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降圧⽬標は120以下か︖

降圧⽬標は120以下か︖
     

  
  NEJMよりSPRINT試験の結果が掲載されました。

 インパクトのある雑誌ですので、その結果が世界中を駆け巡っています。
 報告によりますと、５０歳以上で収縮期⾎圧が130~180、危険因⼦が１つ以上ある⽅の9361
⼈が対象です。（しかしこの中には糖尿病患者は含まれていません。）
⽬標を１２０以下の厳格管理群と、１４０以下の標準管理群の２つの群に分けて調べました。
その結果は下記のグラフのように、１２０以下の厳格群の⽅が予後が良い結果です。しかも７５
歳以上の⾼齢者にもその事が当てはまりました。

 グラフをMedical Tribuneより拝借
 

        
 

斎賀医院壁新聞
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 論者はこの事から、今後はこの結果を受けてガイドラインも変更の必要がある、と強気な⾒解
です。
 しかし、この結果に批判的な⾒解もすでに出てきています。

 １）問題の糖尿病患者を除外している。これがブラックホールである。
 ２）厳格な⽅に腎機能の副反応がやや多いが、これは薬のためか、⾎圧低下による腎臓障害な
のかが
   判明しない。
 ３）厳格といっても、⾎圧が１２０以下にはなっていない。これは、１２０以下を⽬指してい
ると副反応が
   多く出たか、⼜は患者の同意が得られなかった可能性もある。

       

 ４）厳格な⽅は、薬の量が平均で2.7に対して標準は1.8と⼀剤の差がある。
   コストの⾯でも問題である。
 ５）結局、厳格管理群の⽅が厳格に⾎圧を管理していたのだから、結果が良くなる傾向は当た
り前だ。

http://saigaiin.sblo.jp/category/4322792-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4203558-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4230919-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4178287-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4204714-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4056563-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4248452-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202203-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202202-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202201-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202112-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202111-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202110-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202109-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202108-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202107-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202106-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202105-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202104-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202103-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202102-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202101-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202012-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202011-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202010-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202009-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202008-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202007-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202006-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202005-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202004-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202003-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202002-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202001-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201912-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201911-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201910-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201909-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201908-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201907-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201906-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201905-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201904-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201903-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201902-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201901-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201812-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201811-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201810-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201809-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201808-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201807-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201806-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201805-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201804-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201803-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201802-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/index.rdf
http://saigaiin.sblo.jp/index20.rdf
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/1117-3.PNG
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/1117-4.PNG
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/1117-5.PNG


 早速、⽇本の学会からも⾒解が出ています。下記に掲載します。

私⾒）
 ⾼齢者は１６０以下なら良しとしていましたが、腎機能を注意して、更に⾎圧を下げる必要が
ありそうです。
しかし、そうは⾔っても、１３０を⽬標にしてはと、現段階では思っています。
 （⽬標と現実とは天と地の差です。・・・そろそろボーナスの季節です。）
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