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⾼齢者にも⾎圧を120以下に

⾼齢者にも⾎圧を120以下に（spirint試験を⽀持）

Intensive vs Standard Blood Pressure Control and Cardiovascular
 Disease Outcomes in Adults Aged ≥75 Years

  
 

 昨年の１１⽉１７⽇に、sprint試験の概要をブログでご紹介いたしましたが、その際は５０歳以
上が
対象でした。
今回はJAMAより、sprint試験の７５歳以上に絞っての報告です。

  対象は７５歳以上の2,600⼈で、下記の条件を満たしている⼈です。
 

 ⼼⾎管疾患の危険があるが、過去に脳卒中の既往がなく、現在は糖尿病でない⼈を対象にして
います。
治療⽬標を１２０以下（積極的な治療群）と、１４０以下（標準的な治療群）に分けています。
 ３年間の経過観察で⼼⾎管疾患は、積極的治療群の⽅が34% 抑制出来ていました。

 しかも⾼齢者のフレイルティ（虚弱性）に関係なく、積極的治療のほうが有効でした。
フレイルティの指数に関しては、下記のPDFを参照ください。

 

       

     Fitとは活動性がある、less fitとは活動性の低下、frailとは虚弱性
 

斎賀医院壁新聞
⽂献情報と医院案内 斎賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください
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私⾒）
 ７５歳以上の⽅にも、積極的に⾼⾎圧の治療が出来るとのお墨付きが出来た感じです。
しかし、⾃分の中では未だ整理が出来ていません。
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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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