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BACKGROUND 

The most appropriate targets for systolic blood pressure to reduce cardiovascular 

morbidity and mortality among persons without diabetes remain uncertain. 

 

METHODS 

We randomly assigned 9361 persons with a systolic blood pressure of 130 mm Hg or 

higher and an increased cardiovascular risk, but without diabetes, to a systolic 

blood-pressure target of less than 120 mm Hg (intensive treatment) or a target of less 

than 140 mm Hg (standard treatment). The primary composite outcome was myocardial 

infarction, other acute coronary syndromes, stroke, heart failure, or death from 

cardiovascular causes. 

 

RESULTS 

At 1 year, the mean systolic blood pressure was 121.4 mm Hg in the intensive treatment 

group and 136.2 mm Hg in the standard-treatment group. The intervention was stopped 

early after a median follow-up of 3.26 years owing to a significantly lower rate of the 

primary composite outcome in the intensive-treatment group than in the 

standard-treatment group (1.65% per year vs. 2.19% per year; hazard ratio with 

intensive treatment, 0.75; 95% confidence interval [CI], 0.64 to 0.89; P<0.001).   

All-cause mortality was also significantly lower in the intensive treatment group (hazard 

ratio, 0.73; 95% CI, 0.60 to 0.90; P = 0.003). Rates of serious adverse events of 

hypotension, syncope, electrolyte abnormalities, and acute kidney injury or failure, but 

not of injurious falls, were higher in the intensive treatment group than in the 

standard-treatment group. 

 

CONCLUSIONS 

Among patients at high risk for cardiovascular events but without diabetes, targeting a 

systolic blood pressure of less than 120 mm Hg, as compared with less than 140 mm Hg, 

resulted in lower rates of fatal and nonfatal major cardiovascular events and death from 

any cause, although significantly higher rates of some adverse events were observed in 

the intensive-treatment group. 

  



平成 29年度採用 初期研修医採用試験問題（語学） 平成 28年 8月 21日（日）解答用紙 

 

受験番号  大学名    氏名       

 

１． この研究の主目的は何か？簡潔に記載せよ。 

 

 

 

２． 対象となった患者（疾患）はどんな患者か？  

 

 

 

３． この研究ではどんな治療を比較したのか？ 比較した 2 つの方法を簡潔に述べよ。 

・ 

・ 

 

４． 主目的の研究結果はどうなったか？簡潔に記載せよ。 

 

 

 

５． 死亡率に関して、結果を簡潔に記載せよ。 

 

 

 

６． この研究から導かれる結論は何か？簡潔に記載せよ。  

 

 

 

 

  



平成 29年度採用 初期研修医採用試験・小論文 平成 28年 8月 21日（日） 

問題 

先日、新千歳空港において、保安検査場の金属探知機を通らずに搭乗ゲートに侵入した方が 1 人いたために、

一時、すべての搭乗客を再チェックし大幅に運行が遅れる事態が発生しました。幸いハイジャックや爆発事故な

どの重大な事案は発生しませんでしたが、これは、本来、あってはならないことです。 

あなたが来年、医者になったとして、日々の臨床研修の中で、あってはならないことを起こしてしまうことも考えられ

ます。 

（１）初期研修医の立場から医療における安全確保について、あなたの考えるキーワードを３つ示してくださ

い。 

（２）初期研修医として医療における安全はどうやったら確保することができるのか？自分の示した３つのキー

ワードを用いて 600-800字で述べてください。 


