧80 歳の症例では、ガイドライン通りでも改善

しない結果であった。 

 

2．糖尿病患者の心不全入院予防  野出 孝一（佐賀大学 循環器内科） 

急性心筋梗塞の治療は年々成績の向上を見ているものの、人口の高齢化もあり、心不全

に依る再入院の増加も無視できない。心不全の憎悪因子は ACSのほか不整脈、肺炎・COPD

を含む呼吸器障害、薬剤の副作用、ストレスや過労、高血圧や代謝異常が有るが、生活

習慣病としての大きなファクターとして、高血圧と糖尿病が挙げられる。 

後者の心不全との連関が今日与えられたテーマであり、糖尿病患者の 2 割は心不全を合

併している上、このグループの生存率は非合併例に比してかなり低い（5生率≦2割）。 

理由の 1 つは拡張不全が多い。この拡張不全は血管の内皮機能の障害が主な原因（収縮

不全は心筋自体の問題）とされ、その診断には心エコー上の E/e’>15cm 、バイオマー

カーでは BNP≧40 で疑い≧100 デカなり確定的とされる。（NT-proBNP≧125）では心不全

予防のためにはどう糖尿病を管理していくか？ 



HbA1c は低いに越したことはないが、ACCORD 試験などで示されたように低血糖は予後の

に悪影響＋。薬剤では SUとインスリンは心不全発症の予後に影響はなし、ピオグリタゾ

ンは心不全発症を増加させる、GLP-1アゴニストはニュートラル、DPP-4阻害薬の一部で

は心不全発症を増やすという報告がある。最近の SGLT2 阻害薬は心不全の発症と全死亡

を抑制するという報告（EMPA-REG 試験）が出てきてた。この試験では MI や脳梗塞は抑

制していないため、動脈硬化に対しての作用はないが、心血管死を 38％減少させている

理由は、心不全の発症と入院更にその後の死亡をを減らしているデータから心不全に対

する効果であると考えられる。 

急性心不全の治療 CS（ｸﾘﾆｶﾙｼﾅﾘｵ）の分類で見た場合、SGLT2阻害薬は、血管伸展作用を

持つため、急激な血圧上昇で排水症が起こる CS1 では SBP を下げることによって、CS2

では腎障害を伴うため全身浮腫が起こり悪化するが利尿効果によって、更に CS5 這う心

不全による浮腫のためやはり利尿効果が効いてくる、つまり前負荷と後負荷を軽減する

効果で有効性を示していると考えられる。又、1 ヶ月後には血圧が低下してくるが、後

負荷の低減を示す一方心拍数は増加させない（利尿薬が減量できたという解析＋）と共

に、3 年後には脈圧が下がってくる。高い脈圧は心臓への負荷も大きいため、血管の伸

展性が改善することに依る効果である。これによって心房細動の合併も減る（Framingham 

Studyのスライド参照）と思われる。 

血管の伸展性が悪い=硬いと言うことは血圧の変動も大きいが、降圧薬のうちで CCBはそ

のを問題を修正できると言われるのと同様の効果を SGLT2 阻害薬は持っている。上記の

利尿薬の減量は、今まで使われてきたラシックスの腎機能障害、サイアザイド利尿薬の

低 K 血症、低 Mg 血症、或いは ACEI/ARB の様な高 K 血症等の弊害がないことも利点と思

われる。この他 SGLT2 阻害薬は近位尿細管のと宇野再吸収阻害医がインもインスリン抵

抗性の改善によって交感神経系亢進の抑制、心筋への糖の取込の改善、腎糸球体血流の

改善による腎機能維持と、後負荷低減と様々な二次的作用が評価されている（CANVAS試

験他）。以上、この薬剤は糖尿病患者の 2次予防に使われるべき、期待される薬剤である 

 

教育セッション III-3 「高血圧」 
1．高齢者の降圧療法における注意点  楽木 宏美（大阪大学 老年･総合内科学） 

昨年、日本老年医学会から出された高齢者高血圧診療ガイドライン 2017 について先ず解

説する。高齢者の高血圧を若年者と同様に下げて良いのかという現場での疑問がある。 

先ず高血圧診断で高齢者特有の注意点はあるか？ 

血圧の変動制が大きく、白衣高血圧や仮面高血圧の頻度が高い事を考慮し、家庭血圧を

含めた複数回の血圧測定が重要。（推奨グレード A） 更に、起立性低血圧・高血圧の頻

度も高く、食後低血圧も起こりうるのは、加齢による圧受容器の機能低下が原因だが、

初診時や降圧薬変更時には起立時の血圧も測定する。(推奨グレード B) 

続いて、高齢者の高血圧が、認知症発症や、認知機能障害の悪化に影響するかは、未だ



結論が出ていない。 

治療の総論の中で、高齢者高血圧の治療は生命予後や心血管病発症を改善するか？ 

高度機能障害がない高齢者では年齢にかかわらず生命予後を改善し心血管病発症を抑制

する。（推奨グレード A） 

降圧治療が認知症発症を抑制するか？は未だ一定の見解が得られていない。 

認知機能障害合併に対する降圧治療が認知機能に影響を与えるか？も同様であるが、過

降圧によって認知症が悪化する可能性があるとする報告はある(推奨グレード B)。 

高齢者高血圧の治療がフレイルの移行に影響するか？は、脳･心血管病予防を介して、フ

レイルへの移行・悪化を抑制する。（推奨グレード A）又、白質病変の予防も確認されて

いる。 

フレイル或いはプレフレイルに対して降圧療法が影響するかは未だ定かではないが、新

規の降圧療法開始で、転倒のリスクが上昇しフレイルに陥るケースがあるということは

考慮すべき(推奨グレード B)。投与開始から 1 ヶ月半で転倒が増えると言われるので、

投与量の当節も含め要注意である。転倒だけでなく骨折のリスクも新規投与開始で増え

ることが解っており、利尿剤ではサイアザイドらリスクを減らし、ループ利尿剤は増や

すので要注意となっている。(推奨グレード B) 

降圧治療が、ループ利尿剤と CCB では夜間頻尿、尿失禁刺せる可能性があるが(推奨グレ

ード B)、サイアザイド剤はその増加は示していない。 

介護施設入所者の場合、厳格な降圧治療が予後を悪化させる可能性があるが、比較的壮

健な場合は予後を改善するとされるので個別に検討すべき。(推奨グレード B) 

エンドオブライフ（余命 3 ヶ月以内）では予後改善の目的とする適応もないのでむしろ

降圧薬の中止を考えるべき。 

起立性低血圧合併では、高血圧そのものが起立性低血圧の原因であり、むしろ積極的に

治療すべき。(推奨グレード B) 

転倒･骨折のリスクの観点から、開始時のみならず容量や薬剤の変更の際にも投与量の微

調整が望まれる。薬剤としてはα遮断薬は推奨されない。 

食後低血圧は起立性低血圧と同様に対処、但しループ利尿剤は食後低血圧を悪化させる

ので注意が必要。(推奨グレード B) 

降圧薬の減量中止に際しての基準は特に設定しない。現場での判断が重要だが、臓器虚

血症状や副作用が出現した場合、適宜減量・中止を検討する（推奨グレード A）のは非

高齢者と同様。 

ポリファーマシーの問題は、降圧を十分に行う事が最重要であり、投与薬剤数は基本問

題ではないが服薬のアドヒアランスの観点からは、多すぎないことは考慮し力価の強い

薬剤、配合剤、一包化、1日一回など考慮すべし。(推奨グレード B) 

高齢者高血圧の診断から治療への流れは、Clinical Question 1 – 7 と続いており、降

圧目標の設定 II、III、降圧薬の選択 IV-CQ1 へと連なる形を取った。これは 2014 年の



日本高血圧学会治療ガイドラインを越えない事を前提とした。 

高血圧の診断において、白衣高血圧や仮面高血圧においても、家庭高血圧を基準とする

事は同様である。 

専門医への紹介を考慮する症例としては 

血圧コントロールの観点より 

二次性高血圧：疑い例や特殊治療を要するもの 

未治療高血圧：拡張期血圧≧120mmHg 

治療中難治性：≧180/110mmHg または利尿剤含む 3剤以上で降圧目標未達成 

CKD の観点から 

高度蛋白尿：試験紙法で≧2＋ 

蛋白尿：試験紙法で≧1＋かつ血尿：試験紙法で≧1＋ 

eGFR<40ml/分/1.73m2 

二次性高血圧としては、一覧の如く、薬物誘発性、睡眠時無呼吸症候群、甲状腺機能低

下症、原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫、腎血管性高血圧など

で、示唆する所見、スクリーニング検査も列挙してある。 

生活習慣の評価と指導に関して、一覧の如くだが、軽度の有酸素運動として、通常の速

さでの歩行は、転倒リスクなどを考慮する事が、留意点となる。 

降圧薬の選択では非高齢者と同様であるが、予後の改善というエビデンスがなくとも、

病態に合わせて例えば頻脈では非ジヒドロピリジン系 CCB かβ遮断薬、誤嚥性肺炎合併

では ACEI阻害薬など、症状を取る薬剤の選択も考慮する。更に降圧薬の禁忌や慎重投与

も 2014 年ガイドラインと同様ながら、ケースによっては使用をやむなくされる場合も有

ると検討すべきと考える。 

降圧目標について高齢者に場合に近年様々な議論があるが、JSH2014 と老年医学会ガイ

ドライン 2017 では、65-74 歳は＜140/90mmHg、75歳以上は＜150/90mmHg となっており、

ACP/AFP が昨年出したガイドラインが日本のものに近い。ほぼ同時に米国高血圧治療の

KOL である Chobanian AV 博士が JAMA に投稿した提案も興味深く、次回の米国高血圧ガ

イドラインに影響を及ぼすことが考えられる。 

HYVET、JATOS、VALISH、SPRINT 試験の結果など考慮して、JSH ガイドラインの改定も現

在進行中である。 

 

2．早朝/夜間血圧の重要性と厳格な降圧の必要性 苅尾七臣 自治医科大学循環器内科 

  降圧目標をどのレベルにするかは今まで幾度も議論されてきたが、昨年米国の高血圧治

療ガイドラインが、JNC7（2003 年）以来久々に改訂され、≧130/80 から高血圧と規定し

て、より低い降圧目標値となった。その根拠の一つとされるのが SPRINT試験で、約 9300

人の≧50 歳（28％≧75 歳）の高血圧（SBP=130～180mmHg ）患者を登録し、登録基準と

して、1)CVD の既往（脳卒中以外）、2）CKD（PCK 以外）、3)フラミンガム 10 年 CVD リス



クスコア≧15％、4)≧75 歳のうち 1 つ以上のリスクを持つ患者で、強化治療群（SBP≦

120mmHg）と標準治療群（SBP≦140mmHg）の 2 群に無作為割付し、3 年間（5 年の予定が

RR が有意となり中断）観察した。使用した降圧薬はﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ、利尿薬、ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ等を併

用した。結果は強化治療群（平均等薬剤 3.0 剤）で 1年ほど掛かって平均 SBP≦120 にま

で降圧して見たところ、MI、ACS、脳卒中、心不全、心血管死亡で、強化治療群が標準治

療より 25％もイベントを減らし、全死亡でも27％、心不全だけでは38％の RRを認めた。 

この結果を基に FDA の委託によって JNC から引き継がれた AHA/ACC ガイドラインは、高

血圧の診断基準を 140/90 から 130/80 に引き下げたが、日本のガイドラインがこの点を

どう取り入れて粋かも課題である。従って降圧目標値も合併症の有無に関係なく、

≦130/80mmHg と統一され、Universal BP Goal と呼んでいる。更に家庭血圧の値を重視

すべきであることが強調され、HBPM≦130/80、夜間 ABPM≦110/65、24時間 ABPM≦125/75

としている。外来血圧が正常でも早朝や職場、夜間血圧が高い仮面高血圧が重視され、

逆の場合は白衣高血圧と判断して経過を見る。朝の高血圧は寝不足や飲酒後、日中は職

場のストレスや喫煙、夜間は塩分過剰、CKD/DM、無呼吸症候群に起こりやすい。 

アジア人では早朝高血圧、それによる脳卒中が多いのが特色で、先ずそれを治療するこ

とが大切。自治医大の ABPM 研究でモーニングサージを起こす症例で脳卒中や無症候性脳

梗塞が多いことを示してきた。レジストリー研究の J-HOP 試験でも夜間よりも朝の高血

圧の方が≧140mmHg で脳卒中リスクが 2.5倍になりその管理が重要である。 

又 2万例以上のフォローした HONEST研究で、診察室血圧が≦130 であっても、早朝高血

圧の例では循環器イベントリスクが 2.5倍であり、その管理が重要であると解っている。 

早朝高血圧管理の重要性は、同研究のサブ解析で、心臓イベントにおいて、早朝高血圧

によってよりリスクが上昇していることからも解っている。 

家庭血圧管理のガイドとして、 先ず≦145に、次に JSH2014 の示す≦135、更に至適レ

ベルの≦125 と下げていくことが肝要。その次の段階が夜間血圧の管理で睡眠中の血圧

パターンによって Etreme-Dipper、 Dipper、 non-Dipper、 Riserに分けられる。 

自治医科大学のデータでは、心不全患者において HFｐEF の場合は Dipper の予後が

non-Dipper や Riser よりも良く、HFrEFでは夜間血圧パターンに差がなかった。又前述

の JHOP 研究で、早朝血圧が≦135/85 の患者群においても約 25％は夜間高血圧であり、

微量アルブミン尿、心不全指標の NTproBNP上昇が見られるため、夜間血圧のコントロー

ルも重要と考える。 

注目すべきは、36 歳男性で SAS が原因で SpO2 が下がることによって起きる夜間高血圧

の為に出血性脳卒中を 3 回も発症した例があることだ。その後の治療により、この男性

は脳卒中の再発はない。最近では手首に装着して毎拍動ごとの血圧が測定できる SAS の

診断機器もあり、こういう症例の検出に役立つであろう。 

JHOPの解析で、血圧の変動制も心血管イベントリスクと相関があることも重要である。 

血圧変動制に関与する因子として、血管の硬さも重要であり血圧のサージの原因となっ



ている点も見逃せない。 

更に血圧が 10mmHg 低くなることでイベントにどう影響するかは、60 万人のメタ解析デ

ータから、一番効果が出るのは心不全と脳卒中で、約 25％RRを認めている。しかし腎不

全に対しては軽減効果がないようだ。 

降圧薬クラス別のイベント抑制効果は、主要心血管疾患ではβ遮断薬がやや劣っており、

冠動脈疾患では差がなく、脳卒中ではβ遮断薬が劣り、心不全では CCB が劣り、利尿剤

は有効、腎不全と全死亡では差がなかった。 

以上からまとめていくと、高血圧の治療は先ず朝の血圧を十分に下げること、その中で

ハイリスク患者群として、次に夜間も高い場合には放置せず脳卒中リスクを下げる。或

いは心不全リスクを下げることを検討するべきである。 

理想としては 24 時間の血圧をパーフェクトに管理することでここのリスクをゼロとす

ることが望まれる。 

 

以上 

 

医療安全委員会セッション 

第 2回医療安全に関する講演会 

医療安全管理の全体像 ～循環器診療も含めた平時と有事の対応～ 

名古屋大学 医療の質・安全管理部 長尾 能雅 

 

2009 年の人口動態に基づく日本人の死因は、1位：悪性新生物 342849 人、2位：心疾患

181822 人、3位：脳血管疾患 126944 人、4位：肺炎 115240 人、5位：不慮の事故 38030

人となっているが、その年の堺秀人らによるカルテレビューでの医療事故に依る死亡は

40000 人と推計され、不慮の事故よりも多い。 

この件数を如何に減らすかが医療安全の最大の課題であるが、組織的なアプロータが肝

要であり、平成 27年度厚労省研究より活動のループが提案された。 

1つめは平時に PDCA サイクルに基づく、Plan：課題の抽出、業務プロセスの可視化・標

準化、標準業務との解離（ﾊﾞﾗﾂｷ）の数値化、改善目標と改善計画の立案から、Do：改善

計画に沿った改善活動の実施、院内研修・周知と続き、Check：効果・成果の測定を行っ

て、Act:評価、フィードバック、新たな課題の発生というプロセスで、クオリティ・マ

ネージを進める。そこから促進的インシデントモニタリング、報告の重要性の理解、院

内報告の活性化（特に医師からの報告、相談↑）、院内インシデント・アクシデント情報

の集積、日々の報告チェックと仕分け、医学的判断の重み付け（ﾄﾘｱｰｼﾞｭ），院内の様々

な会議体での検討・分析、改善案の模索・検討、MM ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ**など、でセーフティ・マ

ネージを継続する重要なサイクルである。 

もう一つは、有事の際に、事例の医学的判断、現状回復のためのコンサルテーション・



治療連携、現場の保全指示、事例共有のための臨時会議、IC内容・倫理的手続きのチェ

ック、ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ、患者説明と事実経緯の共有、解剖・AIの承諾、重大医療事故

と判断された場合*（でなければ上記**）、医療事故調査支援センターや公的機関への届

け出、医療事故調査（事実経緯、死因や発生原因の解明・調査・分析）、報告書の作成・

届け出、再発防止策の提示・共有、患者・社会への説明、から適切な事故対応へと進み

クライシス・マネージメントのサイクルを回していく。訴訟となる場合はそれに対応し

てコンフリクト・マネージメントを要する。 

*重大医療事故の場合は、平行して、病理・放射線科と連携し、死因究明のための病理解

剖、AI検査を実施して、合同 CPCも開催する。 

事例としてﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ（MTX）過量投与例では、本来週 1回の投与が、4日連日に施行され、

その後も中断しなかったため、骨髄抑止による肺炎、ARDSを併発し 2ヶ月後に死亡した。

このケースではチーム内での情報が遮断されたため、院内、患者、そして社会への情報

も遮断されたため救命の機会を喪失し、悲劇が起こってしまった。この問題への対策と

しては、レポーティングの意義として、1．患者安全の確保、2．事象の共有、3．透明性

の確保、4．正式な支援（病院全体として）、5．システムの改善につながり、悲劇、悲惨

な結果を避ける乃至軽減できる。 

事例として示す、①心臓カテーテルの部品の血管内遺残、②CVカテーテルの動脈内留置

3日後も、治療チームで対応することで対処できた。 

合併症であっても報告すべきという院内基準を設けている。それは、患者や、家族が予

期していない、予期していても医療者がヒヤリハットしたもの、予期していても重篤な

結果となったもの、診断、対処、処置が遅れた可能性があるもの、患者から苦情が出た

医療行為、一定期間内に繰り返すもの、保険適応外の診療行為によるもの、は全て対象

となる。 

報告文化を取り入れた結果、事態の悪化を防いだ例は、京大病院である看護婦が、入院

患者にインスリンの過量投与を行った際に、病棟に過剰に廃棄された薬剤容器の報告か

ら発揮された効果であった。 

医療事故に対する手段として、事前的評価視点を用いた評価があり、医療行為の評価が

標準から逸脱しているか？、逸脱の利用右派標準の範囲内か？が課題であり、事後的評

価視点を用いて再発防止の提示が可能となる。 

名大病院では、医療事故調査報告書によって、先進医療審査体制の見直し、医療安全管

理部の拡充と講座設立、院内製剤管理体制の見直し、RRS の導入、Team STEPPS の導入、

放射線レポート未読既読管理システム導入が実現した。 

医療安全活動のループも活用し、改善会議では医療の質・安全管理部で、転倒転落 WG、

インスリン治療標準 WG、血栓予防 WG、院内救命質向上 WG、抗血栓薬 WG、内服薬管理 WG

から、薬剤関連インシデント検討会、放射線関連インシデント検討会、手術関連インシ

デント検討会、IC委員会等、16 の分野で検討・評価している。 



過去の医療事故例としては、以前京大病院で脳死ドナーからの肺移植手術の際、術中人

工心肺からの還流不足で、全脳虚血事例があった。人工心肺の還流低下のアラームが鳴

り続けていて、周囲に 20人以上の人間がいたにもかかわらず、誰も対応しなかった事に

依るが、麻酔科と術者らは手術に専念していて気づかず、パラメディカルスタッフは医

師達がないも言わないのでそれで良いと思っていたという結果だった。報告・連携・確

認の不備によるもの②他ならない。WHO 手術安全チェックリストがあるのでそれを活用

して、集団の力を確認行動に活かさねばならない。 

元は米国の国防総省や航空業界などの事故対策実績を元に作成されたチーム戦略のTeam 

STEPPS（Team Strategies & Tools to Enhance Performance & Patient Safety）は良好

なチームワークを確立し、医療行為全般のパフォーマンスと患者さんの安全性を高める

ものであり、名古屋大学、京都大学でも定期的に研修を実施している。 

WHO の安全性カリキュラムガイドでも、過去数十年で多数の委員会や業種団体から医療

安全と質を改善する推奨策が多く提唱されてきたが、解ったのは、査読付き医学雑誌に

エビデンスを発表するだけでは医療従事者の行動変容は不可能だということだった。 

ベテランすらも学び直す必要があり、一連の改善手段として 

①� 問題の特定 

②� 問題の測定 

③� 問題解決のための介入方法の考案 

④� 介入の有効性の検討 

と言う問題解決の 4つの段階で活用されるツールが提案されてきた。 

我々は、トヨタ自動車の安全性管理部門を 2度訪問し、問題解決の 8段階（PDCA サイク

ル含む）、Quality Controlの 7つ道具を学んで取り入れ、患者インシデントレポートの

推移（ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ）、現状把握（P 管理図)、患者影響レベル 2以上の事例（パレート図）を

作成し、影響レベル 2 以上の事例現象という目標設定を行って、要因を解析した。結果

は手順のバラツキが最大要因であることが判明し、手順の標準化に対しての対策立案を

立て、例えば採血時の患者誤認を 0 にするため、ビデのでの手順確認を実施。これは食

餌配膳時の患者確認、手術室患者搬送の際の確認などにも同様にビデオ作成して実施、

それにより P 管理図でも解る通り、目標が達成された。この結果ではパレート図にも現

れており、医療安全活動のループが益々活用されるようになり、職種別報告数も増え。

促進的イベントモニタリングが活性化してきた。 

最後に強調したいのは、医療安全とは職員全員で構築する免疫システムであると言うこ

とだ。 

 

興味深い講演であった。 

以上 


