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厳格降圧療法︔SPRINT研究の再考

厳格降圧療法︔SPRINT研究の再考

Effect of Intensive Blood Pressure Control on Gait Speed
 and Mobility Limitation in Adults 75 Years or Older

 
  

 以前からブログで御紹介してきました、SPRINT研究（⾼齢者でも降圧⽬標を120以下にするこ
との意義）のsub解析が掲載されました。

 

 このSPRINT研究は５年以上の経過観察を⽬標に始まりましたが、厳格降圧の⽅が⼼⾎管疾患の
合併が少ない事が判明したため、中途の３年間程度で中⽌しています。
今回の論⽂では、７５歳以上の⾼齢者で厳格降圧を⾏っても、歩⾏やQOLに関しては殆ど効果が
なかったと結論付けています。（逆に⾔えば、厳格療法でも悪化はなかったとする⾒解でし
た。）

 対象は７５歳以上の2,600⼈を３年間経過観察しています。
 しかし、このサブグループの半数以上は既に⾎圧が１４０以下になっており、３年間と⾔う短期

的な経過観察では⼗分な結論は出ないと指摘する論評もあります。

私⾒）
 当分このSPRINT研究は⾎圧治療の中⼼的な話題となりそうです。

  ⽇本のオピニオンリーダーの⾒解が載った記事がありましたので、PDFでご紹介いたします。
   最近の流⾏語をお借りすると、なにやらこのSPRINT研究は、実地医家に対して最初に⾼いボ

ールを
 投げられたようにも感じます。

Effect of Intensive Blood Pressure Control on Physical Function in Older Adu.pdf
 

厳格降圧時代の⾼⾎圧診療.pdf
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降圧利尿薬は慢性腎臓病でも有効適応
抗凝固薬（DOAC）の服薬遵守
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