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【I】　小児高血圧の一般的な治療指標

1　疫学

本邦の血圧健診では小学校高学年から中学生の0.1-1%に、高校生の約3%に高血圧が見出される1)

一方、米国における小児高血圧の有病率は約2-5%である2)

小児、思春期の高血圧の多くは本態性高血圧であり、肥満や家族歴と関連することが多い

* ただし、現在、本態性高血圧と考えられている症例の中に、UTIに関連した腎瘢痕・RNが原因の二次性高血圧の症

例が紛れている可能性があることに留意すべきである

二次性高血圧は成人ではまれであるが、小児では成人よりも比較的頻度が高い

低年齢や重度の高血圧では二次性の可能性が高く降圧薬治療が必要となることが多い
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年齢層 病因

新生児期 大動脈縮窄症
腎動脈血栓症
腎動脈狭窄
腎先天奇形

幼児期~6歳 腎実質性疾患
大動脈縮窄症
腎動脈狭窄

6~10歳 腎実質性疾患
腎動脈狭窄
本態性高血圧

思春期以降 腎実質性疾患
本態性高血圧

各年齢層の代表的な高血圧の原因3) 



2　定義

血圧は測定値により以下のように定義される4)

（参考）　血圧基準値（米国のガイドラインにおける）　→　次項、次々項

2004年に改訂された米国小児高血圧ガイドラインでは、水銀血圧計を用いて測定したNational Health and Nutrition 
Examination Surveys (NHANES)による過去の血圧データベースに1999-2000年の測定値を追加し、性別・年齢・身長別
に50,90,95,99パーセンタイルの血圧を基準値とした4)

2009年の欧州小児高血圧治療ガイドラインでも同ガイドラインの基準を採用している5)

米国のガイドラインにおける血圧基準値は以下で参照できる

http://www.pediatrichypertension.org/BPLimitsChart0112.pdf
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高血圧の定義4)

正常血圧 収縮期、拡張期血圧ともに90パーセンタイル未満の場合 

前高血圧（prehypertension） 収縮期、拡張期血圧の一方または両方が；
　90以上から95パーセンタイル未満
　　　　　または
　120/80mmHgを越える場合（年齢の90パーセンタイル未満であっても） 

高血圧（hypertension） 収縮期、拡張期血圧の一方または両方が；
　95パーセンタイル以上
　日または週を変えて3回以上認められた場合 

　stageⅠ 収縮期、拡張期血圧の一方または両方が；
　95パーセンタイルから99パーセンタイル+5mmHgの範囲内にある場合 

　stageⅡ 収縮期、拡張期血圧の一方または両方が；
　99パーセンタイル+5mmHgを越える場合 
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（参考）　本邦の血圧基準値

高血圧治療ガイドライン 2009における高血圧判定基準

本邦における高血圧治療ガイドラインでは、小中学生を対象に自動血圧計を用いて測定し性別・年齢別に95パーセン
タイル値を血圧管理用基準として示した1)。

米国小児高血圧ガイドラインにおける高血圧判定基準と薬物治療開始基準との相違点：

・本邦では自動血圧計での血圧測定である

・身長の影響が考慮されていない

・血圧値による明確な治療基準は示されていない
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学 年
男子 女子

収縮期 拡張期 収縮期 拡張期

小学校　１年 
２年 
３年 
４年 
５年 
６年

107 
112 
114 
116 
117 
119

60 
63
62 
63 
63 
63

108 
108 
111 
121 
119 
119

60 
60 
61 
66 
66 
66

中学校　１年 
２年 
３年

125 
130 
136

66 
66 
66

126 
126 
128

68 
68 
70
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（参考）　血圧測定法4)

・ 水銀血圧計を用いて聴診法での測定を原則とする。（＊注）

・測定前に刺激のある薬剤や食事は避ける

・5分間以上の安静。（座位、背もたれで背中を支え、足は床）

・肘窩が心臓の高さになるように右腕を挙上して支え、右腕で測定する。

・上腕周囲長の40%以上の幅でカフは上腕周囲の80%以上を囲む長さとし、カフの幅と長さは1：2以上とする。

・聴診器は上腕動脈の拍動の上、肘窩の中央で近位、カフの遠位端より下

・ コロトコフ第１音(K1)を収縮期血圧、K5を拡張期血圧とする。K5が0 mmHgでも聴取される場合は再度測定し、同様

であればK4を拡張期血圧とする。

・ Oscillometric式自動血圧計で90パーセンタイルを超える場合は聴診法にて再検する。

・ 白衣高血圧や仮面高血圧の鑑別のため24時間自動血圧測定を用いることが推奨される。欧州小児高血圧ガイドラ

インには24時間自動血圧測定の基準値が掲載されている（次項）4,5)。
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欧州小児高血圧ガイドラインのAmbulatory BP measurement (ABPM)（ 24-h ABPM：24
時間自動血圧測定）の基準値4,5)
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（＊注）

BP tableは聴診法による計測に基づいて作成されているため、望ましい血圧測定法は聴診法である。

Oscillometric devicesは、簡便かつ検査する側のエラーを最小限にすることが可能であるが、聴診法による測定値とは同等な
値ではない。

血圧測定のためのスタンダードな血圧測定器は水銀血圧計であった。環境負荷・毒性のため、水銀は近年ますます医療施設
から排除されつつある。”Aneroid manometer”は半年毎に調整されていれば十分に正確であり、水銀血圧計が使用できない場

合に使用が推奨される4)。

Oscillometric式自動血圧計で高血高値が指摘された場合は聴診法にて再検する必要がある。近年ヨーロッパ域内では水銀を

使用した機器の使用が禁止されたこともあり、自動血圧計の使用がより多くなるであろうが、水銀以外を用いた血圧計による聴
診法は今後も継続して用いられるべきである5)。

Fig 58. Blood pressure cuff dimensions. Dimensions of bladder 
and cuff in relation to arm circumference. A, ideal arm 
circumference; B, range of acceptable arm circumferences; C, 
bladder length; D, midline of bladder; E, bladder width; F, cuff 
width. Reproduced with permission. 
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Stage 2 Stage 1 Prehypertension

全年齢 年少児 全年齢 過体重・DM・腎疾患の患児 
HT・CVDの家族歴

原因の評価 
　・病歴 
　　　入院歴、腎疾患、検尿の異常、尿路感染症、外傷 
　　　睡眠・いびきの状況、食事、喫煙や飲酒などの習慣 
　　　家族歴 
　・身体所見 
　・血算、血清生化学検査（BUN, Cr、電解質）、尿検査（尿検査、尿培養） 
　・腎尿路の超音波検査

併存症の評価 
　・空腹時の脂質分画（LDL, HDL, TG, T-cho）、空腹時血糖、HbA1c、OGTT 
標的臓器障害の評価 
　・心エコー、眼科的検査

追加の評価項目 
　・血清レニン活性、アルドステロン 
　・腎血管の画像診断 
　　　　ドップラーエコー、レノグラム、MRA、3D CT、血管造影（DSA or 通常） 
　・血清・尿のステロイドレベル 
　　　　血中コルチゾール、ACTH、尿中コルチゾール、尿ステロイドプロファイル 
　・血清/尿のカテコラミン

その他 
　・病歴から薬剤の関与が疑われる場合：　　薬剤の服用状況 
　・大きい、頻回のいびきの既往：　　睡眠ポリグラフィ 
　・白衣高血圧が疑われる患者、その他血圧の日内変動のパターンに関する情報が必要な場合：　　24時間血圧 

高血圧を指摘された場合に評価が必要な項目



3　薬物療法の治療方針

薬物治療の適用1,4)

(1) 症候性高血圧

(2) 二次性高血圧

(3) 高血圧に伴う標的臓器障害(左室肥大や高血圧性眼症、腎瘢痕などの臓器障害)の合併

(4) 糖尿病や慢性腎疾患に合併する高血圧

(5) 非薬物治療(食事・運動療法)後も持続する高血圧

(6) 重度高血圧(stageⅡ高血圧)

・ 前高血圧症：

　　非薬物療法より開始し90パーセンタイル以下まで血圧を下げる

・ stageⅠ：

　　(1)-(4)のいずれも該当しない場合：

　　　非薬物療法より開始。ただし(5)に該当する場合は薬物療法の適応。

　　(1)-(4)のいずれかに該当する場合：

　　　薬物療法と非薬物療法を同時に開始。

・ stageⅡ：

　　　非薬物療法とともに薬物療法を同時に開始。

・ 血圧の目標値：

　　本態性高血圧　95パーセンタイル未満

　　二次性高血圧　90パーセンタイル未満

・ 本態性高血圧では血圧上昇が緩徐である事が多く、食事療法、運動療法などの非薬物療法がより重要

11
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・ 薬物 
　　単剤より開始し、血圧をみながら漸増 
　　最大投与量まで到達または副作用が出現した場合は別な系統の第２選択薬を追加 

・薬物は以下のものが適応： 
　　アンギオテンシン変換酵素阻害薬(ACEI) 
　　アンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB) 
　　β遮断薬 
　　カルシウム(Ca)拮抗薬 
　　利尿薬 

・　重度の症候性高血圧では静注薬を使用 

・ 二次性高血圧は治療法が原疾患によって異なる（後述） 

・ 高血圧の治療方針を次項のアルゴリズムに示す4)(図1)。BMIの基準値は米国CDCの基準で85パーセンタイル未満
とし、それ以上を過体重のリスクとして減量指導の適応とした6)。



血圧、身長、BMI測定

正常血圧前高血圧高血圧stage1 高血圧stage2 

非薬物療法
食事、運動療法

6ヶ月ごとに
血圧測定

(必要に応じて) 
基礎疾患の検索
標的臓器障害の確認

減量指導
6ヶ月ごとに
モニタリング

3回以上の
血圧測定

基礎疾患の検索
標的臓器障害の確認

基礎疾患の検索
標的臓器障害の確認
専門医への紹介を検討

非薬物療法
食事、運動療法

薬物療法 減量指導薬物療法
減量指導+ 
薬物療法

生活指導

過体重過体重過体重 BMI正常BMI正常 BMI正常

Yes 

No 
(本態性高血圧) 

≧95th % 

90-<95th % 

90-<95th % 

<90th % 

or 120/80mmHg 

or 120/80mmHg 

≧95th %持続

(文献4 より 一部改変) 

過体重はBMI 85パーセンタイル以上とする

図　高血圧の治療方針
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【　II　】　重症高血圧の治療

1　定義

重症高血圧：

　2004 NHANES 4,7) におけるStageⅡ以上の高血圧

　かつ

急激な上昇により症状を呈する8)。

中でも生命の危険が伴う高血圧は、重篤な臓器障害をきたすため、より早期の介入が必要

重症度により下記のように分類：

　高血圧緊急症（Hypertensive Emergency）・・・急性の臓器障害を伴い重篤な症状をきたす

　高血圧切迫症(Hypertensive Urgency)・・・急性の臓器障害を伴わない

高血圧緊急症では、すぐに正常化させなくとも臓器障害を防ぐために速やかな降圧が必要である9)。

病態的にも；

切迫症ではカテコラミンやアンギオテンシンⅡなどが産生され、それに反応してNOやPGI2等の血管拡張成分の産生
も起こり血管抵抗に急性の変化をきたす。一方、緊急症では血管内皮での炎症がおこり血管トーヌスの調整が破綻し

、臓器血流の増加、動脈のフィブリノイド壊死をきたす。結果として血管透過性が亢進、血管周囲の浮腫とともに凝固
系機能も亢進するため、DICを惹起するとされる10)。

2　臨床症状

頭蓋内圧亢進に伴う嘔吐・嘔気、頭痛、視覚異常、片麻痺、鼻出血、心不全、呼吸器症状、疲労、意識障害などがあ
げられる。

緊急症では、脳症やけいれん、視覚異常、脳梗塞・出血、心不全などの臓器障害をきたし、速やかな介入を要するの
に対して、切迫症では嘔気・嘔吐などの症状を呈する程度である。この場合は、数時間かけて血圧のコントロールを目指
す11-13)。 14



3　薬物療法の実際

溢水の所見が明らかである場合は、利尿剤投与を行う。

慢性的に高血圧がある場合、内膜下組織の細胞増生がおこっているため、急激な血圧低下は虚血をきたし、臓器障

害を悪化させる可能性がある9) 。従って、緊急高血圧管理では、降下速度を予想できるよう薬品は経静脈投与が基本
である。

降圧剤投与中は、脳梗塞や虚血性脊髄症・視神経症に注意を要する。

（1）　降圧速度

一般に6-8時間かけて1/4～1/3を降下させ、48時間～72時間かけてゆっくりと90パーセンタイル以下の血圧に調節する
11,13,14)。脳血流や循環などへの影響を最小限に抑えるため、段階的な降圧を可能とする薬品を選択する。切迫症の中
には慢性的に徐々に高血圧が進行した例や降圧薬の内服を継続している例もあるためより緩徐な降圧を要する。

（2）　薬物療法

本邦では、以下の降圧薬を経静脈的に使用することが多い。欧米諸国では、ニカルジピンに加え、α/βブロッカーで
あるラベタロールの静注製剤が第一選択となっている15)。 ラベタロールは気管支喘息には使用できないものの、心拍
出量にはほとんど影響せずに、数分で末梢血管抵抗を下げる降圧薬である。今後、本邦への導入が期待される。

本邦では次の薬品が用いられる。

15
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（1）緊急症

①　ニカルジピン（ペルジピン®）　1-3μg/kg/min

特徴：数分で効果が表れ、数時間で降圧目標に達する。

ニトロプルシドよりも持続使用が可能であるうえ、欧米では早産児・新生児にも有効とされる16)。

注意点：反応性の頻脈、顔面紅潮、動悸、低血圧に注意。

②　ニトロプルシド（ニトプロ®）　0.53-10μg/kg/min   0.2μg/kg/minずつ増量（3μg/kg/min以下で持続）

特徴：数秒単位で効果を発揮し短時間作用型である。動脈、静脈ともに拡張作用を持つ。

注意点：光により失活、脳血流と脳圧を亢進させる。72時間以上の長期使用や肝・腎機能障害での使用の場

合はシアンの上昇に注意し、シアン中毒症状が出現した場合はチオ硫酸塩を併用する。2μg/kg/分以上の投
与速度で投与する場合は、総投与量が500μg/kg以上になると体内における解毒処理能力を越えてシアンが
生成されることが知られているため、注意を要する。　

（2）切迫症

切迫症と判断され、急速な降圧を要さない場合は、内服薬投与も選択の一つであるが、初期治療では切迫症でもニカ
ルジピンが使われることが多い。二次性の場合はその病態に合わせて経口可能なら早期にその薬品を使用する。

①ニフェジピン（アダラート、セパミット®）0.25～0.5mg/kg/回　経口

注意点：成人では重症高血圧への使用は脳梗塞と心筋虚血を惹起するため危険とされているが、小児では
<0.25mg/kgの少量投与では有効とする報告もある17)。しかしながら、現段階ではより調節の容易な薬品が使用

可能な場合は推奨されない。

②ヒドララジン(アプレゾリン®)　0.2-0.6mg/kg/回 静注　4時間毎

注意点：FDAの認可では1.5-3.5mg/kg/dであるが、それ以下での使用を推奨18)。反応性が不確定であり、作用

が遷延するなど調節性に欠ける。ニカルジピンに比較して即効性には劣るが、効果が遷延するため少量から
投与する。

③クロニジン（カタプレス®）0.05-0.1mg/kg/回 経口

α2 agonistであるため一時的に血管トーヌスを亢進させ、その後血圧と脈拍が低下する。注意点：効果は不確
定だが、30～60分で効果が出現し8～24時間持続する。調節性に欠ける。



（参考）　一般病棟における急性腎炎症例などの高血圧時の対処

例：溶連菌感染症後急性糸球体腎炎などで、高血圧（150↑/100↑程度）には降圧剤を用いる

頓用：

①ニフェジピン（セパミット、アダラート）　0.25mg/kg/回5) 

・JSH2009では成人の高血圧に対し、ニフェジピン（通常）は急速かつ短期の降圧、血行動態の変化をきたすため、降
圧剤としての使用は推奨されない、舌下投与も行うべきではない、としている1)

連用：

①ニフェジピン徐放（セパミットR、アダラートL）　開始量：0.25-0.5mg/kg/日、1日1-2回4, 5)、最大：3mg/kg/日、60mg/日4)

ニフェジピン徐放錠の場合は錠剤のままの服用が必要

②アムロジピン（ノルバスク、アムロジン）　0.06-0.3mg/kg/日、分1 5） 、 1日最大5mg

小児への1日5mgを超える投与量の試験は行われていない4)　

本邦の小児用量：1日1回2.5mg、適宜増減、1日最大5mg

 成人標準は2.5~5mg/日、最大投与量10mg/日 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【　III　】　二次性高血圧

様々な原疾患によって生じる高血圧で、代表的な疾患を表1に示す。

小児の高血圧における二次性高血圧の割合は報告により5～8割程度となっており、低年齢であるほど2次性高血圧

の割合が高くなる。

最も多いのが腎性高血圧であり、その他内分泌性の高血圧や腎血管性高血圧などが挙げられる19)　
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腎性高血圧　　67-87％ 腎血管性高血圧　　5-10％
腎実質性疾患 線維筋異形成

ネフローゼ症候群 症候性 (ex. NF type 1 )
低形成腎 血管炎 (ex. 高安病)
腎盂腎炎 腎静脈血栓症

逆流性腎症 大動脈縮窄症

多発性嚢胞腎 腎動静脈瘻

溶血性尿毒症候群 その他

水腎症 先天性副腎皮質過形成

その他の先天奇形 遺伝性の高血圧症

内分泌性高血圧　　10％ (ミネラルコルチコイド過剰症など)
糖尿病

褐色細胞腫

クッシング症候群

甲状腺機能亢進症

高カルシウム血症

神経芽細胞腫



1　腎性高血圧

（1）　疫学　

腎実質性高血圧は小児の二次性高血圧で一番高頻度であり小児の二次性高血圧の70～80％を占めるとの報告もある
19)。

また小児の慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease : CKD)症例の5 割近くが高血圧を合併するとされる20)。

（2）薬物治療の実際

第一選択としては、蛋白尿減少効果やCKDの進行抑制効果も期待できるACEIやARBが挙げられる21)。

ACEIとARBの併用療法については、蛋白尿の減少効果やCKDの進行の抑制効果の点でより有効だとする報告もあるが
22-24)、現時点では一定の見解は得られていない。

利尿剤に関しては体液貯留がある症例で使用すべきだが、腎機能障害が進行した症例ではサイアザイド系利尿薬は
効果が乏しく、フロセミドの方が好ましい。

ACEIやARBの単剤療法で効果が不十分である場合にはカルシウム拮抗薬の併用が推奨される。

β遮断薬は小児の腎性高血圧治療における第2選択薬に位置付けられている21)。

降圧目標は各年齢の90パーセンタイル以下とし、本態性高血圧より厳格なコントロールで管理した方が良い21)。

最近は24時間血圧計による管理も推奨されている。
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2　腎血管性高血圧

（1）概念・定義 

　一側または両側の腎動脈狭窄により腎血流が低下し、代償的にレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系が賦活化されるこ

とにより起こる高血圧。

（2）疫学

頻度

小児の二次性高血圧の5～10％は腎血管性高血圧によるといわれている。

（3）原因

成人の腎血管性高血圧では動脈硬化性病変が基盤となるのに対し、小児では、線維筋異形成や神経線維腫症1型、大動脈炎
症候群、Williams症候群などが背景にある場合が多い。Williams症候群では基本的に血管の狭窄性病変をしばしば伴う。また
新生児期の臍動脈カテーテル留置に伴う腎動脈血栓症の場合もある25)。

（4）検査所見（1→7：低侵襲→高侵襲、●診断のための検査としてエビデンスレベルclass I、△有効性や利便性に欠けるclass III）

（1)　△　レニン活性(PRA)：基本的にはPRAは上昇するが、両側の腎動脈狭窄または中枢性の動脈の狭窄では正常範囲内の

ことがあり注意を要する。

（2)　△　カプトプリル負荷DTPAシンチ：腎血管性高血圧では、レニン-アンジオテンシン系の亢進が起こりにより患側腎は糸球
体血流維持しようとしている。その際、ACE阻害薬であるカプトプリルを負荷してDTPAシンチを行うと患側のGFRの低下や核種

の排泄遅延がみられる。腎血管性高血圧のスクリーニングとして有用である。

（3）　●　超音波（ドップラー）：一般的なスクリーニングのほか、腎動脈の流速を計測する。

（4）　●　造影CT、CTA：主に3D画像で血管系の検索を行う。狭窄部の診断に有用。

（5）　●　MRA：造影剤を使用せず血管系の検索が可能である。しかし、血管そのものをみているのではなく、血流（信号）をみ
て画像を構成していることに注意（造影CTは血管内腔をみている）。

（6）　△　分腎静脈採血：

（7）　●　選択的腎血管造影：上記検査により血管の狭窄部位はかなり正確に知ることができると思われるが、外科的治療の
可能性等も考慮し血管造影は必要となる（腎動脈以外の血管の狭窄はどうか）。
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（5） 治療

基本：「可能なかぎり侵襲の少ない方法で狭窄の解除を目指す」

治療を考える上で大事な点　3つ

　　・高血圧緊急症/切迫症

　　・長期的な血圧のコントロール

　　・腎機能を悪くしない

①内科的治療：バルーンカテーテルを用いた腎動脈形成術、血管内ステント留置

②外科的治療：大動脈腎動脈バイパス術、自家腎移植など

③降圧療法について：

・ACEIやARBはその作用機序より患側腎の血流低下をきたしやすいのですので基本的には使用を避ける。

・カルシウム拮抗剤剤を第一選択とする。

・しかし実際には、レニン-アンギオテンシン系によらない降圧薬 (Ca拮抗薬、β遮断薬、利尿剤等) による治療に抵抗する事が
多く、血圧がコントロールできない時は腎機能に注意してACEIやARBの投与を考慮する。

・ACEI, ARBの添付文書には次の記載あり：【注意】両側性又は片腎で腎動脈狭窄のある患者では，腎血流量減少や糸球体濾
過圧低下により急速に腎機能悪化のおそれ→治療上やむを得ない場合を除き使用回避

・腎血管性高血圧の降圧薬による治療　その他の注意

　　狭窄病変の進行は抑制できない

　　狭窄側の腎の虚血性の腎障害が加速され萎縮　(無機能)腎に陥る可能性がある

参考：Atherosclerotic renal artery（Up to Date, accessed on 2 12, 2013）

Unilateral（last updated: 9 28, 2012.）

ACEI and ARBs are effective in patients with renovascular disease; additional medications are frequently required. Potential 
concerns with the use of medical therapy without revascularization include progression of the stenosis, impaired kidney function 
with angiotensin inhibition, and long-term ischemic damage of the stenotic kidney.

Bilateral（last updated: 5 10, 2010. ）

For hypertension control, we recommend an ACE-I or ARB, often in combination with diuretic 

Diuretics, Long-acting calcium channel blockers and beta blockers are also effective



（参考）　ドップラーエコーによる腎動脈狭窄の指標

（1）現在、腎動脈狭窄の指標として最も一般的に用いられる数値：

　PSV　＞180～200cm/sec かつ RAR＞3.5

　　　（60％以上の狭窄、感度84～98％、特異度は62～99％）　（Strandness DEJr: Am J Kidney Dis 24:674,1994）

　　　　　PSV：収縮期最高血流速度（peak　systolic　velocity）

　　　　　RAR：腹部大動脈と腎動脈のPSVの比（renal／aorta　ratio、Aoは上腸管膜動脈レベルで計測）

（2）腎動脈狭窄を示唆するその他の指標一覧：

　　・腎サイズの左右差が1.5cm以上

　　・カラードプラでモザイクパターンを認める

　　・EDV ＞150cm/sec　（80％以上の高度狭窄を示唆。EDV：end diastolic velocity）

　　・RI（RI 血管抵抗：resistive index = PSV‐EDV / PSV）

　　　　腎動脈起始部のRIは腎動脈狭窄では上昇

　　　　腎葉間動脈のRIは低下

　　・ΔRI ＞0.05（腎実質内のRIの左右差、狭窄のある側のRIが低下）

　　・AT　延長、正常70msec以下（Acceleration time血流波形での収縮期の立ち上がり）

　　・Ac　短縮、正常300 cm/s2（Acceleration　＝　Δvelocity / AT）

（3）小児の指標（Brian D. Coley. Pediatric applications of abdominal vascular Doppler: Part II. Pediatr Radiol 2004; 34: 772‒786）

　　　60%以上の腎動脈狭窄を示唆する所見

　　　　・RAR ＞　3.5

　　　　・AT ＞　0.07sec

22

血圧 2011;18(12):37-42



23

（4）以下に詳細：

・一般的な所見：

　腎サイズの左右差が1.5cm以上：片側性腎動脈狭窄症の可能性が強い
　腎動脈は深いところにあるため、エコーで正確な血管径を測定することは困難

　カラードプラ法にて60％以上の有意狭窄の有無を判定することは可能
　カラードプラでは狭窄があるとモザイクパターンを認める

・PSV（収縮期最高血流速度：peak systolic velocity）、　EDV（拡張末期血流速度：end diastolic velocity）
　　パルスドブラで左右腎動脈起始部の血流速度を記録

　　　腎動脈狭窄の指標

　　　　 PSV　＞180～200cm/ecs　（かつRAR＞3.5で、60％以上の狭窄を示唆）
　　　　 EDV ＞150cm/sec　（80％以上の高度狭窄を示唆）

・RAR（renal／aorta　ratio）　上腸管膜動脈レベルでの腹部大動脈と腎動脈のPSVの比を測定
　　　腎動脈狭窄の指標

　　　　RAR＞3.5　（かつPSV　＞180～200cm/ecsで、60％以上の狭窄を示唆）

・RI（血管抵抗：resistive index = PSV‐EDV / PSV）、　ΔRI（腎実質内のRIの左右差）
　　PSVとEDVからRIを算出
　　ΔRIは、左右のRIの”side-to-side differences”
　　　腎動脈狭窄の指標
　　　　ΔRI ＞0.05（狭窄のある側のRIが低下）
　　　　中枢（腎動脈起始部のPSVとEDVからRIを算出）　腎動脈狭窄では中枢のRIは上昇
　　　　末梢（腎葉間動脈のPSVとEDVからRIを算出）　　　腎動脈狭窄では末梢のRIは低下（末梢への血流が低下→PSV・EDVは低下、RIも低下）
　　　末梢血管抵抗は腎実質障害の程度を示す指標

　　　　腎動脈は拡張期血流が豊富であり、腎機能が正常な場合RI＜0.8
　　　　腎実質障害では末梢血管抵抗が増大するため拡張期血流が低下しRIは上昇　

・AT（Acceleration　time（腎内動脈｛区域動脈・葉間動脈｝の血流波形での収縮期の立ち上がり）、　Ac（Acceleration　＝　Δvelocity / AT）cm/s2

　　AT
　　　正常では急峻
　　　腎動脈に狭窄がある場合は鈍化（PSVに到達するまでの時間であるATは遅延）
　　　ATの正常値は70msec以下
　Ac（Acceleration　＝　Δvelocity / AT）、立ち上がりからピークまでの流速の増加分をATで除した値
　　　腎動脈に狭窄がある場合は短縮

　　　Acの正常値は300　cm／s2
　腎動脈狭窄を示唆する所見　　

　　・腎内動脈波形の立ち上がりが緩やか、AT延長（＞100 cm／s）、Ac短縮（＜300 cm／s2）、RI高度低下
　　・AT＞80 cm／sかつAc＜100 cm／s2で75％以上のRASを検出（Ripolles: Eur J Radiol 2001;40:54）

“ACC/AHA Guidelines”より（Hirsch et al. ACC/AHA Guidelines for the Management of PAD. Circulation. (2006)）
60%以上の腎動脈狭窄を示唆する所見
EDV ＞150cm/sec　（80％以上の高度狭窄を示唆）
AT ＞0.07sec
Ac ＜300cm/sec
ΔRI ＞ 0.15（? 0.05）（＊）

（＊ Krumme: Kidney Int 1996;50:1288-1292）



3　糖尿病に合併した高血圧

（1）疫学

思春期の糖尿病症例は同年代の健常な児に比べ収縮期、拡張期血圧とも高い。

特に2型糖尿病症例においては、本態性高血圧の合併が良くみられ、思春期2型糖尿病症例の2～3割が高血圧を合
併しているとの報告もある30-33)。

（2）薬物療法の実際

小児の糖尿病に合併した高血圧の治療においては、糖尿病性腎症の発症や進行に対する抑制効果も期待できるACE

Iが第一選択薬として用いられてきたが4,22,30,33,34)、近年ARBに関しても小児における有効性と安全が報告されてきて
おり、今後第一選択薬の一つとなりうる。

ACEIとARBの併用療法については、現時点では一定の見解は得られていない。

ACEIやARBのみでは効果が不十分な場合はCa拮抗薬やβ遮断薬が選択される。

このうちβ遮断薬に関しては低血糖時に症状をマスクする可能性があるため低血糖のリスクがある症例では使用を控
えるべきであり、さらに一部のβ遮断薬は耐糖能の悪化の報告がある35-37)。

降圧目標は腎性高血圧と同様、本態性高血圧より厳格なコントロールを目指すべきである。
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4　褐色細胞腫に合併した高血圧

（1）疫学

褐色細胞腫に合併した高血圧は小児の高血圧の1％程度を占め、また小児の褐色細胞腫症例の60～90％以上が持
続的な高血圧を合併しているといわれている。

また小児の褐色細胞腫の40％近くは遺伝的な素因を有するとされている38)。

（2）薬物療法の実際

褐色細胞腫の治療の根幹は外科手術であるが、術中のリスクを最小限にするため、術前10～14日前からカテコラミン

の作用をコントロールするための薬物療法を行う38)。

小児における術前治療は確立されたものは無いが、本邦では初期治療としてα遮断薬のドキサゾシンが使用される
事が多い。

β遮断薬は頻脈のコントロール目的で使用が考慮されるが、α受容体に対する非競合性の刺激作用を有するため、
α遮断薬による治療が適切に行われてから開始すべきである38)。

本邦ではプロプラノロールが使用される事が多い。

α遮断薬のみでは十分な血圧コントロールが得られない場合の第2選択としてはカルシウム拮抗薬が挙げられる38)。

降圧目標は特に小児の場合、明確なものはない。

現時点では正常血圧を目標とするのが妥当と思われる38)。

褐色細胞腫の患者においては慢性的な血管収縮による血管内容量の低下をきたしている場合が多く、必要に応じ術
前に塩分や水分の負荷も考慮する38)。
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5　クッシング症候群に合併した高血圧

（1）疫学

クッシング症候群の75～80％で高血圧を合併するとされている。

小児では下垂体腺腫や副腎腫瘍による内因性は稀であり炎症性疾患などに対する治療や移植後の免疫抑制のため
の副腎皮質ステロイド薬投与による場合が多い26,39)。

（2）薬物療法の実際

ACEIやARB、Ca拮抗薬、サイアザイド系利尿薬等を考慮する1)。

ミネラルコルチコイド受容体刺激により低K血症を合併している場合には抗アルドステロン薬が有効である39)。
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6　先天性副腎皮質過形成に合併した高血圧

（1）定義・病態

先天性副腎皮質過形成は副腎におけるステロイドホルモン合成系の酵素の遺伝子異常による疾患である。

このうち11β水酸化酵素と17α水酸化酵素の異常の場合、副腎でのグルココルチコイド合成のnegative feedbackが
破綻した結果、ACTHの分泌亢進により血中DOC濃度の上昇が生じ、Na、体液貯留と高血圧をきたす39)。

（2）薬物療法の実際

いずれの場合も、グルココルチコイドの補充により高血圧やステロイドの異常状態は正常化する26,39)。
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7　遺伝性の高血圧

（1）定義・疫学

原発性グルココルチコイド抵抗性やグルココルチコイド奏功性アルドステロン症、Apparent Mineralcorticoid Excess 
Syndrome、Liddle症候群、Hypertension exacerbarted by pregnancy等が含まれるが、いずれも稀な疾患である。

ミネラルコルチコイド受容体やグルココルチコイド受容体の遺伝子異常、グルココルチコイドの代謝酵素の遺伝子異常

等により、ミネラルコルチコイド過剰症状としての高血圧をきたす26,39)。

（2）薬物療法の実際

ミネラルコルチコイド過剰症状に対して抗アルドステロン薬の投与を行う。また内因性コルチゾルの分泌抑制のために
グルココルチコイド投与を行う事もある。

ただし、Liddle症候群では抗アルドステロン薬は無効であり、トリアムテレンが著効する。

またHypertension exacerbarted by pregnancyにおいては抗アルドステロン薬を投与により高血圧が悪化する事がある
26,39)。

28

遺伝性の高血圧

原発性グルココルチコイド抵抗性アルドステロン症

原発性グルココルチコイド奏功性アルドステロン症

Apparent Mineralcorticoid Excess Syndrome

Liddle症候群

Hypertension exacerbarted by pregnancy



【　IV　】　小児高血圧に使用する降圧薬（表）

日本での小児適応、欧米での小児適応のあるものを優先し、欧米のガイドラインや日本の論文で多く採用されている
ものを追加

2012年末の時点で本邦における小児高血圧症に対する適応・用量設定のある降圧薬は以下の4剤のみ

アムロジピン

バルサルタン

エナラプリル

リシノプリル

多くの降圧薬において米国の成人に対する投与量は本邦の約2倍に設定されている。本邦の小児に対する降圧薬の
投与量を算出する際には本邦の成人用量の上限を超えないように注意が必要。
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カルシウム拮抗薬
一般名 商品名 適応 投与経路・用法・用量 血中濃度 血中半減期 主な副作用（％） 注意事項・禁忌

小児 小児薬用量 Tmax T1/2 重大な副作用
成人 成人用量（国内での用量） 作用発現時間（静注・

経口）

主な排泄経路

アムロジピン ノルバスク 

アムロジン

小児 ●高血圧症（6～
17歳）

経口 ・本邦の小児用量：1日1回2.5mg、適宜増減、1日
最大5mg 
・海外：2.5-5mg/日、分14）

あるいは0.06-0.3mg/kg/
日、分15） 

 
（→注意事項を参照）

(健常成人、5mg単回
経口)　Tmax：7-8時
間

(健常成人、5mg単回
経口)　T1/2：39時間。
体重補正した小児で

のクリアランスや分布
容積は成人と同様

41)


・カルシウム拮抗

薬に共通の副作用
として、動悸、頭痛、

ほてり感、浮腫、歯
肉増生や便秘など 

《重大な副作用》 
・肝機能障害、白
血球減少、血小板

減少 
・ニフェジピン　紅

皮症 

・アムロジン　房室
ブロック 

・ニカルジピン　麻
痺性イレウス、低

酸素血症、肺水腫、

呼吸困難、狭心痛

《注意事項》 
・アムロジンは、小児への1
日5mgを超える投与量の
試験は行われていない

4)
 

・JSH2009では成人の高
血圧に対し、ニフェジピン

（通常）は急速かつ短期の
降圧、血行動態の変化を

きたすため、降圧剤として
の使用は推奨されない、舌

下投与も行うべきではない、

としている
1)
 

・ニフェジピン徐放錠の場

合は錠剤のままの服用が
必要 

《禁忌》 
・妊娠または妊娠の可能性
のある婦人

成人 高血圧症、狭心

症

１日１回、2.5-5mg、最大投与量10mg/日 主に肝代謝

ニフェジピン  アダラート 

セパミット 

小児 なし 経口 ・0.25mg/kg/回5)
  ・(高血圧症患者，外

国人10mg，経
口)Tmax：1時間 

・T1/2：α相：
1.03±0.11時間　β相
2.61±0.22時間 

成人 本態性高血圧、

腎性高血圧、狭
心症

1回10mg、1日3回（→注意事項を参照）  20-30分 主に肝代謝

ニフェジピン徐放アダラートL 
セパミットR

小児 なし 経口 ・開始量：0.25-0.5mg/kg/日、1日1-2回4, 5)
 

・最大：3mg/kg/日、60mg/日まで4)


・（徐放）(健康成人
10mg，20mg)　
Tmax：3時間

・（徐放）（アダラート

L10mg投与時）T1/2：
3.51±0.60時間

成人 本態性高血圧、

腎性高血圧、狭
心症

1回10-20mg、1日2回、最大：60mg/日 0.5-1時間  主に肝代謝

ニカルジピン ペルジピン 小児 なし 静注 ・1-3µg/kg /min4, 5)
 健康成人に

0.01-0.02mg/kg静脈
内投与した場合の血

漿中未変化体濃度の
半減期は53-60分

成人 手術時の異常高

血圧の緊急処置、
高血圧性緊急症、

急性心不全

・0.5µg/kg/minより開始し、目標値まで血圧を下げ、
以後血圧をモニターしながら0.5-6µg/kg/minの速度
で投与

2-5分 主に肝代謝
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アンジオテンシン受容体拮抗薬
一般名 商品名 適応 投与経路・用法・用量 血中濃度 血中半減期 主な副作用（％） 注意事項・禁忌

小児 小児薬用量 Tmax T1/2 重大な副作用
成人 成人用量（国内での用量） 作用発現時間（静注・

経口）

主な排泄経路

ロサルタン ニューロタン 小児 高血圧症（6歳以
上、CCr≧30 ml/
min/1.73m2

）

経口 ・開始量：0.7mg/kg/日（50mg/日まで）、分14)
 

・最大：1.4 mg/kg /日（100 mg/日まで）4, 5)


（6-16歳、高血圧の小
児に≒0.7 mg/kgを
連続投与後の活性代

謝物）Tpeak：4.1時間

活性代謝物; T1/2：
5.6±1.2時間

・ARBに共通の重
大な副作用として、
アナフィラキシー様

症状、血管浮腫、
肝炎、腎機能低下、

低血糖、横紋筋融

解、汎血球減少、
ショック、失神、高

K血症 
・バルサルタン、カ

ンデサルタンでは、

間質性肺炎、無顆
粒球症の報告あり

《注意事項》 
・高K血症や腎機能の悪化
を来たすことがあるため定

期的に血清K値やCr値を
測定すること。 

・バルサルタンについて、

日米の製剤では
bioavailabilityが異なり、日
本の製剤の方が約1.6倍
血中濃度の上昇が大きい

ことに注意が必要である。

また粉砕・懸濁して投与し
た場合、錠剤のままの投

与よりもCmaxは1.93
倍、AUCは1.56倍高値で
あることを考慮し、剤形を

変更する際には投与量に
注意が必要 

・カンデサルタンのFDAの
投与量は国内の成人への

投与量よりも多く設定され

ている
40）
。実際の投与に

当たっては国内の成人の

最大投与量を超えるべき
ではない。 

・イルベサルタンのFDAの
投与量は国内の成人への
投与量よりも多く設定され

ており、また4.5 mg/kg/日
以下の投与量では降圧効

果は認められないと記載さ

れている。実際の投与に
当たっては国内の成人の

最大投与量を超えるべき
ではない。 

《禁忌》 
・重篤な肝機能障害、妊婦
又は妊娠の可能性のある

婦人（妊娠可能年齢の女
性では確実な避妊をすべ

きである）

成人 高血圧症、高血圧

症および蛋白尿を
伴う2型糖尿病に
おける糖尿病性腎
症

１日１回、25-50mg, 最大投与量100mg 主に肝代謝。ロサル

タンおよび活性代謝
物の尿中への排泄は

数パーセント。

バルサルタン ディオバン 小児 ●高血圧症（6歳
以上、CCr≧30 
ml/min/1.73m2

）

経口 ・本邦の小児用量：<35kg 1日1回20mg、　≧35kg 1
日1回40mg。適宜増減、ただし<35kgの場合1日最大
40mg 
・海外：開始量：1.3mg/kg /日 (40mgまで)、Dose 
range：1.3-2.7 mg/kg/日(160 mg/日まで)、分1回4)

 

（→　注意事項を参照） 

・日本小児CKD研究グループの投与量

ディオバン錠：粉砕化・割錠ともに可
開始量：0.5 mg/kg、1日1回（最大投与量40 mg/日）

維持量：0.5～1.7 mg/kg/日　（35kg未満：最大投与量

40 mg/日、35kg以上：最大投与量80 mg/日）

（1歳-16歳、懸濁して
投与 4mg/
ml、2.0mg/
kg）Tmax：2.0時間

T1/2：3.7-5.3時間

成人 高血圧症 1日１回、40-80mg、最大160mg 主に肝代謝

カンデサルタン ブロプレス 小児 高血圧症（1歳以
上、CCr≧30 ml/
min/1.73m2

）

経口 《1- 6歳未満》（懸濁して投与） 
・開始量：0.20mg/kg/日、分１、0.05-0.4 mg/kg/日、
分1-2回 
《6-17歳》（錠剤で投与） 
< 50 kg　・開始量：4–8 mg/日、分１、4–16mg/日、分
1-2 
> 50 kg　・開始量：8–16 mg/日、分1、 4–32 mg/日、
分1-256) 
（→　注意事項を参照）

（1-5歳、0.2 mg/
kg）Tmax：3.2±1.0時
間65)

T1/2：5.7±1.4時間42)


成人 高血圧症、腎実質

性高血圧症、慢性
心不全

１日１回、4-8mg、最大投与量12mg。腎実質性および
腎障害を伴う場合は2mgから開始し、最大用量8mg

主に肝代謝、主に糞

中に排泄

イルベサルタンアバプロ 

イルベタン

小児 高血圧症（6歳以
上、CCr≧30 ml/
min/1.73m2）

経口 ・6–12歳：75–150 mg/日、13歳以上：150–300 mg/
日、1日1回4)

 
（→注意事項を参照）

（2mg/kg、定常状
態）Tmax：（6-12
歳）2.0時間、（13-16
歳）1.5時間43)



（健常成人に100mg
単回投与）T1/2：13.6
時間

成人 高血圧症 １日１回、50-100mg,、最大投与量200mg 主に肝代謝
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アンジオテンシン変換酵素阻害薬
一般名 商品名 適応 投与経路・用法・用量 血中濃度 血中半減期 主な副作用（％） 注意事項・禁忌

小児 小児薬用量 Tmax T1/2 重大な副作用
成人 成人用量（国内での用量） 作用発現時間（静注・

経口）

主な排泄経路

カプトプリルカプトリル 小児 他の治療が無効の高血

圧症に限る

経口 ・開始量：0.3-0.5mg/kg/回、分2-34, 5)
 

・最大：6mg/kg日 (150mg/日)4)


(健康成人50mg単回
経口)Tmax：
0.68±0.02時間

(健康成人50mg単回
経口)T1/2：
0.43±0.02時間

・ACE-Iに共通の
副作用として、咳
嗽 

《重大な副作用》 
・血管浮腫、高K血
症、腎機能低下、

膵炎、Stevens-
Johnson症候群、
中毒性表皮壊死症、
天疱瘡様症状 

・カプトプリル　汎

血球減少、無顆粒
球症、狭心症、心

筋梗塞、うっ血性
心不全 

・エナラプリル　

ショック、心筋梗塞、
狭心症、汎血球減

少症、無顆粒球症、
血小板減少、間質

性肺炎、肝機能障

害、肝不
全、SIAD） 
・リシノプリル　溶
血性貧血、血小板

減少、肝機能障

害、SIADH

《注意事項》 
・高K血症や腎機能の悪化
を来たすことがあるため定

期的に血清K値やCr値を
測定すること 

・腎障害を有する場合の

ACE-Iの投与量は半分以
下から開始、調節すること

が望ましい 
《禁忌》 
・妊婦又は妊娠の可能性

のある婦人。（妊娠可能年
齢の女性では確実な避妊

をすべきである）

成人 本態性高血圧症、腎性

高血圧症、腎血管高血
圧症、悪性高血圧症

1回12.5-25mg、１日3回、最大用量1日150mg(腎障
害を有する高血圧患者では適宜減量することが望ま
しい)

腎排泄、尿中への未

変化体＋代謝物の排
泄率は63%（24時間）

エナラプリルレニベース 小児 ●高血圧症（１ヶ月以

上、CCr≧30 ml/min/ 
1.73m2

）

経口 ・本邦の小児用量：0.08mg/kg/日を1日1回、適宜増
減、1日最大10mg 
・海外：開始量0.08mg/kg/日（5mg/日まで）、最大
0.6mg/kg/日（40mg/日まで）、分1-24, 5)

 

（2か月-16
歳、0.07-0.14mg/
kg、反復投与）活性
代謝物enalaprilatの
Tmax： 3-4時間67)

（2か月-16
歳、0.07-0.14mg/
kg、反復投与）T1/2：
14時間44)



成人 本態性高血圧症、腎性

高血圧症、腎血管高血
圧症、悪性高血圧症

1日1回、5-10mg（増減）(腎障害を有する高血圧患者
では2.5mgから開始することが望ましい)

腎排泄。24時間での
尿中へのエナラプリラ
ト排泄：

58.3-71.4%44)


ベナゼプリルチバセン 小児 高血圧症（6歳以
上、CCr≧30 ml/min/ 
1.73m2

）

経口 ・開始量：0.2mg/kg/日（10mg/日まで）：最大：0.6mg/
kg/日（40mg/日まで）、1日1回4)



（健常成人に5-10mg
単回投与）Tmax：
1.2-1.5時間

（健常成人に5-10mg
単回投与）T1/2：
3.7-4.0時間

成人 高血圧症 1日1回、5-10mg（増減）(腎障害を有する高血圧患者
では2.5mgから開始することが望ましい)

腎排泄

リシノプリルロンゲス 

ゼストリル

小児 ●高血圧症（6歳以
上、CCr≧30 ml/min/ 
1.73m2

）

経口 ・本邦の小児用量：0.07mg/kg/日を1日1回、適宜増
減、1日最大20mg 
・海外：開始量0.07mg/kg/日（5mg/日まで）、最大
0.6mg/kg/日（40mgまで）、1日1回（懸濁して投与
可）

4, 5)


（6カ月-15歳、 
0.1-0.2mg/
kg）Tmax：5.0-6.0時
間68)

（健常成人に

2.5-20mg単回投
与）T1/2(α)：4.5±1.7
時間、T1/2(β)：
33.7±10.3時間

成人 高血圧症、慢性心不全 1日1回、10mg-20mg（増減）(腎障害を有する高血圧
患者では5mgから開始することが望ましい)

腎排泄
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利尿薬

一般名 商品名 適応 投与経路・用法・用量 血中濃度 血中半減期 主な副作用（％） 注意事項・禁忌

小児 小児薬用量 Tmax T1/2 重大な副作用

成人 成人用量（国内での用量） 作用発現時間（静注・

経口）

主な排泄経路

ヒドロクロロチ

アジド

ニュートライド小児 高血圧症 経口 ・開始量：1mg/kg /日、最大3mg/kg/日（50mg/日
まで）、分１

4)
 

（→　注意事項を参照）

(成人、5mg)Tmax：
60-120分　

（成人(75mg)T1/2：
（α）1.7時
間、T1/2（β）13.1時間

《重大な副作用》 
サイアザイド系および類
似利尿薬に共通な重大

な副作用として再生不良
性貧血、壊死性血管炎、

肺水腫、無顆粒球症、急

性腎不全など 
・ヒドロクロロチアジドで

は溶血性貧血、間質性
肺炎、SLEの悪化、アナ
フィラキシー様反応、注

毒性表皮壊死症の報告
あり 

・クロルタリドンでは膵炎、
急性腎不全(間質性腎炎
等)の報告あり

《注意事項》 
・利尿薬を投与する場合に
は、投与開始直後および

その後も定期的に電解質
をモニターすること 

・利尿薬はその他の高血

圧治療薬の併用薬として
有用である 

・スピロノラクトンやトリアム
テレンなどカリウム保持性

利尿剤は重度の高K血症
を来たすことがあり特に
ACEIやARBと併用では注
意が必要 
・クロルタリドンは、腎疾患

患者において尿毒症を増

悪しうるので腎機能低下患
者では注意が必要である。 

・JSH2009では成人の高
血圧に対するヒドロクロロ

チアジド、クロルタリドン、ト

リアムテレンの投与量とし
て添付文書よりも低用量を

推奨している
1)
。実際の投

与に当たっては国内の成

人の最大投与量を超える

べきではない。 
《禁忌》 
・無尿または急性腎不全 
・ヒドロクロロチアジドやク

ロルタリドン、フロセマイド

では、体液中のNa，Kが明
らかに減少している場合は

禁忌 
・トリアムテレン、スピロノラ

クトンでは高K血症は禁忌

成人 高血圧症、悪性

高血圧、浮腫、
月経前緊張症

1回25-100mg、1日1-2回（添付文書） 
・臨床試験から推奨される用量は1日
12.5mg（1/2錠）以下1)



腎排泄、尿中排泄率

70%（4日間）

クロルタリドンハイグロトン 小児 なし 経口 ・開始量：0.3mg/kg/日、最大：2mg/kg /日
（50mg/日まで）、分１4)

 
（→　注意事項を参照）

（成人、50mg）Tmax：
13.4時間

（成人、50mg）T1/2：血
漿中44.1時間

成人 高血圧症、心性

浮腫（うっ血性心
不全）、浮腫（肝

性、腎性）

1日1回50-100mg（添付文書） 
・臨床試験から推奨される用量は1日12.5mg以
下（1/4錠）1)



腎排泄、尿中43.8％，
糞中17.5-31.2％

トリアムテレントリテレン 小児 なし 経口 ・開始量：1-2mg/kg/日、最大：3-4mg/kg/日
（300mg/日まで）、分24)

 
（→　注意事項を参照）

（成人

100-200mg)Tmax：2-4
時間

（成人100～
200m)T1/2：100～120
分

《重大な副作用》 
急性腎不全

成人 本態性高血圧症、

腎性高血圧症、
うっ血性心不全、

浮腫（肝性浮、
腎性）

1日90～200mg　分2～3(増減)（添付文書） 
・1日1回、50mg(サイアザイド系との併用が望ま
しい）

1)


腎排泄。尿中への未変

化体＋活性代謝物の
排泄は80％(8時間後)

フロセミド ラシックス 小児 （浮腫のみ小児

の適応あり）

経口 ・開始量0.2-2.0mg/kg/回、最大6mg/kg/日、分
1-2回4)



（成人、40mg，普通製
剤経口）Tmax：1.7±0.3
時間

（成人、40mg，普通製
剤経口）T1/2：0.35時
間

・主な副作用として、低K
血症，高尿酸血症など 
《重大な副作用》 
・ショック、アナフィラキ
シー様症状、再生不良性

貧血、汎血球減少症、無

顆粒球症、赤芽球癆、水
疱性類天疱瘡、難

聴、Stevens-Johnson症
候群、心室性不整脈、間

質性腎炎

静注 （緊急時）・0.5-5mg/回5)
 （成人、40mg静

注)T1/2：約0.5時間　
成人 悪性高血圧、腎

性高血圧症、本
態性高血圧症、

うっ血性心不全、
浮腫など

経口 ・1日1回40～80mg ・経口：1時間以内、・静
注：数分以内

一部肝において代謝を

受け、肝および腎より
排泄

静注

or筋
注

・1日1回20mg(増減)、最大1回500mg　1日
1000mgまで

スピロノラクト

ン

アルダクトンA小児 なし 経口 ・開始量1mg/kg /日、最大3.3mg/kg/日（100mg/
日まで）、分1-2回4, 5)

 

（成人、100mg）Tmax：
2.8時間

（成人、100mg）T1/2：
(α)1.8時間、(β)11.6時
間

《重大な副作用》 
・電解質異常(高K血症、
低Na血症、代謝性アシ
ドーシス等)、急性腎不全

成人 高血圧症、原発

性アルドステロ
ン症、うっ血性心

不全、浮腫

1日50-100mg、分服（増減） 肝代謝、肝および腎よ

り排泄
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β遮断薬
一般名 商品名 適応 投与経路・用法・用量 血中濃度 血中半減期 主な副作用（％） 注意事項・禁忌

小児 小児薬用量 Tmax T1/2 重大な副作用

成人 成人用量（国内での用量） 作用発現時間（静注・

経口）

主な排泄経路

アテノロール テノーミン 小児 高血圧症（12歳
以上）

経口 ・開始量0.5-1mg/kg/日、最大2mg/kg/日（100mg/日ま
で）、分1-2回4, 5)



（成人、50mg）Tmax：
3.8±0.4時間

（成人、50mg）T1/2：
10.8±2.7時間

・β遮断薬に共通し
た主な副作用とし
て、徐脈、めまい、

倦怠感など 
《重大な副作用》 
・心不全症状の顕

在化、悪化、伝道
障害、気管支喘息

症状の誘発、悪化
など

《注意事項》 
・心拍は用量に依存する 
・運動機能を低下させる可

能性あり 
・徐放性プロプラノロール

の1日1回投与も可能であ
る 
《禁忌》 
・気管支喘息、インスリン
依存性のDM患者、糖尿病
ケトアシドーシスなど

成人 本態性高血圧、

狭心症、頻脈性
不整脈

1日1回25-50mg、最大用量100mg 肝臓でほとんど代謝

を受けない。腎排泄

メトプロロール セロケン 

ロプレソール

小児 高血圧症（6歳以
上）

経口 ・開始量1-2mg/kg/日、最大6mg/kg/日（200mg/日ま
で）、分2回4)



（成人）Tmax：1～2時
間

（成人、40mg）T1/2：
2.8時間

成人 本態性高血圧症、

腎実質性高血圧、
狭心症、頻脈性

不整脈

1日60-120mg、最大用量240mg 肝代謝

プロプラノロールインデラル 小児 なし 経口 ・開始量1-2mg/kg/日、最大4mg/kg/日、分2-34)
 （成人、錠20mg経口

投与）Tmax：1.5～2
時間

（成人、錠20mg経口
投与）T1/2：3.9±0.5
時間

成人 本態性高血圧、

褐色細胞腫の手
術、発作性頻拍

の予防など

1日30-60mg、1日3回、最大用量1日120mg 肝代謝。ほとんどが

代謝体（活性あり）と
して尿中へ排泄

α遮断薬
一般名 商品名 適応 投与経路・用法・用量 血中濃度 血中半減期 主な副作用（％） 注意事項・禁忌

小児 小児薬用量 Tmax T1/2 重大な副作用
成人 成人用量（国内での用量） 作用発現時間（静注・

経口）

主な排泄経路

ドキサゾシン カルデナリン 小児なし 経口 ・開始量：1mg/日、最大：4mg/日、分１4)
 （成人、単回投

与）Tmax：1.6～1.7
時間

（成人、単回投

与）T1/2：10～16時
間

《重大な副作用》 
・失神、意識喪失、
狭心症

《注意事項》 
・投与初期や増量後、特に
初回投与後に低血圧や失

神を起こすことがある 
・PDE5阻害作用を有する
薬剤を服用中は低用量か

ら開始し慎重に用量調節
を行う

成人高血圧症、褐色

細胞腫による高
血圧症

・1日1回1-4mg、最高用量8mg（褐色細胞腫では最高
用量12mg）

肝代謝。ほとんど糞

中へ排泄

プラゾシン ミニプレス 小児なし 経口 ・開始量0.05-0.1mg/kg/日、最大0.5mg/kg/日、分34)
 （健康成人、2mg経口
投与）Tmax：1.2時間

（健康成人、2mg経口
投与）T1/2：2時間

成人本態性高血圧、

腎性高血圧、前
立腺肥大に伴う

排尿障害

1日1.5-6mg、2-3回に分割 肝代謝。主に糞便中

に排泄
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中枢性α2アゴニスト
一般名 商品名 適応 投与経路・用法・用量 血中濃度 血中半減期 主な副作用（％） 注意事項・禁忌

小児 小児薬用量 Tmax T1/2 重大な副作用

成人 成人用量（国内での用量） 作用発現時間（静注・

経口）

主な排泄経路

クロニジン カタプレス小児 高血圧症（12歳以上） 経口 《通常の管理》 
・12歳以上：開始量0.2mg/日、最大2.4mg/日、分24)

 
《重症高血圧の管理》 
・0.05-0.1mg/回、合計0.8mgまで反復して投与可4)



（外国高血圧患

者、0.3mg経口投
与）Tmax：90分

（外国高血圧患

者，0.3mg経口投
与）T1/2：約10時間

《重大な副作用》 
・幻覚、錯乱

《注意事項》 
・急に中止した場合にリバ
ウンドによる重度の高血圧

をきたす可能性あり

成人 本態性高血圧症、腎性高

血圧
1回0.075-0.15mg、1日3回 30-60分 主に腎排泄

血管拡張薬
一般名 商品名 適応 投与経路・用法・用量 血中濃度 血中半減期 主な副作用（％） 注意事項・禁忌

小児 小児薬用量 Tmax T1/2 重大な副作用
成人 成人用量（国内での用量） 作用発現時間（静注・

経口）

主な排泄経路

ヒドララジン アプレゾリ

ン

小児 高血圧症 経口 《通常の管理》 
・開始量0.75mg/kg/日、最大7.5mg/kg /日（200mg/
日まで）、分44, 5)

 

（外国高血圧患

者、0.3mg経口投
与）Tmax：90分

（外国高血圧患

者、0.3mg経口投
与）T1/2：約10時間

《重大な副作用》 
・SLE様症状、うっ
血性心不全、狭心

症発作誘発、麻痺
性イレウス、呼吸

困難、急性腎不全、

溶血性貧血、汎血
球減少、多発性神

経炎、血管炎、劇
症肝炎、重篤な肝

障害

《禁忌》 
・虚血性心疾患、大動脈弁
狭窄、心不全など 

静注or
筋注

《重症高血圧の管理》 
0.2-0.6mg/kg /回（IV bolusの場合4時間毎に投与) 

5)


成人 本態性高血圧、妊娠中

毒症による高血圧症

経口 ・1回20-50mg、1日30-200mg、1日3-4回に分服 ・経口：30分 
・静注：10分

肝代謝。50-80％が
尿中へ排泄

静注or
筋注

・１回20mgを筋肉内又は徐々に静脈内注射

ニトロプルシ

ド

ニトプロ 小児 なし 静注 ・0.5-10µg/kg/分4)
 (健常人)血中濃度は

投与速度の増加に
伴って上昇し、投与

終了後は速やかに減
少

(健常人)T1/2：約1分。
（代謝物としてシアン
が生成され速やかに

チオシアンに代謝。シ
アンのT1/2：約12分）

《重大な副作用》 
・過度の低血圧、リ
バウンド現象(中止
時に急激な血圧上
昇等)

《注意事項》 
・過度の低血圧が急激に
現れることがあり、血圧を

連続的にモニターしながら
慎重に投与すること 

・本剤の過量投与によりシ

アン中毒が現れることあり。
長期の投与（72時間以上）
や腎不全患者への投
与、sodium thiosulfateと
の併用時にはcyanideの
モニターが必要 

成人 手術時の低血圧維持、

手術時の異常高血圧の
救急処置

0.5µg/kg/分で開始し血圧をモニターしながら3µg/kg/
分を上限とし投与速度を調節

数秒以内 主に尿中に排泄



36

参考文献

1． 小児の高血圧. 高血圧治療ガイドライン2009. 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会. 日本高血圧学会 2009: 83-86. 
2． Matthew LH, Paul WG, David CK. Underdiagnosis of Hypertension in Children and Adolescents. JAMA 2007;298:874-879. 
3． Julie RI, Hypertension in Children: Endocrine Considerations. Pediatric Endocrinology 5th edition. Fima L. Informa Healthcare. 2006: 263-274. 
4． Falkner B, Daniels SR, Flynn JT et al.　National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the 
diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114: 555-576.  
5． Empar Lurbe, Renata Cifkova, J K Cruickshank et al. Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J Hypertens 
2009; 27: 1719-1742. 
6． Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM et al. CDC growth charts: United States. Adv Data 2000; 314: 1-28. 
7． Karen L McNiece et al. Left Ventricular Hypertrophy in Hypertensive Adolescents; Analysis of Risk by 2004 National High Blood Pressure Education Program Working Group Staging Criteria. 
Hypertension. 2007; 50: 392-395. 
8． Yang WC, Wu HP. Clinical analysis of hypertension in children admitted to the emergency department. Pediatr Neonatol. 2010; 51(1): 44-51. 
9． Adelman RD, Coppo R, Dillon MJ, The emergency management of severe hypertension. Pediatric Nephrol. 2000; 14: 422-427. 
10． Carl J Vaughan, Norman Delanty, Hypertensive emergencies: The Lancet. 2000; 356: 411-417. 
11． M.D.Shinha, C.J. Reid, Systemic Hypertension., Paediatric Cardiology 3rd ed. ; Anderson, Baker,: 2010, Churchill Livingstone, :1191-1218. 
12． A Zanitsky, D Whitby, Hypertension in the Pediatric Intensive Care Unit., Pediatric Critical Care 3rd ed., ; Fuhrman, Zimmerman: 2006, Mosby, 1040-1052 
13． S.R. Daniels , CoronaryRisk Factors In Children, Hypertension., Moss and Adams’ Heart disease 7th ed.;H.D. Allen et al., 2008, Lippincott Williams&Wilkins, 1459-1479 
14． Joseph T Flynn, Kjell Tullus, Severe Hypertension in children and adolescents: pathophysiology and treatment. Pediatr Nephrol 2009; 24: 1101-1112. 
15． Silverstein DM, Chamopoux E, Aviles DH, Vehaskari Vm, Treatment of primary and secondary hypertension in children. Pediatr Nephrol 2006; 21: 820-827. 
16． Flynn JT, Mottes TA,Brophy PB, Kershaw DB et al., Intravenous nicardipine for treatment of severe hypertension in children, J Pediatr 2001; 139: 38-43. 
17． Verna Y et al. The Safety and use of short-acting nifedipine in hospitalized hypertensive children, Pediatr Nephrol 2004; 19: 644-650. 
18． Marik PE, Varon J, Hypertensive crises: Challenges and management. Chest 2007; 131: 1949-1962. 
19． Mattoo TK, Stapleton FB, Kim MS. Epidemiology, risk factors, and etiology of hypertension in children and adolescents. UpToDate (last updated: April 2010) 
20． Mitsnefes　M,　Flynn　J,　Cohn　S,　et　al.　Masked　hypertension　associated　with　left ventricular hypertoropy  in children with CKD. J Am Soc Nephrol 2010; 21: 137. 
21． Hadtstein C,  Schaefer F. Hypertension in children with chronic kidney disease: pathology and management. Pediatr Nephrol 2008; 23: 363-371. 
22． Hilgers KF,  Dotsch J,  Rascher W,  Mann JF. Treatment strategies in patients with chronic renal disease: ACE inhibitors, angiotensin receptor antagonists, or both? Pediatr Nephrol 2004; 19: 
956-961. 
23． Litwin M,  Grenda R,  Sladowska J,  Antoniewicz J. Add-on therapy with angiotensin II recepror 1 blocker in children with chronic kidney disease already treated with angiotensin-converting 
enzyme inhibitors. Pediatr Nephrol 2006; 21: 1716-1722. 
24． Seeman T,  Pohl M, Misselwitz J, John U. Angiotensin receptor blocker reduces proteinuria independently of blood pressure in children already treated with Angiotensin-converting enzyme 
inhibitors. Kidney Blood Press Res 2009; 32: 440-444. 
25． Tullus K, Brennan E, Hamilton G, Lord R, McLaren CA, Marks SD, Roebuck DJ. Renovascular hypertension in children. Lancet 2008; 371: 1453-1463. 
26． Ellis D. Management of the Hypertensive Child. Pediatric Nephrology 6th edition. Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yosikawa N Springer 2009: 1559-1576. 
27． Cheung CM, Hegatry J, Kalra PA. Dilemmas in the management of renal artery stenosis. Br Med Bull 2005; 73-74: 35-55. 
28． Garovic V, Textor SC. Renovascular hypertension and ischemic nephropathy. Circulation 2005; 112: 1362-1374. 
29． Hackam DG, Spence JD, Garg AX, Textor SC. Role of Renin-angiotensin system blockade in atherosclerotic renal artery stenosis and renovascular hypertension. Hypertension 2007; 50: 
998-1003. 
30． Bogdanovic R. Diabetic nephropathy in children and adolescents. Pedaitr Nephrol 2008; 23: 507-525. 
31． Levitsky LL, Misra M, Wolfsdorf JI, Hoppin AG. Complications and screening in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. UpToDate (last updated : May 2010). 
32． Pinhas-Hamiel O, Zeitler P. Acute and chronic complications of type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. Lancet 2007; 369: 1823. 
33． Laffel L, Svoren B, Wolfsdorf JI, Hoppin AG. Comorbidities and complications of type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. UpToDate (last updated:  April 2010). 
34． Standards of medical care in diabetes 2010. Diabetes Care 2010; 33 Suppl 1: S11. 
35． Messerli FH, Bangalore S, Julius S. Risk/benefit assessment of beta-blockers and diuretics preclude their use for first-line therapy in hypertension. Circulation 2008; 117: 2706. 
36． Bakris GL, Kaplan NM, Nathan DM, Sheridan AM. Treatment of hypertension in patients with daiabetes mellitus. UpToDate (last updated: June  2010). 
37． Sarafidis PA, Bakris GL. Antihypertensive treatment with beta-blockers and the spectrum of glycaemic control. QJM 2006; 99: 431. 
38． Havekes B, Romijin JA, Eisenhofer G, Adams K, Pacak K. Update on pediatric pheochromocytoma. Pediar Nephrol 2009; 24: 943-950. 
39． William F, Young Jr. Endocrine Hypertension. Williams Textbook of Endocrinology 11th edition. Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, Lasen PR Saunders 2008: 505-537. 
40． US Food and Drug Administration. HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION. ATACAND® (candesartan cilexetil) TABLETS. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/
2009/020838s031lbl.pdf (Accessedn on Dec. 31, 2010) 
41． Flynn JT, Nahata MC, Mahan JD Jr, et al. Population pharmacokinetics of amlodipine in hypertensive children and adolescents. J Clin Pharmacol. 2006; 46: 905-16. 
42． Schaefer F, van de Walle J, Zurowska A, et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of candesartan cilexetil in hypertensive children from 1 to less than 6 years of age. J Hypertens. 2010; 28: 
1083-90. 
43． Sakarcan A, Tenney F, Wilson JT, et al. The pharmacokinetics of irbesartan in hypertensive children and adolescents. J Clin Pharmacol. 2001; 41: 742-9. 
44． Wells T, Rippley R, Hogg R, et al. The pharmacokinetics of enalapril in children and infants with hypertension. J Clin Pharmacol. 2001; 41: 1064-74. 
45． Hogg RJ, Delucchi A, Sakihara G, et al. A multicenter study of the pharmacokinetics of lisinopril in pediatric patients with hypertension. Pediatr Nephrol. 2007; 22: 695-701. 


