
高血圧 

高血圧～疾患編～ 

高血圧は日本の成人においては頻度の高い疾患で、平成29年の厚生労働省の調査で患者数

は約993万人もいる結果が出ました。 

これは、同じ調査で判明した糖尿病患者数の約3倍にあたる数値です。 

高血圧を放置すると、動脈硬化を促進して脳梗塞や心筋梗塞などの致命的な心血管合併症の

リスクが高まります。 

しかしながら自覚症状に乏しいため、治療を受けずに放置している患者が非常に多いことが

問題になっています。 

このテキストでは高血圧の病態を中心に 

【疫学】 

【血圧の仕組み】 

【種類と要因】 

【検査と診断】 

【問題点】 

の順に見ていきます。 

 

 

疫学 

高血圧がどのような病気なのか疫学を含めてみて行きます。 

 

概要 

高血圧とは、血圧が正常範囲を超えて高く維持されている状態です。 

高血圧では一般に自覚症状が見られませんが、全く症状が現れないわけではありません。 

 

症状 

急激に血圧が上昇したり、病気が進行したりすると 

【頭痛・めまい・息切れ・動悸・肩こり・むくみ など】 

の自覚症状が現れることがあります。 

しかしこれらの症状は疲れやストレス、風邪や更年期障害などでも起こるため、多くの場

合は高血圧による症状として認識されません。 

このことが、高血圧が治療されず放置される大きな要因となっています。 

高血圧を長期間放置すると動脈硬化が進行します。 



そして、動脈硬化の進行とともに血管が詰まりやすくなったり破れやすくなったりするた

め、脳梗塞や脳出血心筋梗塞といった合併症を起こすリスクが高くなります。 

放置された高血圧では、このような合併症がある日突然起こり、生命を脅かされることが

あるためサイレント・キラーと言われています。 

 

統計 

厚生労働省が調査した『人口動態統計の概況』によると、平成29年1年間の高血圧性疾患

の死亡者数は9,567人というデータが出ました。 

患者数としてのグラフでは、男女共に増加傾向にあり女性の方が多い傾向にあります。 

しかし、同じく厚生労働省が行った『国民栄養・健康調査』において、高血圧の定義であ

る【収縮期血圧 140mmHg 以上の者】の割合では、男性の方が多い結果になっています。 

ここからも、高血圧の治療を受けずに放置している人が多いことが窺えます。 
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血圧と調節因子 

血圧の仕組みと、高血圧に関わる血圧調節因子や動脈硬化について見ていきます。 

 

血圧とは  

血圧は、血管の中を流れる血液が血管壁を押し広げる圧力のことを言います。 

心臓から血管に送り出される血液の量(心拍出量)と、血液が全身を流れる時の末梢血管の抵

抗(末梢血管抵抗)によって決まります。 

イメージとして血圧は 

・電流×抵抗で求められる電圧(Ωの法則) 

・ホースを付けた水道管から出る水の勢い 

などに例えられることがあります。 

 

 

血圧

・循環血液量

・心拍数

・心筋収縮力

など

＝
・血管床の面積

・動脈壁の弾力性

・血液の粘性

など

×

電圧 ＝ ×

血圧の考え方は、Ωの法則やホースに当てはめると分かりやすいです。例えるなら…

水を出す量が上

がれば

勢いが強くなる

ホースの幅が狭まっ

たり

出口を狭めれば

勢いが強くなる

水の勢い

⇓

血圧



血圧の変化 

 

心臓が拡張した時は、膨らん

だ血管が元に戻って正常範囲

内で低い血圧を維持します。 

この時の血圧は、拡張期血圧

または最低血圧と言います。 

 

心臓が収縮すると同時に急激

に上昇します 

弾力性を保つ血管が末梢に負

担がかからないように膨らん

で急激な血圧上昇を緩和し、

正常範囲内で高い血圧を保っ

ています。 

この時の血圧は、収縮期血圧

または最高血圧と言います。 

 

 

血圧調節因子  

血圧を調節する因子には、 

・心拍出量や末梢血管抵抗に関与する自律神経系 

・レニン-アンジオテンシン系やカリクレイン-キニン系などの内分泌系 

・腎臓での循環血液量調節機構 など 

があり、それぞれが重要な働きをしています。 

しかし、これらの因子が破綻をきたすと、心臓の興奮や体液量の増加などにより心拍出量

が上昇したり、血管の収縮や動脈硬化の肥厚により血管が狭くなり末梢血管抵抗が上昇し

たりすることによって高血圧になります。 

 

自律神経系 

自律神経系には、交感神経とそれとは反対に働く副交感神経があります。 

交感神経は、心臓の活動を高めたり血管を収縮させたりして血圧を上げるように働いてい

ます。 

また、交感神経が緊張すると血圧を上げるホルモン【レニン】を腎臓から分泌

するように働きます。 



一方、副交感神経は心臓の活動を抑制したり、血管を拡張して血圧を下げたりするように

働いています。 

交感神経の血圧調節に関与するアドレナリン作動性受容体にはα受容体やβ受容体がありま

す。 

 

α受容体 

α受容体には 

α1受容体⇒血管収縮・散瞳 

α2受容体⇒ノルエピネフリン遊離抑制 

の2種類があります。 

血管にあるα1受容体は、ストレスなどの原因により交感神経の緊張が高まると刺激を受

けて血管が収縮し、血圧が上昇する作用があります。 

 

β受容体 

β受容体には 

β1受容体⇒心拍数増加・心収縮力増加 

β2受容体⇒血管拡張・気管支拡張 

β3受容体⇒脂肪分解促進・血管弛緩 

の3種類があります。 

心臓にあるβ1受容体は、刺激を受けて心拍数が増加したり心収縮力が強くなったりして

心拍出量が増加するため、血圧が上昇します。 

一方、β2受容体は末梢血管に存在し、刺激を受けると末梢血管を拡張する作用があり血

圧調節に関与しています。 

 

内分泌系 

内分泌系では、レニン-アンジオテンシン系が強力に血圧を上げる昇圧機構として働いて

います。 

 

レニン-アンジオテンシン系(Renin-Angiotensin System) 

肝臓で合成されたアンジオテンシノーゲンは、腎臓から分泌されたレニンの働きで 

アンジオテンシンⅠに変化します。 

アンジオテンシンⅠは、肺などから分泌されるアンジオテンシン変換酵素(ACE) 

別名：キニナーゼⅡにより、アンジオテンシンⅡに変換されます。 

そして、アンジオテンシン II はアンジオテンシンⅡ受容体に結合することにより、強力

に血管を収縮し血圧を上昇させます。 



さらに、アンジオテンシン II は副腎皮質に働いてアルドステロンの分泌を促し、循環血

液量を増加させて血圧を上昇させます。 

 

カリクレイン-キニン系(Kallikrein-Kinin System) 

カリクレイン-キニン系はレニン-アンジオテンシン系とは反対に血圧を下げる降圧機構

として働いています。 

血漿や腎臓、血管壁などに存在するキニノーゲンは、カリクレインという酵素によって

ブラジキニンに変換されます。 



このブラジキニンは、血管拡張作用だけでなくナトリウムや水分の排泄を促進し循環血

液量を減少させて血圧を下げます。 

しかし、レニン-アンジオテンシン系ではアンジオテンシンⅠを活性化するために分泌さ

れたキニナーゼ IIがこのブラジキニンを分解し、ブラジキニンの降圧作用を減弱させま

す。 

 

カルシウムイオンチャネル 

交感神経の働きやアンジオテンシン II などによる血管平滑筋や心筋の収縮には、カルシ

ウムイオンチャネルを介したカルシウムイオンの筋細胞内への流入が関与しています。 

通常、生体内では筋細胞内カルシウムイオン濃度は非常に低い状態に保たれており、筋

細胞の外の方がカルシウムイオンの濃度は高くなっています。 

ところが、筋細胞に交感神経などからの刺激が加わると細胞外に存在しているカルシウ

ムイオンはカルシウムイオンチャネルを通って細胞内へと流れ込みます。 

この刺激により、血管平滑筋や心筋の収縮が起こり、末梢血管抵抗心拍出量が上昇して

血圧が上昇します。 

 



 

その他の因子 

調節因子以外で血圧に深く関わっている因子として、動脈硬化が挙げられます。 

 

動脈硬化 

粥 状
じゅくじょう

動脈硬化によって特に細い動脈では血管内が狭くなり、血液の流れが悪くなりま

す。 

大動脈のような弾性動脈では動脈硬化が進み、血管自体が硬く弾力がなくなると心臓の

収縮期では直接末梢に血液が送られるため、血圧は非常に高くなります。 

それに対して、拡張期では血管が膨らんでプールされる血液が少ないため、血圧は正常

値以下、極端な場合は測定できないほど低くなることがあります。 

このように、拡張期血圧は正常値以下で収縮期血圧が高血圧を示す場合を孤立性収縮期

高血圧と言い、高齢者に多くみられます。 

 

循環血液調節機構 

腎臓における循環血液調節機構では、主に糸球体と尿細管が働いています。 

糸球体では、血液中の老廃物やナトリウム水分などを濾過
ろ か

した原料を尿細管へ排泄して

います。 

尿細管では、原料の中からナトリウムや水分など体に必要なものを再吸収し、残りが尿

として体外へ排泄されます。 

しかし、何らかの原因で糸球体の濾過機能が低下したり、尿細管でのナトリウムや水分

の再吸収が亢進したりすると、尿量は減少して循環血液量は増加するため血圧は上昇し

ます。 

尿細管でのナトリウムや水分の再吸収亢進には、副腎皮質から分泌される抗利尿ホルモ

ンであるアルドステロンが重要な役割を果たしています。  

 

 

 

種類と要因 

高血圧の種類と頻度、発症要因について見ていきます。 

 

高血圧の種類  

高血圧は、高血圧の原因となる基礎的疾患が認められない本態性高血圧と、 

特定の基礎疾患が原因となって起こる二次性高血圧に分けられます。 



 

本態性高血圧 

一般に高血圧といった場合には本態性高血圧のことを指しており、高血圧患者の約90～9

5%を占めています。 

本態性高血圧の発症には、遺伝による体質や環境的要因などが関与していると考えられて

います。 

環境的要因としては、 

食塩の過剰摂取・ストレス・肥満・運動不足・アルコールの過剰摂取・喫煙 など 

の生活習慣が挙げられます。 

また、加齢も高血圧の発症要因の一つです。 

 

高血圧と塩分 

日本人は食塩摂取量が多いことが指摘されています。 

摂取量は徐々に低下傾向にはありますが、平成29年の『国民栄養・健康調査』によると

摂取量の平均値は9.9gで、男性:10.8g 女性:9.1gという結果が報告されています。 

これは、高血圧患者の食塩摂取量の目標である 1日6g の約1.5倍にあたります。 

日本人の高血圧の50～60%は、食塩を摂りすぎると血圧が上昇し減塩することで血圧が

下がる食塩感受性高血圧であると言われています。 

 

二次性高血圧 

二次性高血圧の原因疾患には、腎疾患・内分泌疾患・薬物が誘発する副作用などがありま

す。 

腎疾患としては、腎動脈狭窄や糸球体腎炎など 

内分泌疾患としては原発性アルドステロン症などが挙げられます。 

 

 

診断に用いられる血圧の種類  

従来から行われている診察室で測定した診察室血圧と、診察室以外の血圧として家庭血圧計

で測定する家庭血圧、自動血圧計(ABPM)で測定する自由行動下血圧があります。 

血圧は測定する環境によって大きく変わるため、診察室血圧と診察室以外の血圧は必ずしも

一致しません。 

また、血圧は常に一定ではなく1日の中でも大きく変動しています。 

この変動をとらえることが高血圧の病態把握に重要であるため、診察室以外の血圧は診察室

血圧と同等か、それ以上の臨床的価値があると評価されています。 



そのため、高血圧の診断では診察室血圧と診察室以外の血圧によって【正常域血圧・白衣高

血圧・仮面高血圧・持続性高血圧】の4つに分類されます。 

 

白衣高血圧 

白衣高血圧は、家庭などで血圧を測定すると正常であるにも関わらず、病院や診療所で測

定するといつも高血圧を示すといった状態です。 

診察室血圧で140/90 mmHg以上の高血圧と診断された患者の15～30%が白衣高血圧と

言われ、その頻度は高齢者で増加します。 

白衣高血圧は持続性高血圧と比較した場合、臓器障害は軽度で心血管予後も良好ですが、

持続性高血圧に移行する可能性があるため定期的な経過観察が行われます。 

 

仮面高血圧 

仮面高血圧とは、診察室測定は正常であるにも関わらず診察室以外の血圧が高い値を示す

状態です。 

診察室血圧で正常域血圧と診断され、高血圧の治療を受けていない人の10～15%、また

治療により140/90 mmHg未満にコントロールされている高血圧患者の約30%が仮面高

血圧であると言われています。 

仮面高血圧は診察室血圧が正常であるため、非常に発見されにくく放置されやすいという

問題があります。 



また、降圧薬による治療を受けている場合は診察時の血圧が正常であるため、治療がうま

くいっているように見えてしまいます。 

そのため、気づかないうちに心血管疾患を発症するリスクが高くなっている恐れがありま

す。 

仮面高血圧は、持続性高血圧患者と同程度のリスクがあると言われています。 

 

仮面高血圧に含まれる病態と因子 

仮面高血圧を示す病態として、早朝高血圧・中間高血圧・夜間高血圧の3種類がありま

す。 

 

 

 

 

検査と診断 

高血圧の検査と診断の流れ、血圧の測定臨床検査について見ていきます。 

 

検査 

高血圧の診断に際しては、 

・問診による病歴聴取 

・診察による血圧値などの確認 

・必要に応じて各種臨床検査 

が行われます。 

早朝高血圧 昼間高血圧 夜間高血圧

病態
早朝の起床後に血圧が急に上
がるタイプ

昼間の時間帯の血圧が高くな
るタイプ

夜間の睡眠中に本来なら下が
るはずの血圧が下がらない、
もしくは高くなるタイプ

因子

アルコール
喫煙
寒冷

血管スティフネスの増大
持続時間の不十分な降圧薬

職場での精神的ストレス
家庭での精神的ストレス

身体的ストレス

循環血液量の増加
(心不全・腎不全)

自律神経障害
(起立性低血圧・糖尿病)

睡眠時無呼吸症候群
抑うつ状態

認知機能低下
脳血管障害



 

問診 

問診においては、血圧や脈拍以外にも 

・高血圧歴や治療歴 

・家族歴や妊娠歴 

・運動、睡眠、食習慣、喫煙、精神状態などの生活習慣 

・身長、体重、肥満度などの身体所見 

・二次高血圧を示唆する情報 

・臓器障害 

 

についても調べられます。 

 

血圧測定 

血圧の測定について見ていきます。 

 

診察室血圧 

診察室血圧は、 

・水銀血圧計やアネロイド血圧計を用いた聴診法 

・同程度の精度を有する電子血圧計 

を用いて測定されます。 

 

家庭血圧 

家庭血圧は、比較的落ち着いた家庭という環境の中で、 

同一条件下でしかも長期にわたる多数回の測定が可能です。 

そのため再現性が良好であり、個人の本来の血圧値を 

より良く反映していると考えられています。 

家庭血圧の測定には、上腕にカフを巻いて測る 

『上腕カフ-オシロメトリック法』による血圧計の使用が推奨されて

います。 

診察室血圧と家庭血圧の間に診断の差がある場合、 

家庭血圧による診断を優先する事とされています。 

家庭血圧の測定は、患者の治療意欲を高めるなど治療継続率を改善す

ると共に、効果や薬効の持続時間を評価する資料にもなります。 

また、白衣高血圧や仮面高血圧の診断や、季節変動など血圧の長期変動性の評価にも役

立ちます。 



 

自由行動下血圧 

自由行動下血圧は、自動血圧計を体につけて15～30分間隔で自由行動下の血圧を非観血

的に測定するもので、早朝-昼間-夜間など時間帯ごとの血圧情報が得られるのが特徴で

す。 

自由行動下血圧は白衣高血圧の診断に有用であり、 

・白衣高血圧が疑われるような例 

・コントロール不良高血圧 

・治療抵抗性高血圧 

の診断に適用となります。 

自由行動下血圧の測定には、カフ-オシロメトリック法による自動血圧計が用いられま

す。 

 

高血圧は、収縮期血圧・拡張期血圧の両方もしくはどちらかが基準値以上の場合とされて

います。 

基準値は、診察室血圧では140/90mmHg、家庭血圧では135/85 mmHg、24時間自由行

動下血圧では130/80 mmHgです。 

 

臨床検査 

臨床検査には、【一般検査・推奨検査・専門医が行う特殊検査】があります。 

 

一般検査 

一般検査としては、 

・尿蛋白や尿道などを調べる尿一般検査 

・クレアチニンや尿酸ナトリウムカリウムなどを調べる血液検査 

・心肥大の程度心胸郭比などを見る胸部 X 線検査 

・心電図検査  など 

があります。 

その他、糸球体濾過量(eGFR)を知るために血清クレアチニンもしくはシスタチン C の

測定も行われます。 

これらの一般検査は、初診時だけでなく経過観察中にも年に数回は実施すべきと言われ

ています。 

 

 

 



推奨検査 

推奨検査には、 

臓器障害検査⇒眼底検査・頭部 MRI・微量アルブミン尿排泄量・心臓エコー 

頸動脈エコー 

糖代謝検査⇒HbA1c・経口糖負荷試験(75ｇOGTT) 

炎症リスク⇒高感度CRP 

などがあります。 

推奨検査は、必要に応じて初診時や降圧療法中を通して適宜行われます。 

また、二次性高血圧が疑われた場合にはそのスクリーニング検査が行われます。 

高感度CRPとは 

CRPとは【C反応性蛋白(C-リアクティブ-プロテイン)】のことで、体内で炎症や組織の

変性・破壊が起きている時に上昇する血中タンパク質です。 

特徴として、炎症や細胞破壊が起きた後に24時間以内に急激に上昇し、炎症が治まれ

ば正常値に戻ります。 

高感度CRPは、CRPの正常値よりもさらに低い範囲を測定できる検査で、軽微な炎症も

把握できるため、高血圧以外にも 糖尿病・肝機能異常・結腸癌・新生児の感染症など

でも有効な検査とされています。 

 

特殊検査 

特殊検査は二次性高血圧の原因となる基礎疾患を確定診断するための検査で、副腎や腎

臓の超音波エコー CT 検査などが行われます。 

二次性高血圧と診断された場合には高血圧の原疾患の治療が優先されます。 

 

分類とリスク  

成人における血圧値の分類、心血管リスク因子の評価、心血管病リスクの層別化について見

ていきます。 

 

分類 

成人における血圧値の分類では、 

収縮期血圧/拡張期血圧が 

140/90 mmHg以上の場合は高血圧 

140/90 mmHg未満の場合は正常域血圧 

と言います。 

さらに、高血圧は収縮期血圧/拡張期血圧の160/100mmHg及び180/110 mmHgを境

に、Ⅰ度高血圧・Ⅱ度高血圧・Ⅲ度高血圧に分類されます。 



正常域血圧は、 

120/80mmHg未満を正常血圧 

120-129/80mmHg未満を正常高値血圧 

130-139/80-89mmHgを高値血圧 

と分類されます。 

※正常血圧は、以前までは至適血圧とも呼ばれていましたが2019年の高血圧ガイドライン改定で

呼び名が変更されました。 

なお、血圧値の分類の判定において収縮期血圧と拡張期血圧値が異なる分類に該当する場

合には、高い方の重症度に分類されます。 

例：収縮期血圧が170 mmHgでⅡ度高血圧、拡張期血圧が95 mmHgでⅠ度高血圧の場

合、分類としてはⅡ度高血圧とします。 

 
 

リスク 

高血圧は心血管病の主要なリスク因子ですが、高血圧患者の予後には血圧値のほか 

・血圧以外の心血管病のリスク因子 

・臓器障害 

・心血管病の有無 

が大きく影響します。 

 

 



血圧以外の心血管病のリスク因子としては、 

【高齢・喫煙・脂質異常症・肥満・メタボリックシンドローム・若年発症の心血管病の家

族歴 など】が挙げられます。 

糖尿病は独立した強いリスク因子であり、他のリスク因子とは一線を画した扱いとしてい

ます。 

メタボリックシンドロームの定義は肥満を有することを前提とし、 

・正常高値以上の血圧レベル 

・空腹時血糖110mg/㎗ 以上 

・脂質異常症 

の3項目中2～3項目を有するものとされています。 

 

心血管病としては、 

脳では脳出血・脳梗塞・一過性脳虚血発作 など 

心臓では左室肥大・狭心症・心筋梗塞・心不全 など 

腎臓では蛋白尿・微量アルブミン尿・慢性腎臓病(CKD)・糖尿病性腎症 など 

血管では動脈硬化性の肥厚プラーク など 

眼底では高血圧性網膜症 など 

が挙げられます。 

 

リスクの層別化 

高血圧患者の心血管病リスクの層別化においては、まず 

血圧以外の心血管病のリスク因子の保有状況と、臓器障害・心血管病の合併の有無 

によってリスク第1層からリスク第3層まで、3層に層別化します。 

これに高血圧の血圧値による分類を加えて、低リスク・中等リスク・高リスクに層別化し

ます。 

層別化の具体的な手順について見ていきます。 

リスク第1層⇒高血圧患者で予後影響因子がない場合 

リスク第2層⇒・糖尿病以外に1～2個のリスク因子 

・3項目を満たすメタボリックシンドローム 

のいずれかがある場合 

リスク第3層⇒・糖尿病/CKD/臓器障害/心血管病の4項目を満たす 

メタボリックシンドローム 

3個以上のリスク因子 

のいずれかがある場合 

に層別化します。 



層別化したリスク層に血圧分類を加味して、高血圧患者の心血管病リスクは低リスク・中

等リスク・高リスクに分類します。 

高血圧の診療においては、このリスク分類をもとに高血圧管理計画が立てられています。 

 

 

 

問題点 

日本人の高血圧の問題点について見ていきます。 

 

受診率 

日本の高血圧診療の問題点として、まず高血圧であるにも関わらず治療を受けていない患

者が非常に多いという点が挙げられます。 

治療を受けている患者の割合は年々改善してきていますが、それでも60歳代男女で50%

程度、70歳代男女で60～70%程度です。 

特に、年齢が若いほど未治療の人が多いということが問題となっています。 

 

コントロール不良 

2つ目の問題点として、降圧薬による治療を行っているにもかかわらず血圧コントロール

が不十分な患者が多いということです。 

厚生労働省委託事業の調査によると、降圧薬で治療中の高血圧患者3400人において診察

室血圧・家庭血圧ともに正常域にコントロールされていたのは全体の23%のみであったと

報告されています。 

また、実地医家を対象とした調査でも診療室血圧によるコントロール不良は58％、家庭血

圧によるコントロール不良は66％と、降圧治療を受けている患者でもコントロールできて

いないケースは非常に多いことが分かります。 

このことから、最近では24時間にわたる厳格な血圧管理の重要性が強調されるようになっ

ています

　  高値血圧
130-139
80-89

　 Ⅰ度高血圧
140-159
90-99

　 Ⅱ度高血圧
160-179
100-109

　 Ⅲ度高血圧
≧180
≧110

リスク第1層 低リスク 低リスク 中等リスク 高リスク

リスク第2層 中等リスク 中等リスク 高リスク 高リスク

リスク第3層 高リスク 高リスク 高リスク 高リスク

mmHg mmHg mmHg mmHg
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あとがき 

高血圧は、日本人の3人に1人と言われるほど身近な病気です。 

また、治療せずに放置していると脳梗塞などの深刻な病気を起こす可能性もあります。 

しかし、治療されずに放置されているケースが多いこともまた事実です。 

日頃の生活習慣に気を付けると共に、健康診断などの結果をしっかりと見極めることも大切

です。 

医療機関での治療と家庭での生活習慣改善などが治療にとって重要になりますので、しっか

りと理解を深めて対応していきましょう。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたらご意見をお聞か

せください。 

感想もお待ちしております。 

 

 


