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　2005年に妊娠中毒症の定義・分類を大きく改定し，名称も妊娠高血圧症候群
（pregnancy induced hypertension；PIH）と改めた。その目的は，高血圧が母児双
方の予後に最も影響を与える重要な臨床症状であることを反映し，かつ病因・病
態の解析・研究に資するようなもので，さらに諸外国の診断基準との整合性をと
ることができる定義・分類を作るためである。
　その定義・分類も10数年を経過して，再び種々の問題を内包するようになった。
近年，妊産婦の高齢化に伴い高血圧合併妊娠の頻度が上昇し，妊娠前からの高血
圧症の存在を無視できなくなり，この点を定義・分類に反映する必要性が出てきた。
また，諸外国ではPIHの名称を次第に使わなくなり，妊娠前からの高血圧症の存在
も含めたhypertensive disorders of pregnancy（HDP）という名称を使うようになり，
以前にも増して母児双方の予後を反映する臨床的な定義・分類に改定されてきた。
このため，再びわが国の定義・分類との整合性がとれなくなり，国際学会での討
論や国際的な雑誌への論文投稿において問題を生じるようになってきた。このよ
うな状況を受けて，日本妊娠高血圧学会では2018年に上述した問題の解決を目的
に再度定義・分類の改定を行った。今回の改定の原則は，あくまでも診断に関す
る改定で管理・治療法の原則が変わるわけではない。しかし，管理・治療法の一
部は必然的に改定の影響を受けることになる。さらに，10数年経過したことによ
り，新たな考え方や知見が報告されている。この結果，これまで本学会が編集・
刊行した『妊娠高血圧症候群（PIH）管理ガイドライン2009』や『妊娠高血圧症候群の
診療指針2015』の補足が必要となってきた。本書はそのために，2018年の改定直後
から発刊が計画された。中本・渡辺両編集委員長を中心に数多くの編集会議を行い，
数回に及ぶコンセンサスミーティングを経て発刊に至った。
　終わりに，中本・渡辺両編集委員長をはじめとした編集委員の先生方の熱意と
努力に対し敬意と感謝の念を捧げるとともに，本書上梓に際しご助力を賜ったメ
ジカルビュー社の浅見直博氏・松田史征氏に深い謝意を表する。

　令和3年5月

日本妊娠高血圧学会  

理事長  関　博之

◆ ◆ 序 文 ◆ ◆
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　2009年に日本妊娠高血圧学会は『妊娠高血圧症候群（PIH）管理ガイドライン』を
当時学会理事長であった佐藤和雄先生ならびに多くの委員の献身的な支援により，
メジカルビュー社から刊行しました。
　本管理ガイドラインは2009年当時のbest practiceをCQ形式で，しかもエビデン
スレベルの質的評価ならびに，推奨の基準も付記したものでした。臨床上，きわ
めて有用な情報を提供し，多くの産婦人科医，内科医に利用され，全国の医療施
設間のレベル格差を少なくし，妊娠高血圧症候群に罹患した母子の救命に貢献し
てきました。
　しかし，発刊以降に多くの新しいエビデンスが報告されたため，妊娠高血圧症
候群の管理法につき再検討し，この度，『妊娠高血圧症候群の診療指針2015  Best 
Practice Guide』と名称を変更して発刊することにいたしました。改訂にあたって
は江口勝人前理事長，山崎峰夫常任理事，高木健次郎常任理事をはじめ，多くの
委員の協力のもと，合計17回のガイドライン委員会が開催され，4回のコンセンサ
スミーティングも行い，その都度，修正を行い，現時点でのbest practiceを産科医，
内科医に臨床で実践していただけるようになりました。
　出産年齢が高齢化するに従い，高血圧合併妊娠や加重型妊娠高血圧腎症ならびに
腎疾患合併妊娠症例が増加しており，産科医と内科医が協力して治療に当たる機
会も増えてきています。2011年にラベタロールとニフェジピンの添付文書が改訂
され，妊婦（ニフェジピンは妊娠20週以降）に投与可能となったため，本診療指針
でも改訂されています。また日本脳神経外科学会，日本産科婦人科学会，日本妊
娠高血圧学会で議論している妊産婦脳卒中委員会での内容も追加し，高血圧緊急
症としての降圧薬の選択法も追加しました。2014年には日本高血圧学会による『高
血圧治療ガイドライン2014』が作成されましたが，本診療指針でも，その内容と整
合性を図っています。さらに家庭血圧についても記載されています。今後，妊娠
高血圧症候群の予知，管理に家庭血圧測定は重要な方法となることが考えられま
すが，現時点での知見を整理しています。その他，多くの新CQや，従来のCQの改
訂を行っておりますので，ぜひとも本書をご利用いただき，臨床に活用していた
だきたいと思います。
　終わりに，本書の刊行のために絶大なる尽力をされたメジカルビュー社の浅見
直博氏，清澤まや氏，日本妊娠高血圧学会事務局の角田怜子氏に感謝申し上げます。

　平成27年2月吉日
日本妊娠高血圧学会  

理事長  齋藤　滋

◆ 刊行にあたって ◆
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　1980年，妊娠中毒症（当時の病名）について，専門的に議論する場を提供することを目的
として誕生したのが「妊娠中毒症研究会」である。その後次第に同好の志が増加して「日本
妊娠中毒症学会」と発展的に改称し，学会雑誌を刊行するに至った。海外の動向に鑑み，
2005年従来の「妊娠中毒症」から「妊娠高血圧症候群（Pregnancy induced Hypertension；
PIH）」と病名・定義・分類を改訂したことを契機に，学会名も「日本妊娠高血圧学会」と変
更した。
　大きな変革に携わったわれわれは，病名変更が医療現場で混乱を起こすことを最も懸念
した。出産をめぐる医療訴訟が連日マスコミで報道され，産科医療が崩壊の危機に直面し
ていた頃でもある。この時，①周産期医療のさらなる向上に寄与すること，②妊娠高血圧
症候群に関する海外の文献を整理ならびに客観的評価を行い，エビデンスレベルを設定す
ること，③妊娠高血圧症候群患者に対して適切な対応（治療）法を選択する基本情報となる
こと，等を目的としてガイドラインを作成した。
　2009年メジカルビュー社から『妊娠高血圧症候群（PIH）管理ガイドライン2009』として発
行され，国内に広く妊娠高血圧症候群に関するメッセージを発信するとともに，医療現場
で大いに役立ったものと確信している。ただ，出版のタイムリミットの関係から，作成委
員会で十分議論が尽くされていない項目もあったので，ガイドライン刊行後間もなく，次
の改訂版の準備を進めてきた。
　ガイドラインは，医療情報を提供するものであり，決して医師を拘束するものではない
ことを明確にする意味で，『妊娠高血圧症候群の診療指針2015　Best Practice Guide』と
した。今回の刊行に際しては，日本妊娠中毒症学会当時からの盟友である山崎峰夫，高木
健次郎両委員長（ガイドライン改訂委員会）ならびに委員および参加された内科の先生方の
並々ならぬ御努力の結晶であることを記しておきたい。
　終わりに，本書上梓に際して絶大なる御理解と御助力を賜ったメジカルビュー社，浅見
直博氏，清澤まや氏に深い謝意を表する。

　平成27年2月
日本妊娠高血圧学会  

前理事長  江口勝人

◆ 序 文 ◆
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　2004年（平成16年）妊娠中毒症と呼称されていた疾患が妊娠高血圧症候群（PIH）との名称
に変更され，定義・分類も新しいものに変わった。これまで妊娠高血圧症候群（PIH）の病
因・病態に関する研究は極めて精力的に進められてきたが，その管理・取扱・治療につい
て解説書など十分な指針となるものがほとんどなかったことは産科臨床上残念であったと
言わざるを得ない。この度名称・定義・分類が新たに定まり産科臨床に定着しつつあるこ
とに鑑み，日本妊娠高血圧学会としてその診療における管理・治療の指針を示すためにガ
イドラインの作成を計画した。2004年（平成16年）は，わが国での“妊娠中毒症”研究が，研
究会または学会のような組織を基盤として進められるようになって25年が経過した年に当
たっており，その間の歴史と新しい定義・分類をまとめ解説した日本妊娠高血圧学会編集
の『妊娠中毒症から妊娠高血圧症候群へ—過去から未来へ—』（2005年，メジカルビュー社）
が出版された。これまで病因・病態の研究は精力的に行われてきたが管理・治療に関して
総合的，統一的な指針作りの努力について見るべきものがあったとは言い難い。定義・分
類も新たに決まり病名も変わった現在，その治療指針を作成する機会としては極めて時宜
を得たものであるといえよう。残念ながら未だ病因の本態論も混沌としており治療法につ
いて十分なエビデンスも得にくい状況下にあるが，平成17年3月19日開催の第1回から平成
20年10月4日の最終回まで実に28回のガイドライン委員会が開催され，延べ約90時間の議
論検討を経てようやく成案に漕ぎ着けることができ，本ガイドラインを上梓することがで
きた。その間の委員の努力と忍耐に衷心より感謝したい。委員の大部分が東京以外の遠方
からほとんど手弁当で参加してもらったことにも深甚な感謝の念を表したい。
　ガイドラインの内容の公表，検討と承認は，日本妊娠高血圧学会のホームページへの掲
載と会員からの意見聴取ならびに第28回，第29回日本妊娠高血圧学会（伊藤会長，松山お
よび佐藤章会長，福島）で教育講演（理事長講演）として行われ，第29回日本妊娠高血圧学
会理事会，評議員会で承認可決され，ここにメジカルビュー社から刊行された。今後この
妊娠高血圧症候群（PIH）の管理・治療のガイドラインが基準指針の一つとして産科臨床家
に利用され，わが国での妊娠高血圧症候群（PIH）の予後に格段の進歩改善がみられ，本邦
での多くのエビデンスが集積されることを祈念するものである。さらにそれら集積された
エビデンスを用いてある期間の後日本妊娠高血圧学会として改訂を行うことを予定したい。
　終わりに，本書の刊行のために絶大なる尽力をされたメジカルビュー社の原鎮夫，清澤
まや，浅見直博各氏に感謝したい。

　平成21年2月吉日
日本妊娠高血圧学会    

理事長   佐藤和雄

◆ 序 文 ◆
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　執筆者・編集協力者　執筆者・編集協力者
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xiii

　本書は，妊娠高血圧症候群およびそれに関連する疾患の臨床的管理について，
下記の内容を実現することを意図した。
A. 現時点（2021年4月30日）で適正と考えられる方法を示すこと。
B. 実施している施設間のレベル格差を少なくすること。
C. 安全性と成績の向上を図ること。
D. 人的ならびに経済的負担を軽減すること。
E. 医療従事者と患者の相互理解に役立つこと。

　本診療指針は，基本的に科学的根拠に基づいて系統的な手法によって作成され
た「推奨」を含む文章で構成されている。本診療指針の「推奨」にはエビデンスレベ
ルが高いものまたは推奨度が高いものを記載したが，妊娠，分娩，分娩後におけ
る妊娠高血圧症候群および関連疾患の管理方針については科学的根拠が乏しいも
のも多いことから，日本妊娠高血圧学会（以下，本学会）と妊娠高血圧症候群の診
療指針2021編集委員会のコンセンサスに基づき学会として高く推奨する内容も含
まれている。なお，本診療指針では推奨度の低いものは記載しないこととしたため，
推奨レベルは表示しないこととした。
　妊娠高血圧症候群の病態にはさまざまな要因が関与している。従って，その臨床
管理においては単一の医学的根拠に基づくだけでは医療の質を担保できない場合
があり，場合によっては異なる医学的根拠に基づき相反する推奨すら存在しうる
のが現状である。このため使用にあたっては，本診療指針は現時点で最適と考え
られる「推奨」および「解説」を学会として提示したものであることに留意されたい。
　また，本診療指針は患者と医療者が共働して意思決定を行うことを支援するた
めに作成されたものであり，決して個々の医療現場での方針について強制するも
のではなく，専門学会として最適と考えられる推奨および解説を提示した。

1.  妊娠高血圧症候群のよりよい管理法選択のための1つの基準と根拠を示したが，
本書に記載されていない管理法を制限するものではない。

2.  各施設において，人的・設備上の問題から本書における記載に沿うことが困難
な場合は，高次医療機関への搬送を考慮する。

3.  地域によっては周産期医療システムの問題により，病床不足のため高次医療機
関での受け入れができない場合や，遠距離のため高次医療機関への搬送が困難
なことも考えられる。そのような場合は本書に則した診療は難しいことが予想
されるため，各施設は与えられた環境のなかで最大限の安全性を担保できるよ
う，管理・治療指針を設定しておくことが望ましい。

本診療指針の目的と使い方

  本診療指針を使うための条件

  目的
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4.  本診療指針を利用する医師は，「保険医」であるとの自覚に基づき，実地医療で
の承認条件にある適応疾患や禁忌を尊重すべきである。しかし，当該患者に特
段の事情が明らかな場合は，エビデンスや国内における実態に即した薬物など
の適応外使用を制限するものではない。

　妊娠高血圧症候群およびそれに関連する疾患と診断された妊産褥婦の実地診療
に携わる医師を対象とした。

　本診療指針の記述内容に対しては日本妊娠高血圧学会が責任を負うものとする。
　しかし，本診療指針を適用するか否かは患者の状況に応じて最終的にその利用
者が判断すべきであり，個々の症例における診療の結果に対する責任は直接の診
療担当医師に帰属すべきものである。

　妊娠高血圧症候群およびそれに関連する疾患を取り扱い対象とする。

A.  本診療指針は，『妊娠高血圧症候群の診療指針2015 Best Practice Guide（メジカ
ルビュー社，2015年刊）』（以下，診療指針2015）の改定版である。従って，診療
指針2015と本書それぞれの記載内容に相違が認められる部分については，本書
における記載をもって現時点での日本妊娠高血圧学会における見解とする。

B.  本学会に設置された「妊娠高血圧症候群の診療指針2021編集委員会」（注）により
決定された編集作業案に従い，各項目の執筆，査読を依頼した。そのうえで作
成された一次原稿を委員会内で以下の方針に従い，十分な検討を重ねて原案を
作成した。さらに，学会内外の意見を取り入れて最終案をまとめ，学会の承認
を得て刊行した。

C.  本診療指針は国際的標準方法とされる「科学的根拠に基づく医療Evidence-based 
Medicine」の手順に則って作成した。

D.  国内外で発表された文献・データを検索し，エビデンスを収集した。それらエ
ビデンスに基づいた確定的な記載と，最新の研究成績に基づくトピックス的な
内容とを区別して記述した。

E.  本診療指針は以下の3つの内容から構成される。
　 ①第Ⅰ章には総論として妊娠高血圧症候群の基本的事項を記載した。
 　② 第Ⅱ〜Ⅶ章に実際の産科臨床現場でよく認められる症状，所見に対する管理

方法をCQ（clinical question；臨床的疑問），推奨（エビデンスレベルの高いも
ののみ記載），本文として簡潔にまとめた。

 　③ 第Ⅷ章ではさらに妊娠高血圧症候群の関連疾患を含めた解説を行った。なか
には必ずしもエビデンスレベルが高くないものも含まれる。

  対象

  責任

  取り扱う疾患

  作成の基本方針
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F.  エビデンスの多くは欧米の臨床試験から得られたものであり，本診療指針でも
それらが多く採用されている。しかし，欧米においては質の高いエビデンスで
あっても，日本では背景が異なることによりそのまま受け入れることが適切で
はないものもある。また，国内で一般的に施行されている管理方法が欧米のも
のとは異なっていることも多い。このような場合，高いエビデンスが国内では
得られていない現状でも，国内での一般的なコンセンサスを優先させた。

H.  本診療指針の編集にあたっては，2021年4月30日時点での諸外国やわが国の最新
知見をできるだけ反映させたが，今後新しい知見や疾患概念の変化が発生する
可能性がある。実際に，今回引用した諸外国の定義・分類や管理ガイドライン
も改定されることも予測される。読者においては，このような事情も考慮のう
えで本書を利用されたい。

（注）日本妊娠高血圧学会・妊娠高血圧症候群の診療指針2021編集委員会：
　　　学術担当理事：髙木健次郎
　　　委員長：中本　收，渡辺員支
　　　副委員長：田中幹二，松原圭一
　　　委員：川端伊久乃，
　　　　　　入山高行，小出馨子，近藤英治，鈴木寛正，高橋信行，
　　　　　　牧野真太郎，味村和哉，三戸麻子
　　　オブザーバー：�関　博之理事長，市原淳弘副理事長，齋藤　滋理事，
　　　　　　　　　　山崎峰夫理事

　本書が取り扱う疾患は，科学的エビデンスが十分ではない臨床上の問題点を多
く含むことや，病態悪化の速さや程度がしばしば診療管理に携わる医師の想定を
超えるため，医師は本書に記載される「推奨」にしばられず，自身の裁量で診療を
進めねばならないことがある。そのような事情に鑑み，本書の書名はあえて「ガイ
ドライン」とせず「診療指針」とした。

A.�医療，医学の進歩に従い，随時診療指針の改定作業を行う。
B.�編集委員会では現行の診療指針作成後に新たに報告されたエビデンスを収集し，
それぞれの質を評価したうえでデータベースとして蓄積する。そのデータベース
を基に，診療指針の必要な箇所を修正する。
C.�本診療指針運用の間に，実際の適用に際して不都合が生じた場合にも編集委員
会で情報を集積しておき，次回改定の資料とする。

　本診療指針を出版し，広く一般にも利用されるようにする。

  書名について

次回改定に向けて

  公開
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　本文，表中に和語やスペルアウトを表記せず略語のみを使用している箇所がある。
例外として文献からの引用に関しては原文に沿った形の表記・訳語としているた
め記載方法が異なる場合がある。

ACCP：The�American�College�of�Chest�Physicians（米国胸部疾患学会）
ACOG：The�American�College�of�Obstetricians�and�Gynecologists（米国産科婦人科学会）
FDA：Food�and�Drug�Administration（米国食品医薬品局）
FIGO：The�International�Federation�of�Gynecology�and�Obstetrics（国際産婦人科

連合）
ISSHP：The�International�Society�for�the�Study�of�Hypertension�in�Pregnancy（国

際妊娠高血圧学会）
JSOG：Japan�Society�of�Obstetrics�and�Gynecology（日本産科婦人科学会）
JSSHP：Japan�Society�for�the�Study�of�Hypertension�in�Pregnancy（日本妊娠高血圧学会）
NHBPEP：The�National�High�Blood�Pressure�Education�Program
NICE：The�National�Institute�for�Health�and�Care�Excellence（英国国立医療技術

評価機構）
RCOG：The�Royal�College�of�Obstetricians�and�Gynaecologists（英国王立産婦人科医協会）
SOGC：The�Society�of�Obstetricians�＆�Gynecologists�of�Canada（カナダ産科婦人科学会）
SOMANZ：Society�of�Obstetric�Medicine�of�Australia�and�New�Zealand
WHO：World�Health�Organization（世界保健機関）
ADAMTS13：A�disintegrin�and�metalloproteinase�with�thrombospondin�motifs�13
PlGF：placental�growth�factor（胎盤増殖因子）
sEng：soluble�endoglin（可溶性エンドグリン）
sFlt-1：soluble�fms-like�tyrosine�kinase-1（可溶性FMS様チロシンキナーゼ）
VEGF：vascular�endothelial�growth�factor（血管内皮細胞増殖因子）
RCT：randomized�control�trial（ランダム化比較試験）
95％ CI：95％�confidence�interval（95％信頼区間）
HR：hazard�ratio（ハザード比）
OR：odds�ratio（オッズ比）
aOR：adjusted�odds�ratio（調整オッズ比）
R2：coefficient�of�determination（決定係数）
RR：risk�ratio（リスク比）

　本診療指針は，各執筆者が科学的根拠に基づいて執筆した原案を編集委員会で
協議を行い作成したものであり，特定の執筆者が関連する団体や製品・技術との
利害関係により影響を受けたものではない。

  主な略語など

  『妊娠高血圧症候群の診療指針 2021』編集委員の利益相反について
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オッズ比 P値 95％CI

胎盤早期剥離 2.23 ＜0.01 1.37-3.61

肺水腫 10.2 ＜0.05 1.34-77.0

死産 3.60 ＜0.01 1.68-7.69

Apgarスコア1分値≦3 4.13 ＜0.01 2.80-6.09

SFD，LFD 3.96 ＜0.01 3.23-5.02

酸素マスク 2.42 ＜0.01 2.04-2.85

挿管 5.75 ＜0.01 4.05-8.17

児の転科 3.06 ＜0.01 2.89-3.63

死亡退院 4.02 ＜0.01 2.27-7.46

　日本妊娠中毒症学会（Japan Society for the Study 
of Toxemia of Pregnancy；JSSTP）では2003年に，
それまでの高血圧，蛋白尿，浮腫を3徴とした妊
娠中毒症を，高血圧とそれに合併した蛋白尿を主
体とした妊娠高血圧症候群（pregnancy induced 
hypertension；PIH）に変更した1）。2000年ごろに
米 国 のNational High Blood Pressure Education 
Program（NHBPEP）2），オーストラリア妊娠高血
圧学会（ASSHP）3），国際妊娠高血圧学会（ISSHP）4）

において，妊娠高血圧症候群の定義・分類に関す
る改定がなされ，妊婦の高血圧に関する枠組みが
変わった。各報告の定義・分類の内容に関しては
一致をみない部分もあったが，いずれの定義も本
症が血管内皮障害に基づく病態ととらえ，高血圧
を主体とするという基本的枠組みでは一致してい
た。そこでわが国においても，日本産科婦人科学
会（JSOG）の妊娠中毒症の定義・分類が諸外国の
定義・分類にそぐわないことを考慮し，当時の

JSSTP［2003年に英語名称をJapan Society for the 
Study of Hypertension in Pregnancy（JSSHP）に，
2004年に日本語名称を日本妊娠高血圧学会に改
称］に定義分類改定検討委員会が設置された。そ
の結果，2003年に名称を妊娠中毒症から妊娠高血
圧症候群に変更し，浮腫を診断基準から削除して
蛋白尿についてもそれ単独では妊娠高血圧症候群
には含まないこととした。その後，2004年にこの
案がJSOGで審議され，2005年に新定義・分類5）

（JSOG 2005）が正式に決定された。
　この変更の影響についてJSSHPでは，「日本産
科婦人科学会周産期登録」（2001年1月1日〜12月31
日）の51,650件のうち，妊娠中毒症として登録され
ていた3,957件（3,741：母体人数）のデータを基に
検討した6）。その結果，妊娠中毒症に登録されて
いたもののうち妊娠高血圧症候群（PIH）と診断さ
れたのは1,993例にすぎず，蛋白尿のみ，浮腫のみ
の1,341例は新基準では除外された（407例は分類
不能）。このように蛋白尿・浮腫単独例を除外す
ることにより，周産期予後不良例がより明瞭に抽
出されたことが確認された（表1）6）。同様の検討に

巻頭の言葉にかえて

定義改定による国内での妊娠高血圧症候群に対する影響

定義・分類の国際的標準化を目指した
restrictiveな改定へ

新分類［妊娠高血圧腎症（PE），妊娠高血圧（GH），
eclampsia（EC）のPIH群］とgestational proteinuria
（GP），浮腫（edema；E）群を合わせた非PIH群で，予
後不良因子に関するリスクを比較した。

表1　妊娠高血圧症候群（PIH）群と除外群の比較

髙木健次郎
自治医科大学附属さいたま医療センター 周産期母子医療センター長・教授

日本妊娠高血圧学会理事（学術担当）

SFD：small for dates，LFD：large for dates （文献6より）
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よる結果は草薙ら7）も報告しており，PIH群の発
症数は妊娠中毒症に比べて半減したが，早発型や
重症型の占める割合は増加した。また，PIH群の
平均年齢は高齢化し，特に重症型でこの傾向が強
くなった。そして，PIH群ではこれまでの妊娠中
毒症に比較し重症症例が抽出されることが明らか
となったと結論付けている。

　米国産科婦人科学会（ACOG）8）（2013年），ISSHP9）

（2014年）は，それまでの高血圧と蛋白尿を主体と
した定義・分類から，蛋白尿がなくとも，中枢神
経系，肝臓，血液などの異常が新たに発症した場
合も妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）とすると
いう新たな方向性を相次いで発出した。また，全
体の括りをhypertensive disorders of pregnancy

（HDP）としたが，これをそのまま日本語に翻訳
すると，「妊娠中の高血圧を呈する異常」という
ことになる。すなわち，これは妊婦に合併するす
べての高血圧を網羅するものであり，内科領域に
おける高血圧の分類に近付けたものである。そ
のなかで，妊婦に特有の高血圧は，妊娠高血圧

（gestational hypertension；GH），PEと加重型妊
娠高血圧腎症（superimposed preeclampsia；SPE）
ということになる。これ以外の本態性高血圧，二

次性高血圧，白衣高血圧，仮面高血圧などは内科
的な高血圧分類である。JSSHPによる2003年の定
義・分類1）は，HDPのうち妊婦に特有のGH，PE
とSPEが分類の骨子であったことからpregnancy 
induced hypertension（PIH）としてまとめられた
が，JSSHP10）は2018年，諸外国の変更に合わせ，
日本語名称を妊娠高血圧症候群としたまま英語名
称をHDPとし，定義・分類についても変更を行っ
た（図1）。
　HDPの定義・分類改定による影響に関して検討
された報告はまだ少なく，その影響について結論
を出すことはできないが，いくつかの報告を以下
に紹介する。

 2016年フィンランドからの報告
　まず，2016年のフィンランドからの報告11）を
紹介する。2008〜2011年の3年にわたるフィンラ
ンドでの調査“Finnish Pre-eclampsia Consortium

（FINNPEC）”である。2002年のACOGの定義・分
類12）（ACOG 2002）に基づいて診断されたPE 1,447
例と非PE 1,068例のコホート調査から，ACOG 
2013年の新診断基準8）（ACOG 2013），ISSHP 2014
年の新診断基準9）（ISSHP 2014）への改定による影
響について検討を行った。その結果，PEの増加
はACOG 200212）からACOG 20138）への診断基準
の変更で0.8％（12例：1,459/1,447），ISSHP 20149）

への変更では0.6％（8例：1,455/1,447）であり，そ
の変化は軽微であった。さらに詳細な検討では，
ACOG 200212）で蛋白尿1＋陽性でPEと診断され

高血圧を中心としたPIHから，多臓器障害の概念を取り
入れたHDPへの移行による影響−Restrictive definition
からInclusive definitionに変えた経緯と影響−

図1　 妊娠高血圧症候群の定義・分類の
改定変遷

高血圧

妊娠高血圧症候群
（JSOG 2018：HDP） 

妊娠高血圧症候群
（JSOG 2005：PIH）

浮腫のみ
蛋白尿のみ

妊娠中毒症
（JSOG 1992）

高血圧合併妊娠
既存の腎疾患 

・CNS障害
・肝機能障害
・血小板減少
・血液凝固異常
・腎障害
・FGRなど 

CNS：central nervous system（中枢神経系）
FGR：fetal growth restriction（胎児発育不全）
※：腎疾患合併については除く

・transient 
　gestational  
　hypertension
・白衣高血圧
・仮面高血圧
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た68例のうちISSHP 20149）でもPEと診断された
のは20例（29.4％）にすぎなかった。一方，ACOG 
200212）でGHと診断された138例のうち新たな診断
基準でPEと診断されたものは，ACOG 20138）で7
例（5.1％），ISSHP 20149）で35例（25.4％）であった。
また，ACOG 2002の診断基準で高血圧合併妊娠

（chronic hypertension；CH）と 診 断 さ れ た66例
のうち，ACOG 20138）では5例（7.6％）が，ISSHP 
20149）で21例（31.8％）がPEと診断された。この結
果について，診断変更の理由としてはFGRと尿蛋
白が影響したと結論した。

 2019年オランダからの報告
　次に，2019年におけるオランダからの報告13）

を紹介する。2014〜2015年の2年間にロッテルダ
ムのErasmus Medical Centerで取り扱った分娩
4,395例のうち，1回以上血圧上昇の記録があり，
高血圧と診断されたのは最終的な調整で878例と
なり，全体の20％がHDPと診断された。このうち，
ISSHP 2001年の診断基準4）（ISSHP 2001）でPEと
判定されたのは218例であったが，ACOG 20138）

では233例（＋7％），ISSHP 2018年の診断基準14）

［ISSHP 2018（ISSHP 2014からは小変更のみ）］で
は293例（＋38％）（p＜0.001）と有意に増加した。
またACOG 20138）と比較してもISSHP 201814）の
診断基準でPEは有意に増加している（p＝0.025）。
一方，GHについては，ISSHP 20014）では519例で
あったものが，ACOG 20138）では503例に，また
ISSHP 201814）では443例と有意な減少を認めた。
このPEの増加の要因については，ISSHP 201814）

の診断基準で新たに加わった高血圧に伴う単独の

異常としてのFGRや血液系異常の影響が大きかっ
たと分析している。またACOG 20138），ISSHP 
201814）の基準で新たにPEに加わった蛋白尿を認
めないnon-proteinuric PE群は，ISSHP 20014）にお
ける蛋白尿陽性であるproteinuric PE群と比較し
て児の新生児集中治療室（neonatal intensive care 
unit；NICU）入院が有意に少なかった（p＝0.011，
p＝0.019）。そして，NICU入院はproteinuric PE
群ではnon-proteinuric PE群の2倍であったと報告
している。ACOG 20138）では，PEのなかの154例

（53.1％）がsevere features群と判定されたが，な
かでもproteinuric PE群の多くはsevere features
群と判定された。また，severe features群と診断
された場合には，妊娠34週以降では妊娠終結が考
慮された症例が多いことも報告された。これら
の結果から，Bouterら13）は今後proteinuric PEと
non-proteinuric PEの 比 較， 特 にnon-proteinuric 
PEの臨床経過や予後についての検討が必要であ
ると結論付けている（図2）。

 2019年わが国からの報告
　2014年のISSHPの定義・分類改定9）を受け，わ
が国では2018年に，それまで用いられていた
2003年JSSHPのPIH定義・分類の改定が行われた

（JSSHP 2018）10）。この後に，その影響を検討した
報告はまだ少なく1件のみであった。北海道大学
病院で2011 〜2017年の期間にJSSHP 2003年の診
断基準（JSOG 2005）に基づきPIHと診断・管理さ
れた181例を対象として，JSSHP 2018に基づき再
分類が行われ，さらに発症時期，分娩週数への影
響について検討された報告である15）。その結果，

全症例
（N＝4,395）

妊娠高血圧腎症＋加重型妊娠高血圧腎症
ISSHP 2018，N＝360（8.2％）

妊娠高血圧腎症＋加重型妊娠高血圧腎症
ACOG 2013，N＝290（6.6％）

妊娠高血圧腎症＋加重型妊娠高血圧腎症
ISSHP 2001，N＝272（6.2％）

図2　 加重型妊娠高血圧腎症が
重なった妊娠高血圧腎症
と高血圧合併妊娠

（文献13より引用）
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181例中17例（9.4％）がPEに再分類され，その内訳
は，血小板数低値が7例（41.2％），子宮胎盤機能不
全が7例（41.2％）であった。発症週数の検討では，
JSSP 2003年の診断基準（JSSP 2003）1）で37.4（35.7〜
38.4）週から，JSSHP 201815）での33.6（29.9 〜36.1）
週へと有意（P＜0.001）に早まり，同様に分娩週数
も38.1（37.3 〜39.6）週 か ら35.9（32.4 〜37.3）週 へ
と有意（P＜0.001）に早まっていた。また新生児の
NICU入院率はJSSP 20031）の20.4％から，JSSHP 
201810）では70.6％と有意（P＜0.001）に増加してい
た。結論的には，PEが旧分類PIHでの50％から新
分類では60％と約10％増加し，早産と児のNICU
入院のリスクが高くなっていた。
　今回の定義・分類改定により，今後は重症と判
定される数が多くなり，結果として早期娩出が選
択されることで人工早産が増加し，児のNICU入
院の増加にもつながる可能性がある。

　近年のHDP定義・分類の改定により，これまで
のGH，CHの診断例がPE，SPEへ移行する症例が
増加することが予想される。PE，SPEへの移行例
は，多くとも10％程度と見込まれる。移行の主な
理由としては，FGRまたは血小板数減少を含む血
液異常所見となることが予想される。また，診断
基準の変更に多臓器障害が含まれそれらがすべて
重症と診断されることにより，その後の管理に影
響が出ることも予想される。その点を考慮し，本
書のCQ・推奨では，肝機能や血小板数など診断
基準とは異なる管理上の数値目安も示したので参
考にしていただきたい。
　一方，2017年に日本腎臓学会の『腎疾患患者の
妊娠：診療ガイドライン2017』16）が改定され，腎
臓病を理由とした妊娠禁忌がなくなった。そのた
め腎疾患を合併したSPEの増加が予想される。こ
の際に注意すべき点として，わが国の定義・分類
では，ISSHP，ACOGとは異なりSPEの基礎疾患
に高血圧に加えて腎疾患も含まれているというこ
とである。このことから，本書では腎疾患につい
ても解説の項で取り扱っているので参考にしてい
ただきたい。

　今回のJSSHPの定義・分類の改定10）が，HDP，
なかでもPE患者数にどのような影響を及ぼすか
については，今後本学会で検証する必要がある。
また，PE，SPEは急激に病状の悪化をきたしやす
いことから原則入院管理が推奨される。PE，SPE
の増加に伴い一次医療機関，高次医療機関ともに
負担が増すことが予測されるが，本疾患の特徴を
十分理解したうえで各施設で適切な管理を行い，
日頃から一次医療機関と高次医療機関が連携を図
れる体制を整えておくことが重要である。
　今回の改定でPEにおける尿中蛋白排泄量の程
度による重症度分類は削除された。尿蛋白2g/日
以上を重症とするエビデンスはないことから削除
となったものだが， ACOG 20138），ISSHP 201814）

では尿蛋白5g/日以上で新生児予後が悪いことが
記載されている。従って，わが国においても尿中
蛋白排泄量による母児の予後についての検証を行
う必要があり，今後の課題と考える。
　さらに，発症時期による病型分類も変更となっ
た。わが国ではこれまで妊娠32週未満に発症する
ものを早発型，それ以降に発症するものを遅発型
と定義していたが，今回その定義を諸外国に合わ
せて妊娠34週未満に発症するものを早発型，それ
以降に発症するものを遅発型と変更した。この変
更による臨床面への影響は少ないと思われるが，
旧分類で分別した研究においては少なからず影響
があることが予想される。発症時期妊娠34週での
分類にエビデンスは乏しく，その一方でわが国の
妊娠32週での分類はこれまでの学術検討を基に作
成されたものであり，変更に対して多くの反対意
見があった。こうしたことから，現在JSSHPの学
術顕彰事業として「早発型妊娠高血圧腎症の最適
な妊娠週数区切り値の評価」と題した検討が進ん
でいる。

　PIHからHDPへの定義改定による国内での影響
について述べた。まだまだ解決すべき課題は残さ
れており，今後こうした課題についての検証を行
いながらエビデンスに基づいた適切な改定を行っ
ていく必要がある。

今後の管理，研究などへの影響について
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 妊娠中毒症
　古代ヒポクラテスの著書にも「妊娠に伴う痙攣」
として子癇に関する記載があるように，当時から
妊娠高血圧症候群は産科特有の重篤な疾患とし
て取り扱われてきた。1849年にSmithにより，子
癇の病因は，妊婦の胎盤や腸管で産生される「毒
素」であるとの「毒素説」が発表1）され，その後の
子癇の病因論の主流となる。1940年には，米国
のMaternal Welfare委員会からBellらによって，
toxemia of pregnancyの疾患名称と分類が提案2）

された。このような欧米を中心とした国際的な動
向に対しわが国においても，1953年に日本産科婦
人科学会妊娠中毒症委員会（第一次）が発足し，以
後，定義・分類作成作業が進められた。その結果，
toxemia of pregnancyの和文疾患名称を「妊娠中
毒症」とし，1962年に晩期妊娠中毒症としてわが
国で初めて定義・分類が作成された3）。その定義は，
妊娠後半期に初めて浮腫，蛋白尿，高血圧などの
主症状を認め，ときに昏睡，痙攣，呼吸困難，腹
痛，急性貧血など重篤な症状を伴って現れ，分娩
終了とともに多くは治癒ないし軽快する症候群と
され，Ⅰ純粋妊娠中毒症，Ⅱ混合妊娠中毒症，Ⅲ特
殊妊娠中毒症（子癇，妊娠中毒症肺水腫，子宮胎
盤溢血），Ⅳ妊娠中毒症後遺症の4型に分類したも
のとして発表された。その後，改定作業が行われ，
妊娠中の「高血圧」，「蛋白尿」，「浮腫」を3主徴と
する「妊娠中毒症」としての定義・分類が1985年に
発表となり，Ⅰ純粋妊娠中毒症，Ⅱ混合妊娠中毒
症，Ⅲ子癇の3分類となった。さらに，1992年に
妊娠中毒症の病型分類が改定され，Ⅰ純粋型妊娠
中毒症，Ⅱ混合型妊娠中毒症，Ⅲ子癇の病型分類
となり，1997年に一部改変となったが，2005年に
妊娠高血圧症候群と疾患名称を改称するまでこの
名称は，わが国において広く使用された。

 妊娠高血圧症候群
▪Pregnancy induced hypertension（PIH）
　1970年代より米国を中心とした諸外国では高
血圧が「妊娠中毒症」の主徴であるとの考えから，
新しい定義・分類が相次いで提案されるように
なった。1972年に発表された米国産科婦人科学
会（ACOG）の分類4）では，高血圧の位置付けをよ
り明確化すべく“toxemia”という語を廃したも
のとなり，その後，諸外国から新定義・分類が
次々と発表され，いずれも妊娠中毒症は高血圧
が主体である病態で，他の蛋白尿，浮腫などの
症状は付随的なものとされ，pregnancy induced 
hypertensionを本体とする病態論に基づいた定
義・分類となった。このような経緯から，わが国
においてもその提案を参考にした国際的に通用す
る新しい定義・分類作成に取り組むことになった。
2005年に和文疾患名称をこれまでの「妊娠中毒症」
から「妊娠高血圧症候群」とし，英文疾患名称を
pregnancy induced hypertension（PIH）と改名し，
定義・分類の改定5）も行われた。
▪ 妊娠高血圧症候群の病態の本体は高血圧である
　妊娠28週以前に認める場合や急速に全身性に発
症する浮腫以外の「浮腫のみ」では母児の予後に
影響を及ぼさない6,7）とのことから，浮腫は妊娠高
血圧症候群の症候から除外する。高血圧に不随し
て重症度に影響を与える可能性があるとのことか
ら，「蛋白尿のみ」の場合は診断基準から除外する
が8 〜12），高血圧に蛋白尿を伴う場合は妊娠高血圧
腎症または，加重型妊娠高血圧腎症として扱い，
蛋白尿の程度による重症度分類も残されることに
なった。
▪ Hypertensive disorders of pregnancy（HDP）
　わが国においてPIHの定義・分類作成当時か
ら，諸外国の病型分類が高血圧合併妊娠を含ん
だhypertensive disorders of pregnancy（HDP）で
あったのに対し，わが国の分類は高血圧合併妊娠
を含めていなかったことから，諸外国の分類とは

Ⅰ総論

総論1 2018年の定義改定による新定義・分類

妊娠高血圧症候群の名称・定義・分類の
歴史的変遷
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一部異なるものであった。わが国においても，近
年，妊産婦の高年齢化に伴い高血圧合併妊娠の頻
度が上昇し，妊娠中の高血圧病態における妊娠前
からの高血圧症の存在を無視することができなく
なってきた。わが国を取り巻く医療費の増大や社
会の要請を背景に，これまでの妊娠高血圧症候群
の病因，病態論の解析，研究を目的とした診断基
準よりも，重症高血圧に伴う母体の脳卒中のリス
クや長期的な母児の予後について考慮した新たな
診断基準が求められるようになってきた。また，

近年，PIHの疾患名称は諸外国では次第に使用さ
れなくなってきており，多くはHDPが使用されて
いるため（表1）13），国際的な論文上でも，PIHは
妊娠高血圧症候群の病態を反映した言葉ではなく
なってきた。わが国の定義・分類14,15）に関しても
諸外国の基準16 〜21）に沿ったものとはいえず，国
際的な趨勢を反映していない状況にあった。日本
人がPIHの疾患名称や定義・分類・診断基準を使
用して欧米の英文雑誌に投稿した論文に対して，
国際基準の疾患名称や診断基準に修正することを

JSSHP：日本妊娠高血圧学会
ISSHP：国際妊娠高血圧学会
ACOG：米国産科婦人科学会
SOGC：カナダ産科婦人科学会
SOMANZ：Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand
NHBPEP：National High Blood Pressure Education Program

表1　妊娠高血圧症候群の定義・分類における諸外国との比較

JSSHP
・HRP2013
・�妊娠高血圧症候群の診療
指針2015

ISSHP
・�A�revised�
statement�from�
the�ISSHP�2014

ACOG
・�Task�Force�on�
Hypertension�in�
Pregnancy�2013

SOGC
・Working�Group�2014

SOMANZ
・�Guidline�
2014

NHBPEP
・�Working�Group�on�
High�Blood�Pressure�
in�Pregnancy�2000

Pregnancy�induced�
Hypertension（PIH）
妊娠高血圧症候群

Hypertensive�
disorders�of�
pregnancy

Hypertensive�
disorders�of�
pregnancy

Hypertensive�
disorders�of�
pregnancy

Hypertensive�
disorders�of�
pregnancy

Hypertensive�
disorders�of�
pregnancy

Gestational�
hypertension（GH）妊
娠高血圧症

Gestational�
hypertension

Gestational�
hypertension

Gestational�
hypertension
・�With�comorbid�
condition（s）

・�With�evidence�of�
preeclampsia

Gestational�
hypertension

Gestational�
hypertension

Preeclampsia（PE）妊
娠高血圧腎症

Pre-eclampsia-
de�novo�or�
superimposed�
on�chronic�
hypertension

Preeclampsia-
eclampsia

Preeclampsia Preeclampsia-�
eclampsia

Preeclampsia-
eclampsia

Eclampsia（E）子癇

Superimposed�
preeclampsia（S-PE）
加重型妊娠高血圧腎症

Chronic�
hypertension�
with�
superimposed�
preeclampsia

Pre-existing�（chronic）�
hypertension
・�With�comorbid�
condition（s）

・�With�evidence�of�
preeclampsia
=�superimposed�
preeclampsia

Preeclampsia�
superimposed�
on�chronic�
hypertension

Preeclampsia�
superimposed�
upon�chronic�
hypertension

付記

Chronic 
hypertension
高血圧症

Chronic�
hypertension

Chronic�
hypertension

Chronic�
hypertension
–essential
–secondary
–white�coat

Chronic�
hypertension

White�coat�
hypertension

Other�hypertensive�
effects’
・�Transient�
hypertensive�effect

・�White�coat�
hypertensive�effect

・�Masked�hypertensive�
effect

Postpartum�
hypertension

＊ 定義の作成当時は和文名称
は高血圧症となっていたが，
現在は高血圧合併妊娠と変
更になっている。
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迫られる事態も実際に発生し，国際学会での討論
や国際的な雑誌への論文投稿においても問題が
生じてきた。さらに国際妊娠高血圧学会（ISSHP）
は診断基準の統一を目指し，「同じ疾患名称や定
義・分類・診断基準でこの疾患についてともに議
論しよう」と世界各国に呼びかけ，日本妊娠高血
圧学会にも定義・分類・診断基準についての意見
を求めてきた。このような経緯から，わが国で
も2017年に疾患名称の英文表記を“hypertensive 
disorders of pregnancy（HDP）”に変更し，2018年
に定義・臨床分類・診断基準を全面改定すること
となった。

　今回，2018年時点での諸外国の分類（表1）との
整合性を図ることを重要視し改定作業を行った
（表2）。まず，前回の改定時からの問題であった，
高血圧合併妊娠を諸外国に合わせて病型分類に含
めることになった。これにより定義は，高血圧発
症時期が妊娠前か，あるいは妊娠中かは問わず，
妊娠時に高血圧を認めた場合，妊娠高血圧症候群
とすると変更した。ただし，今回の定義における
妊娠には広い意味での分娩12週までを含む。
　新分類の主な変更点13）は，以下の4項目である。

 病型分類
　諸外国では，子癇はpreeclampsiaの母体の全身
臓器障害のなかの1病状ととらえられており，わ

表2　妊娠高血圧症候群の名称・定義・分類（2018年）

1.�名称

　和文名称“妊娠高血圧症候群”
　英文名称“hypertensive�disorders�of�pregnancy（HDP）”とする

2.�定義

　�妊娠時に高血圧を認めた場合，妊娠高血圧症候群とする。妊娠高血圧症候群は妊娠高血圧腎症，妊娠高血圧，加重型妊娠高血圧腎症，
高血圧合併妊娠に分類される。

3.�病型分類

　①妊娠高血圧腎症：preeclampsia（PE）
　　1）妊娠20週以降に初めて高血圧を発症し，かつ，蛋白尿を伴うもので，分娩12週までに正常に復する場合。
　　2�）妊娠20週以降に初めて発症した高血圧に，蛋白尿を認めなくても以下のいずれかを認める場合で，分娩12週までに正常に復す

る場合。
　　　i）�基礎疾患のない肝機能障害［肝酵素上昇（ALTもしくはAST＞40IU/L），治療に反応せず他の診断がつかない重度の持続する右

季肋部もしくは心窩部痛］
　　　ⅱ）進行性の腎障害（Cr＞1.0mg/dL，他の腎疾患は否定）
　　　ⅲ）脳卒中，神経障害（間代性痙攣，子癇，視野障害，一次性頭痛を除く頭痛など）
　　　ⅳ）血液凝固障害［HDPに伴う血小板減少（＜15万/μL），DIC，溶血］
　　3）�妊娠20週以降に初めて発症した高血圧に，蛋白尿を認めなくても子宮胎盤機能不全［＊1胎児発育不全（FGR），＊2臍帯動脈血流

波形異常，＊3死産］を伴う場合。
　②妊娠高血圧：gestational hypertension（GH）
　　妊娠20週以降に初めて高血圧を発症し，分娩12週までに正常に復する場合で，かつ妊娠高血圧腎症の定義に当てはまらないもの。
　③加重型妊娠高血圧腎症：superimposed preeclampsia（SPE）
　　1）�高血圧が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し，妊娠20週以降に蛋白尿，もしくは基礎疾患のない肝腎機能障害，脳卒中，神

経障害，血液凝固障害のいずれかを伴う場合。
　　2）高血圧と蛋白尿が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し，妊娠20週以降にいずれかまたは両症状が増悪する場合。
　　3）蛋白尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し，妊娠20週以降に高血圧が発症する場合。
　　4）高血圧が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し，妊娠20週以降に子宮胎盤機能不全を伴う場合。
　④高血圧合併妊娠：chronic hypertension（CH）
　　高血圧が妊娠前あるいは妊娠20週までに存在し，加重型妊娠高血圧腎症を発症していない場合。

　　補足：＊1　 FGRの定義は，日本超音波医学会の分類「超音波胎児計測の標準化と日本人の基準値」に従い胎児推定体重が 
－1.5SD以下となる場合とする。染色体異常のない，もしくは，奇形症候群のないものとする。

　　　　　＊2　臍帯動脈血流波形異常は，臍帯動脈血管抵抗の異常高値や血流途絶あるいは逆流を認める場合とする。
　　　　　＊3　死産は，染色体異常のない，もしくは，奇形症候群のない死産の場合とする。

妊娠高血圧症候群の新定義・臨床分類・
診断基準
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表2　妊娠高血圧症候群の名称・定義・分類（2018年）（つづき）

4.�妊娠高血圧症候群における高血圧と蛋白尿の診断基準

①収縮期血圧140mmHg以上，または，拡張期血圧が90mmHg以上の場合を高血圧と診断する。

　血圧測定法：
　1．�5分以上の安静後，上腕に巻いたカフが心臓の高さにあることを確認し，座位で1〜2分間隔にて2回血圧を測定し，その

平均値をとる。2回目の測定値が5mmHg以上変化する場合は，安定するまで数回測定する。測定の30分以内にはカフェ
イン摂取や喫煙を禁止する。

　2．初回の測定時には左右の上腕で測定し，10mmHg以上異なる場合には高いほうを採用する。
　3．測定機器は水銀血圧計と同程度の精度を有する自動血圧計とする。

②次のいずれかに該当する場合を蛋白尿と診断する。
　1．24時間尿でエスバッハ法などによって300mg/日以上の蛋白尿が検出された場合。
　2．随時尿でprotein/creatinine（P/C）比が0.3mg/mg･CRE以上である場合。
　　 ＊なお，わが国の『産婦人科診療ガイドライン－産科編2017』ではより厳密に0.27mg/mg･CRE以上となっている。
③�24時間蓄尿や随時尿でのP/C比測定のいずれも実施できない場合には，2回以上の随時尿を用いたペーパーテストで2回以上連続し
て尿蛋白1＋以上陽性が検出された場合を蛋白尿と診断することを許容する。

5.�症候による亜分類

①重症について
　�次のいずれかに該当するものを重症と規定する。なお，軽症という用語はハイリスクでない妊娠高血圧症候群と誤解されるため，原
則用いない。

　　1.�妊娠高血圧，妊娠高血圧腎症，加重型妊娠高血圧腎症，高血圧合併妊娠において，血圧が次のいずれかに該当する場合
　　　　　収縮期血圧　160mmHg以上の場合
　　　　　拡張期血圧　110mmHg以上の場合
　　2.�妊娠高血圧腎症，加重型妊娠高血圧腎症において，母体の臓器障害または子宮胎盤機能不全を認める場合

・蛋白尿の多寡による重症分類は行わない。

②発症時期による病型分類
　妊娠34週未満に発症するものは，早発型（early�onset�type；EO）
　妊娠34週以降に発症するものは，遅発型（late�onset�type；LO）
　＊わが国では妊娠32週で区別すべきとの意見があり，今後，本学会で区分点を検討する予定である。

付　記

1.妊娠蛋白尿
　妊娠20週以降に初めて蛋白尿が指摘され，分娩後12週までに消失した場合をいうが，病型分類には含めない。
2.高血圧の診断
　�白衣・仮面高血圧など，診察室での血圧は本来の血圧を反映していないことがある。特に，高血圧合併妊娠などでは，家庭血圧測定
あるいは自由行動下血圧測定を行い，白衣・仮面高血圧の診断およびその他の偶発合併症の鑑別診断を行う。

3.関連疾患
　ⅰ）子癇（eclampsia）
　　妊娠20週以降に初めて痙攣発作を起こし，てんかんや二次性痙攣が否定されるものをいう。痙攣発作の起こった時期によって，妊
　　�娠子癇，分娩子癇，産褥子癇と称する。子癇は大脳皮質での可逆的な血管原性浮腫による痙攣発作と考えられているが，後頭葉や

脳幹などにも浮腫をきたし，各種の中枢神経障害を呈することがある。
　ⅱ）HDPに関連する中枢神経障害
　�　�皮質盲，可逆性白質脳症（posterior�reversible�encephalopathy�syndrome；PRES），高血圧に伴う脳出血および脳血管攣縮

などが含まれる。
　ⅲ）HELLP症候群
　　�妊娠中，分娩時，産褥時に溶血所見（LDH高値），肝機能障害（AST高値），血小板数減少を同時に伴い，他の偶発合併症によるも

のではないものをいう。いずれかの症候のみを認める場合は，HELLP症候群とは記載しない。
　　HELLP症候群の診断はSibaiの診断基準に従うものとする。

　Sibaiの診断基準
　溶血：血清間接ビリルビン値＞1.2mg/dL，血清LDH＞600IU/L，病的赤血球の出現
　肝機能：血清AST（GOT）＞70IU/L，血清LDH＞600IU/L
　血小板数減少：血小板数＜10万/mm3

　ⅳ）肺水腫
　　HDPでは血管内皮機能障害から血管透過性を亢進させ，しばしば浮腫をきたす。重症例では，浮腫のみでなく肺水腫を呈する。
　ⅴ）周産期心筋症
　　�心疾患の既往のなかった女性が，妊娠・産褥期に突然心不全を発症し，重症例では死亡に至る疾患である。HDPは重要なリスク

因子となる。
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が国の旧病型分類のように大項目の1つとはして
いない。従って，今回，諸外国の分類（表1）に合
わせて病型分類から子癇を削除して高血圧合併妊
娠を加え，（1）妊娠高血圧腎症，（2）妊娠高血圧，

（3）加重型妊娠高血圧腎症，（4）高血圧合併妊娠，
の4病型とした。

 妊娠高血圧腎症
　諸外国では，高血圧と母体臓器障害，または，
子宮胎盤機能不全を認める場合は，従来必須で
あった蛋白尿がなくてもpreeclampsiaと診断して
おり（表3），今回，諸外国の分類に合わせて変更
した。

 重症度分類
　重症度分類において，諸外国ではわが国の旧分
類のように蛋白尿の程度による重症度分類は行っ

ておらず（表4），高血圧が重症の場合，あるいは
母体の臓器障害（肝機能障害，血小板減少，腎機
能障害など），子宮胎盤機能不全を認める場合に
重症としている。また，軽症という用語はハイリ
スクではないと誤解されるため，原則用いていな
い。これに合わせて今回，わが国でも蛋白尿の多
寡による重症度分類は行わず，母体の臓器障害ま
たは子宮胎盤機能不全を重症の基準に含めた。さ
らに軽症を削除した。

 発症時期による病型分類
　わが国ではこれまで妊娠32週未満に発症するも
のを早発型，それ以降に発症するものを遅発型と
定義していたが，今回その定義を諸外国の定義に
合わせ，妊娠34週未満に発症するものを早発型，
それ以降に発症するものを遅発型と変更した。

表3　妊娠高血圧腎症の定義における諸外国との比較

JSSHP14,15） ISSHP16,17） ACOG18） SOGC19） SOMANZ20） NHBPEP21）

Preeclampsia（PE）
妊娠高血圧腎症

Pre-eclampsia-
de�novo

Preeclampsia-
eclampsia

Preeclampsia
Pre-eclampsia-
eclampsia

Preeclampsia-
eclampsia

血圧≧140/90mmHg
＋
蛋白尿≧300mg/日

血圧≧140/90mmHg
＋
1〜3のいずれか
1.�蛋白尿
・Protein/creatinine
　　≧0.3mg/dL
・≧300mg/日
・2＋ on dipstick
2.�他の臓器障害
・腎不全
　 Cr＞90μmol/L；

1.02mg/dL
・肝障害
　�肝酵素が正常の2

倍以上，右季肋部
もしくは心窩部痛

・神経学的異常
　 子癇，精神状態の変

容，失明，脳卒中，間
代性痙攣を伴う反射
亢進，反射亢進を伴
う高度な頭痛，持続
性の視野欠損

・血液
　�血小板減少＜15万/

μL，DIC，溶血
3.�子宮胎盤循環不全
・FGR

血圧≧140/90mmHg
＋
蛋白尿
・≧300mg/日
・Protein/creatinine
　≧0.3mg/dL
・1＋ on dipstick
蛋白尿がなくても下
記のいずれか
・血圧160/100mmHg以上
・血小板減少
　＜10万/μL
・腎不全�
　�Cr＞1.1mg/dL，

もしくは2倍以上
の上昇

・肝機能障害�
　�肝酵素が正常の2倍

以上
・肺水腫
・脳・視野症状
・血圧≧160/110mmHg

血圧≧140/90mmHg
＋
・蛋白尿
（ACOGと同じ基準）
・Adverse�condition
・Severe�complication
のいずれか1つ
Adverse�conditions
とは，
中枢神経
・頭痛／視野症状
心肺
・胸痛／呼吸困難
・SpO2＜97％
血液
・WBC上昇
・INR or aPTT延長
・血小板減少
腎
・Cr上昇
・UA上昇
肝
・嘔気や嘔吐
・ 右季肋部もしくは

心窩部痛
・ AST，ALT，LDH，

Bilの上昇
・アルブミン低下
胎児−胎盤
・Non-reassuring FHR
・FGR
・羊水過少
・ 臍帯動脈拡張期血

流の途絶・逆流

血圧≧140/90mmHg
＋
腎障害
・蛋白尿
　 Protein/creatinine

≧0.3mg/dL
・Cr＞90μmol/L
・乏尿＜80mL/4h
血液
・血小板減少＜10万/dL
・ 溶血；破砕赤血球，

Bil上昇，LDH＞
600mIU/L，ハプト
グロビン低下

・DIC
肝障害
・肝酵素上昇
・ 重度な心窩部もし

くは右季肋部痛
神経学的異常
・痙攣（子癇）
・ 長期の間代発作を

伴う反射亢進
・持続する新規の頭痛
・ 持続する視野異常
（光視症，暗点，皮質
盲，PRES，retinal 
vasospasm）
肺水腫
FGR

血圧≧140/90mmHg
＋
蛋白尿�
・≧300mg/日
・1 ＋ on dipstick
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　以上の4項目を主な変更点とし，新定義・臨床
分類を作成した。この改定により2018年時点での
海外の趨勢に合わせた定義・臨床分類を作成した
が，その後も諸外国では定義・分類の改定が行わ

れている22 〜24）。これまでの歴史的変遷からもわ
かるように，定義・分類はその時代や社会的背景
によっても変わるものであり，諸外国の趨勢を見
極めつつ，わが国のデータを含め妊婦に適した定
義・分類を今後も追求していく必要がある。

表4　Severeの定義における諸外国との比較

JSSHP14,15）（旧分類） ISSHP16,17） ACOG18） SOGC19） SOMANZ20） NHBPEP21）

Severe�PIH
重症

Severe�pre-
eclampsia

Severe�Features�
of�Preeclampsia

Severe�complications
（that�warrant�delivery）

Severe�pre-
eclampsia

Severe�
preeclampsia

血圧≧160/110mmHg
もしくは，蛋白尿≧
2.0g/日
3＋dipstick

以下の基準はコンセ
ンサスありと記載さ
れている。
・�コントロール困難
な血圧

・HELLP症候群
・子癇切迫
・血小板減少の悪化
・FGRの悪化

・血圧�
　≧160/110mmHg
・血小板減少
���＜10万/μL
・肝機能異常
　�肝酵素が正常の2倍，

治療に反応せず他の
診断がつかない重度
の持続する右季肋部
もしくは心窩部痛

・進行性の腎障害
　�Cr＞1.1mg/dL，も

しくは2倍に上昇，
他の腎疾患は否定

・肺水腫
・�新規発症の脳・視野
障害

中枢神経
・子癇
・PRES
・皮質盲や網膜剥離
・GCS＜13
・Stroke，TIA，RIND
心肺
・ コントロールできな

い重症高血圧（3薬併
用12時間以上）

・SpO2＜90％，
    ≧50％酸素が1時

間以上必要，挿管，
肺水腫

・カテコラミン
・心筋虚血・梗塞
血液
・血小板＜50×109/L
・輸血
腎
・ 急性腎不全（Cr＞

150μM，腎疾患なし）
・透析開始
肝
・ 肝障害（INR＞2，

DICやワルファリ
ンなし）

・肝血腫や破裂
胎児−胎盤
・母児に危険のある早剥
・静脈管A波の逆流 
・死産

明確な記載はないが，
ISSHPの内容が引用
されている。

明確な記載はないが，
以下の場合には分娩
を含めた厳重な管理
が必要と記載されて
いる。

・�血圧≧
160/110mmHg

・�蛋白尿≧2.0g/日
もしくは2＋，3＋�
dipstick

・�Cr上昇＞1.2mg/dL
・�血小板減少＜10万/
μL，もしくは微小
血管内溶血性貧血
（LDA上昇）
・ALT，AST上昇
・持続性の頭痛，
　�もしくは他の脳・
視野障害

・持続性の心窩部痛
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　わが国では，2018年，海外の定義分類［特に
国際妊娠高血圧学会（ISSHP）］を参考に，現在
の周産期医療に則した形で妊娠高血圧症候群

（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）の
定義・分類の改定を行った。本改定によって以前
の定義と比較して，より臨床所見の重症度を理解
し，正確に母児の周産期アウトカムを予測し，適
切な治療を選択できるようになった。今回の定義・
分類の改定は原則論的には海外の定義・分類とそ
の考え方に違いはないが，細部で多くの相違が認
められる。これはその一部が日本国内の現状を考
慮した結果であり，また，一部は海外の定義・分
類も一枚岩ではないことによるものである。周産
期医療の特殊性から十分なevidenceを得られない
ことも多く，evidence-basedの定義・分類を行い
づらいというジレンマもある。そのうえで，本項
では海外の主立った定義・分類と日本の定義・分
類とを比較し，その相違の意味を理解し，海外の
定義・分類と比較した際の日本の定義・分類の将
来に向けた展望についてまとめる。なお，定義・
分類のなかに記載されている「重症」については
p.27Ⅰ章「総論6 重症の考え方」を参照されたい。

 国際妊娠高血圧学会（ISSHP）
　HDPに関する研究・臨床を討議する機関。欧州，
オーストラリア，北南米諸国を中心に運営されて
おり，日本も参加している。1998年に神戸，2021
年に奈良で開催。

 米国産科婦人科学会（ACOG）
　米国における産婦人科医療の中心機関。1951年
に専門的かつ高度な医療を提供できるプロ集団と
して，女性医療の改善・向上を目的に設立された。
2021年現在，会員数は5万8千人を超える。

 英国国立医療技術評価機構（NICE）
　英国の保健医療を司る機関。1999年，英国にお
ける医療・社会問題に関する対応などを国内で均
霑化するための助言を行うために設立された。

  SOMANZ（Society of Obstetric Medicine of 
Australia and New Zealand）

　HDPを含む周産期医療に関与するオセアニア地
域の医療機関。妊娠に関連する疾患やトレーニン
グに関与し，妊婦の予後改善に寄与することを目
的としている。

 カナダ産科婦人科学会（SOGC）
　カナダで最古の国立専門機関の1つ。カナダに
おける産科婦人科診療にかかわっている。医師だ
けでなく看護師や助産師も加入している。

 日本妊娠高血圧学会（JSSHP）
　HDPの分類，臨床管理，治療に関する問題を
考えていくための学問的な議論を行う場として，
1980年に日本妊娠中毒症研究会として設立され
た。その後研究会の名称は，2004年に日本妊娠高
血圧学会（JSSHP）と改名された。

　HDPを4病型［妊娠高血圧（gestational hypertension；
GH），妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE），高
血圧合併妊娠（chronic hypertension；CH），加重
型妊娠高血圧腎症（superimposed preeclampsia；
SPE）］に定義・分類することは，国内も海外も基
本的に一致している。しかしながら，定義上細か
い部分で相違が認められる（表1）1）。
　日本における病型分類は，①GH，②PE，③CH，
④SPEの4つである。今回，ISSHPの病型分類2）に準
じて改定したが，基となったISSHPの定義には6つ
の病型がある。GHはわが国と同じであり，PEはde 
novoのPEとSPEの両方を1つの病型として分類して
いる。ただし，この場合SPEにはCHから発症する患
者のみが含まれる。腎機能障害（蛋白尿陽性）を伴う

Ⅰ総論

総論2 海外の定義・分類との違い

海外の主立った妊娠高血圧学会あるいは
産婦人科学会

病型分類
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妊婦が妊娠20週以降に高血圧を発症するようなケー
スは，腎疾患の増悪としてSPEには含まれない。こ
れは，ACOG3）やNICE4）でも同様である。SOMANZ
でも同様であるが5），大量の蛋白尿が認められる場
合はSPEのリスクが高まることを付記している。
　 ま た，ISSHPの 病 型 に はtransient gestational 
hypertension（TGH）が 含 ま れ る。TGHと は， 妊
娠20週以降に高血圧がみつかるも妊娠中に自然消
退する病態を指しているが，PEあるいはGHに移
行する確率が40％と高いことから家庭血圧測定に
よる注意深い管理を必要としている6）。妊娠20週
未満に高血圧が認められる場合，日本の病型では
CHしかないが，ISSHPでは白衣高血圧［white coat 
hypertension（WCH）： 家 庭 血 圧 ≧135/85mmHg］
と仮面高血圧（masked hypertension；MH）が含ま
れる。WCHは病院での高血圧患者の15％に認めら
れるとされ，WCH妊婦の50％以上がGHないしPE
に移行することから，TGHと同様に家庭血圧の測
定が求められている7）。SOMANZやACOGでは，
WCHはCHの亜分類のなかに含まれている。SOGC
でもTGH，WCH，MHが病型に含まれている8）。
MHは診断が難しく，慢性腎臓病（chronic kidney 
disease；CKD）患者であれば家庭血圧を測るよう
に指示し，注意深い管理を行うことによって診断
できる可能性がある。NICEでは，PE，GH，CH
の3病型に分類されている。
　PEを診断するには，古典的な定義である「妊娠

20週以降に初めて高血圧を発症し，かつ，蛋白尿
を伴うもので，分娩12週までに正常に復する場合」
以外に，「妊娠20週以降に初めて発症した高血圧
に，蛋白尿を認めなくても以下の母体の臓器障害
あるいは子宮胎盤機能不全のいずれかを認める場
合で，分娩12週までに正常に復する場合」という
新しい定義ができた。内容に差があるものの原則
は国内も海外も一緒である。

 血算
　血小板数に関しては異論があるところである。
今回のJSSHPの定義改定では，ISSHPの基準に沿
う形で改定したため，血小板減少の基準値を150×
103/μLとした。NICEでも同様の基準を用いている。
しかしながら，SOGCでは診断の基準を50×103/μL 
以下，SOMANZ9）とACOGでは100×103/μL未満と
いう，より少ない数値を定義に用いている。
　妊娠性血小板減少症（gestational thrombocytopenia；
GT）は妊娠中期〜後期に発症し，血小板数が150×
103/μL未満で診断され，全妊婦の4.4 〜11.6％が
GTとなる10）。GTは100×103/μL以上であること
がほとんどであり，治療を必要としない。100×
103/μL未満となるのは全妊婦の1％程度にすぎ
ず，日本の基準では予後の良好なGTもPEに含ま
れてしまう可能性がある。

表1　日本と海外における妊娠高血圧腎症（PE）の定義

　　 JSSHP ISSHP ACOG NICE SOGC SOMANZ

妊娠高血圧腎症

高血圧＋蛋白尿 高血圧＋蛋白尿 高血圧＋蛋白尿 高血圧＋蛋白尿 高血圧＋蛋白尿 高血圧＋蛋白尿

高血圧＋
母体臓器障害

高血圧＋
母体臓器障害

高血圧＋
母体臓器障害

高血圧＋
母体臓器障害

高血圧＋
母体臓器障害

高血圧＋
母体臓器障害

高血圧＋
子宮胎盤機能不全

高血圧＋
子宮胎盤機能不全

ー
高血圧＋

子宮胎盤機能不全
高血圧＋

子宮胎盤機能不全
高血圧＋

子宮胎盤機能不全

加重型妊娠
高血圧腎症

高血圧合併妊娠
に併発

高血圧合併妊娠
に併発

高血圧合併妊娠
に併発

高血圧合併妊娠
に併発

高血圧合併妊娠
に併発

高血圧合併妊娠
に併発

腎機能障害
（蛋白尿）に併発

ー ー ー ー ー

JSSHP：日本妊娠高血圧学会
ISSHP：国際妊娠高血圧学会
ACOG：米国産科婦人科学会
NICE：英国国立医療技術評価機構
SOGC：カナダ産科婦人科学会
SOMANZ：Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand

母体の臓器障害
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　妊婦では血小板数の分布が左方偏移しており，
正常妊娠においても血小板数は次第に減少する。
妊娠初期に発症，あるいは，血小板数が100×
103/μL未満となった場合に，特発性血小板減少
性紫斑病［idiopathic（immune） thrombocytopenic 
purpura；ITP］やHDPなどを考慮するとされて
いる。従って，100 〜150×103/μLはハイリスク
とは考えにくい。しかし，大きな網でスクリーニ
ングをかけたうえで，厳重に管理するという考え
方は理解できる。しかしながら，母体の臓器障害
があれば即重症と診断されるため，PEの診断の
ための血小板数であれば，より重篤な数字100×
103/μLを選択すべきかもしれない。血小板数に
ついては今後，さらなる検討が必要である。
　 一 方， 溶 血 や 播 種 性 血 管 内 凝 固 症 候 群

（disseminated intravascular coagulation；DIC）
の所見があればPEと診断することになっている
が，具体的な数字は記載していない。これは，
NICE，ISSHP，SOGCも同様である。SOGCでは，
輸血を行う状況もPEとしている。SOMANZでは，
溶血の所見やDICの所見があればPEと診断する
が，溶血の診断基準として，鏡検での破砕赤血球
や赤血球断片の出現，高ビリルビン血症，LD≧
600IU/L，ハプトグロビンの減少を挙げている。
ACOGでの溶血の所見では，LD≧600IU/Lを採
用している。SOGCでは，白血球数の増加や活性
化部分トロンボプラスチン時間（activated partial 
thromboplastin time；APTT）の延長，INRの増加，
LDの増加，高ビリルビン血症，低血漿アルブミ
ン濃度などもPEの診断基準に含めている。
　 溶 血 や 血 小 板 減 少 の 所 見 に 母 体 の 臓 器 障
害 を 含 め る と 血 栓 性 微 小 血 管 症［thrombotic 
microangiopathy（TMA），HELLP症 候 群， 子 癇
は二次性TMAに分類される］と診断される。特
に腎障害を伴う場合，血栓性血小板減少性紫斑病

（thrombotic thrombocytopenic purpura；TTP），溶
血性尿毒症症候群（hemolytic uremic syndrome；
HUS）， 非 典 型 溶 血 性 尿 毒 症 症 候 群（atypical 
HUS；aHUS）などとの鑑別が問題になる。

 肝機能障害
　JSSHPによる診断基準に関しては，治療に反応
せず他の診断がつかない重度の持続する右季肋
部痛もしくは心窩部痛が診断基準に含まれてい
る。また，母体の臓器障害としてのトランスアミ
ナーゼの基準値については，ISSHPやSOGCと同

様に，ALTもしくはASTが40IU/Lを超えること
としている。確かに異常値ではあるが，日本の定
義における「イコール重症PE」としていいかどう
かについては異論がある。NICEでは，それぞれ
70IU/L以上もしくは正常上限の2倍以上としてお
り，SOMANZでは異常値とのみ記載し，具体的
な数字を挙げていない。ACOGでも，正常上限の
2倍以上としている。
　さらにACOGでは，日本と同様に「基礎疾患が
なく，治療抵抗性の右季肋部痛ないしは心窩部
痛」を診断の基準に含めている。一方，SOMANZ，
ISSHP，SOGCでの肝臓における臓器障害の症候は，

「重篤な心窩部痛ないし右季肋部痛がある場合」であ
り，日本やACOGでの定義と同じ考え方だと思われ
るが，3つの機関では「治療抵抗性の……」や「基礎疾
患がない……」といった修飾子はついていない。さ
らにSOGCでは，ほかに悪心・嘔吐といった消化器
症状や低アルブミン血症，肝血腫，肝破裂もPEの診
断基準に含めている。また，肝機能障害に伴うDIC
のないINR延長（＞2）もPEの診断基準としている。
　トランスアミナーゼの基準値に関しては前述のよ
うに各機関の間で大きな違いがあり，JSSHPで用い
ている40IU/Lという低い数字が本当に意味のあるも
のなのかどうかについては，さらに検討が必要であ
る。「重篤な心窩部痛ないし右季肋部痛」に関しては
すべての定義分類に共通しており，HDP患者を管理
する際に重要な所見であると認識する必要がある。

 腎機能障害
　JSSHPによる基準は，「他の腎疾患が否定された
進行性の腎障害［クレアチニン（Cr）＞1.0mg/dL］」で
ある。ISSHPも同様に急性腎障害の検査基準をCr＞
1mg/dLとしている。ACOGでは，「他の腎疾患が否
定された状態で，腎障害（Cr≧1.1mg/dLあるいは血
清Cr値が2倍以上になった場合）が存在する場合」，
NICEではCr≧1.02mg/dLとしている。SOMANZで
も，Cr＞1.02mg/dLを基準としているが，それ以外
に乏尿（≦80mL/4時間）もPEの診断に含めている。
SOGCでは，腎疾患の既往がない血清Cr値の上昇あ
るいは腎透析開始を診断基準としている。
　血清尿酸値の測定に関しては，JSSHPではPE
の診断において参考にはなるが必要な項目ではな
いとしている。一方，ISSHPやSOGCでは血清尿
酸値をCrと同様診断基準に含めている。
　血清Cr値に関する細かい数字の違いは特に大き
な問題ではないが，いずれの基準でも血清Cr値が
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1.0mg/dLを超える状態がPEにおいて重要である
ことは疑いない。また，尿酸値に関してはPEの
診断において重要であることは以前より知られて
いるが11），定義に含めるか否かについては今後の
検討が待たれるところである。

 中枢神経障害
　JSSHPの基準は，脳卒中，神経障害（間代性痙
攣，子癇，視野障害，一次性頭痛を除く頭痛など）
である。SOMANZでは，痙攣や持続する新規に
発症した頭痛，脳卒中，持続する視覚障害［閃輝
暗点，皮質盲，可逆性後頭葉白質脳症（posterior 
reversible encephalopathy syndrome；PRES），
網膜血管攣縮］，持続性の不随意筋収縮を伴う反
射亢進をその診断基準に挙げている。ACOGで
は，新規に発症し薬物に反応しない頭痛（他の理
由が考えられない）あるいは視覚障害をPEの診断
基準として挙げている。NICEやISSHPでは，子癇，
変容する精神状態，盲，脳卒中，高度の頭痛，不
随意筋収縮，持続する視覚暗点を基準に挙げてい
る。SOGCでは，母体の中枢神経系の異常として
強い頭痛や視覚障害のほか，子癇，PRES，皮質盲，
網膜剥離，Glasgow coma scale＜13，脳卒中，一
過性脳虚血，可逆性脳虚血性神経障害（＜48時間）
などを挙げている。いずれの診断基準にも痙攣や
視覚異常が含まれているが，NICEやISSHPのよ
うに精神障害を含む定義分類も存在する。

 呼吸機能障害
　ACOG，SOMANZ，SOGCいずれも肺水腫を診
断基準に挙げている。JSSHPでは肺水腫はPEの
診断基準に含まれていないが，関連疾患として挙
げている。SOGCでは，さらに呼吸障害，SaO2＜
97％も診断基準に加えている。肺水腫に関しては
すべての定義分類に共通しており，PEにおいて
重要な疾患であることがわかる。

 心機能障害
　JSSHPでは関連疾患として周産期心筋症を挙げ
ている。SOGCでは，心疾患の所見として胸痛を
診断基準に加え，さらに，強心薬を必要とする病
態，狭心症，心筋梗塞などの具体的な項目も診断
基準として挙げている。

 子宮胎盤機能不全
　JSSHP，NICE，ISSHPにおいて胎児発育不全

（fetal growth restriction；FGR），臍帯動脈血流
異常，死産が挙げられている。SOMANZにおい
てはFGRのみ挙げられており，SOGCでは，FGR
や臍帯動脈血流異常のほか，羊水過少，胎児心拍
異常，母あるいは児の障害を伴う常位胎盤早期剥
離が定義に含まれているが，ACOGではPEの診
断基準に子宮胎盤機能不全自体を含めていない。
　一方，CHにおけるSPEの診断基準について
は，子宮胎盤機能不全の考え方が異なっている。
ISSHPやACOGでは診断基準に含まれていない
が，JSSHP，SOGC，NICEではFGRを含む子宮胎
盤機能不全がSPEの診断基準に含まれている。
　子宮胎盤機能不全に関しては，HDPとは無関係
のFGRなどが合併している可能性もあり，その診
断基準（特に除外基準）については今後も慎重に検
討すべきであろう。

　以上，国内の診断基準と海外のものを比較し
てみたが，今回の定義改定で大きな違いはなく
なっている。しかし，細かい違いにはそれぞれ理
由があり，その理由をよく考え，新しく加わる
evidenceも判断基準として今後のHDP定義改定に
利用していく必要がある
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　成人における血圧値の分類を表1に示す。これ
によると成人における高血圧の定義は，診察室血
圧で収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧
90mmHg以上であり，家庭血圧では収縮期血圧
135mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上で
ある。このカットオフ値は，後期高齢者を含むい
ずれの年代においても正常血圧者に比べて将来の
脳心血管病のリスクが有意に増加する血圧値とし
て定められた。しかしながら，図1で示すように，
前期高齢者より若い世代では，120 〜139/80 〜
89mmHgであってもすでに脳心血管病のリスクが
正常血圧者に比べて有意に増加している。従って，
妊娠可能な年齢の女性においても，高血圧を前述
の通りに定義することが適切かどうかは検討の余
地がある。
　また，妊婦において血圧を評価する場合，母
親の将来における脳心血管病のリスクではなく
分娩のアウトカムに与える影響に基づいて，高
血圧と定義すべきである。妊娠32週以降の妊婦
で 血 圧 値 が130 〜140/80 〜90mmHgで あ る と，
130/80mmHg未満の妊婦に比べて優位に出生児体
重が少ないという報告1）や，妊娠11.6週時点で血
圧が120/80mmHg以上の妊婦は120/80mmHg未満

の妊婦に比べて妊娠高血圧症候群（hypertensive 
disorder of pregnancy；HDP）を 発 症 す る リ ス
クが1.54 〜2.16倍高いとする報告がある2）。さら
に，米国が2017年に130/80mmHg以上を高血圧
とする新しい基準を定めたことに呼応して，妊
婦においても従来の140/90mmHg以上を改めて
130/80mmHg以上を高血圧と定義すべきだとする
報告が少なくない3 〜5）。
　従って，成人における高血圧の定義である＞140/ 
90mmHgを妊婦にも適用することは，理論的に受
け入れ難いだけでなく，そのカットオフ値では十
分に分娩リスクを上げていると考えられる。妊婦
において高血圧と診断する基準については，現状
の140/90mmHgより低い方向で見直されるべきと
考えられ，妊娠期間中の血圧値が分娩アウトカム
に及ぼす影響についての詳細かつ大規模な前向き
研究の遂行が望まれる。また，妊婦には妊娠期間
中の生理的な血圧変動があり，妊娠した後20週ま
で血圧は緩やかな低下傾向を示し，その後分娩に
向けて血圧は上昇傾向を示す6）。この変動が認め
られないとHDPの発症リスクが増加するという報
告があるように7），妊婦における血圧の基準値は，
可能であれば妊娠週数によって分類されることが
望ましい。

Ⅰ総論

総論3 高血圧に関する考え方

血圧基準値

表1　『高血圧治療ガイドライン2019』における成人血圧値の分類

分類
診察室血圧（mmHg） 家庭血圧（mmHg）

収縮期血圧 拡張期血圧 収縮期血圧 拡張期血圧

正常血圧 ＜120 かつ ＜80 ＜115 かつ ＜75

正常高値血圧 120〜129 かつ ＜80 115〜124 かつ ＜75

高値血圧 130〜139 かつ／または 80〜89 125〜134 かつ／または 75〜84

Ⅰ度高血圧 140〜159 かつ／または 90〜99 135〜144 かつ／または 85〜89

Ⅱ度高血圧 160〜179 かつ／または 100〜109 145〜159 かつ／または 90〜99

Ⅲ度高血圧 ≧180 かつ／または ≧110 ≧160 かつ／または ≧100

（孤立性）収縮期高血圧 ≧140 かつ ＜90 ≧135 かつ ＜85

（日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編: 高血圧治療ガイドライン2019. p.18より転載）
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　妊婦において，家庭血圧が高いほどHDPの発症
が多く8），妊娠20週以前の家庭での拡張期血圧が
高いほど低出生体重児のリスクが増加するため9），妊
婦の家庭血圧管理は重要である。家庭血圧を用いた
高血圧診断基準として，『高血圧治療ガイドライン
2019』では，日本を含む国際研究の成績10,11）を根拠に，
診察室血圧から5mmHgを引いた135/85mmHg以
上を高血圧と定義している。しかしながら，妊婦
における家庭血圧の基準は定まっておらず，妊
婦においては，家庭血圧と診察室血圧が同等に
評価される12,13）という報告がある一方で，全妊娠
期間を通して診察室血圧に比べて家庭血圧は平
均10/10mmHg低いという報告14）や，妊娠23 〜32
週を除いて家庭血圧のほうが6/4mmHg低いとい
う報告がある15）。わが国で行われた妊婦を対象
にした単施設の前向き研究では，140/90mmHg
の 診 察 室 血 圧 値 に 相 当 す る 家 庭 血 圧 値 と し
て，first trimesterで120.8/83.5mmHg，second 
trimesterで126.0/85.2mmHg，third trimesterで
136.3/89.3mmHgが示されている16）。妊婦の家庭

血圧の基準値については，多施設大規模臨床研究
の実施が望まれるが，少なくとも妊娠週数が早い
ほど，より低くなることが予想される。実際に，
妊娠週数が早いほど血圧の白衣現象が認められや
すく，白衣現象は初産婦に多く経産婦では少な
い傾向にある。また，白衣現象は，年齢，body 
mass index（BMI），高血圧の家族歴，喫煙と無関
係である17）。

　国際妊娠高血圧学会（ISSHP）のガイドラインで
は，24時間自由行動下血圧を用いて妊婦の白衣高
血圧を診断している。妊娠20週より前に診察室血
圧が140/90mmHg以上であり，24時間自由行動下
血圧で起床時血圧が130/80mmHg未満かつ睡眠
時血圧が115/70mmHg未満の場合，白衣高血圧と
診断する18）。妊婦における白衣高血圧の罹患率は
32％であり19），白衣高血圧妊婦の50％が妊娠高血
圧に移行し，8％が妊娠高血圧腎症（preeclampsia；
PE）に移行するため，妊婦において白衣高血圧は
決して予後が良好な病態であるとはいえず，診断

家庭血圧

白衣高血圧

図1　血圧レベル別の脳心血管病死亡ハザード比と集団寄与危険割合（PAF）

（40～64歳：49,935 人）
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後も家庭血圧を用いた定期的な血圧測定が必要で
ある。

　仮面高血圧は，診察室血圧は140/90mmHg未満
であるものの，24時間自由行動下血圧あるいは家
庭血圧が135/85mmHg以上を示す場合を指すが，
妊婦における罹患率や重要性についてはほとんど
よく知られていない。仮面高血圧も慢性高血圧の
亜型と考えられるが，診察室血圧が正常で臓器障
害を合併していない妊婦において，積極的に仮面
高血圧を診断しようとする目的で24時間自由行動
下血圧を測定することは勧められない18）。

　血圧には24時間以内に起こる短期的変動，すな
わち，心拍，分，時間ごとでの変動や昼夜での日
内変動，比較的長期にわたる変動，すなわち，日，
週，月，季節，年ごとでの変動が存在することが
知られている。妊婦においては，妊娠20週まで血
圧が低下し，その後分娩まで血圧が上昇する妊娠
期間における生理的血圧変動が存在する20）。また，
血圧の日内変動は妊婦においても存在し，夜間，
特に睡眠時に血圧が低下するというリズムは非妊
婦と変わらない21,22）。そして，PEを合併した妊婦
では，夜間の血圧低下が障害され昼夜での血圧差
が少なくなることが報告されおり23 〜25），そのメ
カニズムとして，胎盤由来のメラトニンの減少が
関与する可能性が示唆されている26）。
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　妊娠蛋白尿の定義は，2018年の妊娠高血圧症候
群（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）
の診断基準改定1）において，「付記」に「妊娠20週
以降に初めて蛋白尿が指摘され，分娩後12週まで
に消失した場合をいうが，（妊娠高血圧症候群の）
病型分類には含めない」と記載されている。また，
この診断基準改定は『産婦人科診療ガイドライン
産科編2020』2）にも反映されている。なお，この定
義は2005年に妊娠中毒症から妊娠高血圧症候群へ
の診断基準改定の際から導入された。
　2018年の妊娠高血圧症候群の診断基準改定にお
いて，「蛋白尿の多寡による重症分類」が廃止され
た。2017年までは「蛋白尿が尿蛋白/クレアチニン
比（protein/creatinine；P/C比）で0.27以上を陽性，
さらに300mg/日以上2g/日未満は軽症，2g/日以
上は重症」としていたが，2018年からは「P/C比で
0.3以上を陽性」（詳細はp.124 Ⅷ章「解説2 尿蛋白
測定法」を参照）とし，2g/日での重症度の区別が
なくなった（詳細はp.27Ⅰ章「総論6 重症の考え
方」を参照）。

　初発症状が高血圧を伴わず蛋白尿のみ（妊娠蛋
白尿）である場合，その後（分娩後12週まで）も高
血圧を伴わず蛋白尿が消失すれば，妊娠蛋白尿の
確定診断に至る。しかし，その後（分娩後12週まで）
に高血圧を伴うと妊娠高血圧腎症（preeclampsia；
PE）（高血圧＋蛋白尿）に分類される。なお，その
高血圧が分娩後12週まで改善しなければ高血圧

（本態性または二次性）に移行したと判断する。ま
た，蛋白尿が分娩後12週まで改善しなければ，腎
の原疾患の存在を念頭に置いて精査を進める必要
がある。
　高血圧＋蛋白尿で診断される（2017年までの）

PEを初発症状（高血圧and/or蛋白尿）の観点から，
①妊娠蛋白尿からPEへ進展するタイプ（蛋白尿先
行型），②妊娠高血圧（gestational hypertension；
GH）からPEへ進展するタイプ（高血圧先行型），③蛋
白尿と高血圧がほぼ同時に出現するタイプ（同時
出現型）に大別できる。過去の報告3）では，妊娠
蛋白尿（37例）からPEへ進展した妊婦（蛋白尿先行
型，51.4％）はGH（33例）からPEへ進展した妊婦（高
血圧先行型，15.2％）に比べ有意に高率で，最終的
にPEだった33例全例において前者は57.6％，後者
は16.9％，同時出現型は27.3％を占め，蛋白尿が
1週間以上先行して出現した「蛋白尿先行型」が最
も多かった。なお，いずれの群でも診断後2週間
程度で妊娠終結が必要となった。その後，妊娠蛋
白尿の予後に関する報告が散見されるようになっ
た。PE（28名）において，「妊娠蛋白尿から進行し
た群（10名）ではそれ以外の群（18名）に比べ，有意
に分娩週数（32.5週 vs. 36.1週）がより早期で，診
断から分娩までの期間（10.0日 vs. 6.1日）が短かっ
た」との報告4）や，「妊娠蛋白尿（142名）において，
33.7％でPEに進行し，進行した群では進行しな
かった群に比べ，有意に24時間尿蛋白量が多く，
分娩週数が早期で，児出生体重が少なかった」と
の報告5）があり，妊娠蛋白尿の予後は必ずしも良
好とはいえない。
　妊娠蛋白尿の観点から子癇の発症を過去の報
告でみると，英国における子癇発症前健診時の
蛋白尿/高血圧の有無（初回の子癇発作出現の1週
間以内の最終受診の際に，高血圧：拡張期血圧≧
90mmHg and/or蛋白尿：dipstick≧＋1 or ≧0.3g/
日を認めた症例数に関する調査）に関する1992年

（子癇325例）の報告6）では，PE（高血圧＋蛋白尿）
が57.2％，GHが21.8％，妊娠蛋白尿が9.8％を占め，
同様の2005 〜2006年（子癇214例）の報告7）では，
PE（高血圧＋蛋白尿）が17.8％，GHが9.3％，妊娠
蛋白尿が7.5％を占めていた。すなわち，妊娠蛋
白尿から1週間以内に子癇を発症する場合がある

Ⅰ総論

総論4 蛋白尿に関する考え方

妊娠蛋白尿の定義

妊娠蛋白尿の周産期予後

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   21 21.6.7   3:43:27 PM



22

ので，妊娠蛋白尿の存在は注意を要する8）。した
がって，妊娠蛋白尿はPEに進展する可能性があ
ることを留意して管理する必要がある。わが国で
の2005 〜2009年（子癇225名）の日本産科婦人科学
会周産期登録を用いた同様の検討9）では，PE（高
血圧＋蛋白尿）が37.8％，GHが28.9％を占めてい
たが，残りの33.3％では子癇発作前にHDP（高血
圧）が確認されなかった。なお，わが国では2005
年から妊娠蛋白尿はHDPから除外されたため，妊
娠蛋白尿妊婦の症例数は集計できなかったが，子
癇発作前にHDP（高血圧）が確認されなかった妊婦
に妊娠蛋白尿妊婦が一定数含まれていた可能性が
高い。

　近年「妊娠中の蛋白尿」の意義は，以前に比べ
非常に小さくなり，蛋白尿の存在はPEの診断に
必須ではなくなった。それに伴い，わが国でも
2018年のHDPの診断基準1）が諸外国の診断基準を
参考にして改定された影響が大きい。
　HDPにおけるPEは，2017年までは「高血圧＋
蛋白尿」のみであったが，2018年からは「高血圧
＋蛋白尿」のほかに，「高血圧＋母体臓器障害」あ
るいは「高血圧＋子宮胎盤機能不全」の場合でも
PEの診断となる。この診断基準変更に伴うPEの
頻度の変化については，単施設での後方視的検
討10）であるが，2011〜2017年に分娩し新基準で
HDPであった181例において，9.4％で旧診断基準
での診断から変更となり，加重型妊娠高血圧腎症

（superimposed preeclampsia；SPE）は10.5％から
11.0％と横ばいであったがPEは50.3％から59.1％
へ増加し，また，GHの23.2％（約1/4）がPEへ診断
が変更となった。その変更理由は，胎児発育不全

（fetal growth restriction；FGR）・胎盤機能不全
が6例，血小板低下が7例，肝機能障害が3例で，
結果としてGHは38.1％から29.1％へ減少した。す
なわち，PEに占める「高血圧＋蛋白尿」による（旧
分類）PEの割合は81.8％から71.1％へ低下した。

　本書の前版（『妊娠高血圧症候群の診療指針
2015』）においては，蛋白尿を認めるPEの予後に

関して，「血圧がコントロール良好なら重症の蛋
白尿のみを理由として妊娠を終結させなければな
らないとはいえない」と結論付けている11）。その
根拠は以下の通りである。
　「蛋白尿≧3g/日の症例では，死産・新生児死亡
の頻度が有意に高かった」との報告12）や「HELLP
症候群を加えた検討で，18.8％に分娩後の母体合
併症を認め，蛋白尿≧5g/日が独立したリスク因
子の1つとして挙げられた」との報告13）がある。一
方で，「24時間尿中蛋白排泄量≧10gの症例では，
分娩週数が早く，児の未熟性に伴う障害発生頻度
も高かったが，早期発症型が多かったことの反映
であり，分娩週数で補正すると蛋白尿の重症度は
児予後に関連性はなく，高度蛋白尿はPEの早期
重症化の指標にすぎない」との報告14）や「妊娠32週
未満の重症例では，保存的管理中に約1/3で尿蛋
白≧2g/日に増加したが，増加がないか＜2g/日に
比べ，母児予後には差がなかった」との報告15）があ
る。これらの報告からは，蛋白尿と母児の予後に
関しては一定の見解に達していないことがわかる。
　その後の報告では，「HDP（142名）において，蛋
白尿を伴うPE（47名）と伴わないPE（8名）で，平
均分娩週数（30.4週 vs. 28.4週）に差はなかった」と
の報告16）や，「HDP（308名）において，蛋白尿を伴
うPE（218名）と伴わないPE（45名）で，母体合併
症（15％ vs. 20％）ならびに新生児合併症（17％ vs. 
13％）の発症率に差がなかった」との報告17）があ
り，「PEにおける蛋白尿の存在は予後不良因子で
はない」との報告が多い。
　一方，最近では「PE 126名における24時間蓄尿
での尿蛋白量は，＞3g/Lでは発症週数がより早
かったが，発症から分娩の期間には差がなかった。
同＞3g/Lでは児出生体重が有意に軽く，同＞5g/L
ではFGRと死産が有意に高率だった」との報告18）や

「PE 126名における24時間尿蛋白量のカットオフ
値は，母体合併症発症では3.3g（感度72.2％，特異
度85.6％），新生児合併症発症では2.4g（同72.7％，
同78.0％）であった」との報告19），さらに，わが国
から「PE（高血圧＋蛋白尿，94名）の周産期予後に
おける多変量解析での検討では，P/C比≧4.1で
早期早産（分娩週数＜34週）に至りやすかった［OR 
10.9（95％ CI：4.08-29.2）］」との報告20）があり，PE
における蛋白尿の多寡の重要性が見直される傾向
もある。また，「PE 329名と子癇45名を含む高血
圧を伴った妊婦733名において，尿酸値≧5.9 mg/

妊娠高血圧腎症における蛋白尿の意義

妊娠高血圧腎症における蛋白尿の多寡と
周産期予後の関係
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dLかつP/C比≧4.9は子癇発症と顕著な関連が
あった（p≦0.001）」との報告21）があり，P/C比のみ
ならず尿酸値にも注目する必要がある。
　なお，ISSHPはガイドラインのなかで「高度の
蛋白尿（＞5g/24時間）は，新生児予後不良と関連
している」と述べている22,23）。また，米国産科婦人
科学会（ACOG）のPractice Bulletinでも同様であ
る24）。さらに，『産婦人科診療ガイドライン−産

科編2017』25）では「妊娠高血圧腎症において，妊娠
37週以降では5g/日以上の蛋白尿では妊娠終了を
考慮する」としていた。しかし，2018年のPEの診
断基準の変更1）に伴って同202026）では「妊娠高血圧
腎症は妊娠37週以降であればできるだけ早期に妊
娠終結を検討する」と記載され，「5g/日以上の蛋
白尿」についての記載は削除された。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）の発症時期による病型分類に
ついて，2018年の改定により「妊娠34週未満に発
症するものを早発型（EO）とする。妊娠34週以降
に発症するものは，遅発型（LO）とする」と変更さ
れた。
　これまでの定義は「妊娠32週未満に発症するも
のを早発型（early onset type；EO），妊娠32週以
降に発症するものを遅発型（late onset type；LO）
とする」であった。この妊娠32週という設定は，
日本妊娠高血圧学会（JSSHP）の前身である日本妊
娠中毒症学会が施行した妊娠中毒症ケースカード
調査による研究結果に基づくものであった1 〜6）。
本研究は，妊娠中毒症患者の高血圧発症時期につ
いて国内59施設を対象に調査したものである。そ
の結果，重症高血圧をきたした群における発症
ピークは妊娠26〜31週と36週以降の二峰性を示
す一方，軽症高血圧群では二峰性のピークを示さ
なかったことから，重症妊娠中毒症には早発型と
遅発型が存在し，しかもその区分点は妊娠32週近
傍にあると結論付けられた7）。この結果を基に，
1997年日本産科婦人科学会周産期委員会は「妊娠
中毒症の診断と管理に関する小委員会」において，
わが国では早発型を妊娠32週未満に発症するもの
と定義するに至り8），2004年に発刊されたJSSHP
編『妊娠中毒症から妊娠高血圧症候群へ』でもそ
れを踏襲している。当時，発症時期による病態や
重症度の違いに着目して妊娠高血圧症候群（当時
は妊娠中毒症）の定義・分類に発症時期による分
類を含めていたのは，日本のみであった。
　一方，欧米諸国においては早発型の発症時期
について妊娠34週未満と定義されていることが
多い。例えば国際妊娠高血圧学会（ISSHP）では，
2012年に国際委員を対象に妊娠高血圧症候群の定
義についてのアンケート調査を行った。そのなか

で「早発型妊娠高血圧腎症（preeclampsia； PE）の
発症時期は何週までとすべきか」との問いに対し，
73％の委員が妊娠34週未満を支持し，妊娠32週を
支持したのは13％にすぎなかった。このことから
ISSHPでは早発型，遅発型の区切りは妊娠34週と
決定されている9）。これは妊娠34週以降胎児肺の
成熟が進み，呼吸管理を要する症例が減少するこ
とが一因と推測され，必ずしも科学的根拠を基に
決定されたわけではない。
　これに対し，前述のようにわが国のこれまでの
定義はそれなりの根拠に基づき決定されたもので
あり，その後もsFlt-1/PlGF比の違いを論拠に妊
娠32週を区分点とするのが妥当との報告が国内か
ら発出されている10）（一方で，妊娠32週を区分点と
する根拠はないとの報告もある11））。従って，今回
の定義・分類の改定の議論のなかでも，「必ずし
も学術的根拠が明確ではないISSHPの定義に，日
本の定義を合わせる必要があるのか」との意見が
あったのも事実である。しかし，最終的には，「国
際学会での討論や海外の医学誌への論文投稿など
を考慮すればわが国も国際基準に沿って早発型，
遅発型の区切りを妊娠34週にせざるをえない」と
の意見に集約された。ただし，こうした経緯に鑑
み「わが国では妊娠32週で区別すべきであるとの
意見があり，今後本学会（JSSHP）で区分点を検討
する予定である」と付記することとして決着をみ
た12）。そして2017年度より，JSSHPの学術事業と
して「早発型妊娠高血圧腎症の最適な妊娠週数区
切り値の評価」と題した早発型，遅発型の適切な
区切りについての学術的検討が開始された。この
結果を基に，エビデンスに基づいた検討・議論を
重ねていき，次回の定義・分類の改定に反映させ
ていく予定である。

Ⅰ総論

総論5 早発型と遅発型の考え方

早発型，遅発型の定義
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　早発型と遅発型の病態に差異があることを示唆
する論文は，前述のsFlt-1/PlGF比の推移の違い
に着目したわが国からの報告10），胎盤の大きさや
梗塞巣の違い13），脂質分解酵素であるオートタキ
シンの血中濃度の違い14）などいくつかあるが，い
ずれの論文もPEに関するものである。
　Huppertzは，早発型PEと遅発型PEのそれぞれ
の特徴を以下のようにまとめている15）。早発型は，
全PEの5 〜20％だが，臨床的にきわめて重篤な症
例からなり，
① 螺旋動脈の不十分かつ不完全なトロホブラスト

浸潤
② それによる血流変化と子宮動脈におけるノッチ

の出現，拍動係数（pulsatility index；PI）の増加
③ 胎盤血管の末梢血幹抵抗増大による臍帯動脈波

形の変化の可能性
④明らかな胎児発育不全
一方，遅発型は全PEの80％以上を占め，
①子宮から螺旋動脈は正常かまたは軽度の変化のみ
② 子宮動脈血流波形にほとんど変化はないか軽度

のPI上昇
③胎児発育不全兆候のない正常発達新生児
④ 糖尿病，多胎，貧血，高地生活などで胎盤腫大

を呈した妊婦での発症リスクの増加
としている。

　具体的な病態の違いに関する研究報告も多数あ
る。例えばGovender16）は，血清sFlt-1レベルは正
常血圧性対照群に比較して早発型PE群が有意に
大きく，遅発型では有意差がみられなかったと報
告している（図1）。一方，胎盤mRNAの発現レベ
ルは早発型と遅発型の間に有意差がみられなかっ
たことから，早発型PEでのsFlt-1の胎盤外産生の
可能性を示唆した。さらにレニン−アンジオテン
シン−アルドステロン系（RAAS）にも着目して以
下のような考察をしている。正常の妊娠経過では
レニン活性，アンジオテンシンⅡ，アルドステロ
ン濃度は数倍増加するにもかかわらず，アンジオ
テンシンⅡタイプ1（AT1）レセプター感受性の著
明な低下もあり，血圧上昇は抑制される。ところ
が，このAT1レセプターの胎盤におけるmRNA表
現をみると，遅発型PEのみで有意に上昇してい
た（図2）。つまり遅発型PEにおいてのみ昇圧物質
に対する感受性が著増していた。このように，早
発型PEではsFlt-1が，遅発型PEではAT1レセプ
ターのアップレギュレーションとRASシステムが
それぞれの病態発現の中心を担っているとしてい
る。
　一方，hypoxia inducible factor 1α（HIF-1α）に
着目した報告もある17）。早発型PEでの螺旋動脈
のリモデリング不全による胎盤虚血はHIF-1αも
誘導する。このHIF-1αはsFLt-1，sEngの産生増
加作用をもつが，早発型PEではHIF-1α阻害因子

図1　血清中のsFlt-1濃度 図2　AT1レセプターの胎盤におけるmRNA表現

N：normal control，CH：chronic hypertension，
EO：early-onset preeclampsia，LO：late-onset 
preeclampsia

N：normal control，CH：chronic hypertension，
EO：early-onset preeclampsia，LO：late-onset 
preeclampsia

（文献16より引用） （文献16より引用）

早発型，遅発型の病態の差異

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   25 21.6.7   3:43:30 PM



26

（factor inhibiting HIF；FIH）が図3のように対照
群に比べて有意に低下しているのに対し，遅発型
PEではまったく低下がみられていない（図4）。こ
の結果から，早発型PEではHIF-1α産生が制御不能
となり，その結果としてsFLt-1，sEng産生が対照群

や遅発型に比べて著増し，病態が発現してくるとい
う。
　いずれにせよ，早発型PEと遅発型PEの病態に
違いがあるのは明らかであり，さらなる病態解明
が待たれる。
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図3　早発型PEにおけるHIF-1α阻害因子の対照群との比較 図4　 遅発型PEにおけるHIF-1α阻害因子の対照群との比較

PTC：preterm control，E-PE：early-onset preeclampsia TC：term control，L-PE：late-onset preeclampsia
（文献17より引用） （文献17より引用）
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）はどのような病型であっても，
常に重篤な疾患であることを認識する必要があ
る。そして，周産期アウトカムを改善するために
は厳重な管理が必要である。その結果，2018年の
定義改定によって日本のHDPの定義から「軽症」
という用語は削除された1）（表1）。本来であれば「重
症」という用語も削除すべきではある。実際，国
際妊娠高血圧学会（ISSHP）では，妊娠高血圧腎症

（preeclampsia；PE）の重篤性をアピールするため
「軽症」，「重症」を使用しないことが推奨されてい
る2）。しかし，日本では「重症」という用語をあえ
て残した。海外ではHDPは原則病院で管理されて
おり，診療所の医師はHDPを診断できれば「軽症」，

「重症」にこだわる必要はない。しかし，日本では
軽症域のHDPが広く診療所においても管理され
てきた事情があり，多くの分娩も診療所で管理さ
れている現状に鑑みて，経過観察が可能な「軽症」
と厳重な管理を要する「重症」を鑑別することが必
要とされた。しかしながら，HDPに「軽症」とい
う概念がなくなった世界的な潮流のなかで日本の
みが「軽症」という用語を残すことはできず，「軽
症」をなくし，「重症」は残すという2018年の改定
となった。しかし，HDPの病態は軽微なものから
重篤なものまで連続しており，ある種のカットオ

フ値をもって「軽症」，「重症」とすることはできな
い。今後，「重症」という用語も日本国内の周産期
の状況を考慮しながらではあるが，なくなる方向
に進むのではないだろうか。
　一方，今回の定義改定によって，「重症」の定義
に蛋白尿の多寡に伴う基準がなくなった。収縮期
血圧が160mmHg以上に，あるいは拡張期血圧が
110mmHg以上の場合以外に，海外の定義には以
前から含まれていた，母体の臓器障害あるいは子
宮胎盤機能不全（海外では重症徴候とよぶ）を認め
る場合を日本では「重症」と診断することになった1）。
すなわち，母体の臓器障害あるいは子宮胎盤機能
不全によってPEあるいは加重型妊娠高血圧腎症

（superimposed preeclampsia；SPE）と診断され
た場合，即，「重症」となる。従って，母体の臓器
障害あるいは子宮胎盤機能不全の診断は厳しい基
準であるべきであると考える。「重症」の診断は原
則的に海外の基準に則しているが，細かい部分で
異なるのは母体の臓器障害あるいは子宮胎盤機能
不全の基準が各機関によって異なることによる。
　日本でも海外でも，高血圧に蛋白尿がなくと
も母体の臓器障害あるいは子宮胎盤機能不全（重
症徴候）を合併すると「重症」と診断する（p.6Ⅰ章

「総論1 2018年の定義改定による新定義・分類」参
照）。「重症」と診断することで患者に対する対応

Ⅰ総論

総論6 重症の考え方

表1　日本と海外における妊娠高血圧症候群（HDP）「重症」の定義

JSSHP ISSHP ACOG NICE SOGC SOMANZ

重症妊娠
高血圧腎症

母体臓器障害 母体臓器障害 母体臓器障害 母体臓器障害 母体臓器障害 母体臓器障害

子宮胎盤機能不全 子宮胎盤機能不全 ー 子宮胎盤機能不全 子宮胎盤機能不全 子宮胎盤機能不全

重症妊娠
高血圧

あり ー ー ー ー ー

JSSHP：日本妊娠高血圧学会
ISSHP：国際妊娠高血圧学会
ACOG：米国産科婦人科学会
NICE：英国国立医療技術評価機構
SOGC：カナダ産科婦人科学会
SOMANZ：Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand
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が変わるため，Society of Obstetric Medicine of 
Australia and New Zealand（SOMANZ）では，重
症PEの定義を以下のように定めている3）。

SOMANZにおける「重症」の定義
①蛋白尿を伴う高血圧（≧160/110mmHg）。
②蛋白尿を伴う高血圧（＜160/110mmHg）に
1つ以上の重症徴候を伴うもの［ここでいう
重症徴候は，高度の頭痛，視覚障害，高度
の心窩部痛あるいは季肋部痛，嘔吐，乳頭
浮腫，3 beats以上の不随意筋収縮，肝圧痛，
HELLP症候群，血小板減少（＜100×103/μL），
肝酵素の異常］。

　また，英国国立医療技術評価機構（NICE）4）や米
国産科婦人科学会（ACOG）5）でも，重症徴候を認
める場合，重症PEとして厳重に対処するよう求
めている。

NICEにおける「重症」の定義
　複数の薬剤を適切な量で処方しても制御でき
ない高血圧，酸素飽和度（SaO2）＜90％，肝腎機
能あるいは溶血や血小板減少の進行性の増悪，

高度の難治性頭痛や繰り返す視覚暗点，子癇発
作などの進行性の神経学的所見，常位胎盤早期
剥離，途絶あるいは逆流する臍帯動脈血流。

　重症PEは母児ともに重度の臓器障害あるいは
死亡の原因となる可能性があり，重症PEでは子
癇や腎不全など生命に危険の及ぶ病態の発症を
予防する必要がある。重症PEの周産期予後につ
いて理解することは大切であるが，予後について
検討した報告は世界でも少ない。最近のものでは
ないが，Hauthら6）の報告によると，母体の臓器
障害や子宮胎盤機能不全に関して，重症PEは重
症ではないPEと比較して重篤化していることが
わかる。一方，新生児予後についても重症PEに
おいて悪化しており，重症PEがいかに重篤であ
り，厳重な管理が求められているかがわかる（表
2）。最近の報告では，PhoaらがPEと重症PEとを
比較している。死産や新生児死亡に関しては差を
認めなかったが，分娩週数，出生体重，small for 
gestational age（SGA）発症率，Apgarスコア（1分
値），新生児集中治療室（neonatal intensive care 
unit；NICU）入院率，帝王切開率などにおいて「重
症」で有意差を認めた（表3）7）。重症PEは母体の臓

表2　妊娠高血圧（GH）と妊娠高血圧腎症（PE）の周産期アウトカムに関する比較（発症率％）

周産期アウトカム control 妊娠高血圧 重症妊娠高血圧 妊娠高血圧腎症 重症妊娠高血圧腎症 p�value（vs.�control）

母体予後

肝酵素異常 0.2 1.1＊ 6.3 3.2＊＊ 20.2＊＊ ＊＜0.05，＊＊＜0.01

腎機能障害 0.3 0.8 12.5＊＊ 5.1＊＊ 12.8＊＊ ＊＊＜0.01

帝王切開率 13.3 29.1＊＊ 28.1 30.9＊＊ 34.9＊＊ ＊＊＜0.01

早産率（＜34週） 3.2 1.0＊＊ 3.2 1.9 18.5＊＊ ＊＊＜0.01

胎児発育不全 4.2 6.9 9.7 10.2＊＊ 18.5＊＊ ＊＊＜0.01

常位胎盤早期剥離 0.7 0.3 3.1 0.5 3.7 NS

播種性血管内凝固症候群 0.0 0.1 3.1 0.5 1.8 NS

胎児死亡 0.9 0.1 3.1 0.5 0.9 NS

新生児予後

SGA（＜2,500g：％） 8.3 7.7 25.8 11.1 37.0＊＊ ＊＊＜0.01

NICU入院率（％） 12.9 18.2＊＊ 29.0 27.3＊＊ 42.6＊ ＊＜0.05，＊＊＜0.01

呼吸窮迫症候群（％） 3.8 4.8 6.5 3.2 15.7＊＊ ＊＊＜0.01

ベンチレーション使用 2.2 2.9 6.5 2.8 10.2＊＊ ＊＊＜0.01

脳室内出血 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 NS

新生児死亡 0.5 0.4 0.0 0.5 0.9 NS

（文献6より引用）NS：not significant
SGA：small for gestational age
＊：＜ 0.05（vs. control）
＊＊：＜ 0.01（vs. control）
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器障害や子宮胎盤機能不全に関して悪い影響を与
えるが，死産や新生児死亡に関してはあまり影響
がないのかもしれない。
　また，重症妊娠高血圧（gestational hypertension；
GH）と重症でないPEとを比較した報告では（表
4），妊娠35週未満での早産率やSGA率（低出生体
重児＜10パーセンタイル）が重症GHにおいて有意
に高かった。また，重症GHでは重症でないGHと
比較しても，妊娠35週未満での早産率やSGA率が
有意な高値を示した。しかし，重症GHと重症PE
との比較では8），常位胎盤早期剥離，妊娠35週未
満での早産率，SGA，呼吸窮迫症候群（respiratory 
distress syndrome；RDS）などの発症率に関し
て差を認めなかった。重症GHの周産期予後が
悪いというこれらの報告からも，日本の定義に
おける重症GHの診断基準である重症高血圧（≧
160/110mmHg）は，海外の定義のように母体の臓
器障害に含め，重症GHではなく重症PEと診断す
べきではないかと思われる。

　GHやPEが「重症」である場合，特に早期に発症
すると，最終的な治療は分娩となるため胎児の
未熟性を伴うことから周産期予後はさらに悪く
なる。その場合，児の予後を考えるならば早期娩
出ではなく，胎児の成熟を考慮し，なるだけ分娩
を遅らせることが1つの選択肢として考慮される
が，その場合，母体の予後が増悪する可能性があ
る。現時点では，重症PEに対する対応としては
妊娠20週台であったとしても早期娩出が最も正し
い手段であると考えられるが，Churchillら9）は，
Cochrane libraryにおけるメタアナリシスで，妊
娠24 〜34週の重症PE患者に対して早期娩出と分
娩を遅らせる管理を行う群の間で周産期予後を比
較している。その結果，早期娩出した群の新生児
には脳室内出血のような合併症がより多く発現
し，分娩を遅らせることでNICUへの入院日数や
人工換気を必要とする件数が減少した（表5）。こ
の報告では，早期娩出によって死産を抑制するこ
とはできるが，出生後28日以内の新生児死亡率は

表3　 妊娠高血圧腎症（PE）の「非重症」と「重
症」による周産期アウトカムの比較

周産期アウトカム 非重症 重症 p�value

母体予後

死産（％） 2.6 4.0 NS

分娩週数（週） 39 37 0.007

早産（％） 12.8 33.9 0.01

帝王切開率（％） 59.0 83.0 0.001

新生児予後

周産期死亡（％） 10.3 13.7 NS

出生体重（g） 3,133 2,307 ＜0.001

SGA（＜2,500g：％） 15.4 44.3 0.001

Apgarスコア（1分値） 8 7 0.004

Apgarスコア（5分値） 9 9 0.05

NICU入院・集中治療 7.7 33.9 0.001（文献7より引用）

NS：not significant
SGA：small for gestational age

表4　妊娠高血圧（GH）と妊娠高血圧腎症（PE）との周産期アウトカムに関する比較（発症率％）

周産期アウトカム 妊娠高血圧
重症妊娠
高血圧

妊娠高血圧
腎症

重症妊娠高血
圧腎症

リスク比（95％CI，重症妊娠
高血圧�vs.�妊娠高血圧腎症)

母体予後
常位胎盤早期剥離 1.3 4.2 3.2 6.7 1.29（0.12-13.59）

早産（＜35週） 8.4 25.0 9.7 35.6 2.58（0.92-7.23）

新生児予後

SGA（＜10パーセンタイル) 6.5 20.8 4.8 11.4 4.31（1.11-16.63）

呼吸窮迫症候群 5.5 12.5 4.8 16.7 2.58（0.56-11.92）

脳室内出血 0.7 0.0 0.0 0.0 NA

NICU入院 12.5 20.8 24.2 38.1 0.86（0.35-2.11）

新生児死亡 0.9 0.0 0.0 2.2 NA

胎児死亡 1.7 0.0 0.0 6.7 NA

（文献8より引用）NA：not avairable
SGA：small for gestational age
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逆に増加した。新生児のアウトカムのみを考えれ
ば早期娩出よりも分娩を遅らせたほうがいいと思
われる。一方，分娩を遅らせることで増加する可
能性が考えられる母体合併症については，母体死
亡の報告はなく，子癇や肺水腫などの合併症につ
いてもハイレベルのエビデンスを得ることができ
なかった。この報告では母体への悪影響が示唆さ
れたものの，エビデンスレベルの高い結果を出す
ことはできなかったことから，母体への影響を理
解するにはさらなる検討が必要である。

　母体の臓器障害あるいは子宮胎盤機能不全（重

症徴候）を合併することで「重症」と診断すること
は，細かい違いはあるものの世界共通である（p.13
Ⅰ章「総論2 海外の定義・分類との違い」参照）。
しかし，日本の「重症」の定義では重症高血圧（≧
160/110mmHg）は海外でいう重症徴候（日本では
母体の臓器障害）に含まれていない。従って，日
本には世界で唯一「重症GH」が存在する。GHに
比べてPEのほうが周産期予後が悪いという一般
的な認識を基本とするなら，重症高血圧は母体の
臓器障害に含めることで重症GHという診断がな
くなったほうが病態を理解しやすいのではないだ
ろうか。

表5　重症妊娠高血圧腎症における早期娩出の母児臓器障害への影響

周産期アウトカム relative�effect（95％CI） evidence�level（grade） コメント

母体予後

母体死亡 not�estimable low 死亡例の報告なし

子癇 RR�0.98（0.06-15.58） very�low −

脳卒中 − − 報告なし

HELLP症候群 RR�1.09（0.62-1.9） low −

肺浮腫 RR�0.45（0.07-3.00） very�low −

腎不全 RR�0.32（0.05-1.99） − −

常位胎盤早期剥離 RR�0.42（0.18-0.96） − −

新生児予後

周産期死亡 RR�1.11（0.62-1.99） low −

脳室内出血・低酸素性脳症 RR�1.94（1.15-3.29） moderate −

ベンチレーション使用 RR�1.50（1.11-2.02） − −

壊死性腸炎 RR�1.79（0.84-3.81） − −

低出生体重児 RR�0.38（0.24-0.61） − −

新生児痙攣 RR�2.57（0.27-24.43） − −

脳性麻痺を含めた長期の成長発達障害 RR�6.01（0.75-48.14) − −

NICU入院期間 RR�7.38（−0.45-15.20) − −

（文献9より引用）
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　2018年 の 妊 娠 高 血 圧 症 候 群（hypertensive 
disorders of pregnancy；HDP）の定義・分類の改
定において大きな変更点の1つが，母体臓器障害
の重要性を強調したことである。今回の改定によ
り妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）は，妊婦に
高血圧を認めさらに母体の臓器障害または子宮胎
盤機能不全を認めた場合と定義され，必ずしも蛋
白尿が必須ではなくなった。HDPは母体の全身的
な疾患であり，あらゆる臓器に影響を与える。ど
の臓器かにかかわらず臓器障害を呈した高血圧を
有する妊婦の母児の予後は，臓器障害のない高血
圧を有する妊婦と比較して不良である。2018年の
改定により，PEには「軽症」という考えがなくなっ
た。PEは，母児の状態がいつでも急変しうる状
態であることを認識する必要がある。

　HDPにおける臓器障害とは，母体の肝臓・腎臓
の機能障害，脳卒中，神経障害，血液凝固障害，
子宮胎盤機能不全を指す（表1）。PEは，妊娠20週

以降に高血圧を発症しかつ蛋白尿を伴うもの，ま
たは蛋白尿を認めなくても前述した臓器障害の
いずれかを認めるものと今回の改定で定義され
た。また，加重型妊娠高血圧腎症（superimposed 
preeclampsia；SPE）には従来の定義に加え，妊
娠前〜妊娠20週未満に発症した高血圧妊婦に妊娠
20週以降でこれらの臓器障害が発症した場合にも
診断されることとなった。
　これらの臓器障害では，既存の疾患によるもの
やHDPが原因ではないと考えられるものは除外さ
れる。このため，既往歴や母体合併症については
あらかじめ十分確認しておく必要がある。疾患に
よっては，妊娠中に新たに発症し，その疾患によ
る臓器障害がHDPによるものなのか，新たに発症
した別の疾患によるものなのか判断がつかない場
合もある。PE，SPEともに妊娠中進行していく病
態であり，判断に悩む場合は1回の検査結果や症
状で決めつけるのではなく，その推移を慎重に確
認し，分娩後に精査することも必要である。その
一方，母体臓器障害を伴うHDPでは，産後も含め
母体に急速に進行するHDP関連疾患（HELLP症候

Ⅰ総論

総論7 妊娠高血圧腎症の臓器障害について

妊娠高血圧腎症と診断される臓器障害

表1　妊娠高血圧症候群で定義される臓器障害

基礎疾患のない肝機能障害

ASTもしくはALTが40IU/L

治療に反応せず他の診断がつかない重度の持続する右季肋部痛もしくは心窩部痛

進行性の腎機能障害

血清クレアチニン＞1.0mg/dL，かつ他の腎疾患が否定されるもの

脳卒中，神経障害

間代性痙攣，子癇，視野障害，一時性頭痛を除く頭痛など

血液凝固障害

妊娠高血圧症候群に伴う血小板減少（＜15万/mm3），播種性血管内凝固症候群，溶血

子宮胎盤機能不全

胎児推定体重が−1.5SD以下の胎児発育不全で，染色体疾患・奇形症候群のないもの

臍帯動脈血流波形異常（臍帯動脈血管抵抗の異常高値，血流途絶あるいは逆流）

死産（染色体異常や奇形症候群のないもの）

（文献20を基に作成）
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群，子癇，中枢神経障害，肺水腫，周産期心筋症
など）を併発しやすい。臓器障害の推移を診てい
くうえで，これらの疾患にも十分に注意した観
察が必要となる1 〜3）。
　注意しなければならないのは，臓器障害の発症＝

「妊娠終結の条件」ではないという点である。本
診療指針では，妊娠終結の条件については別の条
件を提示している（p.78 Ⅳ章「CQ1 分娩を考慮す
る所見は？」参照）。表1に示した臓器障害は，高
血圧を有する妊婦においてこれらの項目を満たし
た場合，その後急激に母児の状態が悪化する可能
性が高いため，より一層慎重な周産期管理が必要
であるというアラートの基準と考える。ひとつひ
とつの項目についてはさまざまな意見もあるが，
HDPの母児の予後改善のために，高血圧を合併し
ている妊婦がこれらの項目を満たした場合は臓器
障害ありと判断するとした。

　HDPに伴う肝機能障害は，ASTもしくはALT
が40IU/L以上と定義された。妊娠中，循環血液
量は約50％増加し心拍出量は妊娠28 〜30週ごろ
最も高くなる。循環血液量増加に伴い総肝血流
量も増加する。ALPの上昇，血清アルブミン値
の軽度低下は正常妊娠でも認められるが，AST，
ALT，血清ビリルビン値は正常妊娠では上昇し
ない。一般にAST，ALT，ビリルビン，γ-GTP
などは，妊娠中その検査室の基準値よりも約20％

低下するという報告がある4）。
　妊娠中に起こる肝疾患には，妊婦に特有のもの
と偶然妊娠中に発症したものとに分けられる。妊
娠中に起こりうる代表的な肝疾患を表2に示す5）。
血液検査値で，肝機能障害が判明した場合，HDP
に伴うものなのか，高血圧を有する妊婦に偶然発
症したものなのかは注意して鑑別しなければなら
ない。重度の右季肋部痛や心窩部痛はHELLP症
候群の前駆症状である可能性があり，「治療に反
応せず他の診断がつかない重度の持続する右季肋
部痛もしくは心窩部痛」は，HDPで定義される臓
器障害の症状として記載されている。しかし，右
季肋部痛・心窩部痛は，胆嚢炎や急性胃粘膜病変
などの消化器疾患，帯状疱疹などが原因の場合も
あり，症状の推移や発症時期，食事との関係や頭
痛の有無など他の身体所見の有無についても確認
することが必要である。
　肝機能障害はPEの20 〜30％で発症すると報
告されている6）。肝機能の指標でよく用いられる
ASTとALTは，肝細胞がなんらかの障害を受け
た際に上昇する血清マーカーである。ASTは細
胞質およびミトコンドリアのアイソザイムに存在
し，肝臓，心筋，骨格筋，腎臓，脳，膵臓，肺，
白血球，赤血球など広くさまざまな細胞に存在す
る。ALTは細胞質酵素であり，肝臓で最も高濃
度に存在し，肝疾患で特異的に上昇する7）。PEの
場合，はじめにASTがALTよりも上昇すること
が多く，ALTが有意に増加する他の疾患と鑑別
するうえで目安になりうる。妊娠に関連する肝疾

肝機能障害

（文献5を基に作成）

表2　妊娠中に起こりうる肝疾患

妊娠と関連するもの

・妊娠悪阻
・妊娠性肝内胆汁うっ滞
・急性妊娠脂肪肝
・妊娠高血圧腎症，子癇
・HELLP症候群

妊娠と関連なく
発症するもの

妊娠前から
存在する疾患

・B型肝炎，C型肝炎，E型肝炎
・肝硬変，門脈圧亢進症
・自己免疫性肝炎
・ウィルソン病
・肝移植後
・非アルコール性脂肪肝

妊娠中に発症する
可能性のあるもの

・急性ウイルス性肝炎
・胆道系疾患（胆嚢炎，原発性硬化性胆管炎）
・血管性疾患（Budd-Chiari症候群）
・代謝性疾患
・肝臓腫瘍
・薬剤性肝炎
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患と検査結果の目安について表3に示す。妊娠悪
阻や妊娠性肝内胆汁うっ滞は高血圧を伴わない。
HDP関連の疾患としては，HELLP症候群，急性
妊娠脂肪肝などがある。

　進行性の腎機能障害とは，慢性腎炎やループス
腎炎，糖尿病性腎症など他の腎疾患が否定された
状態で，妊娠中血清クレアチニン（Cr）値が進行性
に増悪し，1.0mg/dLを超えるものとされる。血
清Cr値は腎臓の糸球体濾過機能を反映しており，
尿蛋白量の多寡にかかわらず血清Cr値の上昇は腎
機能の悪化と関連している8）。
　妊婦の腎臓は容積が約30％増大し，長径が1 〜
1.5cm大きくなる。正常妊娠では腎血流量増加に
伴い，糸球体濾過値（glomerular filtration rate；
GFR）は妊娠9週の時点で45％増加しており，満期
ではやや低下するものの非妊娠時より40％増加し
ている。分娩後は4 〜6週間で非妊娠時の状態に
戻る。正常妊娠では血清Cr値は0.4 〜0.8mg/dLに
低下し，併せて尿素窒素，血清ナトリウム，血漿
浸透圧の低下が認められる。
　PEでは，蛋白尿が出現する前から腎機能障害
が発症していると考えられている。VEGFとPlGF
は腎糸球体の血管内皮細胞機能の維持に重要であ
るが，PEで上昇するsFlt-1はこれらの血管増殖因
子に結合してその機能を抑制し，腎糸球体の内皮
障害を引き起こす9）。腎臓の血管内皮の腫脹やフィ
ブリン沈着などにより，PE例のGFRは正常妊婦
よりも低下する。
　一般臨床ではGFRを簡便に評価するために推
定糸球体濾過量（estimated glomerular filtration 

rate；eGFR）が用いられている。eGFRは，血清
Cr値と年齢・性別を用いた計算式より算出され
る。健常者では100mL/分であるが，血清Cr値
が1.0mg/dLの場合，eGFRは20 〜40歳台女性で
おおむね50 〜60mL/分程度となる。慢性腎臓病

（chronic kidney disease；CKD）については日本
腎臓学会が『エビデンスに基づくCKD診療ガイド
ライン2018』のなかで，原疾患，腎機能，蛋白尿/
アルブミン尿に基づいたCKDの重症度分類を示
している（表4）10）。PEの腎機能障害をここにその
まま当てはめることは必ずしも正確ではないが，
この分類に基づけばeGFR 50 〜60mL/分はGFR
の区分でG3a（軽度から中等度機能低下）となる。
ここに蛋白尿を加味すると，末期腎不全に進行
するリスクは尿蛋白/クレアチニン比（mg/mgCr）が
0.15 〜0.49の場合で表4のオレンジ，0.50以上の場
合で表4の赤となり，慎重に管理する必要がある。
　妊娠中に起こる進行性の腎障害の原因となりうる
疾患としては，PEのほかにHELLP症候群，血栓性血
小板減少性紫斑病（thrombotic thrombocytopenic 
purpura；TTP），非典型溶血性尿毒症症候群

（atypical hemolytic uremic syndrome；aHUS），
急性妊娠脂肪肝，多量出血，常位胎盤早期剥離，
敗血症などがある。血清Cr値の上昇が認められる
場合はこれらの疾患も鑑別する。なお，腎疾患合
併や糖尿病性腎症，腎移植後で高血圧を合併する
とSPEと診断される。これらの疾患では，妊娠成
立時すでに血清Cr値が1.0mg/dLを超えている場
合もある。その管理については『腎疾患患者の妊
娠：診療ガイドライン2017』11）などを参照してい
ただきたい。

表3　妊娠と関連する肝疾患の発症時期と検査値

疾患名 発症時期 検査値

妊娠悪阻 first〜second�trimester ビリルビン値上昇（正常上限の4倍），AST・ALT上昇（正常上限の2〜4倍）

妊娠性肝内胆汁うっ滞 first〜third�trimester ビリルビン値上昇（正常上限の6倍），AST・ALT上昇（正常上限の6倍），胆汁酸上昇

妊娠高血圧腎症 second〜third�trimester
ビリルビン値上昇（正常上限の2〜5倍），AST・ALT上昇（正常上限の10〜50倍），
血小板減少

HELLP症候群 second〜third�trimester AST・ALT上昇（正常上限の10〜20倍），LD上昇,血小板減少，尿酸上昇

急性妊娠脂肪肝 second〜third�trimester
ビリルビン値上昇（正常上限の6〜8倍），AST・ALT上昇（正常上限の5〜10倍,
まれに20倍以上）

（文献6より改変）

進行性の腎機能障害
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　 血 液 凝 固 障 害 は， 血 小 板 数15万/mm3未 満，
または播種性血管内凝固症候群（disseminated 
intravascular coagulation；DIC）傾向，溶血など
の所見を示す場合である。
　一般に妊娠中の血小板数は減少する。妊婦の血
小板数の平均はfirst trimesterでは25.1万/mm3，
second trimesterでは23万/mm3，third trimester
では22.5万/mm3，分娩時21.7万/mm3であり，一
般妊婦では15万/mm3未満が血小板減少とされてい
る12）。血小板減少は全妊婦の5 〜10％に発症する13）。
妊娠中に血小板減少をきたす疾患を表5に示す。

その多くは妊娠性血小板減少症であり，妊婦の血
小板減少の約75％を占める。
　PEに伴う血小板減少は，血管新生阻害因子で
あるsFlt-1上昇の影響で血管内皮の機能障害が起
こり，末梢血管の血管攣縮や微小血栓が発生す
るため血小板が消費されることで起こる。PEは
妊娠中期以降の血小板減少の原因として妊娠性血
小板減少症に次いで頻度が高い。PEの約50％が
血小板減少をきたすが，多くは10万/mm3以上で
あり，HELLP症候群などの合併症をきたさない
限り5万/mm3未満になる例は約5％にすぎない13）。
15万/mm3未満を血小板減少とする今回の改定の
基準値については，一般に血小板数の基準値下限

表4　CKDの重症度分類

原疾患 蛋白尿区分 A1 A2 A3

糖尿病
尿アルブミン定量（mg/日）

尿アルブミン/Cr比（mg/gCr）
正常 微量アルブミン尿 顕性アルブミン尿

30未満 30 〜299 300以上

高血圧，腎炎，多発性嚢胞腎，
移植腎，不明

尿蛋白定量（g/日）
尿蛋白/Cr比（g/gCr）

正常 軽度蛋白尿 高度蛋白尿

0.15未満 0.15 〜0.49 0.50以上

GFR区分
（mL/分/1.73m2）

G1 正常 or 高値 ≧90

G2 正常 or 軽度低値 60 〜89

G3a 軽度〜中等度低下 45 〜59

G3b 中等度〜高度低下 30 〜44

G4 高度低下 15 〜29

G5 末期腎不全 ＜15

表5　�妊娠中の血小板減少と関連
がある疾患

妊娠に特異的
なもの

血小板減少単独のもの 妊娠性血小板減少症（70 〜80％）

全身性疾患に伴うもの

妊娠高血圧腎症（15 〜20％）

HELLP症候群（＜1％）

急性妊娠脂肪肝（＜1％）

妊娠に非特異的
なもの

血小板減少単独のもの

特発性血小板減少性紫斑病（1 〜4％）

薬剤性血小板減少

先天性血小板減少

全身疾患に伴うもの

血栓性血小板減少性紫斑病，溶血性尿毒症
症候群

全身性エリテマトーデス

ウイルス性肝炎

骨髄疾患（文献13より改変）

KDIGO CKD guidline 2012を日本人用に改変
（日本腎臓学会編: CKD診療ガイド2012. p.3, 東京, 東京医学社, 2012. より転載）

血液凝固障害

重症度は原疾患，GFR区分，蛋白尿区分を合わせたステージにより評価する。CKDの重症度は死亡，末期腎不全，心血管
死発症のリスクを緑■のステージを基準に，黄■，オレンジ■，赤■の順にステージが上昇するほどリスクは上昇する。
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が15万/mm3となっていることによるものである。
国際妊娠高血圧学会（ISSHP）14）や英国国立医療技
術評価機構（NICE）ガイドライン15）ではこの基準
を取り入れており，日本妊娠高血圧学会（JSSHP）
もこの基準値を採用した。しかし，米国産婦人
科学会（ACOG）16）は10万/mm3を基準としている。
本項の最初にも記載したように，今回の診断基準は
臨床管理を目的としたものであり，血小板が15万/
mm3未満であればすぐに分娩としなければならない
わけではない。高血圧を有する妊婦で15万/mm3未
満であれば，その後急激な血小板減少やHELLP
症候群が起こることもあり，短い間隔で血小板の
推移を確認する必要がある。
　PEの血管内皮障害が顕著となると血小板減少
はさらに進行し，慢性のDICとなる。DICの診
断は産科DICスコアに基づいて行われる。常位
胎盤早期剥離や産科危機的出血，羊水塞栓症，
HELLP症候群などは急激に進行するDICを起こ
しうる。これらにはPEと関連が深い疾患であり，
すでに血小板が減少していることでより急激に進
行するものもある。

　HDPにおける急激な血圧上昇は脳血流動態の変
化や脳圧亢進を起こし，脳出血や脳浮腫を発症す
ることがある。これらは頭痛や視野障害，痙攣と
いった症状を誘引する。めまいや頭重感，眼窩閃
発，嘔吐などの症状をきっかけに診断される。
　HDPに関係する病態には，血管原性脳浮腫［子
癇，可逆性後頭葉白質脳症（posterior reversible 
encephalopathy syndrome；PRES）］，脳卒中［高
血圧性脳出血，くも膜下出血，脳梗塞，一過性脳
虚血発作（transient ischemic attack；TIA）］など
が挙げられる。これらの疾患は，中枢神経症状を
呈した後，緊急でCTやMRI検査を行った結果診
断される。従って，高血圧を呈している妊婦に難
治性の頭痛や痙攣を呈した場合は，その原因にか
かわらず，まずHDPに関連する中枢神経障害とし
て管理を行う。
　 通 常， 健 康 成 人 で は 平 均 動 脈 血 圧 が50 〜
150mmHgであれば脳循環がほぼ一定に保たれる。

しかし，それを超える高血圧では脳血流の自動調
節能に影響が出る可能性がある。さらにPEでは，
sFlt-1などによる血管内皮障害の影響や脳血管周
囲の自律神経の過剰な活性化，循環血液量の増加
などのさまざまな因子により脳血流量の安定性の
破綻や脳血管攣縮をきたす17,18）。
　母体の脳血管障害については，Ⅷ章p.135「解説
5 中枢神経系評価法」，p.181「解説15 子癇」，p.186

「解説16 妊産婦脳卒中」も参照していただきたい。

　子宮胎盤機能不全として，−1.5SD以下の胎児
発育不全（fetal growth restriction；FGR），臍帯
動脈血流波形異常，死産などが定義された。FGR
や死産のうち，児に染色体疾患や奇形症候群など
児自体に原因があるものは除外される。臍帯動
脈血流異常には，臍帯動脈の拍動係数（pulsatility 
index；PI）が95％を超えるもの，血流の途絶・逆
流など胎盤機能不全の指標となるものが挙げられる。
　子宮胎盤機能不全もPEとして取り扱うべき臓
器障害とするかについては，いまだ論議がなされ
ている。しかし，早発型PEの病態は胎盤形成時
における螺旋動脈のリモデリング不全であり，胎
児発育と大きなかかわりがある。HDPの妊婦の
場合，ISSHPのガイドラインでは2週間ごとに推
定児体重を評価するよう推奨している14）。諸外国
ではFGRの定義を，その週数の胎児推定体重の10
パーセンタイル未満，かつ臍帯動脈の血流異常を
伴うものと定義されていることが多く，今回の定
義改定で使用されている−1.5SDとはFGRの定義
自体が大きく異なるが，PEでの児の予後の改善
という点において，胎児推定体重が−1.5SDを下
回るようなFGRを認めた場合は，羊水量や児の胎
児健常性の評価，胎児心拍数陣痛図，臍帯動脈，
中大脳動脈，静脈管，下大静脈などの血流測定を
用いて児の評価を行う必要がある。子宮胎盤機能
不全については，p.50Ⅰ章「総論10 妊娠高血圧症
候群における胎児発育不全（FGR）の考え方」，p.75
Ⅲ章「CQ1 妊娠高血圧症候群における胎児発育
不全（FGR）の管理は？」 p.229 Ⅷ章「解説25 子宮
胎盤機能不全と子宮内胎児死亡」も参照されたい。

脳卒中，神経障害（間代性痙攣，子癇，
視野障害，一次性頭痛を覗く頭痛など）

子宮胎盤機能不全
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　1952年，熊本大学産婦人科教授加来道隆先
生は，妊娠中毒症の原因を変性胎盤のある多
糖体には抗原性があり，母体での抗体産生を招
き，抗原抗体反応による炎症が原因とのアレル
ギー説を発表した。一方，1960年に日本医科大
学産婦人科教授真柄正直先生は，変性胎盤から
のtoxic vasoconstrictor polypeptide（ 真 柄 物 質 ）
が誘因となり妊娠中毒症を発症するとの学説を
発表し，後に「真柄−加来の大論争」と語り草に
なる激しい論争を学会の場で繰り広げた。現在
の知識で両先生の説を再考すれば，加来先生の
アレルギー説はRedmanら1）が報告した妊娠高血
圧腎症（preeclampsia；PE）にみられるsystemic 
infl ammationの病態を指していると推測され，真
柄物質はsFlt-12）なのかもしれない。今から60年前
にPEの病因の本態に迫っていた先人の慧眼に改
めて畏敬の念を抱く。しかし当時は，残念ながら
それぞれの説を証明するに至らず，妊娠中毒症研
究は「袋小路」に入ってしまった感があった。この
閉塞感を打開し，再び妊娠中毒症研究の活発化を
図る目的で，日本産科婦人科学会は妊娠中毒症問
題委員会を設立し，分類，臨床管理，治療に関す
る問題を考えていくための学問的な議論の場とし
て，1980年に第1回日本妊娠中毒症研究会を開催
した。日本妊娠高血圧学会は，第1回日本妊娠中
毒症研究会に源を発する。
　その当時，妊娠中毒症とよばれていた妊娠高血
圧症候群（hypertensive disorders of pregnancy；
HDP）の原因は不明であったが，この時期に前後

してプロスタグランジンI2（PGI2）や一酸化窒素
（nitric oxide；NO）が発見され，血管内皮細胞で
産生される代表的な降圧系の血管調節因子である
ことが明らかとなり，HDPの病態におけるこれら
血管拡張因子の役割が盛んに研究された。妊娠す
ると循環血液量が増加する（妊娠32 〜34週をピー
クに30 〜40％増加）にもかかわらず，正常妊娠で
は妊娠32 〜34週をbottomに血圧は低下する。こ
れは，血管内皮細胞でのPGI2やNOなどの血管拡
張因子（降圧因子）の産生が亢進して血管が拡張す
るためである。これに対し，PEでは血管内皮障
害のためPGI2やNOの産生が十分でない3 〜6）ため血
圧の上昇や血管透過性の亢進が起こり7），PEの病
態が発症すると考えられるようになった（図1）。
　またこのころに，螺旋動脈への絨毛細胞の侵入
不全，いわゆる螺旋動脈のリモデリング不全が血
管内皮障害を惹起し，PE発症に関与していると
の報告8,9）がなされ，two stage disorder theory10,11）

に発展していく（図2）11）。

　PEは，父系の主要組織適合遺伝子複合体（major 
histocompatibility complex；MHC）を有する受精
卵を免疫学的に許容することが上手くいかない，
いわゆるimmunogenic maladaptationから始まる
と考えられている12）。正常妊娠においては，免疫
学的寛容が起こって着床後に脱落膜への絨毛細胞
の侵入が順調にいき，その結果，螺旋動脈の血管

Ⅰ総論

総論8 病因について

トロンボキサンA2（TXA2）
エンドセリン

プロスタグランジンI2（PGI2）
一酸化窒素（NO）

図1　妊娠高血圧腎症（PE）の病態
PEでは，血管内皮障害により降圧系の
循環調節因子の産生あるいは活性が低
下して，昇圧系優位となり高血圧が発
症する。

Two stage disorder theoryと抗血管新生因子
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相互作用

Hypoxia/ischemiaの増悪

Immunogenic maladaptation

移植
胎児側

（絨毛細胞）

母体循環
（血管内皮細胞障害）

胎児胎盤循環
（血管内皮細胞障害）

・ 胎児機能不全
・ 胎児発育不全

・ 高血圧
・ 蛋白尿

母体側
脱落膜細胞＋免疫担当細胞

・ 胎盤血流低下
・ 胎盤形成不全

・ 螺旋動脈のリモデリング不全

胎盤（絨毛細胞）からの
合胞体微小粒子

血管新生因子の
過剰産生

(sFlt-1, sEng) 

母体の
体質的要因

First stage

悪循環

Second stage

平滑筋細胞や血管内皮細胞は絨毛細胞に置換さ
れるため（螺旋動脈のリモデリング），螺旋動脈は
収縮せず十分な血流が維持され，正常な妊娠経過
をたどる。一方，immunogenic maladaptationが
起こると，絨毛細胞が十分侵入できず血管平滑筋
細胞や血管内皮細胞が絨毛細胞に置換されないた
め，血管平滑筋の収縮が起こり，螺旋動脈の血管
抵抗が上昇し，十分な血流量の維持が困難となり

（螺旋動脈のリモデリング不全），hypoxiaの状態
となる8,13）（図3）13）。絨毛細胞の侵入は，絨毛と脱
落膜および脱落膜中の免疫担当細胞との免疫的な
相互作用と局所の酸素分圧に規定されていると推
測されるが，免疫学的許容の詳細なメカニズムは
不明である。Uterine natural killer cells（uNK）や
制御性T細胞（regulatory T cell；Treg）は，免疫
学的許容のメカニズムに関与しているとの報告が
散見されている14,15）。
　Hypoxiaが起こると絨毛細胞でのsFlt-1（可溶型
VEGF受容体）が増加し，PlGFの産生が低下し，
血管新生抑制と胎盤のさらなるhypoxiaを起こ
し，それがさらにsFlt-1の産生16）とPlGF産生の抑

制を惹起する。同時にhypoxia-inducible factor-1α 
（HIF-1α）の産生が刺激され，これがTGF-β3を
増加させ，TGF-β3が螺旋動脈や脱落膜への絨毛
の浸潤を抑制して，さらにhypoxiaを増悪させ
る17）。その結果，さらにsFlt-1やHIF-1αの産生が
亢進することによりplacental perfusionが低下し，
ますますhypoxiaが増悪し悪循環に陥る。また，
正常妊娠では，TGF-β1は血管壁にあるエンドグ
リンとTGF-βのtype 2レセプターに結合し，血管
壁の弛緩を起こしているが，hypoxiaの結果，絨
毛細胞で産生され，血中で増加したsEng（可溶型
TGF-β受容体）がTGF-β1に結合するため，TGF-
β1は血管壁にあるエンドグリンとTGF-βのtype 
2レセプターとは十分に結合できず，血管の弛緩が
起こらない13）。このこともhypoxiaをさらに増悪さ
せ，悪循環を助長している。その結果，絨毛細胞
や脱落膜細胞，さらには胎盤内の免疫担当細胞か
らTNF-αやIL-1βなどの炎症性サイトカインが
産生され，これらのサイトカインが血管内皮細胞
障害を起こす10）。
　sFlt-1やsEngは胎盤から母体循環へ移行するの

（文献11より改変）

図2　妊娠高血圧腎症（PE）の発症メカニズム（two stage disorder theory）
胎 児 側 の 細 胞 で あ る 絨 毛 細 胞 と 母 体 側 の 細 胞 で あ る 免 疫 担 当 細 胞 を 含 む 脱 落 膜 細 胞 と の 間 でimmunogenic 
maladaptation（免疫寛容不全）が起こると，胎盤形成不全，胎盤血流低下，脱落膜螺旋動脈のリモデリング不全が起こり，
絨毛間腔が低酸素・虚血状態になる。その結果，絨毛細胞からsFlt-1やsEngなどの抗血管新生因子が産生され，同時に胎盤

（絨毛細胞）から大きめの合胞体微小粒子が放出され，抗血管新生因子や合胞体微小粒子が母体循環や胎児循環に移行して血
管内皮障害を起こし，妊娠高血圧腎症の母児双方の臨床症状を発症させる。
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で母体循環でも同様のことが起こり，その結果降
圧機構が破綻して血圧が上昇し，凝固の亢進や血
管透過性の亢進を惹起し，PEの母体症状が発症
する。
　以上のように，PEの病因に螺旋動脈のリモデ
リング不全が重要な役割を担っており，このこと
は病理学的にも確認されている。しかし，なぜ螺
旋動脈のリモデリング不全が起こるのか現在も詳
細は不明である。この点に関しては，前述のよう
に父系のMHCの許容され易さや母系の免疫学的
許容の能力が関与して，母系−父系の免疫学的な
相互作用が中心的な役割を担い，複数の素因が相
互に影響して発症すると推測されている。

　ヒト胎盤は合胞体細胞の表面からさまざまな
サイズの破片を血中に放出している18）。それら破
片は20 〜100μmの大きいサイズのもの，100 〜
1,000nmの中程度の大きさでsyncytiotrophoblast 
microvesicles（STBMs）と よ ば れ る も の，70 〜
120nmの比較的小さいサイズでexosomesとよば
れるもの，60nm未満の最も小さなother intracellular

“debris”とよばれるものに分類される18）。STBMs
はheat shock protein 70（HSP70）やhigh mobility 
group box 1（炎症誘発因子），凝固促進作用のあ
る組織因子（tissue factor；TF），さらにsFlt-1や
sEngなどの抗血管新生因子を運搬して血管内皮
障害を起こす18）。さらにSTBMsは，uNKや制御

図3　螺旋動脈のリモデリング
正常妊娠では，絨毛細胞が脱落
膜へ侵入し，螺旋動脈の血管内
皮細胞や血管平滑筋に置き換わ
ることにより，narrow-calibre 
high-resistence vesselsか ら
wide-calibre low-resistence 
vesselsに変わる，いわゆる螺
旋動脈のリモデリングが起こる
が，妊娠高血圧腎症では螺旋動
脈のリモデリングがうまくいか
ないことが明らかになっている。

a：通常

b：妊娠高血圧腎症

付着絨毛細胞性
栄養膜の列

細胞性栄養膜

螺旋動脈螺旋動脈

静脈血

母体の血液

脱落膜

浮遊絨毛

付着絨毛

細胞性栄養膜
幹細胞

胎児の血管

螺旋動脈

合胞体性栄養膜

静脈血

母体静脈

子宮筋膜

子宮筋膜

中膜平滑筋

母体の
内皮細胞

血管内細胞性栄養膜

血流

血流

母体の血液

脱落膜

細胞性栄養膜

Two stage disorder theoryと
syncytiotrophoblast microparticles（図2）

（文献13より引用）
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性T細胞（regulatory T cell；Treg）の作用を抑制
するように働いている19）。正常妊娠においては，
胎盤の合胞体細胞表面からは免疫機能を抑制的に
調節する作用を有する小さなサイズのexosomesが
優位に放出される。一方PEにおいては，oxidative 
stressによりSTBMsが優位に放出され，抗血管新
生作用，炎症誘発や凝固亢進を起こしPEの病態が
形成される。抗血管新生因子の動態と並行して，
syncytiotrophoblast microparticlesの 動 態 もPEの
病態形成に関与している。

　1973年にGantら20）はアンジオテンシンⅡ負荷試
験でpregnancy-induced hypertension（現在のPE
と考えてよい）の予知が可能であることを報告し
た。拡張期血圧を20mmHg以上上昇させるのに必

要なアンジオテンシンⅡの投与量が8ng/kg/分未
満であると有意に高率にPEを発症するという結
果は，PEを発症する妊婦はアンジオテンシンⅡ
に対する感受性が亢進していることを意味してい
る。従って，PEの病態形成にRAS系が関与して
いる可能性が示唆される。
　正常妊娠においては，RAS系は胎盤でのレニン
産生により非妊時より亢進している21）が，PEでは
むしろ抑制されている22）。Abdallaら23）はこの逆
説的な現象をアンジオテンシンⅡタイプ1（AT1）
レセプターの形態の相違で説明している（図4）。
すなわちAT1レセプターはmonomerで存在する
も の と，bradykinin B2 receptorとheterodimer
を形成しているものがある。PEではAT1レセプ
ターとbradykinin B2 receptorのheterodimerが多
くみられるが，正常妊娠ではmonomerで存在す
る。MonomerのAT1 receptorはoxidant stressに
よりその作用が減弱するが，AT1レセプターと

図4　 正常妊娠と妊娠高血圧腎症（PE）に
おけるAT1の相違

正常妊娠ではAT1はmonomerで存在するが，
PEではbradykininのB2受容体とheterodimer
を形成している。Oxidant stressがかかると
AT1 monomerではその作用が抑制されるが，
AT1-B2 heterodimerで はoxidant stressに
よる受容体の抑制がかからず，AT1受容体は
アンジオテンシンⅡによる刺激に対する感受
性が高いままである。AT1において，正常妊
娠とPEの相違を明らかにした最初の報告であ
る。なぜPEでは，AT1-B2 heterodimerの形
態で存在するのか，メカニズムは不明である。

妊娠高血圧腎症とレニン-アンジオテンシン-
アルドステロン（RAS）系

正常妊娠

妊娠高血圧腎症

正常妊娠
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AⅡ

AⅡ
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AT1
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AT1
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Gαｑ/i

Gαｑ/i
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妊娠高血圧腎症
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（文献23より引用）
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bradykinin B2 receptorのheterodimerはoxidant 
stressによる作用の減弱がみられず，PEでは
oxidant stressが加わっても血管収縮などが抑制
されない。このようなメカニズムによりPEでは
血中のレニンやアンジオテンシンⅡの濃度が上昇
しなくても，PEの病態形成に関与している可能
性が指摘された

  Autologous antibody of angiotensin type 1 
receptor（AT1-AA）

　AT1 レセプターに対する自己抗体（AT1-AA）
が発見され24），AT1-AAがPEの病態形成に関与し
ている可能性が指摘されるようになった。AT1-AA
の作用は，表1に示されるようにPEの臨床症状の
ほぼすべてを説明でき，PE発症に重要な役割を
担っている可能性がある33）。さらに，AT1-AAは，
PEに罹患した女性が中高年に至った時の心・脳

血管系イベントの発症率が高いことに関与してい
る可能性が報告されている34）。

 組織系RAS
　2002年にNguyenら35）によりレニン−プロレニ
ン 受 容 体［renin-prorenin receptor；（P）RR]が 発
見された。プロレニンが（P）RRに結合すると，不
活性酵素であるプロレニンは非蛋白融解的にレニ
ン酵素活性を獲得する（図5）。（P）RRはプロレニン
の活性化を介し，組織RASのみならず（P）RR独自
のシグナル伝達を刺激して，高血圧や糖尿病にお
ける臓器障害の発症・進展に関与することが示さ
れた36 〜39）。PEの病態形成にも関与するとの報告
が散見されている40,41）。
　前述したように，RAS系がPEの病態形成に関
与するとの報告はみられるものの，PE発症の主
原因であるとはいえないのが現状である。

表1　AT1-AAの生理作用 ①高血圧患者にはみられないAT1-AAが妊娠高血圧腎症患者で発見された24）。
②その後の詳細な検討で，妊娠高血圧腎症以外の高血圧の病態にも関与していることが明らかとなった25）。
③sFlt-1の産生を増加させ，sFlt-1はさらにhypoxiaを助長してsFlt-1を産生させる26）。
④�Plasminogen�activator� inhibitor�1（PAI-1）の増加→，plasminogen�activatorの作用を減弱→�
plasminogenからplasminへの変換が減少→extracellular�matrixの分解が減少→絨毛の侵入を抑
制する27）。同時に蛋白尿や腎機能低下をもたらす28）。

④血管平滑筋の細胞内Ca＋＋濃度を上昇させる29）。
⑤Tissue�factorの産生を増加させ，凝固系の亢進をもたらす30）。
⑥�Nicotinamide�adenine�dinucleotide�phosphate（NADPH）が活性化しreactive�oxygen�species
を産生する31）。

⑦�Reactive�oxygen�species産生を刺激して胎盤組織にoxidative�stressをかけ，その機能を障害する32）。

非蛋白融解的

蛋白融解的

：活性基

prosegment

prosegment
prosegm

ent

プロレニン

レニン

プロレニン

プロレニン
受容体

アンジオテンシノゲン アンジオテンシンⅠ

アンジオテンシノゲン アンジオテンシンⅠ

図5　 プロレニンとプロレニン受容体
通常，プロレニンは蛋白融解酵
素によりprosegmentがはずれ
てレニンに変換され，アンジオ
テンシノゲンをアンジオテンシ
ンⅠに変換するが，プロレニン
がプロレニン受容体に結合する
とprosegmentがはずれないま
ま構造が変化して活性基が露出
し，アンジオテンシノゲンをア
ンジオテンシンⅠに変換する。
すなわち，プロレニンのままで
レニン活性を有することにな
る。

（文献42より改変）
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文 献

　Two-stage disorder theoryにより，螺旋動脈の
リモデリング不全が血管内皮障害を起こし，母
児双方のPEの臨床症状を発症するメカニズム
が明らかとなった。残されたblack boxはなぜ
extravillous trophoblastsが十分に脱落膜へ侵入

できないか，言い換えれば免疫学的異物である
受精卵をなぜ許容できないかというimmunogenic 
maladaptationの解明である。疫学研究において
は，immunogenic maladaptation解明の糸口にな
る報告が多数みられる。最後のblack boxが解明
される日もそう遠くはないと思われる。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）は，妊娠20週以降に初めて高
血圧を発症し分娩12週までに正常に復する場合を
いう。以前は尿蛋白を伴うもののみを妊娠高血圧
腎症（preeclampsia；PE）と定義していたが，諸
外国の定義に合わせ，2018年から，肝機能障害，
腎機能障害，脳卒中・神経障害，血液凝固障害，
子宮胎盤機能不全を伴う場合もPEと定義するこ
とになった1）。重度の高血圧であれば蛋白尿の有
無にかかわらず，早産やsmall for gestational age

（SGA）児の出産の割合が増加するという報告も以
前からあり2），現在では子宮胎盤不全を伴うよう
な場合もPEに含むことになった。
　PEでは，胎盤が娩出された後に急速に所見が
改善すること，分娩後に胎盤の遺残によってPE
が発症すること，子宮掻把術による胎盤除去で急
速に改善することから，胎盤にその由来があると
されていた3）。PEの病因を説明するさまざまな仮
説のなかで，two stage theoryと血管新生の不均
衡が最も妥当であるとされている。血管新生因子
の循環レベルを評価することは，PEの有害な転
帰を防ぐ可能性のある多様な臨床的役割を担って
いる4）。
　通常妊娠では，絨毛細胞が脱落膜へ進入し，脱
落膜螺旋動脈の血管内皮細胞に置き換わる「螺旋
動脈リモデリング」が生じる。母体血管から絨毛
間腔に灌流が始まり，胎盤の酸素分圧の上昇と
全身血管抵抗の減弱が生じる。血管新生因子であ
るVEGF，PlGFは，VEGFR-1を介して細胞内に
作用し，血管新生に働いている。Uterine natural 
killer cell（uNK）や 制 御 性T細 胞（regulatory T 
cell；Treg）5）は胎児へ向けた同種反応を抑制し，
妊娠維持に必須な細胞と考えられている6）。脱落
膜NK細胞がインターロイキン8およびインター
フェロン誘導性蛋白質10のケモカインを産生する

ことにより栄養膜細胞の浸潤を制御し，一連の血
管新生因子を分泌している7）。脱落膜形成に伴う
初期の血管変化（内膜空胞化，中膜の崩壊と菲薄
化など）は，子宮の螺旋動脈付近に栄養膜細胞が
存在する前に起こっている8）。
　血管新生とリモデリング不全により胎児胎盤循
環での酸素分圧の上昇が生じず，胎盤虚血と胎
盤損傷をきたす9）。絨毛細胞での可溶性VEGFR-1

（sFlt-1）の産生が刺激され，PlGFの産生が抑制
されるとともにsEngが産生される10）。sFlt-1は
VEGFやPlGFを阻害し，絨毛細胞の脱落膜への進
入を抑制するとともに，血管内皮細胞も障害する。
sEngは，細胞性栄養膜細胞の進入を阻害するTGF-
βに結合し拮抗する3）。これらの因子が母体血中へ
移行することでPEの母体所見が出現する11,12）。
　母体の既往歴，平均動脈圧，子宮動脈の拍動係
数（pulsatility index；PI），PlGFなどの血管新生
マーカーを組み合わせた妊娠初期スクリーニング
により，PE発症リスクのある妊娠を効果的に特
定できることが示され13），高リスク妊娠への低用
量アスピリン投与で，早発型の発症率が大幅に減
少し14,15），早発型のPEに予測と予防の組み合わせ
が有用な可能性が示され13,15,16），適切なPEの管理
戦略のモデルが提示されている17）。
　PROGNOSIS Asiaに登録されたPEが疑われる
日本人女性を対象としたサブ解析では，sFlt-1/
PlGF比が38以上で予後予測能が高かった18）。PE
では，妊娠中期に絨毛細胞の進入に関する因子で
あるPAI-1/PAI-2が上昇し，IGFBP-1が低下して
いるとの報告もある。また，胎盤から産生分泌さ
れる妊娠関連血漿蛋白質A（pregnancy-associated 
plasma protein A；PAPP-A），placental protein 
13（PP13）， 非 対 称 性 ジ メ チ ル ア ル ギ ニ ン

（asymmetric dimethylarginine；ADMA）な ど が
変動することが報告されている。
　低所得国および中所得国の単胎妊娠の未出産女
性を対象に，妊娠初期からの低用量アスピリンの

Ⅰ総論

総論9  病態（GH，CH，PE，SPE）について

妊娠高血圧腎症の病態
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投与でHDP全体の頻度に群間差はないが，早産を
伴うHDPや，妊娠37週以前の早産の発生率は低下
し，周産期死亡率も減少した19）。抗酸化作用や抗
炎症作用，血管作動作用を介して，微量栄養素が
PEに予防的に作用することが知られているが20），
低カルシウム状態では副甲状腺ホルモンを介し，
細胞間カルシウム濃度が増加して血管収縮に働い
ている。メタアナリシスでも，カルシウムやビタ
ミンD，多微量栄養素がPEリスクを低下させてい
た21）。スタチン投与では，PEの血圧と，sFlt-1お
よびsEngに対する相反する作用が示され，胎盤
での内皮型一酸化窒素合成酵素（endothelial nitric 
oxide synthase；eNOS）増加が報告されている22）。

　PEの剖検例では，60 〜70％に脳の脈管周囲空
間の狭窄や，肝細胞の壊死を伴う門脈・門脈周囲
出血，門脈周囲の類洞への組織化したフィブリン
沈着，類洞周囲の内皮化，門脈周囲の急性壊死が
みられている23）。脱落膜の血管障害は，血管周囲
リンパ球を伴う内側肥大や発泡細胞を伴う血管
壁内のフィブリノイド壊死を呈することがしばし
ばあり，胎児発育不全（fetal growth restriction；
FGR）合併PEでよくみられる23）。腎病理では内皮
細胞の膨潤と内皮性血管が消失する特徴的な糸球
体内皮症を呈しているが24），赤血球を欠いた糸球
体と鈍い糸球体分葉を有する糸球体内皮症を呈す
ることが多い24,25）。
　尿蛋白排泄量の定性・定量測定は妊娠中に行わ
れる最も一般的な検査であるが，尿蛋白の診断に
は慎重な判断を要する26）。PE女性の尿中ポドサイ
トの数は，妊娠高血圧（gestational hypertension；
GH）の女性や正常な妊娠の女性よりも多いこと
が示唆されている27）。さらに，ポドサイトとslit 
diaphragmの機能は，VEGFやsFlt-1などの循環因
子の生理的濃度に依存している28,29）。

　妊娠女性はアンジオテンシンⅡ（AngⅡ）に対
して抵抗性を有している30）。正常な女性では，妊
娠39週以降に母体のAngⅡの循環レベルは低下

するが，それでも非妊娠時に比べて高いレベル
であった31）。レニン-アンジオテンシン-アルドス
テロン系（renin-angiotensin-aldosterone system；
RAAS）は正常な妊娠の成立に重要な役割をもっ
ているが，PEの病態生理に関してはアンジオテ
ンシンⅡタイプ1（AT1）受容体自己抗体の役割が
重要である。可溶性（プロ）レニン受容体と（プロ）
レニン受容体に関してはRAASとは別に関連して
いる可能性がある。胎盤由来の炎症性因子の循環
系の流入が，腎系を含む全身の広範な内皮機能障
害をもたらしている可能性が指摘されている32）。
　妊娠経過とともに血漿中可溶性（プロ）レニン受
容体濃度は段階的に上昇し，妊娠初期の血漿可溶
性（プロ）レニン受容体濃度高値はその後の血圧上
昇と，分娩時の血漿可溶性（プロ）レニン受容体
濃度高値はPEと有意に関連していた33）。正常血
圧妊婦よりPE患者の胎盤において（プロ）レニン
受容体の発現量や血漿可溶性（プロ）レニン受容体
濃度は高く34），収縮期血圧が胎盤や血漿における

（プロ）レニン受容体発現量と正の相関を示したこ
とから，胎盤内の（プロ）レニン受容体濃度は，組
織レニン−アンジオテンシン系（renin-angiotensin 
system : RAS）を介して血圧調節に関与している
可能性があると考えられた。さらに，eGFRは血
漿可溶性（プロ）レニン受容体濃度と負の相関を示
し，胎盤内の（プロ）レニン受容体発現量とは関連
性を示さなかったことから，PEの腎機能低下に
は血漿中の可溶性（プロ）レニン受容体が関与して
いる可能性が考えられた。一方，SGA児の臍帯血
可溶性（プロ）レニン受容体濃度は非SGA新生児に
比べて低いものの，分娩時の母体血漿可溶性（プ
ロ）レニン受容体濃度とSGAとの間には関連が認
められなかった35）。
　妊娠初期の血漿中可溶性（プロ）レニン受容体
濃度の上昇は，その後の妊娠糖尿病（gestational 
diabetes mellitus；GDM）発症の予測因子となる
可能性があり36），GDM患者の母体の循環血漿中
可溶性（プロ）レニン受容体は，健常対照者に比べ
すべての期で上昇していた37）。GDMの女性群で
は，可溶性（プロ）レニン受容体濃度が健康な妊娠
やPEと比較して有意に高いが，いずれのグルー
プでも可溶性（プロ）レニン受容体とレニンおよび

（プロ）レニン濃度とは相関せず，可溶性（プロ）レ
ニン受容体濃度はPEではなく，糖代謝異常合併
妊娠で調節されていた31）。

妊娠高血圧腎症の組織所見や腎所見について

レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系，
可溶性（プロ）レニン受容体と（プロ）レニン受容体，
AT1受容体自己抗体と妊娠高血圧症候群
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　AT1受容体自己抗体がPEの母体血漿中に確
認され，免疫グロブリンG（immunoglobulin G；
IgG）分画に属することが判明した38）。正常血圧
妊婦ではAT1受容体自己抗体が検出されたのは
5.6％なのに対し，PEでは80.7％で自己抗体が検
出され，AT1受容体自己抗体が濃度依存的に血
管収縮を誘発し，AT1受容体拮抗薬によって完
全に阻害された39）。メタアナリシスでも，血清中
のangiotensinⅡ type-1 receptor autoantibodies

（AT1-AA）の上昇がPEと有意に関連していること
が確認されている40）。
　AT1受容体自己抗体がAngⅡ感受性を増加させ
ていること41）や，sEngの放出増加に関係している
可能性が考えられている42）。AT1受容体自己抗体
陽性IgGによる持続的な血管収縮には，β-アレス
チン1および2を阻害することによるAT1受容体の
限定的な内在化が重要な役割を果たしていること
が示唆され，PEの管理においてAT1受容体の過
剰活性化を回避するための基盤となる可能性があ
る43）。
　低分子のRAS阻害薬投与は胎児毒性のため使用
し難いが，げっ歯類動物モデルによる最近の報告
では，母体の肝アンジオテンシノーゲンを標的と
したRNA干渉による治療により胎盤や胎仔に悪
影響を及ぼすことなくPEの症状を改善できる可
能性が示された44）。

　早発型と遅発型の違いに着目すると，早発型で
は胎盤形成異常により慢性的な子宮胎盤不全や局
所の虚血，炎症性サイトカインの放出が起こり，
結果として母体高血圧を引き起こすと考えられ
る45 〜47）。逆に，遅発型は，肥満やインスリン抵
抗性などの母親の代謝異常による慢性的な酸化ス
トレスに伴う胎盤機能不全に基づいていると考え
られる45,46,48）（p.24Ⅰ章「総論5 早発型と遅発型の
考え方」参照）。
　早発型や重症HDPの予測にsFlt-1，sEng，PlGF
は有用であるが，遅発型については感度が低下す
ることが報告されている49）。早発型のPEは胎盤の
形態異常と関連したが，遅発型の胎盤は妊娠週数
を一致させた対照群の胎盤と形態的に類似してい
た46）。妊娠初期のスクリーニング方法では，遅発

型PEの予測・予防効果が低いが13,15），妊娠中期に
かけての血管新生因子の評価が予測に有用との報
告がある50,51）。米国の2014 〜2017年にかけての人
口動態統計の分析でも，非肥満の女性と比較して
肥満の女性では，早発型および遅発型HDPのリス
クが有意に高く，妊娠週数が進行するにつれリス
クは増大したことから，特に遅発型については複
数のパスウェイがあることが示唆された52）。低出
生体重児を伴う早産となったPEでは胎盤異常が
原因の可能性があったが，正期産のPEでは，胎
盤機能障害なしから中等度までさまざまな状態が
混在していた45）。HDPの4つの病型の間では胎盤
病理学的なオーバーラップが多く，脱落膜血管病
変の観点からは連続的なものとの報告がある53）。
　GHは，妊娠20週以降に初めて高血圧を発症し，
分娩12週までに正常に復する場合をいう。妊娠期
間中に蛋白尿を伴ったり，肝機能障害や腎機能障
害，胎児機能障害などを伴ったりする場合には
PEと分類されるが，そこまでは至らない場合に
GHと診断される。GDM患者におけるGH発症に
はrs1733023多型は関連していなかった54）。GHで
は収縮機能不全を悪化させ，遠心性肥大を伴った
左室心筋重量係数（left ventricular mass index；
LVMI）の増加をきたしていた55）。16の臨床研究の
メタアナリシスの結果，HDP患者ではエンドセリ
ン-1系の亢進が観察され，PEで顕著だった56）。
　2018年のHDPの定義・分類の改定では，高血
圧 合 併 妊 娠（chronic hypertension；CH）もHDP
に含めることになった1）。高血圧が妊娠前あるい
は妊娠20週までに存在し，加重型妊娠高血圧腎症

（superimposed preeclampsia；SPE）を発症して
いない場合を指す。CHではその他の妊婦と比較
してSPEへの移行をきたしやすく，高血圧女性で
は26％にSPEを合併するとの報告がある57）。シン
デカン-1やPlGF濃度の低下による血管内皮機能障
害がSPE発症を予測していたとの報告がある58）。
　妊娠前の多嚢胞性卵巣症候群と全身性エリテマ
トーデス（systemic lupus erythematosus；SLE）
はそれぞれ2.4倍，2.0倍ほどHDP発症リスクが高
いとされている59）。妊娠初期に測定された血管
関連因子がSLEや抗リン脂質抗体症候群の患者
におけるPE発症を予知するうえで高い陰性的中
率を示した60）。ループス腎炎の悪化と考えられ
た例ではsFlt-1/PlGF比が低いままの症例があり，
sFlt-1/PlGFはSLEの増悪とSPEの合併との鑑別に

早発型と遅発型，他の病型とのオーバー
ラップについて
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有用であるかもしれない61）（p.55Ⅰ章「総論12 発
症予知」参照）。

　血圧は産後4日にかけて徐々に上昇することが
多い62）。このような血圧のパターンは，妊娠中に
蓄積された6 〜8Lの水分と950mEqのナトリウム
が血管外から血管内に移動した結果と考えられ，
ナトリウムの排泄は3日目から5日目に観察され
ている63）。産後は心房性ナトリウム利尿ペプチド

（atrial natriuretic peptide；ANP）が1週間程度上
昇し64），利尿作用やアルドステロン，AngⅡ，バ
ソプレシン抑制をきたす65）。産褥GHは心不全や
脳卒中を含む産後の妊産婦合併症の多くを占め，
特に産後10日以内の再入院の約27％の原因となっ
ている66）。産褥GHは正常血圧の妊娠後に初めて
発症することもあるが，PEやその他のHDPで分
娩後も高血圧が持続していることが多い67）。
　HDP妊婦の血圧上昇リスクは分娩直後に最も
高く，早期介入の必要性も示されている68）。産褥

GHに対して利尿薬の投与は入院中の降圧療法を
減らせる可能性を有しているが69），重症化してい
ない女性のみでの有効性ではないかとの報告もある70）。
　脳卒中のリスクは血圧上昇を介して増大するが66），
PEの患者では脳の自己調節機能の低下が生じ71），
体液の移動に伴う二次的な血圧上昇による可能性
もある。ANP産生の減弱や72），産褥期の血清アン
ジオテンシンⅠ減少の減弱も考えられる73）。先行
する胎盤虚血によるバソプレシンの分泌亢進によ
る塩分感受性の上昇も報告されている74）。
　医原性の産褥期高血圧にも注意を払う必要があ
る。授乳抑制目的のブロモクリプチンは，脳内出
血やその他の血管痙攣を媒介とする心筋梗塞など
の有害事象報告が多数あり，1994年に米国で販売
が中止された。産後の鎮痛のためのNSAIDs投与
は，ナトリウム貯留を介し血圧を上昇させる可能
性があるが75），軽度の高血圧ではイブプロフェン
投与で非投与と比較し産後血圧上昇がなかったと
いう報告もある64）。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）でみられる胎盤形成不全は子
宮胎盤循環を障害して胎児発育不全（fetal growth 
restriction；FGR）の原因となる。HDPにおける
FGRの合併率に関してわが国における詳細なデー
タは報告されていないが，欧米においてはHDP症
例の約30％にFGRが発生すると報告されている1）。
しかし，FGRの診断基準は国によって大きく異な
り，FGRの診断に関する国際的なgold standardは
存在しない。一般的には各国の人口ベースの標準
体格の偏差によって定義され，典型的な診断基準
として10パーセンタイル未満，5パーセンタイル
未満，3パーセンタイル未満を閾値として採用し
ている診断基準が多い2〜5）。このように文献によっ
てFGRの診断基準が異なるため，欧米のデータを
そのままわが国の診断基準に当てはめることがで
きないことに留意する。
　わが国におけるFGRの診断は，日本産科婦人
科学会（日産婦）の『産科婦人科用語集・用語解説
集改訂第4版』6）に準じる。すなわち，胎児発育の
基準値として日本超音波医学会の公示または日産
婦周産期委員会の報告において示されている「胎
児体重の妊娠週数ごとの基準値」を使用し，胎児
体重基準値の−1.5SDを目安として，羊水過少症
の有無，腹囲計測値などと併せて，経時的に判断
する。その際，妊娠週数の確定はFGRを診断す
るうえで非常に重要であるため，分娩予定日が
正しく算出されているかを再度確認する。日本
小児科学会新生児委員会の「在胎期間別体格標準
値」を基準値として使用した研究，あるいはlight-
for gestational age（LGA）児の診断に使用する「胎
児体重基準値の10パーセンタイル未満」を流用し
て「胎児体重基準値の10パーセンタイル未満」を
FGRとするという意見をしばしばみかけるが，あ
くまでも正期産・正常で出生した健常児のみを対
象に作成された胎内発育曲線を基準とすることに
留意する。

　わが国のHDPの病型分類（2018年）において，妊
娠20週以降にはじめて発症した高血圧症例に母体
臓器障害，または子宮胎盤機能不全を認める場合，
妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）と診断される
が，この子宮胎盤機能不全にはFGRや臍帯動脈血
流波形異常，死産が含まれる。FGRを診断基準に
含めるかについては諸外国でも意見が分かれると
ころである。国際妊娠高血圧学会（ISSHP）ではPE
の原因を妊娠初期の胎盤形成不全であるとして，
胎盤機能不全をPEに含める立場を採っている7）

が，米国産科婦人科学会（ACOG）はHDPが関与しな
い胎盤機能不全とFGRが存在することからPEに
含めていない8）。わが国においてもこの点を勘案
し，FGRや死産においては染色体異常や奇形症候
群のないものと補足したうえでPEに含めている。
　 妊 娠 中 の 胎 児 管 理 はnon-stress test（NST），
biophysical profi le score（BPS），超音波パルスド
プラ法などを組み合わせて行う。超音波パルスド
プラ法による血流波形解析は非侵襲的に血管抵
抗，血行動態を評価する方法である。臍帯動脈を
評価するのが最も一般的であるが，胎児中大脳動
脈，胎児下大静脈，子宮動脈の血流計測も行われ
る。臍帯動脈（umbilical artery；UA）血流計測は
正常発育胎児の健常性評価法としての有用性は証
明されていない10）が，FGRでは有用である11）。正常
胎児で認められる拡張期の血流が子宮胎盤機能不
全によるFGRでは減少していることが多く，これ
は臍帯動脈の血管抵抗の上昇，絨毛血管の狭窄や
閉塞を反映したものであり，拍動係数（pulsatility 
index；PI）値の増加として認められる。血管内皮
細胞障害による血管抵抗の上昇や胎盤機能不全が
より高度になると，胎盤における低酸素やアシ
ドーシスが進み，NST上の基線細変動の減少など
を認めるようになる。この段階では，胎児の低酸
素状態はある程度以上進んでいると考えるべきで
ある。
　また，中大脳動脈（middle cerebral artery；MCA）

Ⅰ総論

総論10  妊娠高血圧症候群における胎児発育不全
（FGR）の考え方
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血流計測の報告も多く，UAの血管抵抗増加に併
せてMCAの血管抵抗低下を認めるようであれば，
胎児血流再分布によるbrain sparing effectを反映
していると考えられる12,13）。PEでは，FGRの合併
と母体高血圧の重症度とは相関がなかった。一方，
子宮内胎児死亡はFGR合併の重症PEで優位に高
かったと報告されており14），より厳重な胎児評価
が必要である。
　さらに，血圧の上昇とFGRの出現時期にも
注意する必要がある。高血圧が妊娠前あるいは
妊娠20週までに存在し，妊娠20週以降に子宮胎
盤機能不全を伴う場合は加重型妊娠高血圧腎症

（superimposed preeclampsia；SPE）と診断され

るが，妊娠前に高血圧が存在しても妊娠中に血圧
が下降し正常血圧を維持する症例もしばしば経験
される。わが国の定義・分類（2018年）は臨床的管
理を目的としており，妊娠中正常血圧で経過した
高血圧合併妊娠（chronic hypertension；CH）でも
FGRを認めた場合にはSPEと診断され，しかも重
症となる。このような症例のなかには，妊娠中正
常血圧を示しているCHであってもFGRを示した
後に妊娠経過中に高血圧や蛋白尿を発症してくる
こともある。
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　日本産科婦人科学会周産期登録データベース
［日産婦DB（一次医療機関のデータ不含）］による
と，妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders 
of pregnancy；HDP）の2001年における発症率は
3.8％であり，2015年には4.1％と横ばいであった1）。
妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）がHDPに占
める割合は68.1％（2001年）から55.1％（2015年）と
漸減した。この値は旧分類に基づくものであり，
2018年に改定された分類を用いることによって高
血圧合併妊娠（chronic hypertension；CH）がHDP
に含まれたことにより，HDPの発症率は上昇する
と考えられる。また，PEの定義に母体臓器障害
や子宮胎盤機能不全などが含まれたことからPE
の発症率も増加すると考えられ，今後，新分類を
用いた疫学的データの解析が求められる。

　HDPに対する基本的な治療戦略として，本症
候群の予知・早期発見は重要である。HDPでは
種々のリスク因子が知られているが，従来の臨
床的なリスク因子単独ではearly onset症例の約
30％，late onset症例の約20％が予知できるにす
ぎず，偽陽性率も約5％あるためHDPの予知は難
しいと報告されている2）。また，多施設前方視コホー
ト研究（the prospective Screening for Pregnancy 
Endpoints；SCOPE）でもリスク因子単独での予
知は困難であると結論付けられており3），発症予
知には適切なバイオマーカーとの併用などなんら
かの対策が必要となる。しかし，通常の妊婦健診
などにおいてリスク因子に留意し妊婦を注意深く
観察して早期にHDPを発見することは，母児の予
後改善に大きく寄与する可能性がある。

 妊娠前から存在するリスク因子
▪母体年齢
　35歳以上でHDPの発症頻度が高くなり，40歳以
上の相対危険度は初産で1.68（95％ CI：1.23-2.39），
経産婦で1.96（95％ CI：1.34-2.87）であった4）。逆に，
15歳以下でも発症頻度は高くなる5）。
▪遺伝的素因
①妊娠高血圧腎症の家族歴，高血圧の家族歴
　HDP発症に遺伝的素因が関連することが知ら
れている。Chesleyら6）は母親にPEの既往がある
妊婦のPE発症率は20 〜40％，姉妹に既往がある
妊婦のPE発症率は11 〜37％と報告し，さらに
Duckittら4）は家族歴にPEをもつ妊婦の相対危険
度は2.9（95％ CI：1.1-3.2）と報告している。
　また，高血圧の家族歴もPE発症と関連する。
高血圧の家族歴を有しない妊婦と比べると，母
親に高血圧がある妊婦のPE発症のORは1.9（95％
CI：1.1-3.2），父親に高血圧がある場合のORは1.8

（95％ CI：1.1-3.1），両親ともに高血圧の場合は2.6
（95％ CI：1.1-3.1）と報告されている7）。
②2型糖尿病の家族歴
　母親が2型糖尿病である妊婦では，PE発症の
ORは2.1（95％ CI：0.9-4.6），父親の場合は1.9（95％
CI：0.9-3.9），姉妹の場合は4.7（95％ CI：1.1-19.8）と，
糖尿病の家族歴を有する妊婦ではHDPの発症リス
クが高くなる可能性がある7）。
③遺伝子多型
　近年のヒトゲノム解析技術の進歩により，多
くの疾患とゲノムの関連が明らかになってきた。
HDPに対してもゲノムワイドな解析が行われた
が，特定の遺伝子は同定されず，多遺伝子疾患と
位置付けられている。遺伝子多型解析からはアン
ジオテンシノーゲン遺伝子のM235T多型，MTHFR

（5,10-methylenetetrahydrofolate reductase）遺伝子の
T677C多型，NO合成酵素（nitric oxide synthase；
NOS）3遺伝子のG894T遺伝子多型などがリスク因
子として同定されている8）。遺伝子多型と疾患発
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症の間には人種や生活環境など多くの因子が介在
し，現在日本人においてHDPとの関与が認められ
ているのはM235T多型である9）。
▪肥満
　肥満妊婦では非肥満妊婦に比べHDPの発症頻度
が高く，発症リスクはBMIに比例して上昇する10）。
BMI＞25の妊婦におけるHDP発症の相対危険度
は1.9（95％ CI：0.7-4.8）4），BMI＞30妊婦における
aORは2.7（95％ CI：1.6-4.4）と報告されている11）。
さらにBMIが5 〜7増加するごとにHDPの発症頻
度が倍増する。一方，重症PE・非重症PE，重
症・非重症妊娠高血圧（gestational hypertension；
GH）の妊娠前BMIを比較した中本12）の報告では，
各々の平均値は21.4，22.5，23.2，23.5であり，「わ
が国の重症PE患者には肥満妊婦が多いとはいえ
ない」ことが示唆されている。
▪内科疾患の合併
①高血圧症，腎疾患
　 高 血 圧 合 併 妊 娠（chronic hypertension；CH）
は， 約25 ％ の 症 例 が 加 重 型 妊 娠 高 血 圧 腎 症

（superimposed preeclampsia；SPE）を発症する
と報告13）され，正常血圧の妊婦と比較した場合，
aOR 11.3（95％ CI：9.7-13.2）という報告がある14）。
　また，高血圧のない腎疾患合併妊娠における
SPEの発症リスクはOR 7.2（95％ CI：4.2-12.5）と
報告されており15），腎疾患の存在もSPEの発症リ
スクである。
②糖尿病
　糖尿病合併妊娠におけるHDP発症率は，1型糖
尿病合併妊娠15 〜20％，2型糖尿病合併妊娠10 〜
14％と報告されており，糖尿病を有さない妊婦よ
り高率である16）。また，妊娠糖尿病（gestational 
diabetes mellitus；GDM）もaOR 1.29（95 ％ CI：
1.19-1.45）とHDPのリスク因子であることが示さ
れている17,18）。
　HDPのリスク因子であるインスリン抵抗性・肥
満はGDM発症にも関連しているため，GDMから
のHDP発症にインスリン抵抗性が関与すると考え
られているが，詳しい機序は解明されていない。
③抗リン脂質抗体症候群，thrombophilia
　抗リン脂質抗体症候群単独でのHDP発症リスク
は9.72（95％ CI：4.34-21.75）4），日本人を対象とし
たYamadaらの報告でも6.22（95％ CI：2.43-16.0）
と報告され19），抗リン脂質抗体症候群がリスク因
子であることが示された。また，全身性エリテマ

トーデスなどを含めた自己免疫性疾患合併妊娠に
おける相対リスクは6.9（95％ CI：1.1-4.2）と報告さ
れている4）。
　一方，thrombophilia（血栓形成素因）もHDPの
リスク因子になると考えられており，米国産科婦
人科学会（ACOG）の会告（ACOG Practice Bulletin 
No.222）でもリスク因子の1つとされている20）。

 妊娠によるリスク
▪初産
　初産であることはHDPの最も特徴的なリスク
因子の1つである。初産婦の経産婦に対するPEの
相対リスクは2.91（95％ CI：1.28-6.61）と報告され
ている4）が，初産でも流産の既往がある場合には
aORは0.54（95％ CI：0.72-1.47）と低下する21）。
▪妊娠間隔
　同一夫婦間であっても次回妊娠までの間隔が5
年以上になると，HDPの発症頻度は増加する［OR 
1.83（95％ CI：1.72-1.94）］22）。また，経産婦のHDP
発症は前回妊娠からの間隔と関連し，間隔が1年
延びるごとにaORは1.12（95％ CI：1.11-1.13）増加
し，10年以上間隔があくと初産と同様の発症頻度
になると報告されている23）。
▪妊娠高血圧症候群の既往
　初回妊娠時にPEを発症した妊婦の次回妊娠時
再発の相対リスクは32（95％ CI：17-48）と高く24），
初回発症例の13.1％が次回再発する25）と報告され
ている。また，前回の妊娠がPE，GH，HELLP
症候群であった場合の次回妊娠時のPE発生率は
各々，16.0％，7.1％，および17.8％であったとの
報告もある26）。
▪多胎妊娠
　単胎妊娠に比べて，多胎妊娠のGH，PEの相対
リスクは各々2.04（95％ CI：1.60-2.59），2.62（95％
CI：2.03-3.38）であり，双胎，三胎，四胎と児の
数が増えるに従って発症率も増加（各々12.7％，
20.0％，19.6％）する27）。
▪妊娠初期血圧高値，prehypertension（preHTN）
　妊娠初期はプロゲステロンの作用で末梢血管が
拡張するため，正常妊婦では生理的に血圧の低下
傾向をみることが多い。それに対し，妊娠初期
の収縮期血圧130mmHg以上，または拡張期血圧
80mmHg以上の症例では，妊娠中期・後期のHDP
発症の相対リスクが各々2.37（95％ CI：1.78-3.15），
1.38（95％ CI：1.01-1.87）になると報告されている4）。
　また，日本では高血圧の診断基準からはずれ
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文 献

るが，欧米では収縮期血圧120 〜139mmHgまた
は 拡 張 期 血 圧80 〜89mmHgをprehypertension

（preHTN）と分類し，StageⅠ高血圧の前段階と
位置付けている。妊娠初期にpreHTNを示す妊婦
は，妊娠中期・後期にPE発症リスクが2.17（95％
CI：1.72-2.73）28）であったと報告され，妊娠20週以
前に2回以上のpreHTNを認めた症例で子宮動脈
血流波測定を併用することにより，発症予知の精
度が上がる（OR 2.9，感度67.6％，特異度98.4％）29）

と報告されている。

▪生殖補助医療（ART）
　生殖補助医療（assisted reproductive technology；
ART）で発症率は変わらないとする報告もある30）が，
凍結融解胚移植では新鮮胚移植よりリスクが高い31）

とする報告もある。また，卵子提供による体外受精（in 
vitro fertilization；IVF）では，従来の不妊治療と比べ
てaOR 2.57（95％ CI：1.91-3.47），対照群との比較で6.60

（95％ CI：4.55-9.57）とリスクが高まる32）。
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　2003年に，妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）
妊婦においてsFlt-1が高値を示し，かつ，sFlt-1
と結合するPlGFが低値を示すこと，さらに，妊
娠マウスにsFlt-1アデノウイルスベクターを投
与することでPE様症状を再現できることが示さ
れ，PE病態において血管新生因子の異常が関与
していることが発見された1）。2004年には，PE
妊婦ではPE発症前のおよそ5週間前からsFlt-1値
が高値を示し，また，およそ13 〜16週間前から
PlGF値が低値を示すことが報告された2）。妊娠高
血圧（gestational hypertension；GH）あるいは妊
娠蛋白尿（gestational proteinuria；GP）は，その
後高率にPEに進行する3,4）。ヨーロッパ人を主な
対象として実施されたPROGNOSIS研究では，主
にGHあるいは妊娠蛋白尿を示したPE疑い妊婦に
おいて，sFlt-1/PlGF比を測定することでPEを発
症するハイリスク妊婦を同定できるかどうかが検
討された5）。その結果，PE疑い妊婦では，sFlt-1/
PlGF比38以下の場合，1週以内にPEを発症しない
確率（陰性的中率）は99.3％であること，また，38
を超える場合4週以内にPEを発症する陽性的中率
は36.7％であることが示された5）。その後，アジ
ア人を対象にしてPE疑い妊婦に対する検証研究

（PROGNOSIS Asia研究）が行われ，その結果，ア
ジア人のPE疑い妊婦では，sFlt-1/PlGF比38以下
の場合，1週以内にPEを発症しない陰性的中率は
98.6％であり，また，38を超える場合4週以内に
PEを発症する陽性的中率は30.3％であった6）。こ
れらの結果は，どの人種においてもsFlt-1/PlGF
比38はその後のPEに関連する閾値となりうるこ
とを意味している。従ってアジア人においても，
PEハイリスク妊婦におけるsFlt-1/PlGF比の測定
は，1週以内および4週以内に発症するPE予知に
有用であり，一次・二次医療機関における妊婦の
トリアージに役立つ可能性がある。

　既往PE，あるいは既往HDP［GH，PE，加重
型妊娠高血圧腎症（superimposed preeclampsia；
SPE），またはHELLP症候群］はPE発生のリスク
因子である7,8）。前回の妊娠がPE，GH，HELLP
症候群であった場合の次回妊娠時のPE発生率は
各々，16.0％，7.1％，および17.8％であった8）。ま
た，既往HDPの発症週数が早いほど，次回の妊娠
でのHDP再発率が高くなる8）。
　妊娠初期において，血圧高値はその後のPEの
リスク因子である9 〜11）。ケースコントロール研究
では，妊娠18週未満（主にfi rst trimester）の収縮
期血圧≧130mmHgは＜110mmHgと比較して4.3
倍PEの発症率が高く，拡張期血圧≧80mmHgは
＜60mmHgと比較して3.0倍PEの発症率が高かっ
た9）。コホート研究では，妊娠初期に収縮期血
圧，拡張期血圧＜120mmHgかつ＜80mmHgと比
較して，120 〜129mmHgかつ＜80mmHg，130 〜
139mmHgかつ/または80 〜89mmHg，高血圧の
場合，PEの発症率は各々3.5倍，7.4倍，25.1倍高かっ
た10）。また，白衣高血圧は高血圧症に比較してPE
の発症率が低いが，GHを高率に発症する10,11）。
　妊娠初期の子宮動脈血流速度波形のPIはその後
の全PEのリスク因子であり12），特に早発型PEの
予知力が高い7）。低リスク妊婦でのメタアナリシ
スでは，拍動係数（pulsatility index；PI）の全PE
予知における感度，特異度，陽性尤度比は各々
25％，95％，5.4であった12）。PIの早発型PE予知
における感度・特異度の相関図から求めた，95％
の特異度における陽性尤度比は11.2であった7）。
このように，妊娠初期における子宮動脈血流速度
波形は早発型PEの予知に，より優れたスクリー
ニング特性を示すことから，早産期発症PEの予知
モデルにも組み込まれている13）。
　妊娠初期における血管新生関連因子の検査値
異常は早発型PE予知において高い有用性をもつ7）。

Ⅰ総論

総論12 発症予知

妊娠高血圧腎症の短期的発症予知 妊娠初期における妊娠高血圧腎症発症予知
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血管新生関連因子のなかでは，主にPlGF，妊娠
関 連 血 漿 蛋 白 質（pregnancy-associated plasma 
protein A；PAPP-A），placental protein 13（PP-13）
に関する観察研究が行われてきた7）。近年，感度
と特異度から，PlGF，PAPP-Aとその他の因子を
組み合わせた予知モデルが一般的になっている8）。
しかし，妊娠初期におけるPE予知の場合，バイ
オマーカー単独では精度が低く，PE予知に利用
されることはない。そこで，母体因子，血圧，子
宮動脈血流速度波形，バイオマーカーを組み合わ
せることによって予知の精度を向上させる試みが
行われてきた。Poonら14）は，子宮動脈PI，平均血圧，
PAPP-A，PlGF，体格指数，PE既往を組み合わ
せ，早発型PE予知の感度・特異度が各々93.1％，
95.0％であったと報告した。現在，このモデルは
Fetal Medicine Foundation（FMF）のアルゴリズ
ムへと進化し，必要な情報をFMFのホームペー
ジに入力することで早産期PEの発症確率を算出
できるようになっている15）。FMFのアルゴリズム
は，複数のコホートでその外的妥当性が証明され
た16）。開発コホート（n＝35,948）での早産期PEの
発症予知における偽陽性を10％とした際の感度は
75％であったが，2つの検証コホート（各々，n＝
8,775，n＝16,451）でも感度75％以上が示され16），
このアルゴリズムの信頼性が証明された。
　2017年，妊娠初期（11〜13週）に，母体因子，血圧，
子宮動脈血流速度波形，PlGFを用いて早産期PE
予知において特異度90％をカットオフ値としてハ
イリスク妊婦を同定し，低用量アスピリンを妊娠
16週未満〜36週まで投与した成績が報告された8）。
この結果は，低用量アスピリンではPEを予防で
きないとする従来の結論を覆すものであり17），早
産期PEは62％減少し，有意差は示されなかった
ものの早発型PEは82％減少した8）。この研究によ
り，PE予防では妊娠16週以前からの投薬と，高
い感度・特異度をもったスクリーニング法でハイ
リスク妊婦に限定した投薬が重要であることが示
された8）。

　PEハイリスク妊婦に対する低用量アスピリン，
カルシウム補充，抗酸化ビタミンを用いたPE発
症予防についての大規模無作為化比較試験では，
いずれも臨床的有用性が示されなかった7,17 〜19）。

しかしながらこれらの予防研究では，全妊婦では
なくPEハイリスク妊婦，すなわち，リスク因子
を有する妊婦（糖尿病，高血圧症，多胎妊娠，既
往PEのいずれか1つ以上）17），初産婦18,19）で実施さ
れたが，このような母体情報のみでは，PE予知
における尤度比が低く7,20,21），そのため，PE発症
リスクがそれほど高くない妊婦に対しても薬剤が
投与されていた。PEはtwo stage theoryによって
発症すると考えられており，first stageにおける
絨毛外栄養膜細胞の脱落膜，子宮筋層，および子
宮螺旋動脈への浸潤障害については，母体の子
宮動脈血流速度波形計測によって推測できる7,22）。
もし，子宮動脈血流速度波形をリスク因子に組み
込むことができれば，感度・特異度を上げること
ができ，その結果，ハイリスク妊婦に絞り込んだ
予防研究が可能になるとの考えから多数のコホー
ト研究が行われ12），また，子宮動脈血流速度波形
異常妊婦を含むハイリスク妊婦を用いたPE予防
研究が行われてきた23）。
　妊娠中期の血圧高値はその後のPEのリスク
因子である24,25）。妊娠中期では，血圧＜120/80 
mmHgに比較して，血圧＜130/85mmHg，血圧＜140/90 
mmHg，および140/90mmHg以上の場合，各々5.6
倍，9.5倍，および20倍PEが発症した24）。妊娠14 〜
19週における血圧が130 〜140/85 〜90mmHgの場
合，6.05倍PEが発症した25）。
　妊娠中期の子宮動脈血流速度波形のresistance 
index（RI）・PI高値，あるいは両側子宮動脈拡張
早期ノッチはその後のPEのリスク因子であり12），
特に早発型PEの予知力が高い7）。低リスク妊婦で
のメタアナリシスでは，RI・PI高値，両側ノッチ
の全PE予知における感度は各々74％，42％，43％
であり，特異度は79％，91％，93％であり，陽性
尤度比は3.5，4.5，6.5であった12）。妊娠中期の子宮
動脈血流速度波形を用いて全PEを予知するよりも，
早発型PEを予知するほうが，同じ特異度における
感度ならびに陽性尤度比はともに高く，陽性尤度
比は＞10を示す報告も多い7）。
　妊娠中期の血管新生関連因子の異常はその後の
PEのリスク因子であり，特に早発型PEの予知力
が高い7）。血管新生関連因子では，主に，sFlt-1，
PlGF，sFlt-1/PlGF比，およびsEngについて観察
研究が行われてきた2,26,27）。妊娠中期のsFlt-1高値，
PlGF低値，sFlt-1/PlGF比高値，およびsEng高値
における全PE予知についての感度は各々39％，
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14％，36％，64％，特異度は90％，96％，92％，
86％であり，陽性尤度比は3.8，3.8，4.7，4.6であっ
た27）。一方，早発型PE（妊娠32週未満発症）におけ
る感度は各々56％，44％，78％，78％，特異度は
89％，96％，92％，84％であり，陽性尤度比は4.9，
12，9.3，4.8と，感度・陽性尤度比ともに優れて
いた27）。アウトカムを全PEあるいは早発型PEで
はなく，採血後4週以内のPEとし，さらに，正常
妊婦から設定された基準値ではなく，PE発症妊
婦の血管新生関連因子の分布の下限値から設定さ
れたPE発症閾値を用いた場合，特異度を減少さ
せることなく，感度・陽性尤度比が改善すること
が示されている28）。
　妊娠中期において，母体因子，血圧レベル，子
宮動脈血流速度波形，および血管新生関連因子を
組み合わせることで，PE，早発型PEの発症予知
精度が向上する7）。妊娠中期において全PE予知は，
既往GHあるいはPE，血圧レベル，sEngの組み
合わせにより，感度，特異度，陽性尤度比が各々
64％，95％，12であった27）。また，妊娠中期にお
いて早発型PE予知は，母体年齢，高血圧家族歴，
血圧レベル，sFlt-1/PlGF比の組み合わせにより，
感度，特異度，陽性尤度比が各々100％，94％，
17であった27）。大規模コホート研究（n＝7,748）に
おいて，妊娠19 〜24週のPlGF，sFlt-1，血圧，子
宮動脈PIの組み合わせにより，妊娠37週以降発症

のPEの感度，特異度は各々44％，90％であった
が，妊娠37週以前発症でのPEの感度，特異度は
各々85％，90％であったと報告されている29）。こ
のように，母体因子，血圧，子宮動脈血流速度波
形，バイオマーカーを組み合わせることで，全
PE，特に早発型あるいは早産期発症PEの予知精
度を改善させることができる。

　妊娠初期からの観察研究において，子宮動脈血
流速度波形のPIは正常妊婦と比較してGHとなる
妊婦では有意な変化はみられないが，平均血圧は
妊娠12週以降高値を示した30）。妊娠初期に120 〜
129mmHgかつ＜80mmHg，130 〜139mmHgかつ/
または80 〜89mmHgの場合，正常血圧と比較し
て，GHの発症率は各々5.5倍，27.3倍高いことが
示されている25）。妊娠中期あるいは妊娠末期の血
管新生関連因子はGH発症を予知するものの，陽
性尤度比は5未満である19）。妊娠初期から妊娠末
期にかけて経時的に血管新生関連因子を観察した
報告では，正常妊婦と比較してGHを発症した妊
婦では，PlGFは妊娠26週以降軽度低下し，sFlt-1
は妊娠34週以降軽度増加したが，sEngは違いが
みられなかった31）。
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　妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）の発症予防
としてアスピリンが有効であることが1979年に初
めて報告されて以来，40年以上が経過している。
1979年以降，PEの発症予防に関するさまざまな
報告が行われてきたが，対象妊婦の選別方法，ア
スピリンの投与方法（投与量，投与開始時期，投
与中止時期）が一定しておらず，発症予防効果を
評価することが困難であった。ところが2017年に
妊娠初期にスクリーニングを行い，ハイリスク妊
婦のみをアスピリンで治療した場合に，妊娠37
週未満のPE発症が62％減少したことが明らかと
なった。この結果を受け，2019年に国際産婦人科
連合（FIGO）が世界共通の新規治療戦略を発表し
た。また2019年にアジア地域の妊婦における妊娠
初期のPEスクリーニング方法が妥当であること
が明らかとなっている（Asia-wide study）。アジ
ア地域の妊婦に対してもアスピリンを用いた介入
試験（多施設共同特定臨床研究，FORECAST研究）
が2021年4月現在進行中である。

 アスピリンの作用機序
　血小板と血管内皮細胞とでは，アスピリンの作
用が異なる。
◆血小板における作用
　血小板には核がないため，COX-1を再合成でき
ない⇒アスピリンによる血小板凝集抑制作用は不
可逆的となる⇒血小板凝集抑制作用は血小板が寿
命となるまで（7 〜10日）持続する⇒血小板凝集促
進作用および血管収縮作用を有するトロンボキサ
ンA2（thromboxane A2；TXA2）の生成を抑制し，
血小板凝集抑制作用が発揮される。
◆血管内皮細胞における作用
　血管内皮細胞には核があり，COX-1を再合成で
きる⇒アスピリンによる血小板凝集抑制作用は可

逆的となる⇒COX-1の再合成は，アスピリンの投
与量が少ないほど早く回復する⇒血小板凝集抑制
作用および血管拡張作用を有するプロスタグラン
ジンI2（PGI2）の生成を抑制し，血液凝固作用を発
揮する。

 アスピリン・ジレンマ
　アスピリンは，服用する量の多い（高用量），少
ない（低用量）によって，血小板凝集の抑制と促進
という，相反する作用が現れることが知られてい
る（アスピリン・ジレンマ）。PEでは血小板凝集
を抑制しつつ，血管内皮細胞からのPGI2の生成抑
制を極力抑える必要があるため，低用量アスピリ
ン（low dose aspirin；LDA）が用いられる。

 アスピリンの有効性と至適投与量
　アスピリンがPEの発症を減らすことに初めて
言及したのはCrandonら（1979年）1）である。分娩
後の問診により，なんらかの理由でアスピリン
を内服している初産婦（48名）におけるPE発症率

（4.2％）は，内服していない初産婦（98名）における
PE発症率（16.3％）に比べ有意に低かったことを明
らかにした。
　同年，Masonniら2）はアスピリンが血小板凝集
を有意に抑制し，なおかつ，PGI2の産生をわず
かに抑制するためのアスピリンの用量は2.5 〜
3.5mg/kgであることを明らかにした。

　PE発症を予防するためのLDAによる治療が数
多く行われてきたが，治療対象者の選択（全妊婦，
あるいはPEハイリスク妊婦のみ），スクリーニン
グ実施時期および方法，LDAの投与方法（投与量，
投与開始週数，投与中止週数）などにいくつもの
相違点（不一致点）があり，研究間の比較ができな
いことから，十分なPE予防効果が報告されてこ
なかった。
　Robergeら（2012年）3）がPEの予防目的のLDA

Ⅰ総論

総論13 発症予防

妊娠高血圧腎症発症を減らすためには
アスピリンが有効

LDAによる妊娠高血圧腎症発症予防効果
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の投与に関するシステマティックレビュー/メタ
アナリシスを行い，妊娠16週未満にLDAを開始
すれば，severe PEを減らすことができるもの
の，mild PEは減らすことができないことを報告
した。その6年後，Robergeら（2018年）4）は再度シ
ステマティックレビュー/メタアナリシスを行い，
妊娠16週までにはLDA投与を開始し，1日投与量
を100mg以上にすれば，妊娠37週未満のPE発症
リスクを減らすことができるが，妊娠37週以降の
PE発症リスクは減らすことができないことを明
らかにした。

 LDAによる妊娠高血圧腎症発症予防効果の確立
　前述のように，妊娠16週よりも前にLDAの投
与対象者を決定する必要がある。これまでに，
母体特性（母体合併症，体格指数，PE既往歴な
ど）だけを用いて投与対象者を決定していたころ
は，LDAによるPE発症予防効果は期待するほど
高くなかった。ここ最近になって，いくつかの
スクリーニング〔母体特性，母体血圧，母体子宮
動脈拍動指数（UtA-PI），母体バイオマーカー［妊
娠関連血漿蛋白質（pregnancy-associated plasma 
protein-A；PAPP-A），PlGF］など〕を組み合わせ
ることで，PEの検出能力を向上させる試みがなされ
てきた。
　2017年Rolnikら5）は， 妊 娠37週 未 満 のPEハ イ
リスク妊婦に対するLDAあるいは偽薬を用いた
ランダム化比較試験（RCT）の結果を公表した。
PE発症ハイリスク妊婦の抽出は，母体背景，経
腹超音波でのUtA-PI，母体平均血圧，PAPP-A
およびPlGFを用いた特別なアルゴリズム［Fetal 

Medicine Fundation（FMF）が確立したアルゴリ
ズム］で行われ，全体の11％を占める妊娠37週未
満のPEハイリスク妊婦が抽出された。それらPE
ハイリスク妊婦に対しRCT（LDA 150mg/日投与
群と偽薬投与群との比較）が行われた。妊娠11 〜
14週にLDAあるいは偽薬の投与が開始され，妊
娠36週で中止された。妊娠37週未満のPE発症は，
LDA群で1.6％（13/798）であったのに対し，偽
薬群では4.3％（35/822）であった（LDA群でのOR 
0.38，つまりPE発症は62％減少した）。

 ASPRE trial
　FMFが確立したアルゴリズムの有効性を確認
するために，Poonら6）は英国国立医療技術評価機
構（NICE）と米国産科婦人科学会（ACOG）の方法
でスクリーニングできた早発型（妊娠34週未満に
発症する）PEの頻度を計算し，FMFスクリーニン
グで陽性あるいは陰性になった妊婦の頻度との比
較を行った（表1）。
　ACOGやNICEの判定基準が陽性であったが，
FMFスクリーニングが陰性であった妊婦では，
早発型PEの発症はかなり低くなった。この結果
から，母体因子とバイオマーカーを組み合わせた，
個人のリスクに基づいたスクリーニングを行った
ほうがよいことが確認できた。

　Asia-wide study7）は，アジア人を対象とした
多施設共同研究で，FMFによって開発されたPE
のスクリーニング法（FMF Bayes theorem-based 
model；FMFベイズの定理に基づいたモデル）を
用いて，妊娠11 〜13週にPEのスクリーニング
を行い，これまで報告されているACOGおよび

 LDAによる発症予防効果の高いスクリーニ
ング方法の確立

ACOG：米国産科婦人科学会
NICE：英国国立医療技術評価機構
FMF：Fetal Medicine Fundation

表1　ASPRE trial
研究参加者34,573名

早発型妊娠高血圧腎症
発症239名（0.7％）

FMFスクリーニング
陽性

FMFスクリーニング
陰性

少なくとも1つのACOG判定基準を
満たす22,287名（64.5％）

0.97％ 4.80％ 0.25％

少なくとも1つのNICE判定基準を満
たす1,392名（4.0％）

5.17％ 8.71％ 0.65％

少なくとも2つのNICE中リスク判定
基準を満たす2,360名（6.8％）

1.74％ 4.91％ 0.42％

日本を含めたアジア地域における妊娠高
血圧腎症予防研究

（文献6より引用）
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NICEが推奨する方法との間で，診断の正確さを
比較する目的で行われた。
　2016年12月〜2018年6月までの間に，10,935名
が最終的にリクルートされた。母体平均血圧，
UtA-PI，PlGFを組み合わせたFMFトリプルテス
トを行ったところ，早発型PEの検出率は，5％，
10％，15％，20％の固定偽陽性率で，それぞれ
48.2％，64.0％，71.8％，75.8％であった。それに
対し，ACOGの判定基準でのスクリーニングにお
ける早発型PEの検出率は，20.4％の偽陽性率で
54.6％であった。また，NICEの判定基準でのスク
リーニングにおける早発型PEの検出率は，5.5％
の偽陽性率で26.3％であった。
　これらの結果から，アジア地域における大規
模症例の検討であるAsia-wide studyにおいても，
FMFトリプルテストの有効性が確認され，ACOG
やNICEの推奨法よりも優れていることが明らか
になった。
　アジア地域の妊婦に対しても，アスピリンを用
いた介入試験（Poon教授が研究主任者である多施
設共同特定臨床研究，FORECAST研究，2019年
9月開始）が現在進行中であり，数年後に結果が判
明する予定である。これでPE発症が抑制される
ことが明らかになれば，日本においてもPEのス
クリーニングおよびLDAによるPE発症予防法が
確立されるであろう。すでにFIGOはPEに関する
新規行動計画（構想）として，妊娠初期のPEスク
リーニングとPE予防に関するガイド8）を発表して
いる。

　スタチンはPEの予防および/または治療に対し
て非常に有望な候補となってきている。スタチン
の作用機序として，
① 内皮型一酸化窒素合成酵素（endothelial nitric 

oxide synthase；eNOS）をアップレギュレートする
② 血管での一酸化窒素（nitric oxide；NO）産生を

促進する
③ VEGFおよびPlGFの放出を促進する
④ sFlt-1およびsEng濃度を低下させる
⑤ 血 管 内 皮 お よ び 血 管 平 滑 筋 に お け るheme 

oxygenase-1（HO-1）の転写および発現をアップ
レギュレートする

⑥ 抗炎症作用があり，コレステロール値が正常な
患者でも高感度CRPを低下させる

⑦ Th2抗炎症性サイトカイン産生をアップレギュ
レートし，Th1炎症性サイトカイン産生をダウ
ンレギュレートする

などが知られている。
　スタチン系薬剤，特にプラバスタチンはさまざ
まな前臨床試験や臨床試験において，PEに伴う
妊娠特有の血管新生の不均衡を是正し，血管内皮
の健康状態を全体的に回復させ，酸化的損傷や炎
症性損傷を予防することが報告されている。
　最新の系統的レビュー9）においても，PEの予防
のための大規模な臨床RCTによりスタチンを調査
する必要があると結論付けられている。

１）�Crandon�AJ,� Isherwood�DM:�Effect�of�aspirin�on�incidence�of�
pre-eclampsia.�Lancet�1979;�1:�1356.

２）�Masotti�G,�Galanti�G,�Poggesi�L,�et�al:�Differential�inhibition�of�
prostacyclin� production� and�platelet� aggregation�by� aspirin.�
Lancet�1979;�2:�1213-7.

３）�Roberge� S,�Giguère�Y,�Villa� P,� et� al:� Early� administration� of�
low-dose� aspirin� for� the� prevention� of� severe� and�mild�
preeclampsia:� a� systematic� review� and�meta-analysis.� Am� J�
Perinatol.�2012;�29:�551-6.

４）�Roberge�S,�Bujold�E,�Nicolaides�KH:�Aspirin�for�the�prevention�
of� preterm�and� term�preeclampsia:� systematic� review� and�
metaanalysis.�Am�J�Obstet�Gynecol�2018;�218:�287-93.�e1.

５）�Rolnik�DL,�Wright�D,�Poon�LC,�et�al:�Aspirin�versus�placebo�in�
pregnancies� at� high� risk� for�preterm�preeclampsia.�N�Engl� J�
Med�2017;�377:�613-22.

６）�Poon�LC,�Rolnik�DL,�Tan�MY,�et�al:�ASPRE� trial:� incidence�of�

preterm�pre-eclampsia� in� patients� fulfilling�ACOG�and�NICE�
criteria� according� to� risk� by� FMF� algorithm.�Ultrasound�
Obstet�Gynecol�2018;�51:�738-42.

７）�Chaemsaithong�P,� Pooh�RK,� Zheng�M,� et� al:� Prospective�
evaluation� of� screening� performance� of� first� trimester�
prediction�models� for� preterm� preeclampsia� in� Asian�
population.�Am� J�Obstet�Gynecol� 2019.221:�650.� e1-650.�
e16.

８）�Poon� LC,� Shennan� A,� Hyett� JA,� et� al:� The� International�
Federation� of�Gynecology� and�Obstetrics（FIGO）� initiative� on�
pre-eclampsia:�A�pragmatic�guide�for�first-trimester�screening�
and�prevention.� Int� J�Gynaecol�Obstet�2019;�145�Suppl�1:�
1-33.�doi:10.1002/ijgo.12802.

９）�Vahedian-Azimi�A,�Karimi�L,�Reiner�Ž,�et�al:�Effects�of�statins�
on�preeclampsia:�A� systematic� review.� Pregnancy�Hypertens�
2021;�23:�123-30.

文 献

妊娠高血圧腎症予防のためのスタチン
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　 妊 婦 に お け る 高 血 圧 の 診 断 は 収 縮 期 血 圧
140mmHg以上，または拡張期血圧90mmHg以上
で行われる。血圧測定には，聴診法による標準的
な血圧測定機器として水銀血圧計が用いられてき
たが，2021年以降，水銀血圧計を含む水銀含有機
器の製造と輸出入が禁止されたため，電子式のア
ナログ柱を用いた電子圧力柱（擬似水銀）血圧計ま
たはアネロイド血圧計を用いた聴診法，あるいは
上腕式自動血圧計による血圧測定が行われている1）。
自動血圧計には，マイクを用いたコロトコフ法（聴
診法）によるものと，血管壁の振動を反映したカ
フ圧の変動（圧波）を用いたオシロメトリック法に
よるものがある。オシロメトリック法では，カフ
で上腕を圧迫して上腕動脈を緊迫し，カフを減圧
する過程で心拍に同期した血管壁の振動（脈波）を
反映するカフの変動を用いて血圧を測定する。カ
フを減圧していくと，ある時点で脈波が急激に大
きくなり，その後急速に小さくなり，ある時点ま
でいくとあまり変化しなくなる。脈波が急激に大
きくなったときのカフの圧力を収縮期血圧，変化
がなくなるときの圧力を拡張期血圧とする。日本
妊娠高血圧学会の調査によれば，ほとんどの施設
でオシロメトリック法による血圧測定が行われて
おり，精度管理の観点からもオシロメトリック法
は妥当といえる。

　血圧測定法は，1 〜5分の安静後，座位で適切
なサイズのカフを用い，心臓の高さで測定する。
上腕で2回測定（1 〜2分間隔）し，平均値を採るこ
とを原則とする。2回目の測定値が5mmHg以上低
下する場合には安定するまで数回測定する。初回
測定時は左右両側で測定し，10mmHg以上異なる
場合には以後は高いほうを採用する。測定前30分
以内のカフェイン含有物および喫煙は禁止する。
　血圧は妊娠初期より下降しはじめ，妊娠28週以
降を最下点とし，それ以降緩やかに上昇する2,3）。
また，血圧測定の体位により影響され，仰臥位と
側臥位で血圧が異なる3）。さらに，妊婦では白衣
高血圧の頻度が増加するとされている。
　妊婦血圧の評価の際には，妊娠週数による血圧
変化，測定時の体位による影響や白衣現象に留意
する必要がある。なお，自動血圧計による収縮期
血圧が聴診法より低値であったとの報告もあり注
意が必要である4）。

　近年，これまでの診察室血圧測定に加えて診
察室外血圧測定である家庭血圧測定（home blood 
pressure measurement；HBPM）と，自由行動下血
圧 測 定（ambulatory blood pressure monitoring；

Ⅱ妊婦の診断と管理

妊婦の高血圧の診断は？CQ1

1▶ 妊婦の高血圧は，診察室血圧＊で収縮期血圧140mmHg以上，または拡張期血圧90mmHg以上で診断
する。血圧の測定は精度検証された自動血圧計を用いて行う。

2▶診察室外血圧測定は白衣高血圧との鑑別に有用であることを認識する。
3▶妊娠20週未満の場合，高血圧合併妊娠と診断し，本態性高血圧と二次性高血圧の鑑別を行う。
4▶ 妊娠20週以降の場合，高血圧の既往歴，母体の臓器障害，子宮胎盤機能不全の有無などを確認し，
妊娠高血圧，妊娠高血圧腎症，加重型妊娠高血圧腎症，高血圧合併妊娠の鑑別を行う。

＊診察室血圧：病院・医院などで測定された血圧のこと

参照　p.17Ⅰ章「総論3 高血圧に関する考え方」
　　　p.121 Ⅷ章「解説1 血圧測定法」

推奨

診察室血圧測定と診察室外血圧測定
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ABPM）が広まっている。診察室外血圧測定は白
衣現象の影響を除外することができ，白衣高血圧
や逆白衣高血圧（仮面高血圧）の鑑別に有用であ
る。妊婦におけるHBPMとABPMを用いた高血圧
の診断は，内科領域での高血圧の診断基準を参考
にすることができる（表1，2）1）。
　HBPMは，日間変動（例えば妊娠を通じてのserial
な血圧の長期変動）の評価に適している。実際の測
定では上腕式の血圧計にて，適切なカフサイズを用
いてカフの位置を心臓の高さにする。手首で測定す
るものは心臓の位置より低い位置で測定される傾向
があり，血圧が高く測定されるので原則として使用
しない。測定値の評価は数日間（5〜7日）の平均値
あるいは個々の測定値すべてを用いて行う。

  日本妊娠高血圧学会で行った家庭血圧測定の報
告（2017年）

　妊娠初期に正常血圧であった妊婦39名を対象に

HBPMを測定した（図1）5）。妊娠初期からHBPMに
よる血圧は徐々に低下し，その後妊娠20週ごろよ
り緩やかに上昇に転じた。血圧の平均値は妊娠20
週で98/62mmHg，妊娠30週で100/64mmHg，妊
娠37週で106/68mmHgであった。この検討におい
て正常血圧の上限を平均＋2SDとすると，妊娠20
週で114/75mmHg，妊娠30週で115/79mmHg，妊
娠37週で123/83mmHgであり，Metokiら6）の検討
結果と同様であった。2021年4月現在症例数を増
やしたさらなる解析が進行中である。
　妊婦のHBPMは妊娠による生理的血圧低下を考
慮すれば，内科領域の高血圧の基準より低い可能
性がある。
　一方，ABPMは血圧の日内変動の観察に適して
いる。ABPMに関してはわが国7,8）や海外9,10）から
多くの報告があり，わが国では保険適用もある。

＊ 1 診察室血圧は標準化された測
定によりその臨床的価値は上
昇する。臨床現場では標準化
された測定は多くの場合行わ
れていない。標準化された診
察室血圧の測定が強く推奨さ
れる。

＊ 2 夜間睡眠時測定可能な家庭血
圧計が入手可能である。

表1　各血圧測定法の特性

表2　 各血圧測定法における
高血圧の診断基準

診察室血圧 家庭血圧 自由行動下血圧

測定頻度 低 高 高

測定標準化 可＊1 可 不要

再現性 不良 最良 良

白衣現象 有 無 無

薬効評価 可 最適 適

薬効持続時間の評価 不可 最良 可

短期変動性の評価
（15〜30分ごとの変動）

不可 不可 可

日内変動性の評価
（夜間血圧の評価）

不可 可＊2 可

日間変動の評価 不可 可 不可

長期変動性の評価 可 最良 可

収縮期血圧
（mmHg）

拡張期血圧
（mmHg）

診察室血圧 ≧140 かつ/または ≧90

家庭血圧 ≧135 かつ/または ≧85

自由行動下血圧

　24時間 ≧130 かつ/または ≧80

　昼間 ≧135 かつ/または ≧85

　夜間 ≧120 かつ/または ≧70

（日本高血圧学会高血圧治療ガイドライ
ン作成委員会編: 高血圧治療ガイドライ
ン2019. p.15より転載）

（日本高血圧学会高血圧治療ガイドライ
ン作成委員会編: 高血圧治療ガイドライ
ン2019. p.19より転載）
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１）�日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編:�高血
圧治療ガイドライン2019.� p.13-22,�東京,�ライフサイエンス
出版,�2019.

２）�日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編:�高血
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図1　家庭血圧測定（HBPM）のスケジュール

妊娠12～15週までに開始 妊娠12～40週 分
娩 産後12週終了

妊娠中 産後

家庭血圧測定法：
　貸与した血圧計にて，毎日，血圧測定を行う。排尿後5分（最低2分）以上の安静後，座位にて上腕で2分
　間隔，2回測定し平均を採る。測定前30分以内のカフェイン含有物および喫煙は禁止する。

測定時間：
　①毎日，朝（起床後1時間以内），②毎日，夜（就寝前1時間以内），③妊婦健診にて受診時

血圧は，貸与した血圧計にて，毎日①朝（起床後1時間以内），②夜（就寝前1時間以内）に測定した。
排尿後5分（最低2分）以上の安静後，座位にて上腕で2分間隔，2回測定を行いその平均を血圧と
した。30分以内のカフェイン含有物および喫煙は禁止した。妊娠12〜15週までに開始し，産後
12週まで行った。妊婦健診ごとに診察室血圧（↓）も測定した。

（平成26，27年日本妊娠高血圧学会課題研究報告より）
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　妊娠20週未満において高血圧と診断された場
合，その原因が本態性高血圧か二次性高血圧か
を鑑別する必要がある。国際妊娠高血圧学会

（ISSHP）ガイドラインではルーチンの検索は推奨
されていないが，成人高血圧の10％は二次性とい
われており，治療抵抗性の場合や若年女性（特に
30歳未満）の高血圧では特に二次性の可能性を考
慮する必要がある（表1）1,2）。必要に応じて内科や
泌尿器科と共診のうえ，鑑別を行うべきである。
なお，妊娠20週以降であってもそれ以前の血圧の
状態が不明な場合などは，二次性の原因が隠れて
いる場合もあり注意が必要である。
　高血圧合併妊娠（chronic hypertension；CH）の
20 〜50％は加重型妊娠高血圧腎症（superimposed 
preeclampsia；SPE）に，合併症を伴うCHや二次
性高血圧では75％がSPEになるだけでなく，より
早期に，より重症化する傾向がある2）。また，CH
において高血圧の増悪や他の症状の進行が疑われ
る場合，それが原疾患の増悪なのか，それとも妊
娠の影響によるもの（SPE）なのかを鑑別する必要
がある。全身性エリテマトーデス（systemic lupus 
erythematosus；SLE）や腎疾患などではその症状
が妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）とよく似
ており判別が難しいので，血液検査や超音波検査
を追加することによって診断する。理想的には妊
娠前に，少なくとも妊娠初期の段階で患者の基礎

値（血算，肝機能，腎機能など）を調べておくこと
が，これらの鑑別に役立つこともある。尿酸値は
PEの診断には用いられないが，母児の予後推測
には有用とされる。尿沈査や尿蛋白の定量的評価
も行っておくことが望ましい。必要に応じて心機
能も評価する1,2）。
　妊娠20週以降においては，妊娠性の病態悪化（特
にPEへの進行）を発見することがきわめて重要で
あり，妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders 
of pregnancy；HDP）の病型分類のための検査を
行う必要がある。PEの診断には，妊娠20週以降
に初めて発症した高血圧に加えて，蛋白尿あるい
は母体の臓器障害や子宮胎盤機能不全が必要であ
る。HDP患者の予後にPEは大きな影響を与える
ため，尿検査，血液学的検査および超音波検査を
行う。頭痛や視覚障害を認めた場合には，必要に
応じて神経学的検索や頭部画像検査（CTあるいは
MRI）を行い脳卒中と鑑別する。CHにおいても，
新規の蛋白尿だけではなく母体の臓器障害や子宮
胎盤機能不全を認めた場合にはSPEと診断される。
　HDPとは進行性の病態であることを常に念頭
に置いて検査を行う。妊娠高血圧（gestational 
hypertension；GH）も，その25 〜50％が一般的に
1 〜3週間かけて進行しPEとなるため1,3），定期的
な検査が必要である。一方，重症ではないPEも
数日以内に重症となりうることに留意し，子癇や

Ⅱ妊婦の診断と管理

妊婦が高血圧と診断された場合の検査は？CQ2

1▶ 妊娠20週未満においては，高血圧の原因と病態把握のために，血算，血液凝固能，肝機能，腎機能，
内分泌機能などを評価する。

2▶妊娠20週以降においては，妊娠高血圧症候群の病型分類のために以下の検査を行う。
　  ①尿蛋白陽性の場合，随時尿での蛋白/クレアチニン（P/C）比，または24時間尿中蛋白量を評価する。
　  ② 血算，血液凝固能，肝機能，腎機能などを検査し，母体臓器障害の有無を確認する。頭痛等の中枢

神経症状を認めた場合は画像診断などを行う。
　  ③超音波検査などで子宮胎盤機能不全（胎児発育，臍帯動脈血流異常）の有無を確認する。
3▶高血圧と診断された患者を適切な間隔で検査し，病状の変化を評価する。

推奨
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中枢神経障害，HELLP症候群，肺水腫，周産期
心筋症など周産期予後を悪化させるHDP関連疾患
の早期発見を目指した検査を行う。海外のガイド
ラインでは，GHや重症ではないPEなら週1 〜2回，
重症のPEであれば週2 〜3回の血液検査を行うこ
とが推奨されている1,3 〜5）。尿蛋白については，そ
の多寡が重症の診断基準から削除されたものの，
腎機能の評価には有用であるため，必要に応じて
蛋白/クレアチニン（P/C）比，または24時間尿中
蛋白量の測定を行うべきである。
　HDP患者では母体だけではなく，胎児の状態
にも注意する必要がある。胎児発育不全（fetal 

growth restriction；FGR）を発見するために最低
でも2 〜4週ごとに胎児推定体重を測定すること
が推奨されている1,3,4）。羊水量や臍帯動脈血流も
同時に評価し，必要に応じて頻度を増やす。ノン
ストレステスト（NST）を週1 〜2回行うことも推
奨されているが3 〜5），わが国では特に重症高血圧
やPE，SPEの場合は原則として入院管理が勧めら
れており，より頻回に行う。また，HDPは常位胎
盤早期剥離のハイリスク因子なので，性器出血，
腹痛，胎動減少などを訴える妊婦にも必ずNSTを
行わなくてはならない。

表1　本態性高血圧と二次性高血圧の鑑別における要点

本態性高血圧
二次性高血圧

代表的な疾患 症状や特徴など 必要な検査

・緩徐な血圧上昇
・�ライフスタイル
（肥満，塩分やアル
コールの過剰摂取，
運動不足など）
・高血圧の家族歴

甲状腺機能亢進症 体重減少，動悸，熱不耐性 甲状腺ホルモン，自己抗体

アルドステロン症 筋痙攣や筋力低下，低カリウム血症 血漿レニン活性，血漿アルドステロン濃度

褐色細胞腫 著明な血圧変動，顔面蒼白，めまい
血液，尿カテコラミンおよびカテコラミン代謝産
物，腹部超音波検査など

クッシング症候群 中心性肥満，満月様顔貌，易傷性 コルチゾール，副腎皮質刺激ホルモン

腎実質性高血圧 浮腫，疲労，頻尿，腎疾患の家族歴 血清クレアチニン，尿検査，腎臓超音波検査など

腎血管性高血圧
急な血圧上昇，腹部血管雑音，低カリ
ウム血症

血漿レニン活性，血漿アルドステロン濃度，腎血流
超音波検査など

大動脈炎症候群
血圧の左右差，不明熱，手のしびれ，め
まい，頭痛，失神など

CT，MRI，MRAなど

薬剤性や薬物乱用 アルコール，NSAIDsなど 薬物使用歴の確認

睡眠時無呼吸症候群 いびきや傾眠 終夜睡眠ポリグラフィー（PSG）
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practice.�Pregnancy�Hypertens�2018;�13:�291-310.

２）�ACOG�Practice�Bulletin�No.� 203:�Chronic�Hypertension� in�
Pregnancy.�Obstet�Gynecol�2019;�133:�e26-50.

３）�ACOG�Practice�Bulletin�No.� 202:�Gestational�Hypertension�
and�Preeclampsia.�Obstet�Gynecol�2019;�133:�e1-25.
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文 献

（文献2より改変）
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　妊娠を希望する高血圧女性には，妊娠前から家
庭血圧測定を含めた血圧管理を行う。高血圧以外
の内科合併症も，原則として妊娠前に原疾患の病
勢を安定させておく。腎保護作用を目的に，アン
ジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬およびアン
ジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）の使用が必
要な場合は，原疾患を安定させたうえで，中止ま
たは変更してから妊娠することが望ましい。そ
れが難しい状況の場合，十分な説明と同意の下
で妊娠成立まで使用し，妊娠判明と同時に中止・
変更する。妊婦に対して禁忌であるACE阻害薬，
ARBにはヒトでの妊娠中期以降の使用で胎児毒
性が確認されており，胎児の低血圧と腎血流量の
低下をきたし，尿細管の形成異常（renal tubular 
dysgenesis）を引き起こす。その結果，胎児腎不
全による尿量減少や羊水過少症による物理的な圧
迫のため，胎児に肺低形成，四肢拘縮，頭蓋・顔
面の変形などをきたす可能性がある1,2）。レニン阻

害薬もその作用機序から同様の影響が予想される
ため，妊婦への使用は禁忌である。これらを使用
している女性が妊娠した場合は内服を中止し，他
薬に変更する（他の降圧薬や詳細についてはp.145 
Ⅷ章「解説8 妊娠前と妊娠中の降圧療法」を参
照）。

　日本高血圧学会による『高血圧治療ガイドライ
ン2019』では，非妊娠時の非薬物療法として6g/日
未満の減塩や日常的な軽強度の有酸素運動などが
推奨されている（表1）。高血圧に対し，妊娠前か
ら非薬物療法（食事，運動）が行われている場合に
は，妊娠中も継続する。しかし，非妊娠時の高血
圧患者に推奨されている6g/日未満の減塩は，妊
娠高血圧症候群［妊娠高血圧腎症（preeclampsia；
PE），妊娠高血圧（gestational hypertension；GH）］
に対しては非薬物療法としての有益性が認められ
ていないため推奨されない。ただし，わが国では

Ⅱ妊婦の診断と管理

高血圧合併妊娠の管理は？CQ3

1▶ 妊娠を希望する女性には家庭血圧測定を指導し，妊娠前から高血圧やその他原疾患の治療を行う。
2▶ 妊娠前から指導されていた健康的なライフスタイルは妊娠後も継続する。
3▶ 妊娠前にアンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬，アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB），レニ
ン阻害薬を内服していた場合，妊娠判明後は中止・変更する。

4▶ 妊娠中の経口降圧薬として，メチルドパ，ラベタロール，ニフェジピン＊などが推奨される。
5▶ 診察室血圧が140/90mmHg以上の場合に降圧療法を開始するが，過度の降圧は子宮胎盤血流を低下
させ，胎児機能不全を招く可能性があることに留意する。

6▶ 高血圧以外の合併症や臓器障害の評価も行い，糖代謝異常や慢性腎臓病，脳心血管病などの合併症が
ある場合，管理について各専門科に相談する。

　  ＊妊娠20週以降（2021年4月30日現在）

参照　p.59Ⅰ章「総論13 発症予防」
　　　p.139 Ⅷ章「解説6 生活環境，生活習慣と妊娠高血圧症候群」
　　　p.145 Ⅷ章「解説8 妊娠前と妊娠中の降圧療法」

推奨

妊娠前管理

非薬物療法（食事・運動）
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下記のような生活習慣の修正は非妊娠女性の高血圧改善に対して効果的である
▪体重をBMI�25未満に維持する
▪毎日30分もしくは1週間当たり3時間程度，軽強度の有酸素運動（動的ならび
　に静的筋肉負荷運動）を行う＊

▪食生活の修正
　・食塩の摂取は1日当たり6g未満に抑える＊

　・積極的に野菜や果物を摂取する［カリウム制限が必要なCKD女性の
　　場合は推奨しない，エネルギー制限が必要な患者（肥満や糖尿病患者）の場合
　　は果物の摂取は1日当たり80kcal程度に抑える］
　・コレステロールと飽和脂肪酸の摂取は控える
　・低脂肪乳製品と多価不飽和脂肪酸は積極的に摂取する
▪1日当たりのアルコール摂取をエタノール換算で10〜20mL/以下に抑える＊＊

▪禁煙する

欧米諸国と比較して一般に食塩摂取量が多く，こ
れは妊婦にも当てはまるため，軽度の減塩を行う
ことは推奨される。運動の継続については，妊娠
の状況に応じて相談のうえ決定する。さらに，妊
娠中の飲酒は必ず避けることが必要である（妊娠
中の非薬物療法についてはp.139 Ⅷ章「解説6 生
活環境，生活習慣と妊娠高血圧症候群」参照）。

　降圧薬の母児への安全性と効果に関するエビデ
ンスは限られている。本ガイドラインではこれま
でのエビデンスや各国のガイドラインを参考に，
以下の薬剤を推奨する（重症高血圧が持続する場
合はp.145 Ⅷ章「解説8 妊娠前と妊娠中の降圧療
法」を参照）。

 メチルドパ
　中枢性交感神経抑制薬。欧米諸国のガイドライ
ンでも推奨3 〜5）されている。眠気や肝機能障害（母
児とも）に注意が必要である。

 ラベタロール
　αβ遮断薬。欧米諸国のガイドラインでは高血
圧合併妊娠（chronic hypertension；CH）に対する
第一選択薬の1つである3,4,6）。しかし，わが国での
添付文書上の1日投与量が欧米に比較して少ない
こと，日本人はβ遮断薬に対する忍容性が一般的
に低いことなどに留意する必要がある。

 ニフェジピン（徐放薬）
　カルシウム拮抗薬。欧米諸国のガイドラインで
は妊娠全期における使用が推奨されている3 〜5）。
ただし，わが国では2021年4月時点で添付文書上
は妊娠20週以降のみの使用が認められており，妊

娠20週未満の使用では十分なインフォームドコン
セントが必要である。長時間作用型の使用が原則
であり，カプセル製剤の舌下投与は行わない。

 ヒドララジン
　血管拡張薬。経口薬の降圧効果は乏しいことか
ら，長期投与薬としてはsecond lineに位置付けら
れる。

　英国国立医療技術評価機構（NICE）3），国際
妊 娠 高 血 圧 学 会（ISSHP）4）の ガ イ ド ラ イ ン で
は，CH，GHを対象としたランダム化比較試験

（RCT）7）の 結 果 を 根 拠 に，140/90mmHg（ 家 庭
血圧135/85mmHg）4）を降圧薬使用開始基準とし
ている。目標血圧は，拡張期血圧85mmHg3）や
135/85mmHg4）とし，110/703）〜804）mmHgを下回
らないことが推奨されている。一方，降圧薬を使
用して母体血圧を下げた場合，過度の降圧は子宮
胎盤血流を低下させるという理由から，米国産科
婦人科学会（ACOG）ガイドライン6）では降圧薬使
用開始基準は重症高血圧とし，120/80mmHgを下
回らないコントロールを推奨している。ただし，
糖尿病や慢性腎臓病，脳心血管病の合併や臓器障
害を示唆する所見，重度の血小板減少がある場合，
これ以上の臓器障害の進展や母体脳出血を防ぐ目
的で，より低い血圧値からの降圧が適しているこ
とを附記している。
　これらを踏まえ，CHでは140/90mmHg以上で
降圧薬投与を開始する。単薬で効果が認められな
い場合は2薬併用も考慮する。

降圧薬 降圧薬使用開始基準と目標血圧値

（『高血圧治療ガイドライン2019』を参考に作成） 

表1　 非妊娠女性の高血圧に対する生活
習慣の修正項目

＊妊娠女性にそのまま当てはまるわけではない
＊＊妊婦のアルコール摂取は禁止されている
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文 献

　PEの発症予防に低用量アスピリンが推奨され
る8,9）。CHを対象とした疫学研究によるエビデン
スはないものの，CHは加重型妊娠高血圧腎症

（superimposed preeclampsia；SPE）のハイリス
ク因子であり，妊娠中（可能であれば妊娠16週未
満から）の使用が各国のガイドラインで推奨され
ている3,4,6）。しかし，単一施設の後方視的研究では，
CHに対する低用量アスピリン投与はSPE発症や
small for gestational age（SGA），preterm birth
の発症を有意に抑制してはいなかった10）。現在

CHに対しての低用量アスピリンの効果を検討する
RCT11）が進行中である（詳細はp.59Ⅰ章「総論13 発
症予防」を参照されたい）。

　高血圧症を認める妊婦では高血圧以外の生活習
慣病も合併していることが多く，それらや臓器障
害の評価を行う。糖代謝異常や慢性腎臓病，脳心
血管病などの合併症がある場合，管理について各
専門科に相談する。

低用量アスピリン
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　 妊 娠 高 血 圧 腎 症（preeclampsia；PE）， 血 圧
≧160/110mmHgの 重 症 妊 娠 高 血 圧（gestational 
hypertension；GH）は，子癇や胎児機能不全など
の重篤な合併症をきたしやすい状態であり，母体
および胎児の詳細な経過観察のため入院管理を推
奨する1）。食塩制限，水分制限，摂取カロリー制
限などは治療的意義に関するエビデンスが乏しい2）。
　血圧測定や血液検査の頻度に関する明確なエビ
デンスはない。以下に述べる各国のガイドライン
を参考に，推奨する血圧測定や血液検査の頻度を
設定した。
　血圧測定の頻度については英国国立医療技術評
価機構（NICE）ガイドラインが言及しており，PE
で血圧140 〜159/90 〜109mmHgの場合，≦48時間
ごと，血圧≧160/110mmHgでは1日4回以上（ただ
し血圧≧160/110mmHgが持続している間は15 〜
30分ごと），GHで血圧140 〜159/90 〜109mmHg
の場合，週1 〜2回，血圧≧160/110mmHgを認

める間は15 〜30分ごとの測定を推奨している2）。そ
こで，本指針はPEでは1日3 〜4回（朝，昼，晩，
就寝前），GHでは重症度に応じて少なくとも
週1回の血圧測定を推奨した。ただし，血圧≧
160/110mmHg，頭痛，心窩部痛，嘔気・嘔吐，
眼症状など危険な徴候を伴う場合はより頻回に血
圧測定を行うことを考慮する。
　PEにおける血液検査の頻度は，NICEは血圧
140 〜159/90 〜109mmHgであれば週2回，血圧
≧160/110mmHgでは週3回を推奨している2）。ま
た，国際妊娠高血圧学会（ISSHP）は少なくとも週
2回3），米国産科婦人科学会（ACOG）は危険な徴候
がなければ週1回，危険な徴候を認める場合は週3
回の血液検査を推奨している4）。そこで，本指針
はPEでは週2回以上血液検査を行うことを推奨し
た。GHに対する血液検査の頻度は，NICEおよび
ACOGは週1回の血液検査を推奨している（ACOG
の定義では血圧≧160/110mmHgを認める場合は

Ⅱ妊婦の診断と管理

妊娠高血圧腎症，妊娠高血圧の管理は？CQ4

1▶ 妊娠高血圧腎症や重症妊娠高血圧（血圧≧160/110mmHg）患者に対しては原則として入院管理を行う。
2▶ 妊娠高血圧腎症患者に対しては，1日3～4回の血圧測定と週2回以上の血液検査を行う。
3▶ 妊娠高血圧患者（160/110mmHg未満）に対しては，少なくとも週1回の診察室血圧測定と尿検査を
行い，同時に血液検査を行うことを考慮する。

4▶ 血圧≧160/110mmHgを認める場合，15～30分ごとの測定を行うことが勧められる。
5▶ 危険な徴候（血圧≧160/110mmHg，血小板数低下，肝機能異常，腎機能異常，肺水腫，頭痛，心窩部痛，
嘔気・嘔吐，眼症状など）を伴い，病勢の進行が疑われる場合，より頻回に血圧測定と血液検査を行
うことを考慮する。

6▶ 血圧≧160/110mmHgを反復して認める場合は降圧治療を行うが，血圧≧140/90mmHgでも状態
によっては降圧治療を考慮する。

7▶ 急性期の降圧治療は，胎児心拍数モニタリングで胎児の状態を監視しながら行う。
8▶ 血圧≧160/110mmHgを反復，あるいは子癇前駆症状を認める場合，子癇予防のために硫酸マグネ
シウムの投与を開始する。自施設での管理が困難であれば高次医療機関への搬送を考慮する。

参照　p.145 Ⅷ章「解説8 妊娠前と妊娠中の降圧療法」
　　　p.151 Ⅷ章「解説9 急性期における降圧療法の実際」

推奨
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PEに分類されることに注意）2,4）。また，GHはお
よそ半数がPEに進展することが報告されており4），
NICEは血圧140 〜159/90 〜109mmHgであれば
週1 〜2回，血圧≧160/110mmHgでは毎日尿検査
を行い蛋白尿の有無を検査することを推奨してい
る2）。さらに，ACOGは血圧の数値にかかわらず
週1回の尿検査を推奨している4）。一方，ISSHPは
GHにおける血液検査や尿検査の頻度については
言及していない。そこで，GHでは少なくとも週1
回尿検査を行い，同時に血液検査を行うことを考
慮することとした。尿蛋白陽性の場合，随時尿で
の蛋白/クレアチニン（P/C）比，または24時間尿
中蛋白量を評価する。
　危険な徴候（血圧≧160/110mmHg，血小板数低
下，肝機能異常，腎機能異常，肺水腫，頭痛，心
窩部痛，嘔気・嘔吐，眼症状など）を伴う場合，
病勢の進行が疑われるため注意深い観察が必要で
ある。意識状態，母体心拍数，呼吸回数，SpO2，
尿量，体重，子癇前駆症状の有無を確認のうえ，
より頻回に血圧測定および血液検査（マグネシウ
ムを含む）を行うことを考慮する。その他の血液
検査の項目として，ハプトグロビンはHELLP症
候群への進展予測，脳性ナトリウム利尿ペプチド

（brain natriuretic peptide；BNP）は周産期心筋症
の診断に有用である可能性がある。病勢の急速な
進行が疑われる場合は，3 〜4時間ごとに血液検
査を繰り返すことも考慮する。
　米国心臓病学会/米国心臓協会（ACC/AHA）の
ガイドラインや『高血圧治療ガイドライン2019』で
は，非妊娠時の高血圧は血圧＞140/90mmHgを薬
剤治療の対象とし，130/80mmHg未満を目標に降
圧することを推奨しているが5），妊婦に対する薬
剤治療の対象となる血圧や降圧目標はエビデンス
が乏しくいまだ一定の見解はない。ISSHPは病型
にかかわらず血圧≧140/90mmHgを認める場合，
降圧治療を行うことを推奨している3）。また，降
圧 目 標 はControl of Hypertension in Pregnancy 
Study（CHIPS試験）の結果に基づき拡張期血圧を
85mmHgとし，拡張期血圧が80mmHg未満となっ
た場合は降圧薬を減量・中止するとしている3,6）。
さらに，収縮期血圧は110 〜140mmHgを降圧目
標として推奨している。NICEも病型にかかわら
ず血圧＞140/90mmHgを薬剤治療の対象とし，血
圧≦135/85mmHgを降圧目標として推奨している2）。
一方，ACOGは血圧≧160/110mmHgを薬剤治療

の対象とし，血圧140 〜150/90 〜100mmHgを降
圧目標として推奨している4）。妊娠中の降圧治療
が母体および児に及ぼす利益・不利益を検討した
エビデンスレベルの高い研究はほとんどなく，各
国のガイドラインでも降圧開始基準，降圧目標は
異なっている。また，厳格な降圧管理による子宮
胎盤血流の低下を懸念する意見もあり，血圧≧
160/110mmHgを反復して認める場合に降圧治療
を行うが，血圧≧140/90mmHgでも状態によって
降圧治療を考慮するとした。ただし，降圧目標に
ついては発症の時期や降圧治療開始時の血圧に応
じて個別に対応する必要がある。
　脳卒中を発症した妊婦28例を解析したとこ
ろ，96％が収縮期血圧≧160mmHg，全例が収縮
期血圧≧155mmHgであったと報告されている7）。
ACOGは血圧≧160/110mmHgを認めた場合15分
以内に血圧を測定し，再度確認された場合は可及
的速やかに（30 〜60分以内）治療を開始すること
を推奨している4）。
　硫酸マグネシウムを開始するタイミングについ
ては一定の見解は得られていないが，ISSHPは血
圧≧160/110mmHg，あるいは子癇の前駆症状を
伴うPE妊婦に対して痙攣予防のため硫酸マグネ
シウムを用いることを推奨している3）。2017年に
米国の関係学会が協力して作成したガイドライン
では，病型にかかわらず収縮期血圧≧160mmHg
あるいは拡張期血圧≧110mmHgの妊婦に対して
硫酸マグネシウムを用い，血圧140 〜159/90 〜
109mmHgかつ危険な徴候がない場合は硫酸マグ
ネシウムを投与しないことを推奨しており8），そ
のガイドラインを遵守し治療を行ったところ，子
癇の発生頻度が減少し母体の予後が改善したとい
う報告もある9）。そこで，血圧≧160/110mmHg
を認める場合は15 〜30分ごとに再検し，血圧≧
160/110mmHgが反復して認められる場合，ある
いは子癇前駆症状を認める場合は，硫酸マグネシ
ウムの投与を開始する。例えば，硫酸マグネシウ
ムは4gを20分以上かけて静脈内投与し，以後は毎
時1gを分娩24時間後まで継続する。血中マグネシ
ウム（Mg）濃度は4.8 〜8.4mg/dL（4 〜7mEq/L）が
治療域と報告されているが，子癇の発症を抑制す
るための至適血中Mg濃度は明らかになっていな
い4）。複数の臨床試験において，治療域に達して
いないと考えられたにもかかわらず，子癇の発症
が有意に抑制されることが報告されており4），例
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えば4 〜5.5mg/dLと治療域より低い血中Mg濃度
を目標に投与量を調節してもよいかもしれない。
PEは腎機能の低下を伴うことがあり，特に尿量
減少時には血中Mg濃度が上昇しやすい。硫酸マ
グネシウムの投与量が同じであっても，24時間以
内に急速な血中Mg濃度の上昇を認めることがあ
る。硫酸マグネシウム投与中は，瞼が重い，手に
力が入らないといった筋力低下や呼吸抑制を示唆
する症状，胎児心拍数基線細変動の減少など高マ
グネシウム血症の徴候の出現に注意しつつ，定期
的に血中Mg濃度を測定する。高マグネシウム血
症を認め迅速な補正が必要な場合，例えばカルチ
コール10mL（1A）を生食100mLに混注し，30分か
けて静脈内投与する。硫酸マグネシウム投与時に
は，厳格な血圧管理，母体血中Mg濃度の測定，
子癇時の対応，新生児に対する気管挿管を含む必
要十分な蘇生が可能な体制が望ましいため，自施
設での管理が困難であれば高次医療機関への搬送
を考慮する。
　前回の指針では「血圧≧180/120mmHgを高血
圧緊急症と定義し，速やかに降圧治療を開始す
る」としていたが，収縮期血圧160 〜179mmHgと
180mmHg以上を区分する根拠がないため，本診
療指針では各国のガイドラインにならい，血圧≧
160/110mmHgを認める場合に治療を開始するこ
ととした。
　降圧する際，硫酸マグネシウムの投与のみで目
標値の血圧が得られることがある。京都大学では，
降圧薬と硫酸マグネシウムの併用による過度の降
圧を回避するため，まず硫酸マグネシウムによる
痙攣予防を行い，血圧を再測定したうえで必要に

応じ段階的に降圧薬を用いて目標血圧域に安定さ
せている。血圧≧160/110mmHgの場合は，安定
した血圧を得るという観点から，例えばアダラー
トⓇCR 40mg分2で開始し，降圧が不良な場合は
メチルドパの併用（アルドメットⓇ750mg分3 〜
1,000mg分4など）やニフェジピンを増量（アダラー
トⓇCR 80mg分2など）するなど，ニフェジピン徐
放薬を中心とした降圧薬の選択を行っている。
　アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬およ
びアンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB）は，羊水
過少や胎児腎不全をきたすことがあり，妊婦には
投与しない。緊急に降圧が必要と考えられる場合
にヒドララジン静注が用いられることもあるが，
ヒドララジン静注は効果発現までに10 〜20分を
要する。投与後5 〜10分で効果不十分と早合点し
て追加投与を行うと，過量投与となり過度な降圧
に起因する胎児機能不全をきたすことがある。ま
た，ヒドララジンは血漿レニン濃度を上昇させ体
液貯留を促し，頭蓋内圧を亢進させるため高血圧
性脳症では用いるべきではなく，その使用には注
意が必要である。さらに，ヒドララジンは作用持
続が3 〜8時間と調節性に欠けるため，安定した
血圧を得るという観点からもニカルジピンの持続
静脈注射が望ましい。ニフェジピンの舌下投与も，
短時間のうちに過度な降圧が生じやすく用いるべ
きではない。急性期の降圧治療は胎児心拍数モニ
タリングを行う。具体的な降圧方法については，
p.145 Ⅷ章「解説8 妊娠前と妊娠中の降圧療法」，
p.151 Ⅷ章「解説9 急性期における降圧療法の実
際」を参照されたい。

１）�日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会編:�CQ309-2�妊娠高
血圧症候群と診断されたら？�産婦人科診療ガイドライン�産
科編2020.�p.172-6,�東京,�日本産科婦人科学会,�2020.

２）�Nat ional� Inst i tute� for� Heal th� and� Care� Excel lence :�
Hypertension� in� pregnancy:� diagnosis� and�management
（NG133）.�p.13-9,�2019.

３）�Brown�MA,�Magee�LA,�Kenny�LC,� et� al:� The�hypertensive�
disorders� of� pregnancy:� ISSHP� classification,� diagnosis�&�
management� recommendations� for� international� practice.�
Pregnancy�Hypertens�2018;�13:�291-310.

４）�Committee� on�Practice�Bulletins-Obstetrics:�ACOG�Practice�
Bulletin�No.�202:�Gestational�Hypertension�and�Preeclampsia.�
Obstet�Gynecol�2019;�133:�e1-25.

５）�Whelton�PK,�Carey�RM,�Aronow�WS,�et� al:�2017�ACC/AHA/
AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA�
Guideline� for� the� Prevention,� Detection,� Evaluation,� and�
Management� of�High�Blood�Pressure� in�Adults:� Executive�

Summary:�A�Report� of� the�American�College� of�Cardiology/
American�Heart�Association�Task� Force� on�Clinical� Practice�
Guidelines.�J�Am�Coll�Cardiol�2018;�71:�2199-269.

６）�Magee�LA,� von�Dadelszen�P,� Rey�E,� et� al:� Less-tight� versus�
tight� control� of� hypertension� in� pregnancy.�N�Engl� J�Med�
2015;�372:�407-17.

７）�Martin�JN�Jr,�Thigpen�BD,�Moore�RC,�et�al:�Stroke�and�severe�
preeclampsia� and� eclampsia:� a� paradigm� shift� focusing� on�
systolic�blood�pressure.�Obstet�Gynecol�2005;�105:�246-54.

８）�Bernstein� PS,�Martin� JN� Jr,� Barton� JR,� et� al:� National�
Partnership�for�Maternal�Safety:�Consensus�Bundle�on�Severe�
Hypertension�During�Pregnancy� and� the�Postpartum�Period.�
Obstet�Gynecol�2017;�130:�347-57.

９）�Shields� LE,�Wiesner� S,� Klein� C,� et� al:� Early� standardized�
treatment� of� critical� blood�pressure� elevations� is� associated�
with�a�reduction�in�eclampsia�and�severe�maternal�morbidity.�
Am�J�Obstet�Gynecol�2017;�216:�415.�e1-5.
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　 約20 ～50 ％ の 高 血 圧 合 併 妊 娠（chronic 
hypertension；CH）から加重型妊娠高血圧腎症

（superimposed preeclampsia；SPE）が発症する1,2）。
SPEは，CHに比べて早産，常位胎盤早期剥離，
small for gestational age（SGA）児，新生児集中治
療室（neonatal intensive care unit；NICU）での加
療，児の頭蓋内出血などの頻度が高くなる1,3）。そ
のため，CHからSPEへの進展を早期に診断する
ことが肝要である。SPEの発症を予測することの
できる確立された有用な検査法はなく，SPEの早
期診断に役立つCHや腎疾患合併妊娠の妊婦健診
や，精査の至適間隔に関する明確なエビデンスは
ない。国際妊娠高血圧学会（ISSHP）のガイドライ
ンでは4），CHにおいて毎回の尿検査と臨床症状の
評価，少なくとも妊娠28週および34週における血
液検査（ヘモグロビン，血小板数，肝酵素，尿酸，
クレアチニン）を行い，妊娠26週以降で2 ～4週ご
とに胎児の評価を行うことを推奨している。初診
時（もしくは妊娠初期検査時）には血液検査を行

い，母体の臓器障害の診断に関連する検査項目に
ついてベースラインの状態の把握をしておくこと
も，その後の変化をとらえるためには重要である。

　SPEの早期発見のためには，発症リスク因子を
把握することが重要である。過去の妊娠における
妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）の既往，妊娠
前4年以上の期間にわたる高血圧，妊娠初期の拡
張期血圧が100mmHg以上，腎疾患や内分泌疾患
を原因とした二次性高血圧，慢性腎臓病の存在，
肥満，喫煙などの背景を有するCHでSPEの発症
頻度が特に高くなるという報告がある1 ～3,5,6）。こ
れらのリスク因子を有するCHでは，内科医や泌
尿器科医などと密な連携をとり，必要に応じて頻
回の外来受診を行うなど，SPEの早期発見に努め
るべきである。

Ⅱ妊婦の診断と管理

加重型妊娠高血圧腎症の早期発見，診断，管理
のポイントは？

CQ5

1▶ 高血圧合併妊娠や腎疾患合併妊娠では，妊婦健診での血圧測定，尿検査，母体の臨床症状，胎児の状
態の評価に加えて，妊娠初期・中期・後期での血算（血小板数を含む），肝機能（AST，ALT），腎機能（ク
レアチニン）の測定を行い，加重型妊娠高血圧腎症の早期発見に努める。

2▶ 高血圧合併妊娠において，特に，①妊娠高血圧腎症の既往，②妊娠前の長期の高血圧，③妊娠初期の
拡張期血圧が100mmHg以上，④二次性高血圧，⑤腎疾患合併，⑥肥満，⑦喫煙，のリスク因子を有
する妊婦では加重型妊娠高血圧腎症の発症リスクが高いことを念頭に置いて管理する。

3▶ 高血圧合併妊娠における血圧上昇や腎疾患合併妊娠における蛋白尿の出現・増悪を認める際は，加重
型妊娠高血圧腎症を疑い，血液凝固障害，肝腎機能障害，中枢神経障害，子宮胎盤機能不全の有無に
ついて精査する。

4▶ 加重型妊娠高血圧腎症は原則として入院管理とし，母体および胎児の管理は，妊娠高血圧腎症に準じ
て行う。

参照　p.70 Ⅱ章「CQ4 妊娠高血圧腎症，妊娠高血圧の管理は？」

推奨

加重型妊娠高血圧腎症の早期発見

加重型妊娠高血圧腎症の早期発見と
リスク因子
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　SPEの診断は容易ではない。CHにおける血圧
変動は，正常妊娠と同様にfirst trimesterから
second trimesterにかけて低下し，third trimester
には再度上昇する。CHで血圧の上昇を認めた場
合も，SPEの発症が背景にある可能性を第一に考
えつつ，生理的な機序での血圧上昇や，背景にあ
る高血圧の増悪の可能性を除外する必要がある。
PEに関連する母体の臓器障害に伴う症状，肝腎
機能の低下，血液凝固能障害，子宮胎盤機能不全
の有無について精査を行い，SPEの診断のタイミ
ングを逸しないことが肝要である。CHにおいて，
血圧上昇のみでSPEの診断に至らないのであれば
母児の周産期転帰に影響はないとする報告がある
ものの7），血圧が上昇傾向にあるCHでは，近い将
来におけるSPEへの進展を念頭に置いて，より厳
重に管理する必要がある。
　わが国の定義では，腎疾患を背景として妊娠20
週未満で蛋白尿を呈している症例に妊娠20週以降
で新たに高血圧が出現した場合，妊娠20週未満
で高血圧を呈している腎疾患合併妊娠において，
蛋白尿の新たな出現もしくは増悪を認めた場合，
SPEの診断に至る。腎疾患合併症例の妊婦健診に
おいて蛋白尿の出現・増悪が疑われた場合，蛋白
尿定量検査などを行い，SPEの早期診断に努める
べきである。しかし，蛋白尿の出現・増悪が腎疾
患の増悪によるものであるか，妊娠に伴うPEの
病態機序を背景とした変化であるのかの鑑別は容
易ではない。SPEに関連する母体の臓器障害や子

宮胎盤機能不全の有無による臨床的な評価をもっ
て，その背景にある病態について推察することは
可能であり，精査を進めるべきである。両者の鑑
別を可能にする診断法は腎生検であるが，『腎生
検ガイドブック2020』においては，「妊娠中の腎生
検は極力避け，出産後に腎生検をすることが望ま
しいとされているが，妊娠中期（16 〜27週）まで
でPE以外の腎疾患が疑われ，分娩以外の治療方
針が考えられる症例で生検が考慮される」とされ
ている。sFlt-1など血中の血管新生関連因子の測
定が鑑別に役立つという報告はあるものの，実臨
床で推奨できるほどの意義は現時点では認められ
ていない8）。

　SPEとPEとの比較では，SPEで早産，帝王切開，
NICUでの加療が増えるという報告はあるものの，
PEに関連する転帰（子癇，SGA児，常位胎盤早期
剥離，死産など）の頻度はほぼ同等であるという
報告が多い9,10）。米国産科婦人科学会（ACOG），国
際妊娠高血圧学会（ISSHP）をはじめ海外のガイド
ラインにおいても，SPEにおける母児管理はPEに
準じており，本項でも同様の推奨とした4,11）。SPE
ではPEと同様，母児に対する適切な周産期管理
が可能である施設において入院管理とされること
が望ましい。降圧開始基準や降圧目標についても
PEに準じる（p.70 Ⅱ章「CQ4 妊娠高血圧腎症，妊
娠高血圧の管理は？」を参照）。

１）�Sibai� BM,� Lindheimer�M,�Hauth� J,� et� al:� Risk� factors� for�
preeclampsia,� abruptio� placentae,� and� adverse� neonatal�
outcomes�among�women�with�chronic�hypertension.�National�
institute�of� child�health�and�human�development�network�of�
maternal-fetal�medicine�units.�N�Engl�J�Med�1998;�339:�667-71.

２）�Sibai�BM:�Chronic�hypertension�in�pregnancy.�Obstet�Gynecol�
2002;�100:�369-77.
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1002-9.
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Obstet�Invest�2012;�74:�274-81.
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　 国 際 的 に は 胎 児 発 育 不 全（fetal growth 
restriction；FGR）の診断にさまざまな基準が用い
られており共通のものはないが，病的な状態を想
定したFGRとは異なる，単に体格や体重が小さい
ことを示すsmall for gestational age（SGA）やlight 
for gestational age（LGA）という概念があり，混
同して用いられることがある。
　わが国の『産婦人科診療ガイドライン 産科編
2020』（CQ307-1）では，日本超音波医学会公示の
胎児推定体重式1）を用いて－1.5SD以下をFGRの診
断の目安とするとしており2），実際に広く用いら
れている。このような背景を考慮して，今回の推
奨ではFGRの診断基準を胎児推定体重が－1.5SD
以下のものとした。欧米の診断基準とは異なるこ
と，またSGAやLGAとの区別も曖昧であること
などが指摘されており，わが国におけるFGRの
診断基準については今後の見直しも考慮される。
特にSGAからFGRを区別する必要性が考慮され，
Delphi法を用いたFGRの診断基準についてコンセ
ンサスが提案された3）。この基準が国際標準とな
る可能性があり注目される。

　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）では，子宮胎盤血流の障害を
背景とした胎盤機能不全に関連してFGRを合併す
ることがある。HDPにFGRを合併する場合は，重
症妊娠高血圧腎症（加重型も含む）と診断し，原則
的に入院管理とする。
　妊娠を継続する場合はノンストレステスト

（NST）に 加 え て， 胎 児 推 定 体 重， 羊 水 量，
biophysical profi le score（BPS），超音波ドプラ法
による血流計測（臍帯動脈，中大脳動脈，静脈管，
子宮動脈）を用いて，経時的に胎児健常性を評価
する必要がある4 ～9）。その頻度による予後改善効
果の違いは不明であるが，少なくとも週に1 ～2
回以上行うことが望ましい。特に，臍帯動脈血流
異常［拡張期血流途絶・逆流，あるいは拍動係数

（pulsatility index；PI）値≧95パーセンタイル］を
伴うものは，周産期死亡や神経学的異常などの
予後不良のハイリスクである10）ことから，連日の
NSTなどによる頻回の胎児機能評価を推奨する意
見がある11,12）（p.50Ⅰ章「総論10 妊娠高血圧症候群
における胎児発育不全（FGR）の考え方」参照）。臍

Ⅲ胎児管理

妊娠高血圧症候群における胎児発育不全（FGR）
の管理は？

CQ1

1▶ 胎児発育不全（FGR）の診断は，日本超音波医学会の「超音波胎児計測の標準化と日本人の基準値」に
従い，胎児推定体重が－1.5SD以下の場合とする（FGRの背景として染色体疾患などの明らかな胎児
因子がないものとする）。

2▶ 妊娠中の高血圧にFGRを合併した場合，重症妊娠高血圧腎症（加重型も含む）と診断し，原則的に入院
管理とする。

3▶ 妊娠を継続する場合は，ノンストレステスト（NST）に加えて，超音波検査［胎児推定体重，羊水量，
biophysical profi le score（BPS），臍帯動脈血流波形など］を用いて胎児健常性を評価する。

4▶ 超音波ドプラ法による臍帯動脈血流異常［血流途絶・逆流，あるいは拍動係数（PI）の異常高値］を伴う
FGRの妊娠終結は，妊娠週数を含めた総合的な判断による。

5▶ 妊娠34週未満で妊娠終結が切迫している場合には，児の肺成熟や頭蓋内出血の予防を目的として，
母体に副腎皮質ステロイドを投与する。

参照　p.50Ⅰ章「総論10 妊娠高血圧症候群における胎児発育不全（FGR）の考え方」

推奨
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帯動脈血流異常を認めることのみを適応とした人
工早産に関しては，特に妊娠週数が早い場合には
慎重に判断する必要があるが，臍帯動脈拡張期
血流の途絶を認める場合には妊娠34週を超えず
に，臍帯動脈拡張期血流の逆流を認める場合には
妊娠30週を超えずに，それぞれ妊娠終結を推奨す
るものがある5）。一方で，妊娠32週以前のFGRを
対照としたランダム化比較対照試験（TRUFFLE 
study）によると，静脈管血流波形a波の途絶・逆
流を適応とした妊娠終結がその他の適応による
妊娠終結をした群より2歳予後が良好であった13）。
待機的管理を行っている妊娠早期の臍帯動脈血流
異常を伴うFGRの妊娠終結の基準として，静脈
管血流異常の有無も参考になる。なお，胎児・新
生児の体重が小さいこと（3パーセンタイル以下な
ど）および羊水過少は，それぞれ児の予後不良因
子であるが14 〜19），胎児が小さいこと，胎児発育
停止，または羊水過少を理由とした早産期の妊娠
終結のメリットは検証されていない。
　FGRでは，胎児機能不全，周産期死亡20,21）や将
来の神経学的合併症のリスクがある22）。HDPで
は早産や低出生体重児の頻度が高いが23），FGR
の病状に加えて新生児の未熟性が児の予後不
良と強く関連する4,14,15）。また，妊娠高血圧腎症

（preeclampsia；PE）においてFGRを合併する場
合はFGRを合併しない場合と比べて，待機的管理

下における母体の合併症のリスクが高いかどうか
については結論が出ていない11,12,24）。妊娠24週か
ら妊娠34週のHDPでは待機的管理によって新生児
の予後不良が減少する7）。ただし，待機的管理下
のPEにおいては，継続的な胎児健常性の評価を
行う。またその際には，早産低出生体重児の管理
が可能な施設との連携が必要である。
　妊娠24週以降妊娠34週未満での妊娠終結が強く
予測される場合には，児の肺成熟や頭蓋内出血の
予防を目的として，母体に副腎皮質ステロイド投
与が推奨されている（ベタメタゾン12mgを24時間
ごとの計2回筋肉内投与）5,6,25,26）。ただし妊娠23週
以前に投与した場合においてもその効果が示唆さ
れているが27），現時点ではエビデンスが乏しいた
め個別に判断する。なお，胎児機能不全などによっ
て早急な娩出が望ましいと判断される場合には，
2回目のステロイド投与を待つべきではない12）。
　妊娠32週未満のFGRでは，児の神経保護作用を
考慮した硫酸マグネシウム投与の効果が報告され
ている6）。しかし，最適な投与時期や投与量は確
立されていない。
　FGRのみを合併するPEでは待機的管理も選択
されるが，その場合は原則入院管理となる6,28）。
NSTや超音波検査において胎児状態の悪化傾向を
認める場合には，妊娠週数も踏まえ妊娠終結を考
慮する6）。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）は，母児の状態が急激に変化
する可能性がある。本疾患の発症は母体に対して
はきわめてリスクが高く，重篤な母体合併症を防
ぐためには診断後早期に分娩とするほうがよい。
しかしその一方，妊娠週数が早ければ出生児に未
熟性に伴うさまざまな合併症が起こりうる。この
ため妊娠終結は，母体と胎児のリスクのバランス
を考慮して決定される。
　2018年のHDPの定義・病型分類の改定に伴い，
HDPの「重症」の定義が大きく変更された。現在
の定義では，母体血圧が160/110mmHgを超える
場合のほか，血圧が160/110mmHg未満であって
も母体の臓器障害や子宮胎盤機能不全がある場合
は重症の妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）と
診断される。今回の定義に基づく「重症」の診断は，
そのまま妊娠の終結を考慮するものではなく，母児
の状態が診断後より一層急速に悪化する可能性があ
る注意喚起としての「重症」であることを理解する。

　表1に分娩を考慮する所見を，母体・胎児因子
に分けて掲載した。これらの所見がある場合には，

妊娠週数によらず分娩とするかどうかを検討す
る1 〜3）。なお，前述したように，これらの所見は
わが国の重症PEの基準とは異なることに注意する。
　母体条件では，治療に抵抗する重症高血圧か進
行性あるいは重篤な臓器障害を有する場合，分
娩を考慮することとなる。臓器障害については，
HDPとは別の基礎疾患や新規発症の疾患が原因で
はないことを慎重に評価する。尿蛋白量について
は，その多寡で分娩の決定要因とはしない1）。し
かし，高度な蛋白尿と母児の合併症は関連があ
る。Kimら4）は，24時間尿蛋白定量が5g以上，2 〜
5g，2g未満に分けて臨床所見と母児の合併症を
後方視的に検討した。その結果，5g以上の高度な
蛋白尿は有意にPEの発症週数・分娩週数が早く，
胸水貯留，網膜剥離，母体血清クレアチニン値高
値，低アルブミン血症の発症率が高かった。また，
Tanacanら5）は，1日5g以上，2 〜5gの蛋白尿を有
する母体では，発症時の妊娠週数・分娩週数が有
意に早く，重症の臓器障害の所見を有する割合，
硫酸マグネシウムの使用率，胎児発育不全（fetal 
growth restriction；FGR），臍帯動脈血流異常，
羊水過少，低出生体重児，児の新生児集中治療室

（neonatal intensive care unit；NICU）入院率，新
生児合併症が有意に高くなっていたと報告した。
症例数は少ないが，母体の他の重症臓器障害を有
する例（severe features）を除いて蛋白尿のみで検

Ⅳ分娩周辺期の管理

分娩を考慮する所見は？CQ1

1▶ 重症妊娠高血圧症候群とされる所見と，分娩を考慮する所見は異なることを理解する
2▶ 妊娠高血圧症候群の管理中に，表1に示す所見を認めた場合，病型分類や妊娠週数にかかわらず分娩
を考慮する。ただし，原因となる基礎疾患がある場合は，個別に対応する。

3▶ 妊娠37週0日以降の妊娠高血圧腎症・加重型妊娠高血圧腎症は分娩を計画する。
4▶ 高血圧合併妊娠・妊娠高血圧では，妊娠37～39週台での分娩を計画する。

参照　p.27Ⅰ章「総論6 重症の考え方」
　　　p.31Ⅰ章「総論7 妊娠高血圧腎症の臓器障害について」
　　　p.75 Ⅲ章「CQ1 妊娠高血圧症候群における胎児発育不全（FGR）の管理は？」

推奨

分娩を考慮する場合の注意点

どの病型であっても分娩を考慮すべき所見
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討しても，2g以上の蛋白尿陽性例で，羊水過少，
臍帯動脈血異常血流，早産，新生児合併症の頻度
が高かった5）。これらの研究からも，1日2g以上の
蛋白尿，特に5g以上の場合は，他の分娩を考慮す
る所見も合併してくる頻度が高く，経過観察する
場合も，分娩とするか否かを慎重に判断する必要
がある。
　既存の腎疾患があり，その後高血圧を呈するよ
うな場合，特発性血小板減少性紫斑病［idiopathic

（immune）thrombocytopenic purpura；ITP］など
血小板がもともと低いような場合などは，その疾
患に応じた個別の対応が必要となる。特に腎疾患
合併妊娠については，『腎疾患患者の妊娠：診療
ガイドライン2017』6）などを参照する。
　 胎 児 機 能 不 全（non reassuring fetal status；
NRFS）の 評 価 に は， 胎 児 心 拍 数 陣 痛 図，
biophysical profile score（BPS），超音波パルスド
プラでの血流評価などの結果を用いる。その評価
や解釈については，p.75 Ⅲ章「CQ1 妊娠高血圧
症候群における胎児発育不全（FGR）の管理は？」
を参照されたい。ただしNRFSはその診断の幅が
広く，妊娠週数や胎児健常性，FGRの有無などに
よっても判断が異なる。児の状態を慎重に見極め
て分娩とすべきかどうかを判断する必要がある。
FGRは臓器障害の1つに挙げられている。FGRの
定義は，染色体疾患などの明らかな胎児因子のな

いもので，胎児推定体重が−1.5SD以下の場合と
なっている。PEで−1.5SD以下のFGRであったか
らといって，すぐ分娩を考慮する適応とはならな
い。しかし，臍帯動脈血流異常［拡張期血流途絶・
逆流，あるいは拍動係数（pulsatility index；PI）＞
95パーセンタイル］の場合は，周産期死亡や神経
学的異常など予後不良のハイリスクである7）。胎
児の予後は在胎週数にも大きく影響するので，臍
帯動脈血流異常を有する場合は，その週数や施設
の状況により分娩を考慮するか慎重な経過観察を
行うかを検討する。なお，羊水過少や胎児発育の
停止を理由とした早産期の分娩終結に関しては報
告がない。近年，sFlt-1/PlGF比を用いた児の娩
出時期も検討されているが，今後の研究成果が待
たれる8）。胎児に致死的な先天疾患を有する場合
は，母体の状態を優先する。
　HDPは進行性の病態であり，短期間で病状が
悪化することもある。表1に示す所見を満たさな
くても，臓器障害が増悪傾向であり近い将来こう
した所見を呈することが強く予測される場合，妊
娠週数や施設の基準に応じて分娩を考慮してもよ
い。

表1　妊娠高血圧症候群で分娩を考慮する所見 母体所見

　・降圧治療に抵抗する重症高血圧

　・胸水・腹水，肺水腫

　・心不全（周産期心筋症など）

　・他に原因のない進行性の肝機能障害，持続する上腹部痛

　・進行性の血小板減少

　・進行性の凝固異常，溶血

　・進行性の腎機能障害

　・常位胎盤早期剥離

　・HELLP症候群，急性妊娠脂肪肝

　・�高度で難治性の頭痛，脳卒中，運動障害，感覚障害，視野障害（皮質盲，漿
液性網膜剥離など）

　・子癇

胎児所見

　・胎児機能不全

　・臍帯動脈血流異常を伴う重症胎児発育不全
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　PEで妊娠37週以降であれば，分娩とすべき所
見の有無にかかわらず分娩とする。HYPITAT 
trial9）の報告では，重症域ではない高血圧の妊婦
を分娩誘発群・待機群に無作為に分け，その転帰
を検討したところ，分娩誘発群で母児の合併症が
有意に減少していた。PEは，他の病型分類より
も重篤な母体合併症の発症率が高く，妊娠37週以
降では分娩とすることを推奨する。
　妊娠34 〜36週のlate pretermの管理について
はまだ一定の見解が出ていない。HYPITAT-Ⅱ 
trial10）では，妊娠34週0日〜36週6日までの重症で
はない高血圧を有する妊婦において，分娩誘発と
待機的管理について母児の予後に関する検討を
行っている。この結果，発症後24時間以内の分
娩では母体合併症を減らせるが，新生児の呼吸
障害などのリスクが高かった。また同じ対象で2
年後の児の発達予後をみたところ，早期分娩と
なった児で神経発達予後のリスクが有意に上昇
していたが11），5歳時では明らかな差がなくなっ
ており，児の長期的予後にはFGRの有無が関係
していた12）。ただし，この研究はPEだけを対象
としているのではなく，妊娠高血圧（gestational 
hypertension；GH）や 加 重 型 妊 娠 高 血 圧 腎 症

（superimposed preeclampsia；SPE）も含まれて
いることに注意が必要である。またPHOENIX 
study13）では，妊娠34 〜37週未満の重症高血圧や
重症な臓器障害を発症していないPEについて，
分娩誘発と待機的管理を行った場合の母児の予後
についてrandomized controlled studyを行ってい
る。母体合併症や重症高血圧の発症は分娩誘発群
で有意に低かった。新生児のNICU入院率は有意
に多かったが，待機的管理群と比較し，重篤な新
生児合併症が高い結果ではなかった。このstudy
は，児の長期予後についての追跡調査が現在進行
中であり，結論が出ていない。Late pretermの
PE例で分娩を考慮する所見がない場合，積極的
な分娩誘発は母体の合併症や重症化を防ぐことが
できる。出生児に関してNICU入院率や呼吸障害
の有無などの短期的予後は積極的に分娩とした群
で有意に高いが，長期的予後についてはさらなる
検討が必要であると考えられる。従って，現時点
で明確な指針を提示することができず，明らかな

分娩基準を満たさないlate pretermのPE例で分娩
とする場合は，新生児の予後についても説明して
おく必要がある。
　SPEの妊婦をどの条件で分娩とするかについ
ては，いまだ明確な結果を示した研究がない。
Valentら14）は，妊娠37週未満で待機管理を行っ
たPEと高血圧合併妊娠から加重型となった妊婦
を後ろ向きコホート研究で比較した。この結果，
妊娠延長期間や新生児合併症に有意差は認めな
かったが，母体合併症は加重型で有意に増加して
いた。Moussaら15）は，高血圧合併妊娠（chronic 
hypertension；CH）において，その後SPEへ進行
した妊婦の重症例と非重症例で母体合併症に有意
差は認められず，今後加重型症例に対し適切な分
娩のタイミングを検討する前向き研究が必要であ
ると結論付けている。従って，現時点でSPEはPE
の分娩基準に準じて管理していくことが望ましい
と考えられる。
　腎疾患合併妊娠から高血圧を発症した場合や腎
移植後妊娠の場合など，妊娠成立時から腎機能障
害の指標とされる血清クレアチニンが1.0mg/dL
を超えているものもある。分娩とすべきか否かに
ついては，前述したように『腎疾患患者の妊娠：
診療ガイドライン2017』6）などを参考に内科医と相
談しながら，個別に評価を行う。

　CH・GHでも，推奨2に挙げた分娩とすべき所
見が認められれば，妊娠週数にかかわらず分娩を
考慮する。降圧治療の有無にかかわらず血圧コン
トロールが良好で，かつ臓器障害を認めない場合，
妊娠37週未満であれば，児の未熟性を考慮してで
きるだけ妊娠期間の延長を図る。
　CHについてHutcheonら16）は，妊娠36 〜39週
での分娩は児の合併症が有意に減少していたと
報告した。Ramら17）も，妊娠38 〜39週での分娩
誘発が高血圧の重症化や帝王切開率を上昇させ
ず適切であると報告している。GHについては，
Cruzら18）が妊娠38 〜39週の分娩誘発で，母体お
よび新生児合併症が最も少なかったと報告してい
る。Yuceら19）の報告でも，妊娠39週を超えたGH
の妊婦では周産期合併症が有意に増加していた。
HYPITAT trial9）では，妊娠37週を超えたHDPの

分娩考慮の所見を有さない妊娠高血圧腎症・
加重型妊娠高血圧腎症の至適分娩時期

分娩考慮の所見を有さない高血圧合併妊
娠，妊娠高血圧の至適分娩時期
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妊婦では，積極的な分娩とすることで，母児の合
併症が有意に減少していたことを報告している
が，この研究はすべての病型を含んだ研究であり，
CHやGHだけを対象としたものではない。しかし，
臓器障害のない高血圧のみを有する妊婦において
も妊娠37週を超えれば積極的に分娩とすること

で，母児の良好な転帰を得られるとする報告が多い。
　従って，妊娠37週以降のCH・GHでは血圧が重
症化していなくても，頸管熟化の状態を考慮しつ
つ，遅くとも妊娠40週0日ごろまでには分娩とな
るように計画することが望ましい。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）患者の分娩終結を決定した場
合，分娩誘発を行うか選択的帝王切開とするかに
ついての明らかなコンセンサスはない。ただし，
一般的に帝王切開術は入院期間の延長や静脈血栓
症のリスクとなることが知られ，また帝王切開術
後の妊娠では子宮破裂，前置胎盤，癒着胎盤など
のリスクが上昇する1）ため，その選択は慎重に行
うべきである。
　妊娠34週未満の早発発症の妊娠高血圧腎症

（preeclampsia；PE）重症例491人について，分娩
誘発群と選択的帝王切開群を比較したAlanisら2）

のcross sectional studyによれば，分娩誘発に成
功したのは妊娠24 〜28週で6.7％，妊娠28 〜32週
で47.5％，妊娠32 〜34週で68.8％であり，新生児
の予後はどの週数でも選択的帝王切開例と比較し
て有意差を認めなかった。またBlackwellら3）の報
告では，妊娠34週以下の重症PEに対する分娩誘
発の成功率は46％，妊娠28週未満では6.6％で，選
択的帝王切開群と分娩誘発群，分娩誘発不成功群
間で新生児合併症に有意差は認めなかった。2019
年のCovielloら4）の報告では，妊娠34週未満の重
症PEに対し分娩誘発を行った460例中，経腟分娩
成功例は妊娠24 〜27週で38％，妊娠28 〜31週で
39％，妊娠32 〜33週で54％であった。選択的帝
王切開を行った454例と母児転帰を比較したとこ
ろ，分娩誘発群で胎盤早期剥離，創部感染・離開，
新生児仮死が有意に少なかった。このように，い
ずれの報告でも分娩誘発の成功率は週数が進むほ
ど高く，母児合併症は分娩誘発群と選択的帝王切
開群間で有意な差を認めていない。従って，妊娠
34週未満のHDP患者の分娩様式選択において積極
的に帝王切開を推奨する根拠は乏しい5）。しかし，

妊娠34週未満の分娩誘発成功率は50％程度で，特
に妊娠28週未満では分娩誘発の成功率は低く，分
娩様式の選択にあたっては母児の状態ならびに医
療体制を考慮に入れるべきである。
　妊娠34週以降のHDP例の分娩様式についても明
確な基準はない。実際にAmorimら6）は妊娠週数
にかかわらず重症PEにおいて選択的帝王切開術
と計画的経腟分娩を比較するシステマティックレ
ビューを試みたが，条件に合う研究がなかったこ
とを報告している。一方，Levineら7）の妊娠34週
以降のPEの分娩様式・分娩所要時間と母体合併
症の頻度についての後ろ向きコホート研究によれ
ば，母体合併症は，選択的帝王切開例で9.5％，分
娩開始から24時間未満での経腟分娩例で11.0％，
24時間以上かかった経腟分娩例で21.1％，分娩開
始後24時間未満での緊急帝王切開例で21.9％，24
時間以上での緊急帝王切開例で41.7％に発症して
いた。この結果から重症PEの経腟分娩では，分
娩開始から24時間以内に出産となるよう適切な介
入を行うことを推奨している。
　各国の推奨ガイドラインにも明確な分娩様式
の基準は示されていない。国際妊娠高血圧学会

（ISSHP）では，高血圧を合併する妊婦の分娩様式
の選択は個々の状況に応じて議論していく必要が
あるとしているが，子宮動脈血流波形で途絶・逆
流を認める場合や，早い時期の早産での娩出とな
る場合には帝王切開となる可能性が高くなること
から，子宮動脈血流波形の異常が認められる例
で分娩誘発を行う場合には，分娩監視装置を用
いて連続した胎児監視を行い，無理せず早めに
帝王切開へ切り替えることを推奨している8）。一
方，米国産科婦人科学会（ACOG）は妊娠高血圧

（gestational hypertension；GH）やPEにおける分

Ⅳ分娩周辺期の管理

分娩様式の選択は？CQ2

1▶ 母児の状態ならびに医療体制を考慮して分娩様式を選択する。

推奨
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娩様式は，重症所見の有無にかかわらず通常の産
科適応や個々の病状を考慮して決定すべきであ
ると記載している5）。また，英国国立医療技術評
価機構（NICE）ガイドライン9）では，重症高血圧，
PE，子癇症例の分娩においては施設や勤務体制
および患者の意志を尊重したうえで帝王切開術を
選択するよう記載している。
　分娩終結時の状況は，決定時期や決定に至っ

た条件，胎児発育不全（fetal growth restriction；
FGR）や胎児機能不全（non reassuring fetal status；
NRFS）の有無など妊婦によりさまざまである。各
施設の医療体制も考慮して分娩様式を決定する必
要があり，試験的経腟分娩とする際には分娩開始
から24時間以内の出産を目指していくことが望ま
しい。表1に分娩様式の選択にあたり考慮する条
件を示す。

表1　 分娩様式の選択にあたり考慮する医学
的・社会的条件

1.�医学的条件

　・妊娠週数

　・帝王切開の適応となる疾患の有無

　・血圧，検査異常，母体の諸症状の重症度

　・児の推定体重

　・胎児発育不全の有無

　・胎児健常性の状態，胎児機能不全の有無

　・胎児合併症の有無

　・子宮頸管の状態

2.�医療体制

　・分娩にかかわるメディカルスタッフの勤務体制

　・緊急帝王切開への対応体制（対応可能時間帯，手術開始までに要する時間）

　・麻酔の管理体制（緊急帝王切開や無痛分娩への対応）

　・患者の要望（shared�decision�making；SDM）

１）�American�College� of�Obstetricians� and�Gynecologists:� ACOG�
Committeee�Opinion�No.394,� December� 2007.� Cesarean�
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　直近の妊婦健診で高血圧や蛋白尿を認めなく
ても，分娩中に妊娠高血圧症候群（hypertensive 
disorders of pregnancy；HDP）あるいは子癇を発
症する可能性がある1 〜5）。そのため，分娩のため
に入院したすべての妊婦に対して血圧測定と尿中
蛋白半定量検査を行い病状を把握する。
　高血圧を認める場合には定期的な血圧測定が必
要である。英国国立医療技術評価機構（NICE）ガ
イドラインでは，非重症域の高血圧を認める場合
には1時間ごと，重症高血圧を認める場合には
15 〜30分ごとの血圧測定が推奨されている6）。子
宮収縮薬（オキシトシン，プロスタグランジンF2α

ならびにプロスタグランジンE2錠）の添付文書に
は高血圧が可能性のある有害事象として記述され
ているため，分娩誘発を行う際には特に注意をす
る必要がある。また，有害事象の早期発見ならび
に胎児健常性の確認のために，トイレ歩行時など
医師が必要と認めた場合以外は分娩監視装置で連
続モニタリングを行う。
　分娩時の血圧管理については分娩前のやり方を
踏襲することになるが，分娩時の降圧も「収縮期血
圧≧160mmHgあるいは拡張期血圧≧110mmHgを認
めた場合」となる。米国でのガイドライン7 〜9）では，

「分娩時に重症高血圧（収縮期血圧≧160mmHgあ

るいは拡張期血圧≧110mmHg）が15分以内に2回
確認された場合は30 〜60分以内に治療を開始す
る」ことが求められている。また，国際妊娠高血
圧学会（ISSHP）のガイドラインでも収縮期血圧≧
160mmHgあるいは拡張期血圧≧110mmHgを認め
た場合は速やかに降圧治療を開始することが推奨
されている10）。推奨される降圧目標は統一されて
いないが，急激で過度な降圧は避ける。
　血圧管理が困難となる場合や，子癇，脳卒中，
常位胎盤早期剥離などの重篤な合併症が発症した
場合は急速遂娩も考慮する。分娩時間を短縮する
ことにより脳出血を予防できるという強いエビデ
ンスはないが，重症高血圧の継続時間を短縮する
ことで安全な管理が可能となる。
　Ohnoら4,5）は分娩時にはじめて高血圧を発症し
た場合の分娩時高血圧について報告しているが，
これもHDPと診断し，同様の対応をとる。その
後病態によっては臓器機能障害の有無を確認し，
病型［妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE），妊
娠高血圧（gestational hypertension；GH），加重
型妊娠高血圧腎症（superimposed preeclampsia；
SPE）］に応じた経過観察を行う。なお，分娩中は
脱水を防ぐため適切な輸液管理が必要だが，過剰
輸液による肺水腫発症には十分留意する。

Ⅳ分娩周辺期の管理

経腟分娩での分娩管理は？CQ3

1▶ 分娩のために入院したときには，血圧測定と尿中蛋白半定量検査を行い病状を把握する。
2▶ 妊娠高血圧症候群症例では，定期的な血圧測定と原則として持続的な胎児心拍数陣痛図を記録する。
3▶ 重症高血圧（≧160/110mmHg）が反復して認められた際には降圧療法を開始するが，その際には急
激で過度な降圧を避ける。

4▶ 血圧管理が困難となる場合や，子癇，脳卒中，常位胎盤早期剥離などの重篤な合併症が発症した場合
は急速遂娩も考慮する。

5▶ 分娩中に発症した高血圧も「妊娠高血圧症候群」と診断し，母体臓器障害を評価する。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）の妊婦では，経腟分娩が選択
された場合でも帝王切開が選択された場合でも細
心の注意を払った麻酔管理が必要である。HDPの
妊婦が経腟分娩を選択する場合は分娩経過中に血
圧がさらに上昇するリスクを伴うが，硬膜外麻酔
による無痛分娩を併用することにより痛みによる
血圧上昇のリスクを軽減することが可能である。
また，無痛分娩のための硬膜外カテーテルが留置
されていれば分娩経過中に帝王切開が必要となっ
た場合でも硬膜外麻酔で管理できるので，リスク
の高い全身麻酔を避けることができる。従って米
国産科婦人科学会（ACOG）の指針では，HDPの妊
婦で経腟分娩を選択した場合は硬膜外麻酔による
無痛分娩を併用することが推奨されている1）。し
かし，産科麻酔に習熟した麻酔科医が無痛分娩を
担当することが前提である。HDPの妊婦を対象
として硬膜外麻酔による無痛分娩を提供してその
長所を引き出すためには十分な経験が必要である
ことを認識したうえで，施設の実情に応じた分娩
方法や分娩時の麻酔管理法を選択すべきである。
2018年3月に厚生労働省より「無痛分娩の安全な提
供体制の構築に関する提言」が発出されている。
無痛分娩を行う際には，この提言の内容を十分に
理解したうえで診療体制を整備することが必要で
ある。
　HDPの妊婦ではHELLP症候群のように血小板
数低下を伴うことがあるので，硬膜外麻酔に伴う
脊柱管内血腫に注意が必要である。これまで硬

膜外麻酔が安全に施行できる血小板数の下限は
100,000/mm3とされていたが，最近は70,000/mm3

以上であれば脊柱管内血腫の発生率は高くないこ
とが報告されている2）。これらの報告を受けて，
ACOGの指針には血小板数が80,000/mm3以上で
あれば硬膜外麻酔や脊髄くも膜下麻酔は許容でき
ると記載されている3）。
　HDPの妊婦で帝王切開が必要となった場合の麻
酔法も慎重に選択する必要がある。以前はHDP
の妊婦の帝王切開に対して脊髄くも膜下麻酔を選
択すると急激な交感神経遮断により重篤な低血圧
を起こしうるので，区域麻酔を選択する場合は交
感神経遮断が緩徐な硬膜外麻酔のほうが好ましい
とされていた。しかし最近では，脊髄くも膜下麻
酔による低血圧の頻度が必ずしも高いわけではな
く，例え起こったとしても適切に対応すれば母体
および胎児に悪影響を与えないことが報告されて
おり4），HDPの妊婦であっても脊髄くも膜下麻酔
を第一選択とすべきであるとの意見が優勢である5）。
　一般的に妊婦では気道確保困難のリスクが高い
ことが知られているが，HDPの妊婦では喉頭周囲
の浮腫によりさらに気道確保困難のリスクが高い
ので，もし全身麻酔を選択せざるをえない場合は
気道確保困難に対する十分な注意が必要である6）。
また，HDPの妊婦では麻酔の導入時や覚醒時の急
激な循環動態の変動による頭蓋内出血のリスクが
高いので，導入時や覚醒時の急激な血圧上昇を避
けるよう細心の注意が必要である7）。誤嚥のリス
クが高くない症例で小児科医が児の蘇生に立ち会

Ⅳ分娩周辺期の管理

分娩時の麻酔管理は？CQ4

1▶ 妊娠高血圧症候群の妊婦で経腟分娩が選択された場合は硬膜外麻酔による無痛分娩も選択肢となる
が，健康な妊婦を対象とした無痛分娩と比べてより慎重な管理が要求される。

2▶ 帝王切開を選択した場合の麻酔法は脊髄くも膜下麻酔を第一選択とする。
3▶ 帝王切開に際して全身麻酔を選択する場合は，気道確保困難や導入時および抜管時の急激な血圧の変
化に注意する。
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える場合には，迅速導入に拘らず麻酔導入前にβ
ブロッカーや麻薬を投与して十分な効果を確認し
てから気管内挿管を施行し，気道が確実に確保さ
れ十分な麻酔深度が達成された後に手術を開始す
べきである。
　また帝王切開の際のモニターに関しては，心電
図，非観血的自動血圧計，酸素飽和度計などの標
準的モニターを基本とする。HDPの妊婦では中心
静脈圧（central venous pressure；CVP）が低値と
なることが多いが，これまでは全身の血管収縮に

よる血管内容量の減少がその原因であるとされて
いた。しかし最近の低侵襲循環動態モニターを用
いた研究では，CVP値と心機能が乖離しているこ
とが報告されている8）。これらの研究の結果から，
ACOGはHDP妊婦の麻酔管理に侵襲的なモニター
の使用を推奨していない1）。またHDPは重篤な産
褥出血の危険因子であることが報告されているの
で9），HDPの妊婦の帝王切開に際しては産褥出血
に対する十分な準備が必要である。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）の根本的治療は妊娠終結である
が，特に妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE），加重
型妊娠高血圧腎症（superimposed preeclampsia；
SPE）では血管内皮障害による影響が分娩後数日
間遺残しており，すぐには軽快しないため，分娩
後1週間は慎重な全身管理を要する。特に分娩後
72時間は母体循環が安定しないため，血圧，心拍
数，SpO2，尿量，尿蛋白量の定期的観察により
全身状態を把握するとともに血液検査を適宜実施
し，血小板数，ヘモグロビン，ヘマトクリット，
凝固機能，腎機能，肝機能，電解質などを確認す
る。また，肺水腫，子癇，HELLP症候群などの
併発を疑う場合は胸部X線検査やCT検査など適
宜検査を追加する。必要に応じて専門関連科との
連携を検討し，自施設での管理が困難な場合は高
次医療機関へ搬送する。
　分娩後は胎児胎盤循環を考慮する必要がない
ため，降圧治療を積極的に行う。授乳開始後は
授乳に配慮した降圧薬を選択する（詳細はp.93 Ⅴ
章「CQ3 授乳中の降圧薬使用は？」を参照された
い）。

　分娩後の降圧基準は目標とすべき血圧値を支
持するエビデンスが少なく，ガイドラインによ
りさまざまである（表1）。高血圧性脳症や臓器障
害の予防という観点から少なくとも収縮期血圧
160mmHg未満にすべきであり，さらに分娩後は
胎児胎盤循環を考慮する必要はなく，妊娠中と同
等，または，より低い基準で積極的な降圧が可
能である。また，『母体安全への提言2017』では

「PEの入院管理の徹底」，「分娩中の収縮期高血圧
への対応」に加え，「分娩後24時間の悪化の予測
と対応」が死亡例をなくすためのキーポイントで
あり，特にHELLP症候群の症例では分娩後24時
間は厳重に血圧を測定し，尿量に注意しながら
140/90mmHg未満を目標に降圧を継続すべきとし
ている1）。表1のように海外のガイドラインでも
産後の降圧開始基準はさまざまであるが，本診療
指針では140/90mmHgを超える場合を降圧開始と
した。ただし，分娩時の出血量や臓器障害などの
合併症，HDPの病型と病状に応じた血圧管理を行
う必要があり，患者に応じて降圧基準を検討する

（p.151 Ⅷ章「解説9 急性期における降圧療法の実
際」参照）。

Ⅴ分娩後の管理

分娩直後～産後1週間の管理の注意点は？CQ1

1▶ 分娩後24時間（～72時間）は，血圧，心拍数，尿量などの定期的観察により全身状態を把握するとと
もに，血液検査を適宜実施する。

2▶肺水腫，子癇，HELLP症候群などの併発を疑う場合は胸部X線検査やCT検査などを追加する。
3▶ 血圧140/90mmHg以上は降圧治療を行う。ただし，分娩後24時間以内は脱水や出血の状態などに
も注意しながら血圧・輸液管理を行う。降圧薬は重症度に応じて経口薬，経静脈薬を選択する。

4▶ 血圧160/110mmHg以上の反復，あるいは子癇前駆症状を認める場合は，子癇発症予防のために硫
酸マグネシウムを投与する。

5▶ 少なくとも分娩後1週間は，病状の悪化や新たな合併症が起こる可能性があることを認識して管理を
行う。

6▶静脈血栓塞栓症のリスク因子を評価し，必要な予防策を講じる。

参照　p.93 Ⅴ章「CQ3 授乳中の降圧薬使用は？」
　　　p.151 Ⅷ章「解説9 急性期における降圧療法の実際」
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　PEは産後の異常出血のリスク因子の1つ2）であ
るので，分娩第3期での注意深い観察が必要であ
る。PEでは血液濃縮により，外出血量に見合わ
ない血圧低下を認めることがある。また，大量出
血後のヘモグロビン値は出血量に見合わない高値
を示すこともあるので，バイタルサインの評価
の際は注意する。『産婦人科診療ガイドライン 産
科編2020』では，分娩時出血量（循環血液量不足）
は外出血量とショックインデックス［SI値：1分間
の心拍数（脈拍数）÷収縮期血圧mmHg］を用いて
評価することを推奨している3）。しかし，高血圧
時のSI値は過小評価となることに留意するととも
に，大量出血時は脈拍数の増加にも注意を払う。
　HDPに対する分娩後の過量な輸液は，血漿成分
の血管外漏出により，全身浮腫，胸水・腹水貯留，
肺水腫などのリスクを助長する可能性があり4），
推奨されない。輸液のoverloadによる合併症のほ
とんどは分娩後16時間前後から始まり，24 〜48
時間の間に重篤な状態となる。適正な輸液量は患
者の経過・状況，輸血量によっても異なるため，
ここでは具体的な推奨値を示さないが，国際妊娠
高血圧学会（ISSHP）は80 〜100mL/hを超える輸
液を推奨していない5）。輸液のoverloadによる合
併症のほとんどは正常な産後の利尿を得られない
ことが関連していることから，適宜利尿薬の投与
を行い肺水腫などの予防に努める6）。
　子癇の約40％は分娩直後から48時間までに発症
しており注意が必要である7,8）。また，分娩8週後
に子癇を発症した例も報告されている9）。ここで
は妊娠中と同様に，「血圧160/110mmHg以上の反

復，あるいは子癇前駆症状を認める場合は子癇発
症予防のため硫酸マグネシウムを投与する」とし
たが，血圧160/110mmHg未満の症例（非HDP症
例も含む）でも子癇を発症することがあり，この
点にも留意して管理する。硫酸マグネシウムの子
癇発症予防効果の検討のほとんどはPEを対象に
したものだが，血圧160/110mmHg未満の妊娠高
血圧症例においても発症率を1/2に減少させたと
の報告もある10）。投与期間については，ISSHPは
分娩後24時間を推奨している5）が，分娩前に8時間
以上投与されていた場合は分娩後6時間の投与で
も分娩後24時間投与とほぼ同等の子癇発症予防効
果があったとの報告もある11）。初回量として，硫
酸マグネシウム4gを20分以上かけて静脈内投与
後，1g/時で持続静脈内投与を行うのが一般的で，
ISSHPもこのレジメンを推奨している5）。投与対
象，方法，期間については症例ごとに検討する。
投与する際は，尿量，呼吸数，腱反射の観察と血
中マグネシウム濃度の測定を行い，副作用の出現
に注意する。また，カルシウム拮抗薬と併用する
場合は，相互作用により低血圧や神経筋遮断作用
の増強をきたす可能性があるので注意する。
　『産婦人科診療ガイドライン 産科編2020』では，
PEに加えて，帝王切開分娩後，35歳以上，3回以
上経産婦，分娩前BMI 25kg/m2以上35kg/m2未
満，喫煙者，分娩前安静臥床，表在性静脈瘤が顕
著，全身性感染症，第一度近親者に静脈血栓塞栓
症（venous thromboembolism；VTE）既往歴，産
褥期の外科手術，遷延分娩，分娩時出血多量（輸
血を必要とする程度）のいずれか1つの因子をもつ

ISSHP：国際妊娠高血圧学会
ACOG：米国産科婦人科学会
NICE：英国国立医療技術評価機構
SOGC：カナダ産科婦人科学会

表1　各ガイドラインの分娩後降圧基準

ISSHP�2018 ACOG�2019 NICE�2010 SOGC�2014

高血圧合併妊娠 ー
妊娠前の降圧薬に戻す
＜150/110mmHg

分娩前の治療を継続
＜140/90mmHg

重症例
＜160/110mmHg

合併症なし
＜140/90mmHg

糖尿病以外の合併症あり
＜140/90mmHg

糖尿病あり
＜130/80mmHg

妊娠高血圧・
妊娠高血圧腎症

妊娠中から使用していた
降圧薬を再開

＜110/70mmHgに
ならない限り継続

分娩後3〜6日以降より減量

ー

≧150/100mmHgで
降圧薬を開始

＜140/90mmHgで
減量を検討

＜130/80mmHgで減量
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場合を「分娩後のVTEリスク分類の第3群［分娩後
VTEの低リスク（リスク因子がない妊娠よりも危
険性が高い）］」に分類し，「分娩後の抗凝固療法あ
るいは間欠的空気圧迫法を検討する」ことを推奨
している3）。帝王切開後のPE患者の場合，上記因
子（「帝王切開分娩後」を除く）を1つ以上もつと第
2群（分娩後VTEの中間リスク）に分類され，「分
娩後の抗凝固療法あるいは間欠的空気圧迫法の実
施」が推奨される。抗凝固療法としては，未分画
ヘパリン，低分子ヘパリンのいずれかを用いる。
ただし，英国王立産婦人科医協会（RCOG）や米国
胸部疾患学会（ACCP）は低分子量ヘパリンの使用

を推奨している12,13）。また，第2群，第3群の女性
に対する抗凝固療法の継続期間は1週間程度が一
般的である。産褥期にHELLP症候群などの易出
血状態を起こす疾患を合併することがあり，その
際は抗凝固療法の要否について検討する必要がある。
　産褥期のHDP症例に対するNSAIDs使用につい
ては高血圧を引き起こすという報告14,15）があるが，
血圧上昇との関係はないという報告16 〜18）も多い。
米国産科婦人科学会（ACOG）ではNSAIDsの使用
を推奨しているが，腎機能の状態に応じて症例ご
との検討が必要である。

１）�日本産婦人科医会�妊産婦死亡症例検討評価委員会:�母体安全
への提言2017�vol.8.�東京,�日本産婦人科医会,�2018.
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３）�日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会編:�産婦人科診療ガイ
ドライン�産科編2020.�東京,�日本産科婦人科学会,�2020.
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　分娩後の血圧管理方法についてはエビデンスが
なく，各国の医療状況などにより基準は異なって
いるものの，循環動態が不安定な分娩後1 〜2週
間の高血圧管理について定めているガイドライン
が多い。国際妊娠高血圧学会（ISSHP）では，妊娠
高血圧腎症（preeclampsia；PE）に対し降圧薬を内
服している場合，退院後1週間以内に評価するよ
う推奨している1）。米国産科婦人科学会（ACOG）
で は， 高 血 圧 合 併 妊 娠（chronic hypertension；
CH）に対し分娩後1 〜2週間に受診するよう勧め
ている2）。英国国立医療技術評価機構（NICE）臨床
ガイドラインでは，CHに対し分娩後2週間に降圧
治療の評価を行い，PEに対し降圧薬を内服して
いる場合，降圧薬終了かつ高血圧を認めなくな
るまで2週間は1 〜2日ごとに血圧測定を行うこ
とを推奨している3）。高血圧が重症域でなくなり，
臨床上他の症候や血液所見などに問題がなければ
降圧薬内服の有無にかかわらず外来での管理が可
能であるが，自宅に戻ると育児の負担や睡眠不足
などにより，血圧が悪化する場合がある。わが国
では家庭血圧測定が普及していることから退院ま
でに家庭血圧測定を指導し，血圧の上昇を認める
場合（家庭血圧135/85mmHg以上）は外来受診を勧
め，血圧上昇がなくても退院後1 〜2週間後の外
来受診を指導して高血圧の評価を行う。また，少
なくとも降圧薬などを使用しなくても高血圧が認

められなくなるまでは外来管理を行う。さらに，
生活習慣の改善についても指導する（具体的には
適切な食事，減塩，運動など）。
　正常妊婦の場合，妊娠中に増加していた糸球体
濾過量（glomerular fi ltration rate；GFR）は分娩後
4 〜8週までに，腎血流も分娩後50 〜60週までに
減少し，非妊娠時と同じくらいに戻っていく4,5）。一
方PEの妊婦では，分娩時に正常妊婦に比べGFR
が低下している6）。PEの妊婦において蛋白尿の残
存が，退院時に65％，分娩後6週で21％，分娩後
12週で14％に認められたという報告があり7），また
分娩後12週以降も残存する例が存在する7 〜9）。分
娩後も随時尿による試験紙法の尿中蛋白半定量や
蛋白/クレアチニン（P/C）比，24時間蓄尿による
尿中蛋白定量を適時行い，蛋白尿（0.3mg/mgCr
以上，300mg/日以上）が陰性化するまで評価して
いく。しかしながら，内科的には蛋白尿の基準が
0.15mg/mgCr以上であることに留意する。
　また妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders 
of pregnancy；HDP）の既往女性は，長期予後の
観点から将来の心血管系，脳血管障害のリスク
が高く，腎障害のリスクも高いため（p.118 Ⅶ章

「CQ2 母体の長期予後を考えた管理方法は？」を
参照），分娩後に高血圧や蛋白尿を認めなくなっ
た場合でもその後に定期的な健康診断を受けるよ
う指導することが大切である。

Ⅴ分娩後の管理

分娩後1週間以降の管理の注意点は？CQ2

1▶ 退院までに家庭血圧測定を指導する。退院1～2週間後に外来受診し血圧や蛋白尿などの評価を行う。
2▶ 高血圧（140/90mmHg以上）や蛋白尿，血液検査の異常所見などを認めなくなるまで外来管理を行う。
3▶ 高血圧合併妊娠，腎疾患合併妊娠，加重型妊娠高血圧腎症では，分娩後に高血圧や腎機能が悪化する
ことがあり，各専門医と連携し管理する。

4▶ 妊娠高血圧症候群は，産後の心的外傷後ストレス障害（PTSD）の発症要因となる可能性があることを
認識し，メンタルヘルスケアに留意する。

参照　p.118 Ⅶ章「CQ2 母体の長期予後を考えた管理方法は？」

推奨
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　CHでは，分娩後に血圧が一過性に上昇する傾
向があるため，ACOGのガイドラインでは，分娩
後も血圧の再上昇や症状に注意し観察することを
推奨している2）。慢性腎臓病を有する妊婦におい
て，妊娠初期の血清クレアチニン値が2.0mg/dL
を超える場合，分娩後に腎機能障害が進行する
ものが多い10）。また，妊娠前の推算糸球体濾過量

（estimated GFR；eGFR）が40mL/分/1.73m2以上
の場合，分娩後にeGFRはほとんど変化しないが，
eGFRが40mL/分/1.73m2未満かつ蛋白尿が1g/日
以上の場合，分娩後eGFRが低下する11）。このよ
うに，CH，腎疾患合併妊娠，加重型妊娠高血圧
腎 症（superimposed preeclampsia；SPE）で は 分
娩後に病状が悪化する例もあり，分娩直後から長
期的フォローを含めた各専門医との連携が大切で
ある。
　HDPと，産後の心的外傷後ストレス障害（post 

traumatic stress disorder；PTSD）やうつ病との
関連を調べた報告がある12 〜14）。経産婦を対象に
PTSDのスクリーニングを行った研究12）によると，
HDP既往のある場合はスクリーニングが陽性とな
るaORは4.46（95％ CI：3.20-6.20）であった。また，
HDPの重症度が増すとPTSDのスクリーニング陽
性率が上昇する傾向も確認されている［aOR：妊
娠高血圧3.45（95％ CI：1.70-7.00），PE 3.48（95％
CI：2.45-4.96），HELLP症候群5.76（95％ CI：3.97-
8.36），子癇9.76（95％ CI：5.45-17.49）］。またオラ
ンダの報告13）によると，早産となった例でPEの
既往がある場合とない場合では差を認めなかった
が，正期産の例でPEの既往がある場合とない場
合では既往がある場合のほうがPTSDの発症が多
かった。このため，HDPは産後うつやPTSDの発
症要因となる可能性があることを認識し，メンタ
ルヘルスケアに留意する必要がある。
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　母乳栄養は，母児の愛着形成促進，母児の将来
の肥満抑制・糖尿病発症抑制，児の感染防御や神
経発達促進などさまざまな効果が報告されてい
る。従って，薬物治療を行う際には安易に母乳栄
養を中止させるのではなく，母乳栄養との両立が
できるかどうかを客観的な情報を基に検討する必
要がある。
　薬物の母乳移行と曝露レベルのパラメータと
して，乳汁/血漿薬物濃度比（milk/plasma ratio；
M/P比），相対的乳児投与量（relative infant dose；
RID）が使用され，母体・乳児・薬剤の因子によ
り決定される。薬剤因子は血中蛋白結合率，疎水
性（親油性），イオン化特性などにより規定される
ため，個々の薬剤ごとの判断が必要となる。M/
P比，RIDはともに乳汁中の薬物濃度が測定され
たうえで算出される。M/P比は母乳中の薬物濃度
の指標であるが，RIDは母乳を介して乳児が摂取
することになる薬剤量が，治療量のどのくらいに
相当するのかを示すもので，乳児の薬物曝露量の
目安として有用である。RIDが10％以下であれば
児への影響は少ないと考えられている1）。ただし，
投与量に関しては母体への治療効果と母乳を介し
た胎児への影響を考慮し，慎重に決定する必要が
ある［RID＝母乳を介する薬の用量（mg/kg/日）/
乳児の治療量＊（mg/kg/日）×100％：＊乳児の治
療量が決まっていないときは母親の体重あたりの
治療量で代用できる］。
　『Hale's Medications ＆ Mothers' Milk 2021』2）

や文献3）を参考に，各薬剤のM/P比とRIDを表1に
示す。β遮断薬であるアテノロールは，母乳に比

較的多く分泌されることや主に腎臓で排泄される
ことから，新生児や早産児，母親の使用量が多い
場合は注意が必要である4）。アンジオテンシン変
換酵素（ACE）阻害薬であるエナラプリルやカプ
トプリルは，妊娠中は胎児毒性があるために使用
禁忌であるが，母乳中への移行量はごくわずかで
あり，授乳中にも安全に使用できる。欧米諸国の
ガイドラインでも使用が推奨されている5 〜7）。ア
ンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）と授乳に
関するデータは，2020年11月現在報告されていな
いため，積極的な推奨はできない。メチルドパは
妊娠中に使用される代表的な降圧薬であるが，そ
の薬理作用からうつとの関連が推測8）されるため，
授乳中の使用を推奨しないガイドライン5,6）もある。
　相談窓口として国立成育医療研究センター妊娠
と薬情報センターがあるので参考にされたい（妊
娠と薬情報センター：https://www.ncchd.go.jp/
kusuri/）。

　各薬剤における添付文書上の授乳婦に関する記
載（2020年11月14日現在）を付記した（表1）。添付
文書上ではこのような記載がされているが，M/P
比やRIDを参考に母体と胎児の安全を考慮して投
与薬剤や使用量を決定してもよい。なお，2019年
4月1日に医療用医薬品の添付文書記載要領が改正
され，現在各薬剤の添付文書が改訂中である。そ
のため今後変更となる可能性がある。

Ⅴ分娩後の管理

授乳中の降圧薬使用は？CQ3

1▶ 降圧加療が必要な授乳中の女性には，安易に母乳栄養を中止させるのではなく，表1を参考に降圧薬
を使用する。

推奨

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   93 21.6.7   3:44:06 PM



94

種類 成分 代表的な薬品 M/P比 RID（％） 授乳
添付文書上の

記載

カルシウム拮抗薬

ニフェジピン アダラートⓇ，ニフェジピン 1.0 2.3 〜3.4 可能 ★

アムロジピン ノルバスクⓇ，アムロジンⓇ 1.4 1.72 〜4.32 可能 ★★

ニカルジピン ペルジピンⓇ 0.25 0.07 〜0.1 可能 ★★★

ジルチアゼム ヘルベッサーⓇ 1.0 0.87 可能 ★

中枢性交感神経抑制薬 メチルドパ アルドメットⓇ 0.19 〜0.34 0.1 〜0.4 可能 ★★★★

αβ遮断薬 ラベタロール トランデートⓇ 0.8 〜2.6 0.2 〜0.6 可能 ★

β遮断薬
プロプラノロール インデラルⓇ 0.5 0.3 〜0.5 可能 ★★★★

アテノロール テノーミンⓇ 1.5 〜6.8 6.6 慎重 ★

血管拡張薬 ヒドララジン アプレゾリンⓇ 0.49 〜1.36 1.2 可能 ★★★★

ACE阻害薬
エナラプリル レニベースⓇ - 0.07 〜0.2 可能 ★★★★

カプトプリル カプトリルⓇ 0.012 0.02 可能 ★

子癇の発症抑制・治療薬 硫酸マグネシウム マグネゾールⓇ，マグセントⓇ 1.9 0.2 可能 ー

★授乳中の婦人に投与することを避け，やむをえず投与する場合には授乳を中止させること（母乳中へ移行することが報告
されている）
★★治療上の有益性および母乳栄養の有益性を考慮し，授乳の継続または中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行すること
が報告されている
★★★授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが，やむをえず投与する場合は，授乳を中止させること（動物実験で
乳汁中へ移行することが報告されている）
★★★★本薬剤投与中は授乳を中止させること（薬剤が母乳中に移行することが報告されている）。

（文献2，3を基に作成）

表1　各種降圧薬（子癇の発症抑制・治療薬を含む）の乳汁/血漿薬物濃度比（M/P比）・相対的乳児投与量（RID）と授乳中の使用

１）�伊藤真也,�村島温子:�薬剤の母乳移行と乳児の薬剤曝露.�薬物
治療コンサルテーション�妊娠と授乳�改訂2版.�伊藤真也,�村島
温子編.�p.46-54,�東京,�南山堂,�2014.

２）�Hale� TW,�Author:�Hale's�Medications� and�Mothers'�Milk�
2021.�Berlin,�Springer,�2021.

３）�Aoki�H,� Ito�N,�Kaniwa�N,� et� al:� Low�Levels� of�Amlodipine� in�
Breast�Milk�and�Plasma.�Breastfeed�Med�2018;�13:�622-6.

４）�Eidelman�AI,�Schimmel�MS:�Drugs�and�breast�milk.�Pediatrics�
1995;�95:�956-7.�Letter.�PMID:�7761234.

５）�ACOG�Practice�Bulletin:� Chronic� hypertension� in� pregnancy,�
ACOG�Committee�on�Practice�Bulletin.�Obstet�Gynecol�2019;�

133:�e26-50.
６）�NICE�guideline:�Hypertension� in� pregnancy:� diagnosis� and�
management.�NICE�guideline�2019.

７）�Brown�MA,�Magee�LA,�Kenny�LC,� et� al:� The�hypertensive�
disorders� of� pregnancy:� ISSHP� classification,� diagnosis�＆�
management� recommendations� for� international� practice.�
Pregnancy�Hypertens�2018;�13:�291-310.

８）�Wici ski�M,�Malinowski� B,� Puk�O,� et� al:�Methyldopa� as� an�
inductor� of� postpartum�depression� and�maternal� blues:�A�
review.�Biomed�Pharmacothe�2020;�127:�110196.
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　分娩後12週までに，高血圧の正常化と蛋白尿の
消失，血液検査の正常化などを確認する。分娩後
12週以降も続く高血圧や蛋白尿の管理方法につい
て，エビデンスは乏しい。介入時期については
各ガイドラインによって6週間後以降とするもの

［英国国立医療技術評価機構（NICE）1），Society of 
Obstetric Medicine of Australia and New Zealand

（SOMANZ2））］と12週以降とするもの［国際妊娠
高血圧学会（ISSHP）3），カナダ産科婦人科学会

（SOGC4））］があるが，いずれも持続する高血圧や
蛋白尿の管理方法はおおむね共通しており，高血
圧の原因や腎疾患の有無の検索を勧めている。
　妊娠20週以降に初めて高血圧を認めた妊婦のな
かには，高血圧合併妊娠（chronic hypertension；
CH）例が存在する。この場合，妊娠初期から中期
まで生理的血圧低下のため高血圧がマスクされ，

妊娠中は妊娠高血圧（gestational hypertension；
GH）や妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）と診断
されるが，分娩後も高血圧が継続する。分娩後12
週以降も高血圧を認める場合，妊娠高血圧症候群

（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）の
定義・分類に準じてCHまたは加重型妊娠高血圧
腎 症（superimposed preeclampsia；SPE）と 最 終
的に診断される。その場合，本態性/二次性高血
圧の確定診断，さらに高血圧管理目的に，内科医
あるいは高血圧専門医への紹介を考慮する。なお，
日本高血圧学会の『高血圧治療ガイドライン2019』
では，成人における診察室血圧の高血圧の基準は
140/90mmHg以上であるが，降圧目標は診察室血
圧130/80mmHg（家庭血圧125/75mmHg）未満を推
奨している5）。分娩後12週以降は内科の基準に沿っ
て管理するが，患者ごとに対応を検討する（表1）。

Ⅴ分娩後の管理

分娩後12週以降に検査異常が残存している場合
の注意点は？

CQ4

1▶ 高血圧が持続している場合，本態性/二次性高血圧の確定診断と管理のため，内科医あるいは高血圧
専門医に紹介または相談する。

2▶ 蛋白尿が残存している場合，腎疾患の精査・管理のため，内科医あるいは腎臓専門医に紹介または相
談する。

3▶ 血液検査異常を認める場合，妊娠高血圧症候群による臓器障害以外の他疾患の可能性について検討す
る。

推奨

表1　『高血圧治療ガイドライン2019』における成人血圧値の分類

分類
診察室血圧（mmHg） 家庭血圧（mmHg）

収縮期血圧 拡張期血圧 収縮期血圧 拡張期血圧

正常血圧 ＜120 かつ ＜80 ＜115 かつ ＜75

正常高値血圧 120〜129 かつ ＜80 115〜124 かつ ＜75

高値血圧 130〜139 かつ／または 80〜89 125〜134 かつ／または 75〜84

Ⅰ度高血圧 140〜159 かつ／または 90〜99 135〜144 かつ／または 85〜89

Ⅱ度高血圧 160〜179 かつ／または 100〜109 145〜159 かつ／または 90〜99

Ⅲ度高血圧 ≧180 かつ／または ≧110 ≧160 かつ／または ≧100

（孤立性）収縮期高血圧 ≧140 かつ ＜90 ≧135 かつ ＜85

（日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編: 高血圧治療ガイドライン2019. p.18より転載）
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　一方，PEの妊婦において蛋白尿が分娩後12週
以降も残存する例が存在する6,7）。分娩12週後も蛋
白尿が残存したPE 34例のうち14例について腎生
検をしたところ，10例が腎疾患であったと報告さ
れており8），『腎疾患患者の妊娠：診療ガイドライ
ン2017』によると分娩後12週以降も蛋白尿が持続
する場合，腎生検を検討すべきとしている9）。こ
のように分娩後12週以降も蛋白尿が残存している
場合，腎疾患を合併している可能性があり，内
科医あるいは腎臓専門医に紹介または相談する。
なお，日本腎臓学会の『エビデンスに基づくCKD
診療ガイドライン2018』では，随時尿で蛋白尿あ
りと判断するのは，0.15mg/mgCr以上としてお
り10），妊産婦における蛋白尿陽性基準の0.3mg/
mgCr以上と差があることを認識しておく必要が

ある。ただ，分娩後の蛋白尿0.15 〜0.3mg/mgCr
未満に対し，その後のフォローを含めた対応につ
いてのエビデンスはなく，患者ごとに対応を検討
する必要がある。
　分娩後12週以降も血液検査異常を認める場
合，HDP以外に，他の疾患が合併している可能
性がある。例えば，血小板減少を認める場合，特
発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病［idiopathic（immune）
thrombocytopenic purpura；ITP］による血小板
減少などの可能性がある。また持続する肝機能
障害には，肝炎ウイルス11），自己免疫性肝炎12,13），
脂肪肝，薬剤などが原因である可能性もある。こ
のように血液検査異常を認める場合，HDP以外の
疾患の鑑別のため必要に応じて各専門医への紹介
を考慮する。

１）�Nat ional� Inst i tute� for� Heal th� and� Care� Excel lence :�
Hypertension� in� pregnancy:� diagnosis� and�management
（NG133）.�2019;�16-7.

２）�Lowe�SA,�Bowyer�L,�Lust�K,�et�al:�SOMANZ�guidelines�for�the�
management� of� hypertensive� disorders� of� pregnancy�2014.�
Aust�N�Z�J�Obstet�Gynaecol�2015;�55:�e1-29.

３）�Brown�MA,�Magee�LA,�Kenny�LC,� et� al;� International�Society�
for� the� Study� of� Hypertension� in� Pregnancy（ISSHP）.�
Hypertensive� disorders� of� pregnancy:� ISSHP� classification,�
d iagnos is ,� and� management� recommendat ions� for�
international�practice.�Hypertension�2018;�72:�24-43.

４）�Magee�LA,� Pels�A,�Helewa�M,� et� al:� Canadian�Hypertensive�
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evaluation,� and�management�of� the�hypertensive�disorder�of�
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の高血圧.�高血圧治療ガイドライン2019.� p.156-63,�東京,�ラ
イフサイエンス出版,�2019.

６）�Berks� D,� Steegers� EA,� Molas� M,� et� al :� Resolution� of�
hypertension� and�proteinuria� after� preeclampsia.�Obstet�
Gynecol�2009;�114:�1307-14.

７）�Mikami�Y,� Kenjiro�T,�Yukiko� I,� et� al:� Post-partum� recovery�

course� in� patients�with� gestational� hypertension� and�pre-
eclampsia.�J�Obstet�Gynecol�Res�2014;�40:�919-25.

８）�Unverdi� S,� Ceri�M,�Unverdi�H,� et� al:� Postpartum�persistent�
proteinuria� after� preeclampsia:� a� single-center� experience.�
Wien�Klin�Wochenschr�2013;�125:�91-5.

９）�日本腎臓学会学術委員会腎疾患患者の妊娠：診療の手引き改
訂委員会編:�腎疾患患者の妊娠：診療ガイドライン2017.�東京,�
診断と治療社,�2017.

10）�日本腎臓学会編:�エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン
2018.�東京,�東京医学社,�2018.

11）�Wong�HY,�Tan�JYL,�Lim�CC:�Abnormal�Liver�function�tests�in�
the� symptomatic� pregnant� patient:� the� local� experience� in�
Singapore.�Ann�Acad�Med�Singapore�2004;�33:�204-8.

12）�Izumi� Y,� Kaneko� A,� Oku� K,� et� al:� Development� of� liver�
dysfunction� after� delivery� is� possibly� due� to� postpartum�
autoimmune�hepatitis.�A�report�of� three�cases.�J� Intern�Med�
2002;�252:�361-7.
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　妊産褥婦が痙攣を発症した場合，診断より治療
を優先し，母体救急処置を行う。人手の確保とと
もに，気道確保と酸素投与のうえ，バイタルチェッ
クを行い，静脈ルートの確保に努める。酸素投与
は誤嚥を防止しつつ行う。痙攣重積中のバイトブ
ロックの使用は嘔吐反射を誘発し，気道閉塞の原
因となることがあるため勧められない。
　まずは適切な抗痙攣治療を開始するが，わが国
ではてんかんや脳卒中における痙攣時の抗痙攣薬
の第一選択薬はジアゼパムとされている1）。硫酸
マグネシウムは子癇発作再発予防として用いられ
るものであり，ワンショット投与による高マグネ
シウム血症のリスクも懸念される。従って本診療
指針では，抗痙攣治療の第一選択薬は原則的には
ジアゼパムを推奨する。ただし，ジアゼパム使用
時は呼吸抑制に注意する必要がある。
　一方，世界保健機関（WHO）では子癇発作症例
における痙攣再発や母体死亡の予防に関してはジ
アゼパムより硫酸マグネシウムの使用を推奨して

おり2），本診療指針でも，痙攣再発予防目的で硫
酸マグネシウムの持続投与を勧める。ただし，硫
酸マグネシウムを持続的に使用する際には，高
マグネシウム血症やマグネシウム中毒（血圧低下，
呼吸抑制，心機能抑制，中枢神経抑制など）に注
意する（有効血中濃度は4 〜7mEq/L）。投与中は
血圧，呼吸数，SpO2，心電図，尿量，膝蓋腱反射
などにより慎重にモニタリングする。なお，硫酸
マグネシウムによる子癇予防効果は報告されてい
るが3），脳卒中に対する効果は確認されていない。
一次医療機関では，救急処置が終了した時点で高
次医療機関への搬送を考慮する。
　収縮期血圧160mmHg以上あるいは拡張期血圧
110mmHg以上を認めた場合は降圧治療を行う

（p.151 Ⅷ章「解説9 急性期における降圧療法の実
際」参照）。降圧治療には調節性に優れたニカルジ
ピンを使用し，急激な降圧を避ける。ヒドララジ
ンは頭蓋内圧上昇作用があるため頭蓋内出血の急
性期には禁忌である。

Ⅵ高血圧を認めた妊産褥婦に注意すべき症状，症候

痙攣を認めた場合の対応は？CQ1

1▶ 母体救急処置（気道確保と酸素投与，バイタルチェック，静脈ルート確保）を行う。
2▶ 痙攣発作が持続する場合には，抗痙攣薬を用いて痙攣を抑制する。
3▶ 痙攣再発予防目的で硫酸マグネシウムを持続投与する。
4▶ 分娩前の場合は胎児心拍数の確認を行う。
5▶ 収縮期血圧≧160mmHgあるいは拡張期血圧≧110mmHgが確認された場合，降圧治療を開始する。
6▶ 病態把握のために血液検査（血算，凝固，AST，ALT，LD，Cr，Mgを含む電解質，血糖など），尿検査（蛋
白定量など）を行う。

7▶ 痙攣発作が治まった段階で，子癇のみならず他疾患（脳卒中など）の可能性を念頭に置いて，意識レベ
ルや麻痺などを評価し，頭部CT検査を行う。

8▶ 分娩前の場合，胎児健常性を評価し，母体の状況により児の娩出の必要性について検討する。
9▶ 脳神経内科や脳神経外科などの関連診療科との共同管理を行う。

参照　p.135 Ⅷ章「解説5 中枢神経系評価法」
　　　p.151 Ⅷ章「解説9 急性期における降圧療法の実際」
　　　p.181 Ⅷ章「解説15 子癇」
　　　p.186 Ⅷ章「解説16 妊産婦脳卒中」

推奨
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　痙攣発作が治まった段階で，血液検査（血算，
凝固，AST，ALT，LD，Cr，Mgを含む電解質，
血糖など），尿検査（蛋白定量など）を行い，子癇
に対する治療を継続しながら，HELLP症候群合
併の有無や他疾患（脳卒中）との鑑別を行う。
　妊娠中または産後に痙攣発作を起こす可能性が
ある疾患を表14）に示す。妊産褥婦で痙攣をきたす
疾患には，脳卒中，てんかん，内分泌代謝疾患，
脳腫瘍，髄膜炎などがある。なかでも，特に予後
の悪い脳卒中との鑑別は重要である。『脳卒中デー
タバンク2015』によると，痙攣が初発症状となる
のは脳卒中の1 〜2％であり5），痙攣発作を初発神
経症状とする脳卒中は決して多くはない。しかし
妊産褥婦において痙攣発作消失後に，顔面非対称，
上下肢麻痺，言語障害（これらはAct-FAST＊と表現
される）を認めた場合は脳卒中も疑う必要がある。
実際にはAct-FASTによる子癇と脳卒中との鑑別
は困難であり，まず頭部CTにより脳卒中（特に出
血性脳卒中）の有無を確認する。検査に際しては
患者状態を安定させてから施行し，撮影中の痙攣
反復や患者状態の変化には十分注意する。頭部画
像検査が実施できない場合や脳神経外科などの関
連診療科との連携が難しい場合は，実施可能な施
設へ適切な時期に搬送する。
　痙攣に対する適切な救急処置を行ったうえで，
分娩前であれば胎児心拍数の確認を行う。痙攣発
作後には胎児機能不全に陥りやすいので胎児健常
性を評価し，母体の状態安定化後に母体痙攣の原
因疾患や病態に即した適切な方法で児の娩出の必
要性を検討する。胎児一過性徐脈は痙攣発作消失
後短時間で回復することが多いが6），長時間持続
する場合（胎児徐脈）もある7）。胎児徐脈（一過性あ
るいは遷延）が反復して出現する場合は常位胎盤
早期剥離の合併も考慮する。
　抗痙攣治療の後，全身の状態が安定したところ
で頭部MRIにより子癇や脳卒中を含む脳内病変の
有無を評価する。頭部MRIは頭部CTに比較して
検査時間が長いため，患者が不安定な状態では撮
影を急ぎすぎないよう注意する。

表1　 妊娠中・産後に発症する痙攣をきたす可能性の
ある疾患

妊娠関連

・子癇

・血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）

・羊水塞栓症

てんかん

脳血管障害

・脳出血

・くも膜下出血（動脈瘤破裂または奇形）

・動脈塞栓または血栓症

・脳静脈血栓症

・血管腫

・脳占拠性病変（良性，腫瘍性，原発性，転移性）

・可逆性後頭葉白質脳症（PRES）

・先天性脳疾患

代謝

・肝不全，腎不全

・低血糖

・低ナトリウム血症

・高浸透圧状態（高浸透圧非ケトン性高血糖症）

・低カルシウム血症

自己免疫疾患

・全身性エリテマトーデス（SLE）

・抗リン脂質抗体症候群

感染性脳炎，髄膜炎

薬物などの過剰摂取または急な離脱症状

・�向精神薬，三環系抗うつ薬，サリチル酸，アルコール，バル
ビツール酸，ベンゾジアゼピン，コカイン，メチレンジオキ
シメタンフェタミン"

外傷

心因性非てんかん発作

　＊ Act-FAST
　 米国脳卒中協会（ASA）が提唱している脳卒中を疑

い迅速に行動するための標語。F：face＝顔面が歪
む，A：arm＝手の脱力，S：speech＝言葉が出ない，
もつれる，この3つの症状の1つでも認めたら脳卒

中を疑い，T：time＝発症時間を確認して，Act＝
急いで行動する（医療機関であれば脳神経系関連の
診療科と連携をとる）ことを推奨している。

（文献4より引用）
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　日本頭痛学会は頭痛を一次性頭痛（片頭痛，緊
張性頭痛，群発頭痛）と二次性頭痛（脳卒中，非血
管性頭蓋内疾患，頭頸部外傷，感染症，顔面頭蓋
構成組織障害，精神疾患，頭部神経痛など）に分
類している1）。Melhado2）は，妊婦1,101人の93％
が妊娠中に頭痛を認め（83％が片頭痛），second 
trimester以降に消失したと報告しており，頭痛
は妊娠中に高頻度にみられる症状である。妊娠中
に高度な頭痛を認めた場合，子癇の初発症状の可
能性がある一方，生殖年齢女性における脳卒中発
症率は妊娠により1.5倍増加すると報告されてい
ることから脳卒中も想起する必要がある3）。具体
的には妊婦が頭痛を訴えた場合，臨床症状の特徴，
神経学的異常所見の有無，患者背景や既往症，血
圧値などにより，一次性頭痛と二次性頭痛の鑑別
を試みる。Robbinsらが後方視的に解析した妊娠
中に発症した頭痛の原因と発症頻度を表1に示す4）。
　 視 覚 障 害 は 重 症 妊 娠 高 血 圧 腎 症（severe 
preeclampsia；重症PE）の臓器障害として発症す
る場合や，子癇の前駆症状として認められること
がある。妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）や
子癇に関連する視覚障害には，皮質盲，漿液性網
膜剥離，Purtscher様網膜症，網膜中心動脈閉塞，
網膜または硝子体出血などがある。一過性黒内障

（内頸動脈狭窄や頸動脈狭窄症による眼動脈の一
過性虚血に由来する視力低下）のように，脳梗塞
の症状として視野障害が起こる場合もある。妊婦
が頭痛や視覚障害をきたしている場合は，子癇の
前駆症状なのか脳卒中や他の原因によるものなの
か注意して経過を追っていく必要がある。
　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）における急激な血圧上昇は，
脳血流動態の変化や脳圧亢進から脳浮腫を惹起
し中枢神経系の異常症状を呈することがある。
Cunningham5）は175例の子癇患者のうち10例に脳
浮腫と嗜眠，混迷，視力障害，昏睡などの症状を
認めたと報告した。Sibai6）の報告では，子癇の前
兆として頭痛や視覚異常などの訴えが60 〜75％
の患者に認められた。Hastieら7）の行ったシステ
マティックレビューでは，子癇の前駆症状として
の視覚障害は感度35％，特異度94％であった。頭
痛や視覚障害が子癇の前兆と考えられる場合は，
子癇予防として積極的に硫酸マグネシウムの持続
点滴投与を行うことが推奨されるが，高マグネシ
ウム血症やマグネシウム中毒には注意する。一方，
子癇症例の38％が前駆症状を伴わずに発症すると
の報告もある8）。
　妊婦で高血圧に頭痛や視覚障害を合併した場合

Ⅵ高血圧を認めた妊産褥婦に注意すべき症状，症候

頭痛，視覚障害を認めた場合の対応は？CQ2

1▶ 頭痛や視覚障害の鑑別診断を進める。
2▶子癇の前兆である可能性に留意して継続的に血圧を測定する。
3▶子癇の前兆と考えられる症状を認めた場合，発作予防目的に硫酸マグネシウムを投与する。
4▶脳卒中を疑った場合，頭部画像検査を行う。
5▶ 子癇や脳卒中による頭痛や視覚障害の場合，脳神経内科や脳神経外科など関連診療科との共同管理を
考慮する。

参照　p.97 Ⅵ章「CQ1 痙攣を認めた場合の対応は？」
　　　p.135 Ⅷ章「解説5 中枢神経系評価法」
　　　p.181 Ⅷ章「解説15 子癇」
　　　p.186 Ⅷ章「解説16 妊産婦脳卒中」

推奨
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には，生命予後不良な脳卒中との鑑別診断が特に
重要となる。世界保健機関（WHO）による系統的
解析（n＝2,231,500）では脳卒中を含む高血圧合併
症が全世界の妊産婦死亡原因の第2位（14％）9）で
あり，わが国の全国調査（n＝213）でも脳卒中が
妊産婦死亡原因の第2位（16％）10）と報告されてい
る。一般的に高血圧は脳卒中の最大の危険因子であ
る11）。『脳卒中データバンク2015』によると，出血
性脳卒中の初発神経症状は，意識障害（約40％）が
最多であるが，頭痛，嘔気，嘔吐の頻度も多く認
められていた。虚血性脳卒中では，片麻痺（50 〜
60％）が最多で，構音障害，失語，感覚障害の頻
度が高かった12）。脳卒中による頭痛は頭蓋内圧亢
進や脳出血時の硬膜刺激などにより起こり，血腫
の脳室・くも膜下穿破時には嘔吐を伴う。脳卒中
による視覚障害は後頭葉視覚領域の血流障害，視
神経障害，網膜浮腫，網膜障害，網膜動脈血流障
害などにより起こる。
　米国脳卒中協会（ASA）は顔面非対称，上下肢麻
痺，言語障害を認めたら脳卒中を疑うよう啓発し
ている13）。まず頭部CTにより脳卒中（特に出血性
脳卒中）の有無を確認する。必要で実施可能な状
態であれば頭部MRIにより子癇や脳卒中を含む脳
内病変を評価する。頭部画像検査が実施できない
場合は実施可能な施設と連携して適切な時期に搬
送する。ただし，頭部CTや頭部MRIは患者状態
を安定させてから施行し，撮影中の痙攣発症や患
者状態の変化に十分注意する必要がある。特に頭
部MRIは頭部CTに比較して検査時間が長く，患
者の状態が不安定な状態で撮影を急ぎすぎないよ
う注意を要する。出血性脳卒中は頭部CTにて高
吸収域を示し，虚血性脳卒中は低吸収域を示す。
子癇の脳内病態は大脳皮質下，被殻，視床，橋な
どに局在する一過性脳浮腫14,15）であり，頭部CT
では低吸収域を，MRI T2強調像やFLAIR画像で
は高信号を示す。また可逆性脳血管攣縮症候群

（reversible cerebral vasoconstriction syndrome；
RCVS）を伴う場合もある。
　脳卒中や子癇を認めた場合，脳神経外科や関連
診療科との共同管理を開始する。特に脳卒中によ
る頭痛や視覚障害の場合，脳神経外科など関連診
療科との共同管理を適切に開始できるかが予後を

左右するため，共同管理が困難な施設では早期に
高次医療機関に搬送する。一方，高次医療機関で
は日頃から関連診療科との連携を緊密にしておく
ことが重要である。帝王切開後あるいは帝王切
開と同時に脳神経外科医による開頭血腫除去術な
どが行われる可能性があるが，HELLP症候群を
合併した場合は脳神経外科手術の難易度が格段に
上昇し，止血に難渋する可能性が高い。従って，
HELLP症候群の病態を脳神経外科医などと共有
することが重要である。高血圧治療の脳卒中予防
効果は確認されているが16），硫酸マグネシウムの
脳卒中予防効果は確認されていない。

表1　 妊娠中に起こりうる頭痛とその割合
一次性頭痛（65.0％）

　片頭痛 59.3％

　　・前駆症状を伴わない偏頭痛 37.1％

　　・前駆症状のある偏頭痛 24.3％

　　・慢性偏頭痛 5.7％

　片頭痛ではないもの 5.7％

　　・緊張型頭痛 2.9％

　　・一次性穿刺様頭痛 2.1％

　　・慢性緊張型頭痛 0.7％

二次性頭痛（35.0％）

　高血圧性障害 17.9％

　　・妊娠高血圧腎症（PE） 13.6％

　　・可逆性後頭葉白質脳症（PRES） 4.3％

　　・子癇 2.9％

　　・HELLP症候群 1.4％

　　・急性動脈性高血圧症 0.7％

　　・可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS） 0.7％

　下垂体腺腫，下垂体卒中 3.6％

　感染症 2.1％

　気脳症 2.1％

　脳静脈血栓症 1.4％

　てんかん発作後頭痛 1.4％

　頭蓋内出血 1.4％

　その他 5.0％

（文献4より改変）
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）の病型分類（2018，日本）では，
妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）の診断基準の
診断項目として「基礎疾患のない肝機能障害［肝酵
素上昇（ALTもしくはAST＞40IU/L），治療に反
応せず他の診断がつかない重度の持続する右季肋
部痛もしくは心窩部痛］」が挙げられている1）。つ
まり，高血圧に伴って「持続する右季肋部痛もし
くは心窩部痛」を認めた妊婦では肝機能検査を行
い，その上昇をもってPEと診断する（基礎疾患の
除外が必要）。そのため，肝機能障害を伴う場合は，
HELLP症候群などを念頭に置き血液検査を進め
る必要がある（p.191 Ⅷ章「解説17 HELLP症候群」
参照）。HELLP症候群がなくとも，高血圧を伴う
妊婦に，肝機能障害ならびに右季肋部痛，心窩部
痛，頭痛などの症状を伴う場合，母児の予後不良
因子となる2）。つまり，PEの重症化を表している
可能性があり，妊娠週数などに鑑み妊娠終結を決定
する要素となりうる（妊娠終結に関しては，p.78 Ⅳ
章「CQ1 分娩を考慮する所見は？」を参照されたい）。
　高血圧を伴わない妊婦に関して，心窩部痛や
胸痛のみによって母体の予後不良を予測するこ
とは容易ではない［心窩部痛＝AUC：0.70（95％
CI：0.30-0.93），胸痛＝AUC：0.64（95％ CI：0.54-
0.74）］3,4）。また，肝酵素の上昇は血清クレアチニ

ン値や血小板減少に比べ，母体の予後不良予測に
有用ではあるが，単独での診断力は不十分である

［AUC：0.79（95％ CI：0.51-0.93）］5,6）。一方，肝酵素
の上昇は播種性血管内凝固症候群（disseminated 
intravascular coagulation；DIC）の予測には高い
感度［AUC：0.95（95％ CI：0.63-1）］を示すという
報告もあり，母体重症化予測の一助になる（LD，
AST，ALTのカットオフをそれぞれ600，70，70IU/
Lと設定）7）。さらに，重症HDPからHELLP症候群
を発症した患者は，その発症4日前には肝臓への
血流が健常妊婦の40％程度にまで低下しているこ
とも報告されており（9/58：15.5％）8），右季肋部痛
に関与している可能性がある。しかしながら，肝
酵素が正常であっても右季肋部痛や心窩部痛が持
続する場合は，PEの重症化を念頭に置いた診療
が必要である。
　米国におけるコホート研究において，妊娠中の
肝障害［肝障害を伴うHDP（PE），HELLP症候群，
妊娠性肝内胆汁うっ滞（intrahepatic cholestasis of 
pregnancy；ICP），急性妊娠脂肪肝（acute fatty 
liver of pregnancy；AFLP），肝障害を伴う妊娠
悪阻の5疾患］を伴う妊婦は，35,101妊娠中の0.77％
と報告されている9）。そのなかで，PEが0.40％と
最も多く，HELLP症候群が0.23％，ICPが0.10％，
妊娠悪阻が0.05％であった（AFLPは1例のみ）9）。

Ⅵ高血圧を認めた妊産褥婦に注意すべき症状，症候

右季肋部痛もしくは心窩部痛を認めた場合の
対応は？

CQ3

1▶ 妊娠高血圧腎症やHELLP症候群などを発症している可能性があり，血算，肝機能検査，蛋白尿測定
など（他に末梢血スメア）を実施し，それとともに継続的な血圧測定を行う。

２▶ 妊娠に関連した肝疾患（HELLP症候群，急性妊娠脂肪肝，妊娠性肝内胆汁うっ滞，肝梗塞，肝被膜
下血腫など）および，妊娠に関連性のない肝疾患（薬剤性肝炎，胆嚢炎，ウイルス性肝炎，自己免疫
性肝炎など），消化器疾患（虫垂炎，急性胃潰瘍，急性胃炎，急性膵炎など）の鑑別を行う。

3▶ 上述の疾患と診断された場合には病態に応じて妊娠終結を考慮する。

参照　p.78 Ⅳ章「CQ1 分娩を考慮する所見は？」
　　　p.191 Ⅷ章「解説17 HELLP症候群」

推奨
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表1　Swansea criteria

表2　妊娠中の各種肝障害の特徴と所見

症状 血液データ 超音波所見

嘔吐
腹痛

多飲・多尿
意識障害

ビリルビン上昇（＞0.8mg/dL）
低血糖（＜72mg/dL）

白血球増加（＞11,000/mm3）
高アンモニア血症（47μmol/L）

AST/ALT上昇（＞42IU/L）
高尿酸血症（＞5.7mg/dL）

腎機能障害（Cr＞1.7mg/dL）
凝固能異常（PT＞14秒またはAPTT＞34秒）

腹水または
肝臓の高輝度

肝生検

微小空胞変性

急性妊娠脂肪肝
（AFLP）

HELLP症候群
妊娠高血圧腎症

（PE）
妊娠性肝内胆汁うっ滞

（ICP）

臨床的特徴
腹痛，嘔吐，

多飲・多尿，脳症
腹痛，嘔吐，多飲・多尿，

頭痛，末梢性浮腫

腹痛，高血圧，蛋白尿，
頭痛，目のかすみ，

末梢性浮腫

掻痒感，黄疸
（25％）

腹水 ± − − −

血小板減少症 ±↓ ±↓ ↓ −

ビリルビン
通常＜10mg/dL

（基準値上限1.9mg/dL）
＜5mg/dL ＜5mg/dL ＜5mg/dL

胆汁酸 − − − 30 〜100×

低血糖症 ± − − −

蛋白尿 ±↑ ±↑ ↑ −

アミノトランスフェラーゼ 5 〜10× 1 〜100× 1 〜100× 1 〜5×

尿酸 ↑in 80％ ↑ ↑ −

溶血 − ↑ ±↑ −

クレアチニン ↑ − ↑ −

病理組織検査 小滴性脂肪変性
フィブリン沈着，出血，

肝細胞の壊死
フィブリン沈着，出血，

肝細胞の壊死
肝細胞・

細胆管胆汁栓，胆嚢炎

それらの疾患における腹痛の合併は，妊娠悪阻で
50％，HELLP症候群で48％，PEで20％であり，
ICPでは4％と低率であり9），血圧が高くなくとも
HELLP症候群やPEを念頭に置くことは重要であ
る。一方，ICPは全身性の掻痒を伴うことで疑わ
れる疾患である。近年，ICP合併単胎妊娠におけ
る死産率は，血清胆汁酸濃度と相関するが（AUC：
0.83，95％ CI：0.74-0.92），肝酵素とは相関しな
い（AUC：0.46，95％ CI：0.35-0.57）と報告されて
いる10）。ICPにおける死産率は，胆汁酸濃度40μ
mol/L未満の0.13％に比べ，100μmol/L以上では
3.44％［ハザード比（HR）30.50，p＜0.0001）］と有
意に上昇する10）。さらに，ICP合併単胎および双
胎妊婦（特に，胆汁酸濃度40μmol/L以上）では，
重症PE合併率がICP非合併妊娠に比べ，11倍お

よび8倍と有意に上昇する11）。つまり，ICP合併
妊婦では，肝酵素ではなく胆汁酸濃度の測定が必
要である。AFLPはまれな疾患であるが，初発症
状がHELLP症候群と類似しており鑑別は非常に
難しい。症状，超音波所見および血液データから
AFLPを臨床的に疑うSwansea criteriaが使用さ
れている（6項目以上が陽性で診断）（表1）12）。
　妊娠に関連した肝疾患（HELLP症候群，急性妊
娠脂肪肝，ICP，肝梗塞，肝被膜下血腫など）およ
び，妊娠に関連性のない肝疾患（薬剤性肝炎，胆
嚢炎，ウイルス性肝炎，自己免疫性肝炎など），
消化器疾患（虫垂炎，急性胃潰瘍，急性胃炎，急
性膵炎など）の鑑別を行う（表2）12）。
　前述の疾患と診断された場合には病態に応じて
妊娠終結を考慮する。

（文献12より引用）

（文献12より改変）
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　そのほか，妊娠期に非特異的疾患のなかで，妊
娠中の右季肋部痛（および右下腹部痛）を伴う救
急疾患で最も多いのは急性虫垂炎であり，0.04 〜
0.2％と報告されている13）。それに続くのが，胆
嚢炎，膵炎および腸閉塞である14）。虫垂炎の典型
例は右下腹部痛であるが，妊娠子宮の増大により
右上腹部痛（右季肋部付近の痛み）を呈することも
あり，除外診断が必要である。圧痛，筋性防御，
Blumberg徴候や血液検査での白血球，CRP高値
が診断の参考になる。診断の遅れは虫垂破裂を招
き，胎児死亡率を約1.5％から25 〜30％に上昇さ

せるという報告もあり15），消化器外科などへのコ
ンサルトも重要である。
　虫垂炎，胆石などに対しては超音波による画像
診断が侵襲も少なく有用である。また，超音波で
所見が明らかではない消化器疾患においてはCT・
MRI検査を考慮する。胃がんなど悪性疾患が除外
できない場合には躊躇せずに内視鏡検査を施行する。
　前述の疾患と診断された場合には致命的な病態
に移行する可能性もあり，病態に応じて妊娠終結
を考慮する。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）では血管透過性が亢進してい
る1,2）。呼吸苦，倦怠感，胸痛を認める場合，この
血管透過性亢進から引き起こされる呼吸器疾患，
循環器疾患を鑑別診断として念頭に置く。まず肺
水腫，肺血栓塞栓症に注意する3）。その他循環器
疾患では急性心不全の鑑別も重要である。心不全
の症状は表1に示すように多岐にわたる4）が，初
発症状として多いのは，息切れ，咳嗽，浮腫など
である。しかし，これらの症状は健常妊産褥婦で
もみられる場合があり，心不全を念頭に置いてい
ないと診断が遅れることになる。図1に急性心不
全の診断手順を示すが，心機能を評価するとと
もに原因を検索することが大切である。胸部X線
検査では心陰影の拡大，胸水の貯留，肺うっ血

（Kerley's B-line），肺血管陰影の増強などがみら
れる。SpO2測定は呼吸不全の指標とすることが
できる。12誘導心電図は急性心筋梗塞，不整脈
の診断に有用である。胸部造影CT検査は肺血栓
塞栓症の鑑別に有用である。また，心臓超音波
検査では，左室拡張末期径（left ventricular end-
diastolic dimension；LVDd）の拡大，左室駆出率

（left ventricular ejection fraction；LVEF）の低下，
左室急速流入血流速度（E波），心房収縮期流入血
流速度（A波）比（E/A）の低下が診断に役立つ。三

尖弁逆流がある場合には三尖弁圧格差（右室圧と
右房圧の格差）を計測し，差が大きい場合には心
不全の診断として有用である。下大静脈径は循環
血液量の推定に有用である4）。血液検査では，動
脈血液ガス分析により呼吸不全やアシドーシスを
診断する。CK-MBやトロポニンTの上昇は急性
心筋梗塞の存在を強く示唆する。貧血の有無，電
解質異常や腎・肝機能検査，感染や炎症の有無な
ども心不全の原因疾患を診断するうえで重要であ
る。肺うっ血が明らかな急性心不全では，ほとん
どの患者で脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）値
が100pg/mL以 上（NT-proBNP値 が400pg/mL以
上）に上昇し診断に利用できる。また，その変化
は経過観察にも有用である4）。BNP値は心不全の
マーカーであるが，HDPを発症しただけでも上昇
することも知られている。心エコー所見などと合
わせて総合的な判断が必要である。
　HDPを危険因子とする心不全を呈する疾患とし
て周産期心筋症に注意する。周産期心筋症ではほ
かに危険因子として，多産，高齢，多胎，子宮収
縮抑制薬，喫煙，肥満，高血圧合併妊娠などが知
られている5）。危険因子をもつ妊産褥婦に，息切れ，
咳嗽，浮腫などの症状を認めた場合には積極的に
心不全の検査を行う。周産期心筋症の診断基準は
1971年にDemakisら6）が提唱した診断基準を基に，

Ⅵ高血圧を認めた妊産褥婦に注意すべき症状，症候

呼吸苦，倦怠感，胸痛を認めた場合の対応は？CQ4

1▶ 胸部X線，SpO2，心電図，血液検査（動脈血液ガス分析を含む）を行い原因疾患の診断を進める。
2▶ 胸水，肺水腫，肺塞栓，周産期心筋症，心不全などが疑われる場合は高次医療機関において，心臓超
音波検査，胸部CT検査を行い原因疾患の鑑別を進める。

3▶周産期心筋症を疑う場合には脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）値の測定なども考慮する。
4▶妊娠高血圧症候群の病態を背景とした心不全，肺水腫の治療の際には，血管内脱水に留意する。

参照　p.131 Ⅷ章「解説4 妊娠および産褥における心血管系の変化と心機能評価法」
　　　p.203 Ⅷ章「解説19 肺水腫」
　　　p.206 Ⅷ章「解説20 周産期心筋症」
　　　p.215 Ⅷ章「解説23 深部静脈血栓症/肺血栓塞栓症（DVT/PTE）」

推奨
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心不全を疑わせる患者
心不全の可能性

心不全の可能性は
高くない

心不全の確定診断

病的所見
（＋）

原因疾患，心不全ステージに
応じた治療

心エコー図検査
（負荷心エコー図検査含む）

NT-proBNP≧400pg/mLまたは
BNP≧100pg/mL＊

CT・MRI・核医学検査
運動 /薬剤負荷試験・心臓カテーテル検査

必要に応じて
心不全の発症予防または

経過観察

症状
労作時息切れ，起座呼吸，発作性夜間呼吸困難など

既往・患者背景
高血圧，糖尿病，肝動脈疾患の既往
心毒性のある薬剤使用歴
放射線治療歴，利尿薬使用歴
心疾患の家族歴（遺伝性疾患など）

身体所見
（パルスオキシメータ含む）ラ音，下腿浮腫，心雑音，
過剰心音（Ⅲ音，Ⅳ音），頚静脈怒張など

心電図

胸部X線

1 3

4

5

2

1 項目以上該当

該当項目なし

病的所見（－）

異常項目
（＋）

異常項目/病的所見（－）だが
虚血性心疾患の疑いが残る 病的所見

（＋）

＊NT-proBNPが125 ～400pg/mLあるいはBNPが35ないし40 ～100pg/mLの場合，軽度の心不全の可能性を否定しえない。
NT-proBNP/BNPの値のみで機械的に判断するのではなく，NT-proBNP/BNPの標準値は加齢，腎機能障害，貧血に伴い上昇し，肥満が
あると低下することなどを念頭に入れて，症状，既往・患者背景，身体所見，心電図，胸部X線の所見とともに総合的に勘案して，心エ
コー図検査の必要性を判断するべきである。

（日本循環器学会/日本心不全学会編: 急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）. p.16より転載）

図1　慢性心不全の診断フローチャート

表1　 心不全の自覚症状，
身体所見

うっ血による自覚症状と身体所見

左心不全
自覚症状 呼吸困難，息切れ，頻呼吸，起座呼吸

身体所見 水泡音，喘鳴，ピンク色泡沫状痰，Ⅲ音やⅣ音の聴取

右心不全
自覚症状 右季肋部痛，食思不振，腹満感，心窩部不快感

身体所見
肝腫大，肝胆道系酵素の上昇，頚静脈怒張，右心不全が高度なときは
肺うっ血所見が乏しい

低心拍出量による自覚症状と身体所見

自覚症状 意識障害，不穏，記銘力低下

身体所見 冷汗，四肢冷汗，チアノーゼ，低血圧，乏尿，身の置き場のない様相

（日本循環器学会/日本心不全学会編: 急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）. p.17より転載）
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心臓超音波検査上の左室収縮能低下や拡大所見の
具体的な数値を付け加えたものが一般的に用いら
れている（表2）。
　急性心不全に対する治療は，まず，自覚症状の
軽減，低酸素血漿の改善，循環不全の改善を目
指す。臨床病型，重症度の評価は必須でNohria-
Stevenson分類が用いられる4）（図2）。低灌流所
見の有無（warm/cold）とうっ血所見の有無（dry/
wet）で分類され，それぞれに適した治療がなされ
る。短期間での死亡例（心臓移植を含む）は図2の
Profile C（wet-cold）とB（wet-warm）に多い7）。そ
の場合には，心臓超音波検査で循環血液量を推定
しながら，利尿薬の投与，輸液量の決定を行う
こともできる。肺水腫のなかには治療抵抗性で
難治例の場合もあり，気管内挿管による呼吸管
理，限外濾過療法（extracorporeal ultrafiltration 
method；ECUM），持続的血液濾過透析（continuous 
hemodiafiltration；CHDF）， 大 動 脈 内 バ ル ー
ン パ ン ピ ン グ（intra aortic balloon pumping；
IABP）， 経 皮 的 心 肺 補 助 装 置（percutaneous 
cardio pulmonary support；PCPS），心室補助装
置（ventricular assist system；VAS）などの使用
に至るような症例では，適切な施設において循

環器内科医や救命救急医などと連携する必要があ
る4）。心不全の原因疾患の診断が確定している場
合には，その疾患をターゲットにした治療が行わ
れる（例えば急性心筋梗塞であれば冠動脈再貫通
療法など）。周産期心筋症に対しては前述した急
性心不全に対する治療が行われる。慢性期には，
ACE阻害薬やβ遮断薬，利尿薬などの内服治療が
行われるが，治療抵抗性の症例では，心臓移植や
死に至ることもある（p.131 Ⅷ章「解説4 妊娠およ
び産褥における心血管系の変化と心機能評価法」，
p.203 Ⅷ章「解説19 肺水腫」，p.206 Ⅷ章「解説20 
周産期心筋症」，p.215 Ⅷ章「解説23 深部静脈血
栓症/肺血栓塞栓症（DVT/PTE）」参照）。
　肺水腫が存在する場合には非侵襲的陽圧呼
吸（non-invasive positive pressure ventilation；
NPPV）が有効である8 〜10）。薬物療法としては，
ニトログリセリンや硝酸イソソルビドスプレー
が急性心不全における肺うっ血・肺水腫の軽減

（血圧低下がない場合）に利尿薬の反復投与より有
効である11,12）。末梢循環不全の所見がある低血圧

（90mmHg未満）の患者ではカテコラミン薬の静脈
内投与が必要である。

表2　周産期心筋症の診断基準

診断基準

ヨーロッパ心臓病学会の心筋症分類 非家族性で拡張型心筋症の遺伝背景をもたない，妊娠に関連した心筋症

米国心臓協会の心筋症の分類と診断基準 左室機能障害と拡張，心不全を呈する，希少性後天性の原発性心筋症

米国NHLBIと希少疾患対策局の
ワークショップ

①分娩前1カ月から分娩後5カ月以内に新たに心不全の症状が出現
②心疾患の既往がない
③ほかに心不全の原因となるものがない
④左室駆出率（LVEF）＜45％もしくは左室短縮率（％ FS）＜30％

ヨーロッパ心臓病学会の心不全部門の
産褥（周産期）心筋症ワーキンググループ

①�妊娠の最後のほうから分娩後数カ月の間に，左室収縮機能障害により心不全を呈する，特
発性心筋症
②そのほかに心不全の原因がない（常に除外診断である）
③左室はあまり拡張していないが，ほぼ全例で左室駆出率（LVEF）＜45％

NHLBI：National Heart, Lung, and Blood institute （文献5より引用）
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図2　急性心不全の病型分類

（文献7より改変）

急性心不全の病型分類にはNohria-
Stevenson分類が用いられる。低灌流所
見の有無（warm/cold）とうっ血所見の有
無（dry/wet）で分類される。

dry-warm
A

うっ血所見
　起座呼吸
　頚静脈圧の上昇
　浮腫
　腹水
　肝頚静脈逆流

Profile A：うっ血や低灌流所見なし（dry-warm）
Profile B：うっ血所見はあるが低灌流所見なし（wet-warm）
Profile C：うっ血および低灌流所見を認める（wet-cold）
Profile L：低灌流所見を認めるがうっ血所見はない（dry-cold）

低灌流所見
　小さい脈圧
　四肢冷感
　傾眠傾向
　低Na血症
　腎機能悪化

dry-cold
L

wet-warm
B

wet-cold
C

なし なし

うっ血所見の有無

な
し

な
し

低
灌
流
所
見
の
有
無

➡

➡

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   109 21.6.7   3:44:14 PM



110

　尿量は重要なバイタルサインであり，いわゆる
in-outバランスを把握することは血圧上昇を伴わ
ない場合でも母体管理の基本である。尿量を保て
ない場合には，母体体重，輸液・飲水量，血液検
査（血算，血清クレアチニン値など），尿検査（蛋
白/クレアチニン比など），胸水・腹水を評価する
ことが必要である。適切な飲水・輸液が行われて
いない場合には輸液を行うことで尿量が得られる
ことも多いが，妊娠高血圧症候群（hypertensive 
disorders of pregnancy；HDP）の産後では，浮腫，
胸水，腹水などの病態を悪化させるとして輸液制
限を勧める考え方もある。一方で腎保護の観点か
らはある程度の輸液を行って（状況が許せば利尿
薬も併用して）尿量を保つことが求められ，また
妊娠中には胎児循環を考えて母体循環血漿量を支
える輸液も必要であり，確立した治療法はない。
いずれの場合でも尿量減少が続く場合にはより重
篤な病態である可能性を考え，次段階の対応が必
要になる。
　従来の急性腎不全とよばれていた病態に対し，
多臓器不全の1つとしての腎障害を急性腎障害

（acute kidney injury；AKI）とよび，一部に不可
逆性のものを含んで生命予後にもかかわること
が知られてきた1）。原因としては従来のとおり腎

前性（腎機能低下，腎血流量減少など），腎性（組
織障害，血栓性微小血管症など），腎後性（尿路閉
塞）のいずれも関与する可能性がある。なかでも
重要なことは妊娠に関連したAKIの多くがHDPに
関連して発症し2），かつ母体死亡リスクが4.5倍に
増加する3）ことであり，適切な対応が必要である。
AKIの診断と対応にはステージ基準が定められて
おり，これを用いることで内科との連携がスムー
ズになる（p.163 Ⅷ章「解説11 妊娠関連急性腎障
害（AKI）の評価と周産期管理」参照）。
　妊娠に関連したAKIの原因となる疾患4）を表1に
示す。妊娠初期には悪阻や感染性流産に伴う敗血
症，妊娠後期にはHDP（約1％）やHELLP症候群（約
7 〜15％）および急性妊娠脂肪肝（acute fatty liver of 
pregnancy；AFLP）5），産褥期には産科危機的出血
や敗血症に伴うものが多い。HDPに関連した疾患
の場合，妊娠の終結によって改善傾向に向かうこ
とが多いことから，血清クレアチニン値が1.1mg/
dL以上もしくは元の値の2倍以上となったときに妊
娠終結を勧めるガイドライン6）もある。現実的には
妊娠週数や母児の状態を勘案して決定する（p.78 Ⅳ
章「CQ1 分娩を考慮する所見は？」参照）。
　妊娠継続・終結いずれの場合でも尿量減少，特
にAKIに対しては速やかに治療を開始しなくては

Ⅵ高血圧を認めた妊産褥婦に注意すべき症状，症候

尿量減少を認めた場合の対応は？CQ5

1▶ 母体体重，尿量，輸液・飲水量，血液検査（血算，血清クレアチニン値など），尿検査（蛋白/クレアチ
ニン比など），胸水・腹水を評価する。

2▶ 急性腎障害（AKI）診断基準を参考に，持続する尿量の減少，または血清クレアチニン値の上昇があれ
ば急性腎障害と診断する。

3▶ 急性腎障害に対しては，内科医などと早期に連携し，それぞれの原因に対応する治療（薬物療法，人
工透析，血漿交換療法など）を開始する。

4▶ 妊娠中であれば，妊娠週数や原因疾患に応じて妊娠の終結を考慮する。

参照　p.78 Ⅳ章「CQ1 分娩を考慮する所見は？」
　　　p.163 Ⅷ章「解説11 妊娠関連急性腎障害（AKI）の評価と周産期管理」

推奨
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ならないが，注意すべきものとして，重症なもの
や妊娠を終結しても容易に改善しないAKIが存在
する。腎や循環・集中治療に詳しい内科医などと
速やかに連携のうえ，適切な対応が行われなけれ

ば母体死亡や持続する腎不全につながる。特に敗
血症性AKIについては死亡リスクが高く，区別し
て対応することが勧められており1），直ちに集学
的な治療に移行する。

（文献4より改変）

表1　妊娠中の急性腎障害（AKI）の原因 原因疾患

腎前性

出血
播種性血管内凝固症候群（DIC）
悪阻
心不全
敗血症

腎性

急性尿細管壊死
腎盂腎炎
腎皮質壊死
血栓性微小血管症（TMA）
・血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）
・溶血性尿毒症症候群（HUS）
妊娠高血圧症候群（HDP）/子癇/HELLP症候群
急性妊娠脂肪肝（AFLP）
糸球体腎炎
薬物性

腎後性 尿路閉塞

１）�AKI（急性腎障害）診療ガイドライン作成委員会:�AKI（急性腎障
害）診療ガイドライン2016.�日腎会誌�2017;�59:�419-533.

２）�Piccoli�GB,�Zakharova�E,�Attini�R,�et�al:�Acute�Kidney�Injury�in�
Pregnancy:� The�Need� for�Higher�Awareness.�A�Pragmatic�
Review� Focused� on�What� Could� Be� Improved� in� the�
Prevention� and�Care� of� Pregnancy-Related�AKI,� in� the�Year�
Dedicated�to�Women�and�Kidney�Diseases.�J�Clin�Med�2018;�
7:�E318.

３）�Liu�Y,�Ma�X,�Zheng�J,� et�al:�Pregnancy�outcomes� in�patients�

with� acute� kidney� injury� during�pregnancy:� a� systematic�
review� and�meta-analysis.� BMC�Pregnancy�Childbirth�2017;�
17:�235.

４）�Machado�S,�Figueiredo�N,�Borges�A,�et�al:�Acute�kidney�injury�
in�pregnancy:�a�clinical�challenge.�J�Nephrol�2012;�25:�19-30.

５）�Jim�B,�Garovic�VD:�Acute� kidney� injury� in�pregnancy.� Semin�
Nephrol�2017;�37:�378-85.

６）�ACOG�Practice�Bulletin�No.202:�Gestational�Hypertension�and�
Preeclampsia.�Obstet�Gynecol�2019;�133:�e1-25.
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　妊娠後期に認められる下腹部痛，性器出血に
は，陣痛の開始や産徴に代表される正常所見に
加えて，常位胎盤早期剥離，前置胎盤からの出血
など，母児ともに予後不良となる疾患が含まれて
いる。そのため，これらの疾患を鑑別し，かつ適
切に対処する必要がある。特に妊娠高血圧症候群

（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）を
合併している症例では常位胎盤早期剥離の発症リ
スクが上昇することが報告されている［妊娠高血
圧（OR 1.5 ～2.5），妊娠高血圧腎症（OR 1.9 ～4.4），
高血圧合併妊娠（OR 1.8 ～2.4），加重型妊娠高血
圧腎症（OR 2.8）］1）。
　一般的に，妊娠後期に性器出血や下腹部痛をき
たす疾患を表1に示す2,3）。出血量や出血の性状の
観察のみでなくバイタル測定を行いつつ，腹痛や
子宮収縮の有無，妊娠経過，妊娠歴，既往歴など
の問診も同時に行う。さらに，経腟・経腹超音波
検査や胎児心拍数モニタリング，血液検査などを
行いながら鑑別診断を行う4）。母児が致命的とな
りうる疾患として，前置胎盤，前置血管，常位胎
盤早期剥離，子宮破裂，HELLP症候群，急性妊
娠脂肪肝，切迫早産などが挙げられ，早期の診断
および緊急度を見極めた初期対応が求められる。
特にHDPを合併している場合には，常位胎盤早期
剥離やHELLP症候群の発症リスクが上昇する。
　常位胎盤早期剥離の初期症状として，腹痛
69％，性器出血45％，腹部緊満感43％，胎動の変

化（胎動減少・消失など）22％，陣痛発来19.5％，
破水感11.4％などが報告されている5）。常位胎盤
早期剥離の早期発見のため，すべての妊婦に初期
症状に関する情報提供を行うことが推奨される。
しかしながら，軽症例や発症の初期段階において
は症状が典型的ではないことがしばしばあり，切
迫早産として管理される危険性もある。胎児心拍
数モニタリングにおいて，繰り返す遅発・変動一
過性徐脈や基線細変動の減少，徐脈などの異常心
拍数パターンを認める場合には，常位胎盤早期剥
離を疑う。しかしながら，超音波検査や胎児心拍
数モニタリングによっても正確な診断が困難な場
合もあり，否定しきれない場合には母体の評価を
繰り返し，胎児のモニタリングを強化することが
必要である。また，母体では凝固系が異常を示す
ことがあり，可能な施設では血液検査（血小板，
アンチトロンビン活性，FDP，D-ダイマー，フィ
ブリノゲン，GOT，LDなど）を行う。常位胎盤早
期剥離の場合には，母児の病状が急激に悪化する
可能性があり，高次医療機関への搬送，急速遂娩
などを考慮する（p.212 Ⅷ章「解説22 常位胎盤早
期剥離」参照）。
　HELLP症候群では，上腹部痛，嘔気・嘔吐な
どの消化器症状が初発症状となることが多いた
め，消化器疾患との鑑別が重要である。また，妊
娠に関連しなくとも性器出血や腹痛をきたす疾
患，性器出血と紛らわしい子宮・腟以外からの出

Ⅵ高血圧を認めた妊産褥婦に注意すべき症状，症候

下腹部痛，性器出血を認めた場合の対応は？CQ6

1▶ 妊娠高血圧症候群は常位胎盤早期剥離の危険因子であり，その可能性を考慮して対応する。
2▶ 超音波検査（経腟，経腹），胎児心拍数モニタリング，血液検査などによって鑑別診断を行い（表1参照），
その後も継続的な観察を行う。

3▶ 常位胎盤早期剥離では母児の病状が急激に悪化する可能性があり，緊急時の対応（高次医療機関への
搬送，急速遂娩など）を考慮する。

参照　p.212 Ⅷ章「解説22 常位胎盤早期剥離」

推奨
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血をきたす疾患もあり，他科と連携しながら鑑別
診断を行う必要がある。

表1　妊娠後期に性器出血や下腹部痛をきたす疾患

妊娠後期の性器出血

妊娠に関連する 産徴，切迫早産，前置胎盤，前置血管，常位胎盤早期剥離，子宮破裂など

妊娠に関連しない
子宮頸管ポリープ，子宮頸部びらん，子宮頸部腫瘍，腟炎，外陰炎，（子宮や腟以外の出血源として）消化管出
血，痔核，血尿など

妊娠後期の下腹部痛

妊娠に関連する 陣痛，切迫早産，常位胎盤早期剥離，子宮破裂，急性妊娠脂肪肝，HELLP症候群など

妊娠に関連しない
子宮筋腫，卵巣嚢腫，急性虫垂炎，憩室炎，胃腸炎，胆石症，胆嚢炎，胃十二指腸潰瘍，急性膵炎，腸閉塞，尿
路結石，膀胱炎など

１）�Tikkanen�M:�Placental� abruption:� epidemiology,� risk� factors�
and� consequences.�Acta�Obstet�Gynecol� Scand�2011;�90:�
140-9.

２）�山下隆博:�妊娠中期・後期の腹痛・腹緊.�周産期医�2017;�47
（増）:�49-53,

３）�中川絹子,�山田崇弘:�妊娠中期・後期の性器出血.�周産期医�
2017;�47（増）:�9-17.

４）�Royal� col lege� of� Obstetr ic ians� and� Gynaecologists :�
Antepartum�haemorrhage.�Green-top� guideline�No.63.� 2011.�
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/
gtg_63.pdf（2021年3月29日閲覧）.

５）�日本医療機能評価機構:�第6回�産科医療補償制度�再発防止に
関する報告書.�2016;�56-7.

文 献

（文献2，3を基に作成）
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）に血小板減少（15万/mm3未満）
や凝固異常が認められた場合，重症妊娠高血圧
腎症（severe preeclampsia；重症PE）と診断し，
HELLP症候群，常位胎盤早期剥離，急性妊娠脂
肪肝（acute fatty liver of pregnancy；AFLP），血
栓 性 微 小 血 管 症〔thrombotic microangiopathy；
TMA［血栓性血小板減少性紫斑病（thrombotic 
thrombocytopenic purpura；TTP）， 非 典 型 溶
血 性 尿 毒 症 症 候 群（atypical hemolytic uremic 
syndrome；aHUS）］〕などの合併の可能性を考慮
する1,2）

　AFLPでは，約50 〜90％と高率に凝固障害を認
め2,3），合わせて高ビリルビン血症を伴う重篤な肝
機能障害や低血糖を認めることが多い。予後がき
わめて不良な疾患であり，早期介入を行うために
近年ではSwansea criteria3）を用いた臨床診断が行
われている（表1）。
　TMAとは，細血管障害性溶血性貧血（micro-
angiopathic haemolytic anaemia；MAHA），破壊性
血小板減少，細血管内血小板血栓を3主徴とする病
態であり，妊娠に関連した代表的な疾患にはTTP
とaHUSがある。TTPにおいてはADAMTS13活
性の低下が特徴的である。なお，TTPには血小板
輸血は禁忌とされているため注意が必要である。

一方，aHUSはMAHA，血小板減少，急性腎不全（血
清クレアチニン値の年齢基準の1.5倍以上）を3主徴
とするが，必ずしもすべて揃うとは限らない。従っ
てTMAを疑う場合には，末梢血の塗抹標本で破砕
赤血球の存在を確認する（p.197 Ⅷ章「解説18 血栓
性微小血管症［TMA（TTP，aHUS）］」参照）。
　正常妊産婦でも血小板数は低下する傾向が認
められるが4 〜6），妊娠高血圧腎症（preeclampsia；
PE）ではさらに凝固・線溶亢進も認められるため，
一般の血液検査（血算，血液塗抹，肝機能，血糖
など）に加え，凝固系の検査［フィブリノゲン，フィ
ブリン関連マーカー（FDP，D-ダイマー），アンチ
トロンビンなど］を経時的に行う。
　血小板減少は脳出血の要因となりうるため，
HDPに引き続いて起こる血小板減少を認めた場
合は継続的に血小板数の推移を観察する必要があ
る。分娩時に高度の血小板低下を認めた場合はよ
り厳密な降圧管理を行い，脳血管障害を予防す
る。特に帝王切開を行う場合には，血小板数を考
慮した麻酔法の選択を行い，分娩後に想定される
大量出血や創部出血などを意識した周術期管理を
行う。
　産科領域単独での周術期における血小板数の明
確なエビデンスは存在しないが，「科学的根拠に
基づいた血小板製剤の使用ガイドライン：2019年

Ⅵ高血圧を認めた妊産褥婦に注意すべき症状，症候

分娩時に血小板減少，凝固異常を認めた場合の
対応は？

CQ7

1▶ 重症妊娠高血圧腎症，HELLP症候群，常位胎盤早期剥離，急性妊娠脂肪肝，血栓性微小血管症［TMA
（TTP，aHUS）］などの鑑別を行う。

2▶ 一般の血液検査（血算，血液塗抹，肝機能，血糖など）に加えて，フィブリノゲン，FDPあるいはD-ダ
イマー，アンチトロンビンなどの測定を経時的に行う。

3▶ 分娩時の進行する血小板減少に対しては血小板濃厚液輸血を検討する。

参照　p.86 Ⅳ章「CQ4 分娩時の麻酔管理は？」
　　　p.191 Ⅷ章「解説17 HELLP症候群」
　　　p.197 Ⅷ章「解説18 血栓性微小血管症［TMA（TTP，aHUS）］」
　　　p.210 Ⅷ章「解説21 妊娠高血圧症候群による凝固障害」

推奨
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症状

　・嘔吐
　・腹痛
　・多飲/多尿
　・意識障害

血液データ

　・高ビリルビン血症（＞0.8mg/dL）
　・低血糖（＜72mg/dL）
　・尿酸値上昇（＞5.7mg/dL）
　・白血球増加（＞11,000/μL）
　・肝酵素上昇（AST/ALT＞42IU/L）
　・高アンモニア血症（＞47μmol/L）
　・腎機能障害（Cr＞1.7mg/dL）
　・凝固異常PT＞14秒�or�APTT＞34秒

検査所見

　・超音波断層所見：腹水�or�肝臓高輝度所見（bright�liver）
　・肝生検：微小空胞変性
　・診断基準：14項目中6項目を満たす

改訂版」7）では外科手術における血小板目標値を5
万/mm3を目標とするように推奨している。分娩
時や進行する血小板減少に対してはこれを参考に
血小板輸血を考慮する。
　フィブリノゲンは，血小板が正常に機能するた
めに必要な蛋白質である。常位胎盤早期剥離や大
量出血時には，血小板による止血だけでは不十分
な場合がある。フィブリノゲン補充を行うことに
よって止血されることがある。フィブリノゲンが

含まれる血液製剤には，新鮮凍結血漿，クリオプ
レシピテート，フィブリノゲン製剤がある。
　アンチトロンビンはトロンビンに対する阻害活
性の75 〜80％を占めているといわれており，抗
凝固作用を有する8）。アンチトロンビン製剤はア
ンチトロンビン低下を伴う播種性血管内凝固症候
群（disseminated intravascular coagulation；DIC）
に適応があり，重症HDPに対する有効性も示唆さ
れている9）。

（文献3より改変）

表1　Swansea criteria

１）�Knox�TA,�Olans�LB:�Liver�disease�in�pregnancy.�N�Engl�J�Med�
1996;�335:�569-76.

２）�Usta� IM,� Barton� JR,� Amon� EA,� et� al:� Acute� fatty� liver� of�
pregnancy:� an� experience� in� the� diagnosis� and�management�
of�fourteen�cases.�Am�J�Obstet�Gynecol�1994;�171:�1342-7.

３）�Knight�M,�Nelson-Piercy�C,�Kurinczuk�JJ,�et�al:�A�prospective�
national�study�of�acute�fatty�liver�of�pregnancy�in�the�UK.�Gut�
2008;�57:�951-6.

４）�Mtali�YS,�Lyimo�MA,�Luzzatto�L,�et�al:�Hypertensive�disorders�
of� pregnancy� are� associated�with� an� inflammatory� state:�
evidence� from�hematological� findings� and� cytokine� levels.�
BMC�pregnancy�and�childbirth�2019;�19:�237.

５）�Freitas�LG,�Alpoim�PN,�Komatsuzaki�F,�et�al:�Preeclampsia:�are�
platelet� count� and� indices� useful� for� its� prognostic ？�

Hematology�2013;�18:�360-4.
６）�Cronkite� EP,�Drew�RT,� Inoue�T,� et� al:�Hematotoxicity� and�
carcinogenicity� of� inhaled�benzene.� Environ�Health�Perspect�
1989;�82:�97-108.

７）�高見昭良,�松下　正,�緒方正男,�ほか:�科学的根拠に基づいた血
小板製剤の使用ガイドライン：2019年改訂版.�日輸血細胞治
療会誌�2019;�65:�544-61.

８）�Stein�PE,� Carrell� RW:�What� do�dysfunctional� serpins� tell� us�
about�molecular�mobility�and�disease ？�Nat�Struct�Biol�1995;�
2:�96-113.

９）�Kobayashi� T,� Terao�T,� Ikenoue�T,� et� al:� Treatment� of� severe�
preeclampsia�with� antithrombin� concentrate:� results� of� a�
prospective� feasibility� study.� Semin�Thromb�Hemost�2003;�
29:�645-52.

文 献
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　現時点では新基準による報告はないが，2012
年の報告では正常妊娠と比較して，妊娠高血圧
腎症（preeclampsia；PE）発症後の次回妊娠時の
再発リスクは高く，PE発症が6.6倍，妊娠高血圧

（gestational hypertension；GH）発症が4.1倍であっ
た1）。一方，GH発症後の次回妊娠時のGHの再発
リスクは7.5倍とされており1）また，GH発症後の次
回妊娠時のPEは6〜12％程度増えるとされている2）。
高血圧合併妊娠（chronic hypertension；CH）の場
合の次回妊娠時の再発率については明らかではない。
　PEの場合，再発に加え，早産，低出生体重児，
胎児発育不全（fetal growth restriction；FGR），常位胎
盤早期剥離，死産のリスクも高くなる3 〜6）。こうし
たことを考慮し，妊娠高血圧症候群（hypertensive 
disorders of pregnancy；HDP）既往者の次回妊娠
時には，一次医療機関よりも高次医療機関での周
産期管理が望ましい。
　また，HDP既往者は，産褥から継続した家庭血
圧測定，生活習慣の改善（具体的には適切な食事，
減塩，運動など）が望ましく，血圧の管理に難渋
する場合や尿蛋白が持続する場合などには適宜内
科との連携も必要となる。
　特にPEの再発にはbody mass index（BMI）が大
きく関与し，BMIを減少させることで再発率を低

下させうるとの報告7 〜10）があり，英国国立医療技
術評価機構（NICE）では再発予防のために次回妊
娠までにBMIを18.5 〜24.9kg/m2に戻し，維持す
ることを推奨している2）。
　一方，HDP既往のなかでも，特にPEを発症し
た女性に対しては次回妊娠時には低用量アスピリ
ンの予防内服が考慮される。低用量アスピリン
投与群ではプラセボ群と比較して妊娠37週未満の
PE発症が有意に少ない［OR 0.38（95％ CI：0.20-
0.74）］11）など，低用量アスピリン内服の有用性が
多数報告されている12 〜15）。
　海外では低用量アスピリン服用の適応が拡大さ
れ，2018年，米国産科婦人科学会（ACOG）はHDP
発症の高リスク因子（PE既往，多胎，高血圧，糖
尿病，腎疾患，自己免疫疾患）を1つ以上有する
患者に対して低用量アスピリン服用（妊娠12 〜28
週から分娩まで81mg/日）を推奨し，中リスク因
子（初産，PE家族歴，BMI 30kg/m2以上の肥満，
FGR分娩歴，人種と低所得教育層，10年以上の間
隔があいた妊娠）を2つ以上有する患者に対して低
用量アスピリン服用を考慮するとしている16）。世
界保健機関（WHO）は，高リスク因子（PEの既往，
糖尿病，CH，腎疾患，自己免疫疾患，多胎妊娠）
のうち1つ以上のリスクを有する場合，妊娠20週

Ⅶ長期予後

妊娠を考えている妊娠高血圧症候群既往女性への
対応は？　再発予防法は？

CQ1

1▶ 妊娠高血圧腎症，妊娠高血圧を発症した場合，次回妊娠時の再発率が高く，特に妊娠高血圧腎症は，
次回妊娠時の早産，低出生体重児，胎児発育不全などの発生率が高いことを説明する。

2▶ 妊娠高血圧腎症を発症した女性に対して，次回妊娠時には再発予防目的に低用量アスピリンの投与を
考慮する。

3▶ 高血圧合併妊娠（高血圧合併妊娠から加重型妊娠高血圧腎症への進展例を含む）では，分娩後から継続
的血圧管理を行い，次回は計画的に妊娠することを勧める。また，妊娠前から妊娠を前提とした安全
な降圧薬への変更を考慮する。

参照　p.59Ⅰ章「総論13 発症予防」
　　　p.145 Ⅷ章「解説8 妊娠前と妊娠中の降圧療法」

推奨
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以前から75mg/日の内服を推奨している17）。国際
妊娠高血圧学会（ISSHP）は，PEの既往，CH，糖
尿病合併妊娠，BMI 30kg/m2以上，慢性腎臓病

（chronic kidney disease；CKD）合併妊娠，高リ
ン脂質抗体症候群のうち1つ以上のリスクを有す
る場合，また，高齢妊娠，PEの家族歴，前回の
妊娠から6カ月以内の妊娠，初産，前回妊娠とパー
トナーが変わり5年以上の間隔があいた妊娠，結
合組織疾患のうち2つ以上のリスクを有する場合，
妊娠16週以前から分娩まで100 〜150mg/日の内
服を推奨している18）。NICEは，高リスク因子（前
回妊娠時に高血圧関連疾患があった場合，CKD，
全身性エリテマトーデスや高リン脂質抗体症候群
などの自己免疫疾患，1型および2型糖尿病，CH
の場合）を1つ以上有する場合，中リスク因子（初
産，40歳以上，10年以上の間隔があいた妊娠，
BMI 35kg/m2以上，PEの既往，多胎妊娠）を2つ
以上有する場合，妊娠12週から分娩まで75mg/日
の内服を推奨している2）。
　以上のように，リスク因子や投与法に違いはあ

るものの，ACOG，WHO，ISSHP，NICEいずれ
もほぼ同様の推奨を行っている。低用量アスピリ
ンの開始時期は，HDPの発症機序を考慮すると妊
娠初期からが望ましく，終了時期については各施
設での体制を考慮し，検討することが望まれる。
低用量アスピリンは血小板凝集能を抑制すること
から，出血傾向に留意する。
　ただし，わが国においては低用量アスピリンは
出産予定日12週以内（妊娠28週以降）の使用は禁忌
で，予防としての保険適用はない。しかしながら，
低用量アスピリンの胎児毒性にはエビデンスが乏
しく，母児への利益が胎児への有害作用を上回る
状況と考えられる。よって，臨床現場で使用の際
は，患者に十分説明を行い同意を得たうえで処方
することが重要である。
　また，CHでは大部分が本態性高血圧であるこ
とから，次回妊娠前から適切な生活指導や投薬を
行う（詳細はp.59Ⅰ章「総論13 発症予防」，p.145 Ⅷ
章「解説8 妊娠前と妊娠中の降圧療法」を参照さ
れたい）。
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　 妊 娠 高 血 圧 症 候 群（hypertensive disorders 
of pregnancy；HDP）既往女性，特に妊娠高血
圧 腎 症（preeclampsia；PE）お よ び 妊 娠 高 血 圧

（gestational hypertension；GH）を発症した女性
は，将来，高血圧，脳血管障害，虚血性心疾患，
糖尿病，脂質異常症，慢性腎臓病などを発症しや
すいことが国内外複数の疫学研究で指摘されてい
る1 〜15）。また，近年ではPE発症後，認知症の発
症リスクが高くなることも報告されている16）。こ
れらの機序の詳細は明らかではないが，HDPを発
症する女性は潜在的に脳心血管疾患のリスク因子
を多く有しており，妊娠を機にHDPを発症するこ
とで将来のそのリスクを顕在化させている可能性
が指摘されている17）。
　こうした将来的なリスクにもかかわらず，その
後の長期フォロー体制や基準については定まって
いないのが現状である18）。
　HDP既往女性に対し定期的なフォローアップを
行い，生活習慣改善指導を行うことにより将来の
心血管疾患の発症率を減少させうる可能性が指摘
されており，実際に心血管疾患発症率のORが0.91

（95％ CI：0.87-0.96）となったとの報告もある1）。
　HDP既往女性に対する長期フォローについて
は，各種ガイドラインで至適体重の維持，運動療
法，食事療法，禁煙など健康的な生活習慣の維持
に加え，血圧値や空腹時血糖値，脂質などを定期
的にフォローアップしていくことが推奨されてい
る19 〜21）。さらに，HDP既往女性に対して，将来

の高血圧およびその合併症に罹患するリスクが高
くなる点を説明することが推奨されている21）。特
に国際産婦人科連合（FIGO）では，定期的なフォ
ローアップを行いながら，他の脳心血管疾患リス
ク因子のスクリーニングを検討することを推奨し
ている22）。
　実際の検査項目として，血圧のほか，body 
mass index（BMI），血液検査（肝機能，腎機能，
脂質代謝，糖尿病），尿検査［尿蛋白，尿糖，尿中
ナトリウム（クレアチニン）など］などが考慮され
る（表1）。図1にフォローアップ方法の一例を示し
た。また，生活習慣の指導介入については，至適
体重の維持，運動療法，食事療法，禁煙，節酒な
どの指導を行う。ちなみに『高血圧治療ガイドラ
イン2019』では，高血圧患者においては降圧を介
した脳心血管疾患イベントの発症・死亡の抑制を
期待できるとして，塩分摂取量6g/日未満が強く推
奨されているのみならず，正常血圧者においても
高血圧予防の観点から減塩が勧められている23）。
　具体的なフォローアップ間隔は少なくとも年1
回程度の健診が推奨される。実際，対応に当たる
のは，かかりつけ産婦人科医，内科医のほか，地
域や職場での健診も考慮される。
　また，分娩後の生活習慣の改善，健康管理を行
うことに加え，場合により家庭血圧測定を継続す
ることも考慮される。家庭血圧は朝晩いずれかの
平均値が135/85mmHg以上を高血圧と診断する
が20），家庭血圧を測定することで，HDP既往者が

Ⅶ長期予後

母体の長期予後を考えた管理方法は？CQ2

1▶ 妊娠高血圧症候群既往女性には，その後の生活習慣病（糖尿病，高血圧，脂質異常症，慢性腎臓病），
それに引き続く脳心血管疾患の発症リスクが高いことを説明する。

2▶ 妊娠高血圧症候群既往女性に対する定期的フォローアップと生活習慣への指導介入は，その後の心血
管疾患の発症率を低下させることを説明する。

3▶ 妊娠高血圧症候群既往女性に対しては，上記の説明を行ったうえで少なくとも1年に1回程度の定期
的な健康診断を勧める。

推奨
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高血圧へ進展した場合，早い段階で介入できるメ
リットがある。
　妊娠・分娩という比較的若年世代のうちに，将
来の脳心血管疾患リスクが明らかとなることは
予防医学・医療経済学の観点からも有用であり，

HDP既往女性には次回妊娠時のリスク説明ととも
に，長期予後についても十分説明を行い，産婦人
科医，内科医，栄養士，保健師などが連携しつつ
長期的にフォローアップを行っていくことが勧め
られる。

図1　妊娠高血圧症候群（HDP）既往女性フォローアップのフローチャート（弘前大学方式）

表1　 随時尿による推定1日食塩摂取量
の評価

1.�24時間尿クレアチニン排泄量予測値（mg/日）
　＝[体重（kg）×14.89]＋[身長（cm）×16.14]−（年齢×2.043）−2244.45
2.�24時間尿ナトリウム排泄量（mEq/日）
　�＝21.98×[随時尿ナトリウム（mEq/L）÷随時尿クレアチニン（mg/dL）÷10×24
時間尿クレアチニン排泄量予測値]^0.392
3.�推定1日食塩摂取量（g/日）
　＝24時間尿ナトリウム排泄量÷17

（『高血圧治療ガイドライン2019』を参考に作成）

【生活習慣病リスク因子】
①脂質異常症疑い
　・LDL：120mg/dL以上
　・HDL：40mg/dL未満
　・TG：150mg/dL以上
　・LDL/HDL比：2.5以上
②耐糖能異常疑い
　・空腹時血糖：110mg/dL以上
　・HbA1c：6.0％以上
③高血圧症疑い
　・診察室血圧140/90mmHg以上
　・家庭血圧135/85mmHg以上
④慢性腎臓病（CKD）疑い
　・eGFR:60mL/分/1.73m2以下
⑤その他
　・肥満，喫煙，既往歴/家族歴など

血圧高値
産後12週までフォロー

産褥1カ月健診

血圧高値

内科頼診

OGTT：oral glucose tolerance test（経口ブドウ糖負荷試験）

血圧正常化

生活習慣病リスクなし

1年後のフォロー
外来予約

生活習慣改善指導
内科へ紹介

空腹時血糖≧110mg/dL
またはHbA1c≧6.0％

生活習慣病リスクあり

75g OGTT

フォロー外来（1回/1年）

血圧・BMI 測定，血液検査，尿検査

血圧正常
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産褥1カ月健診での血圧値が140/90mmHg
以上の場合，産後12週までフォローする。
1年に1回はフォロー外来を受診とし，生
活習慣病リスクに応じて介入を行ってい
く。
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　血圧の測定法として，医療環境下の血圧測定で
ある診察室（外来，健診時）血圧測定があり，非医
療環境下の血圧測定には家庭血圧測定と自由行動
下血圧測定がある。血圧の長期変動をとらえるた
めには家庭血圧測定が，血圧の日内変動をとらえ
るには24時間自由行動下血圧測定が適している。

　診察室（外来）血圧測定のゴールドスタンダード
は水銀血圧計による聴診法だったが，水銀血圧計
は2021年以降，製造および輸出入が禁止となり，
診察室（外来）血圧測定には電子圧力柱血圧計，ア
ネロイド血圧計，もしくは上腕式の医用電子血圧
計を用いる。電子圧力柱血圧計は，水銀柱をイメー
ジした電子柱が液晶画面に表示されている。液晶
画面の目盛りには半導体圧センサーにより検出さ
れる上腕カフ内の空気圧がリアルタイムで反映さ
れ，電子柱の目盛りを目視し，聴診によるコロト
コフ音によって血圧値の判定を行うため，水銀血
圧計の代替としては最適と考えられる。一方，ア
ネロイド血圧計は，バネの調整に基づく誤差や経
年変化が生じやすく注意が必要である。
　医用電子血圧計には，マイクを用いたコロトコ
フ法の機器と，カフの振動の振幅を用いたカフ・
オシロメトリック法の機器の2種類がある。カフ・
オシロメトリック法の測定では，カフの圧力を減
少させたときの振動の変化を利用し，振幅の増加
が最も顕著になる点を収縮期血圧，振幅の減少が
最も顕著な点を拡張期血圧としている。これらの
血圧値は機器メーカーの任意の決定により，聴診
法によるコロトコフ法に一致した値が出るように
作られている。
　血圧の測定にあたっては，表1に要点を記載し
た。血圧は変動性の高い測定項目であり，正確な
測定が要求される。聴診法による測定の場合，コ
ロトコフ第Ⅰ音を収縮期血圧とし，第Ⅴ音を拡

張期血圧とする。妊娠期の血圧測定については，
1990年代までは拡張期血圧を第Ⅳ音（音の減弱）の
開始点とするべきであるという議論も続けられて
いたが，現在では非妊娠期同様に第Ⅴ音を拡張期
血圧とするとされている1）。なお，第Ⅴ音が0の場
合には第Ⅳ音も同時に記載して，これを拡張期血
圧と判定する（例：148/84/0mmHg）。
　Suzukiら2）が産婦人科医師に行ったアンケート
調査では，外来での血圧測定時に，血圧が正常で
あれば89.3％の医師は1機会1回のみの測定とし，
高血圧の場合には54.8％の医師が1機会2回の測定
を行い，40.3％の医師は血圧が安定するまで測定
を継続すると回答している。また，2回測定時には，
62.8％の医師は最も低い値を記録し，血圧が安定
するまで測定した場合には69.0％の医師が最後の
測定値を記録すると報告されており，記録に至る
測定値にばらつきがあることを理解する必要がある。

　血圧の長期変動には，妊娠20週前後に最も低下
し出産にかけて上昇するという妊娠の経過に伴う
血圧変動のほか，日間変動や季節変動が知られて
おり，このような長期変動をとらえるには，家庭
血圧測定が最も適している。家庭血圧測定の際に
は表2に記載した注意点に留意する。妊娠初期の
家庭血圧は，妊婦健診時の血圧に比較して児の出
生体重に強く関連していることが報告されている3）。
　内科領域での高血圧の診断基準では，家庭血圧
の平均値が135/85mmHgを超えた場合に高血圧と
診断する。また，115/75mmHg未満を正常血圧，
125 〜134/75 〜84mmHgを高値血圧と定義し，そ
の間を正常高値血圧と定義している。正常妊婦の
妊娠20週での家庭血圧の平均値は102/60mmHg，
＋2SD値は118/73mmHgであり，妊娠38 〜39週の
平均値は110/68mmHgで，＋2SD値は126/80mmHgと
報告されている4）。また，外来血圧140/90mmHgに

Ⅷ解説
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医療環境下の血圧測定

家庭血圧測定
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相当する家庭血圧値は，妊娠初期・中期・末期でそ
れ ぞ れ120.8/83.5mmHg，126.0/85.2mmHg，136/ 
89.3mmHgであったと報告されている5）。妊娠週数
で診断基準を変更するべきかどうかについては，
現時点で明確なエビデンスはなく，さらなる検討
が必要である〔なお，日本妊娠高血圧学会では正常
妊婦における家庭血圧の基準値を決めるための研
究を行っている［平成26年度，27年度課題研究「妊
娠高血圧症候群早期発見のための家庭血圧有用性
について（多施設共同研究）」，2021年第22回ISSHP
国際会議での研究成果報告］〕。
　また，妊婦健診とは異なる会場で測定した血圧
は，妊婦健診時の血圧測定と比較して有意に低く，
家庭血圧と同等であるとの報告もあり，血圧値は
血圧測定時の環境で大きく異なることに留意する6）。

　自由行動下血圧測定（ambulatory blood pressure 

monitoring；ABPM）は，妊婦においても仮面高
血圧や白衣高血圧の診断7），血圧日内変動の評価
に有用であるが8,9）が，その予後予測能については
今後の課題である。わが国でも，『24時間血圧計
の使用（ABPM）基準に関するガイドライン』に基
づき，24時間自由行動下血圧測定は保険適用（診
療報酬点数200点）となっている。妊婦における
自由行動下血圧の昼間の正常値は妊娠22週まで
は130/77mmHg未満であり，妊娠26 〜30週では
133/81mmHg，妊娠30週以降では135/86mmHg
未満であるという報告がある7）。妊娠中の血圧
日内変動については，収縮期血圧では12 〜14％
の夜間降圧が，拡張期血圧では18 〜19％の夜
間降圧が報告されている8）。妊娠高血圧腎症

（preeclampsia；PE）で夜間降圧が減弱することが
知られており，PEが顕在化する前に夜間降圧が
減弱していることが報告されている9）。

表1　血圧測定の実際の手順

表2　�家庭血圧測定時の注意
点

①�5分以上の安静後，座位にて上腕で1～2分間隔，2回測定し，平均値を採ることを原則とする。
2回目の測定値が5mmHg以上低下する場合には安定するまで数回測定する。カフは心臓の高
さにあることを確認する。30分以内のカフェイン含有物の摂取および喫煙は禁止する。
②初回測定時は左右両側で測定し，10mmHg以上異なる場合には以後は高いほうを採用する。
③�カフの位置は心臓の高さに保持し，大きさは日本工業規格（JIS）に準拠したものを使用する。カ
フの長さは上腕周囲径の80％，幅は少なくとも40％のものを使用する。
④�測定機器は水銀血圧計もしくは同程度の精度を有する自動血圧計とする。コロトコフ法によら
ない血圧測定法として，カフ・オシロメトリック法がある。
⑤収縮期血圧よりも20～30mmHg以上までカフ圧を上昇させ測定する。
⑥カフの降圧スピードは2～3mmHg/秒が望ましい。
⑦�聴診法による測定では収縮期血圧はコロトコフ第Ⅰ音，拡張期血圧はコロトコフ第Ⅴ音を採用す
る。コロトコフ第Ⅴ音が0の場合にはコロトコフ第Ⅳ音も同時に記載する（例：148/84/0mmHg）。
⑧血圧の診断は，数回測定し安定した時点で診断する。

①上腕カフ・オシロメトリック法に基づく装置を使用する
②静かで適切な室温の環境で測定する
③原則として背もたれ付きの椅子に脚を組まずに座って1～2分の安静後に測定する
④会話を交わさない環境で行う
⑤測定前に喫煙，飲酒，カフェインの摂取は行わない
⑥カフ位置を心臓の高さに維持する
⑦�朝（起床後）は起床後1時間以内，排尿後，朝の服薬前，朝食前，座位1～2分安静後に測定し，
晩（就床前）は座位1～2分安静後に測定する
⑧�1機会原則2回測定し，その平均を採る
⑨測定期間はできる限り長期間，すべての測定値を記録する
⑩�評価の対象とする血圧値は，朝晩ともにそれぞれ測定値7日間（少なくとも5日間）の平均値と
し，すべての個々の測定値も評価の対象となる

（『日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン2019』 を参考に作成）

自由行動下血圧測定
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　尿蛋白の測定法の変遷は，妊娠高血圧症候群
（hypertension disorders of pregnancy；HDP）の
診断基準の変遷（詳細はp.6Ⅰ章「総論1 2018年の
定義改定による新定義・分類」を参照）に影響を
受けている。また，その診断基準の改定1）には国
際妊娠高血圧学会（ISSHP）からの診断基準改定2,3）

が影響している。なお，尿蛋白/クレアチニン比
（protein/creatinine；P/C比）の概念がコンセンサ
スを得られ，HDPの診断基準に導入されたことも，
測定法の変更に影響を及ぼしている。
　2005年以前の「妊娠中毒症」の診断基準では，高
血圧を伴わなくても蛋白尿のみ（あるいは浮腫の
み）でも妊娠中毒症と診断することが可能であった。
　当時の蛋白尿の診断基準は300mg/日以上で
あった。測定法は，①マススクリーニングとし
て随時尿でのdipstick test（尿蛋白半定量，蛋白尿
30mg/dL以上で陽性になるように設定されてい
る）を用い，②陽性の場合には24時間蓄尿ならび
に尿蛋白定量を行うという方法がスタンダードで
あった。ただし，精密確定検査（24時間蓄尿によ
る尿蛋白定量）の適応を決定する「テステープ陽
性」の定義が曖昧であった。精密確定検査の適応
基準が具体的に定義されていなかったため，テス
テープで1回でも陽性の場合，あるいは2回連続陽
性の場合，または間隔をあけての2回陽性の場合
など，診察医や施設ごとでの判断に任されており，
一定していなかった。
　2005年に行われた妊娠中毒症からHDPへの診
断基準改定の際に，「高血圧がなければHDPと
はしない」と定義され，蛋白尿のみ（妊娠蛋白尿）
ではHDPとは診断しなくなった。しかし，高
血圧に蛋白尿を伴う場合には妊娠高血圧腎症

（preeclampsia；PE）と診断することが定義された
ため，蛋白尿の診断は厳密に行われる必要があっ
た。ところが，診断基準改定の当初は，2005年以

前と同様に尿蛋白の測定法が曖昧であった。2008
年に初めて『産婦人科診療ガイドライン産科編』が
刊行となり，3年ごとに改定される過程で，尿蛋
白の測定法が整備され明確になっていった。そ
の間にP/C比の概念がHDPの診断基準に導入され
た。2018年のHDPの診断基準改定1）に伴い，尿蛋
白の測定法が規定された。なお，この尿蛋白の測
定法は，『産婦人科診療ガイドライン産科編2020』4）

にも反映された。

　次のいずれかに該当する場合を蛋白尿と診断する。
・ 24時間尿でエスバッハ法などによって300mg/日

以上の蛋白尿が検出された場合。
・ 随時尿でP/C比が0.3mg/mgCr以上である場合。
・ 24時間蓄尿や随時尿でのP/C比測定のいずれも

実施できない場合には，2回以上の随時尿を用
いたペーパーテストで2回以上連続して尿蛋白
1＋以上陽性である場合を蛋白尿と診断するこ
とを許容する。

　ISSHPの診断基準2,3）では，尿蛋白の測定は，ま
ず使用可能な場合にはdipstick testを自動的に行
い，使用不可能な場合には慎重な目視での検査
でもやむをえないとしている。Dipstick testで陽
性の場合（≧1＋，30mg/dL）には随時尿でのP/C
比の測定を推奨し，P/C比が30mg/mmol（0.3mg/
mgCr）以上は蛋白尿と診断する。Dipstick testで
陰性の場合にはP/C比の測定は不要としている。
　英国国立医療技術評価機構（NICE）のガイドラ
イン5）では，尿蛋白の測定はdipstick testを自動
的に行い，陽性の場合にはP/C比を行い，P/C比

Ⅷ解説

解説2 尿蛋白測定法

尿蛋白の測定法の変遷

新診断基準「定義・臨床分類」における
尿蛋白の測定法

海外のガイドラインにおける尿蛋白の
測定法と診断
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が30mg/mmol（0.3mg/mgCr）以上は蛋白尿と診
断する。米国産科婦人科学会（ACOG）のPractice 
Bulletin6）では，24時間尿蛋白が300mg以上，また
は，P/C比が0.3mg/mgCr以上を蛋白尿と診断し，
これらの検査の施行が不可能な場合にはdipstick 
test≧2＋でも蛋白尿と診断してよいとしている。
　なお，2018年以降，国際的にP/C比≧30mg/mmol

（0.3mg/mgCr）を蛋白尿としており，わが国も同
様である。しかし，2017年まではわが国では蛋白
尿を「0.27以上で陽性」としていた。その根拠は，
クレアチニン（C4H7N3O）は1molが113gであり，蛋
白尿であるP/C比は30mg/mmol＝30mg/113mg＝
0.265である5）。しかし，ISSHPはこの「0.27」を“usually 
rounded to 0.3mg/mg”とした2,3）。

　随時尿では，尿蛋白濃度の誤差が大きいとされ
ている。Dipstick testの尿蛋白濃度は陽性カット
オフ値を30mg/dLとしているが，dipstick testが
陽性でもP/C比が陰性の偽陰性の検体が多い。同
じ尿蛋白濃度の随時尿でも肉眼上で色が薄い尿で
は尿クレアチニン濃度が低くP/C比は高くなり，
肉眼上で色が濃い尿では尿クレアチニン濃度が高
くP/C比は低くなる7）。
　Dipstick testとP-test（随時尿中の蛋白のみ定
量）における尿中蛋白濃度≧30mg/dLとP/C比
≧0.27の診断精度に関する後方視的研究7）では，
dipstick testでは，「有意な蛋白尿」（P/C比＞ 0.27）
の診断において偽陽性および偽陰性が生じる可
能性があり，P/C比の測定が推奨され，24時間
蓄尿は不完全（蓄尿忘れなど）となる可能性があ
る，としている。この研究では，dipstick testに
おける蛋白濃度≧30mg/dLの感度は99％だが陽性
的中率（positive predictive value；PPV）は56％，
dipstick testにおけるP/C比≧0.27の感度は93％だ
がPPVは49％と低く，一方，P-testにおけるP/C
比≧0.27の感度は82％でPPVは77％と高かった。
　この結果を基に行われた随時尿中のdipstick 
testの結果と，同一検体での「有意な蛋白尿」（P/
C比＞ 0.27）であった割合の関連に関する多施設共
同研究8）では，dipstick test≧1＋以上の高血圧妊
婦および≧2＋以上の正常血圧妊婦では，P/C比
の測定が推奨された。その根拠は，dipstick test
は尿中クレアチニン濃度が高い濃縮尿サンプルで

「有意な蛋白尿」偽陽性の結果を示す可能性が高
く，高血圧妊婦 vs. 正常血圧妊婦において「有意
な蛋白尿」はdipstick testの結果が陰性/判定不能
では18.2％ vs. 3.2％，1＋では47.3％ vs. 8.7％，お
よび≧2＋では91.1％ vs. 58.7％であった。また，
連続2回の健診でdipstick testが1＋だった正常血圧妊
婦の16.4％で「有意な蛋白尿」を認めた。
　さらに，連続2回の健診でdipstick test陽性によ
る「有意な蛋白尿」と「妊娠高血圧腎症（高血圧＋蛋
白尿）」の発症予知に関する後方視的検討9）では，2
回の連続した受診で繰り返しdipstick test陽性の
場合は，「有意な蛋白尿」の精密検査としてP/C比
の測定が必要である，としている。この研究では，

「有意な蛋白尿」は感度46％，特異度95％，PPV 
30 ％， 陰 性 的 中 率（negative predictive value；
NPV）97％，「PE」は感度33％，特異度94％，PPV 
14％，NPV 98％であった。24時間尿蛋白量とP/C
比には有意な相関があった（r＝0.828，p＜0.0001）。
24時間あたりの尿蛋白量300mgのP/C比のカット
オフ値は0.28で，感度60.4％，特異度77.9％，PPV 
77.5％，NPV 60.9％だった。24時間あたりの尿
蛋白量2,000mgのP/C比のカットオフ値は0.77で，
感 度96.8 ％， 特 異 度98.6 ％，PPV 96.8 ％，NPV 
98.6％だった。24時間尿蛋白量300 〜2,000mg/日
および＞2,000mg/日のROC曲線のAUC値は，0.74

（95％ CI：0.66-0.80）および0.99（95％ CI：0.95-0.99）
だった。随時尿P/C比は24時間尿蛋白量の予測因
子としては脆弱だが，24時間尿蛋白量300〜2,000mg
よりも2,000mg以上でより予測可能であった10）。
　Preeclampsia妊婦におけるP/C比測定に関する
20研究2,978妊婦のうち，有意な蛋白尿の検出の
ためのP/C比測定に関する13研究に関してのメタ
アナリシス11）では，随時尿におけるP/C比の推定
値は，preeclampsiaが疑われる場合の有意な蛋白
尿の有望な診断的価値を示したが，すべての研究
で平均して最適な閾値は0.30 〜0.35で，感度と特
異性の両方について80％を超える推定値を示す閾
値はなく，研究ごとでの精度と有病率が不均一
なためエビデンスとしては弱かった。なお，こ
のpreeclampsiaは「高血圧＋蛋白尿」のみではない

「高血圧＋母体臓器障害」あるいは「高血圧＋子宮
胎盤機能不全」も含む。
　妊婦における随時尿のP/C比の日内変動に関す
る検討報告12）では，随時尿のP/C比は1日を通して
変化するが，24時間蛋白尿と強い相関がある有効

尿蛋白測定法の正確性
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な代替手段であり，臨床的な有意な蛋白尿の迅速
測定に有用である。具体的には，平均変動係数は
36％（95％ CI：31-40％）で，変動係数は24時間蛋
白尿の程度とは無関係であり，P/C比のカットオ
フ値をNICEガイドライン5）の30mg/mmol（0.26g/
g）とした際の24時間あたり尿蛋白量0.3gの閾値の
ROC曲線のAUC値，感度，特異度は，午前8時で

は0.94，89％，75％，正午では0.96，96％，78％，
午後5時では0.97，94％，78％だった。これらには
差がなかったとしている。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）は臨床的に診断される疾患で
あり，胎盤の病理所見は診断基準には含まれない。
しかし，胎盤での病理組織学的変化は病態を理解
するうえで重要であり，異常所見の程度は臨床的
な重症度［胎児発育不全（fetal growth restriction；
FGR），早発型］などとも関連する。また，欧米で
は近年HDPに関連するさまざまな病理組織像は，
maternal vascular malperfusion of the placental 
bed（MVM）という用語の統一がなされている1）。
本項では，胎盤病理診断提出時に必要な臨床的記
載項目，基本的なHDPのマクロ・ミクロの病理所
見と臨床相関について述べる。
　なお，英語表記については，胎盤の標準的なサ
ンプリングと用語・定義について2016年に発表
さ れ た“Amsterdam Placental Workshop Group 
Consensus Statement”に準ずる1）。

　絨毛の組織学的変化は，妊娠週数によって解釈
の異なる非特異的な所見であり，正常範囲・生理
的な変化の範疇であるのか，もしくは病的変化で
あるのかは，臨床情報と合わせた総合的な判断が
必要である。以下に胎盤提出時に臨床医が記載す
べき臨床事項を挙げる2）。

 基本事項
　妊娠週数，出生児体重，Apgarスコア，胎盤重
量（臨床医が切り出す場合），単胎・多胎，妊娠分
娩歴，習慣性流産の有無。

 母体の異常/背景疾患
　HDPの発症時期やタイプ，自己免疫性疾患（全
身性エリテマトーデス，抗リン脂質抗体症候群な
ど），Cushing症候群など高血圧をきたす疾患，糖
尿病など。

 胎児側の異常
　FGR，胎児死亡，感染症。

 出産時の異常
　前期破水，羊水混濁，異常出血（常位胎盤早期
剥離）など。

 その他
　胎盤の肉眼的な異常や超音波検査での血流異常
の有無。

 胎盤の切り出しと肉眼像
　胎盤の重量は，娩出後に卵膜と臍帯をはずして
重量を計測する。重量の計測がホルマリン固定前
か固定後かも記載する。固定後は一般的に3 〜6％
の重量増加を示すとされている。週数別の重量
パーセンタイルを表1に示す3）。
　HDPでは多くの症例が，10thパーセンタイル以
下の過小胎盤である。胎盤の直径も小さく，厚
さは1 〜1.5cm程度に菲薄化を示し，色調もbeefy 
redといわれる牛肉の赤身様の正常胎盤実質の色
調よりも淡褐色ないし色調がまだらな，虚血性変
化を示唆する所見を示す。梗塞や器質化した血栓
では黄白色結節，比較的新しい絨毛間血栓では濃
赤色病変が領域性にみられる（図1a）。梗塞自体
は，満期産であれば正常でも胎盤辺縁部にみられ
るが，重症例では妊娠25 〜30週などの早期でも
梗塞を認める。部位も辺縁だけでなく胎盤の中央
部にもみられる。胎児仮死や子宮内胎児死亡の場
合は胎盤全体が白色色調を示し，梗塞病変も全体
の30％以上の広範囲に及ぶことが多い（図1b）。ま
た，常位胎盤早期剥離を合併した場合は，虚血性
変化に加えて胎盤後血腫を認める1,4）。
　適切な標本作成のブロック数については，少な
くとも4個は作成すべきとされている1）。すなわち，
①膜（胎膜）；破膜側から胎盤辺縁部を含む，②臍
帯横断面2個（胎児側と胎盤挿入部から5cmの部

Ⅷ解説

解説3 妊娠高血圧症候群における胎盤の病理学的特徴

妊娠高血圧症候群の病理像

妊娠高血圧症候群の胎盤病理診断に
必要な臨床情報
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a：妊娠32週，重量は200g
と5thパーセンタイル以下
の過小胎盤。梗塞や器質化
血栓の可能性のある白色病
変が辺縁部だけでなく，中
央も含め複数箇所にみられ
るが，白色病変以外の実質
は赤色色調が比較的保たれ
ている。
b：妊娠26週，胎盤重量
94g（5thパーセンタイル以
下），胎児発育不全（FGR）・
子宮内胎児死亡例。妊娠経
過中に，Cushing症候群
による高血圧であることが
わかった一例である。子宮
内胎児死亡のため，全体の
色調が淡色色調を示し，広
範囲・複数箇所に梗塞を示
唆する白色結節を認める。

図1　妊娠高血圧症候群の胎盤割面肉眼像

表1　 単胎胎盤重量（g）のパーセンタイルと
出生週数 週数（W）

パーセンタイル

10th 25th 50th 75th 90th

22 107 130 166 206 285

23 127 168 188 208 262

24 128 157 192 222 252

25 128 153 184 216 299

26 138 179 200 259 281

27 130 166 242 310 332

28 140 173 214 261 321

29 161 214 252 309 352

30 208 269 316 374 433

31 175 246 313 360 417

32 241 275 318 377 436

33 252 286 352 413 446

34 283 322 382 430 479

35 291 344 401 471 544

36 320 369 440 508 580

37 349 390 452 531 607

38 365 420 484 560 629

39 379 426 490 564 635

40 390 440 501 572 643

41 403 452 515 583 655

42 412 460 525 592 658（文献2より改変）

a b
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位），③胎児側（絨毛膜板）から脱落膜側までの全
層を含む切片で，肉眼的異常部（梗塞などを示唆
する白色結節部など）より必要に応じて複数箇所
から切り出すことが望ましい。

 組織所見
　HDPの代表的な組織学的特徴は，①脱落膜血管
のアテローシス（decidual arteriopathy/vasculopathy）
（図2a，b），②梗塞（多発）（図2c），③絨毛の過成
熟（図2d）の3つが挙げられる1,4）。HDPの病態の主
な要因は血管内皮障害であるが，病理組織所見で
血管内皮障害の像としては，脱落膜内の血管壁の
浮腫，肥厚，血栓形成，フィブリノイド壊死や泡
沫状マクロファージ・リンパ球の血管内皮ない
し壁内浸潤がみられる。マクロファージの浸潤
により，血管内腔の狭小化を示すこともある（図
2b）。胎盤においては，循環障害が発生し，梗塞
や絨毛間血栓が形成される。通常，胎盤の大きさ

は妊娠28週ごろから不変であるが，その後は絨毛
が小型化し，表面積を増加させて胎児の発育に対
応する。最終的に妊娠37週以降では終末絨毛は10 〜
20μmまで小型化する。しかし，HDPでは妊娠
20 〜30週前半に梗塞や絨毛間血栓が発生し，周
囲の絨毛には合胞体栄養膜細胞が妊娠週数に一致
しない過剰なシンチジウム結節・knotを形成する

（Tenny-Parker change）（図2d）。妊娠週数に一致
しない絨毛の小型化と過剰なシンチジウム結節，
絨毛に血管のほとんどみられない末梢絨毛低形成

（distal villous hypoplasia）を認めた場合に，過成
熟（accelerated villous maturation）と 判 断 す る。
これらの変化は，虚血や低酸素状態に対する反応
性変化である。一方，満期産では梗塞やシンチジ
ウム結節は通常でも認められ，絨毛の小型化も満
期産においては成熟した絨毛の所見であり，過成
熟は満期産においては評価できない。すなわち，

a：脱落膜血管のアテローシス（decidual arteriopathy/vasculopathy）。フィブリノイド壊死を示す好酸性の血管壁を認
める。
b：脱落膜血管のアテローシスの強拡大像。血管壁に泡沫状マクロファージやリンパ球浸潤を血管壁に認め，血管内腔の狭
窄を示す。a，bはいずれも血管内皮障害による血管炎，血管壊死などを示す。
c：絨毛の梗塞像。肉眼的に白色に見える結節は，絨毛間血栓か梗塞像である。栄養膜細胞の核は消失し，絨毛間質におい
ても多くは消失している。絨毛間質の血管構造もみられない。循環障害による絨毛の凝固壊死像である。
d：Tenny-Parker change/絨毛の過成熟，妊娠25週の妊娠高血圧症候群（HDP）例。この週数では通常みられないほどに
終末絨毛は小型化し，絨毛間質では血管がほとんど開いていない。また，シンチジウム結節とよばれる多核の合胞体性栄養
膜細胞の巨大結節がみられる。これらは，梗塞病変の近傍や胎盤全体で高度の循環障害がみられる場合に反応性にみられる
変化である。

図2　妊娠高血圧症候群の胎盤の代表的な組織像（HE染色）

a

c

b

d
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過成熟は，早産（妊娠37週未満）で判定可能な所見
であることを知っておく必要がある。
　これらの所見の総称としてMVMと用語が統一
され，HDPの臨床病理学的研究ではMVMとして
報告されるようになってきている1,5）。近年の大規
模なコホート研究で，MVMは病理検査に提出さ
れた胎盤全体の約40％にみられる所見で，HDPで
の頻度は52.3％，非HDPでは36.4％であり，有意
にHDPに多くみられたが，糖尿病や母体の肥満で
は有意な頻度の増加はみられず，HDPの特徴的な
所見であることが改めて提示された5）。

　上記のように，病理所見においてHDPの典型像，
すなわちMVMは，HDPであれば常にみられる所
見とは限らない5）。Mifsudら6）の報告では，FGR
の早産例で，コントロール群（48例，symmetrical 
FGR）とHDP例（76例）を比較した結果，絨毛の線
維化でコントロール vs. HDP＝27.1％：82％，高
度の末梢絨毛血管低形成については，コントロー
ル vs. HDP＝25％：72％と有意にHDPを伴った
FGR例に多いことを報告している。また，HDP
については，妊娠34週までの早発例（40例）で，妊

娠34週以降の遅発例（70例）よりも有意（p＜0.001）
に低胎盤重量〔早発［324.7±121.02（g）］ vs. 遅発

［496.7±113.41（g）］〕，脱落膜血管のアテローシス
［早発（60.0％） vs. 遅発（20.9％）］，絨毛低形成［早
発（75.0％） vs. 遅発（13.4％）］，過剰なシンチジウ
ム結節［早発（92.5％） vs. 遅発（44.8％）］がみられ，
早発型と遅発型は異なる病態であることが示唆さ
れている7）。
　さらに，早発型HDP例はMVMを示す比較的類
似した傾向を示す集団であるが，遅発型HDP例は
臨床像も組織学的変化も軽度から高度な例が混在
した不均一な集団であったとの報告もある6,8）。

　胎盤病理検査では，妊娠中の胎盤の循環状態
や超音波検査などでみられた異常所見を形態的
に最終確認できる。また，早発型・遅発型との
臨床病理学的相関も報告されている。2016年の
Amsterdam Placental Workshop Group Consensus 
Statementの発表により，近年，病理診断関連論
文ではHDPの病理所見は総合的にMVMとして臨
床病理学的研究が報告・検討されており，留意が
必要である。 
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Consensus�Statement.�Arch�Pathol�Lab�Med�2016;�140:�698-
713.

２）南口早智子:�周産期胎盤病理総論.�病理と臨床�2014;�32:�472-8.
３）�Kraus� FT,� Redline�RW,�Gersell�DJ,� et� al,� autors:� Placental�
weights� and�measures.� Placental� Pathology.� p.312,� Silver�
Spring,�American�registry�of�pathology,�2004.

４）�Baergen� RN,� autor:�Manual� of� pathology� of� the� human�
placenta.�2nd�ed.�p.335-53,�Berlin,�Springer,�2011.

５）�Helfrich� BB,� Chilukuri�N,�He�H,� et� al:�Maternal� vascular�
malperfus ion� of� the� placenta l� bed� associated� with�
hypertensive� disorders� in� the�Boston�Birth�Cohort.� Placenta�

2017;�52:�106-13.
６）�Mifsud�W,�Sebire�NJ:�Placental�pathology� in�early�onset�and�
late�onset�fetal�growth�restriction.�Fetal�Diagn�Ther�2014,�36:�
117-28.

７）�Tateishi�A,�Ohira� S,� Yamamoto�Y,� et� al:�Histopathological�
findings� of� pregnancy-induced�hypertension:� histopathology�
of� early-onset� type� reflects� two-stage� disorder� theory.�
Virchows�Archiv�2018;�472:�635-42.

８）�Aviram�A,�Giltvedt�MK,�Sherman�C,�et�al:�The�role�of�placental�
malperfusion� in� the� pathogenesis� of� preeclampsia� in�
dichorionic� and� singleton�pregnancies.� Placenta�2018;�70:�
41-9.

文 献

妊娠高血圧症候群の胎盤病理所見と
臨床相関

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   130 21.6.7   3:44:28 PM



131

　妊娠中から産褥にかけて，母体の循環動態は
ダイナミックに変化する。妊娠高血圧症候群

（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）を
合併した妊産婦では，妊娠に関連した心血管変化
はさらに増大する。そこで，妊産婦における心血
管の生理的変化を知り，必要に応じた心機能評価
を行うことが望まれる。

　正常妊娠における心血管変化を表1に示す1）。
 循環血漿量の増大

　妊娠成立後，性ホルモンの増加によりナトリウ
ム貯留が起こるなどの機序で，循環血漿量は徐々
に増加する（図1）。妊娠28 〜32週ごろに増加量が
ほぼピークに達し，平均して非妊時の1.5倍とな
る。心拍出量も同様の増加を示すが，妊娠前半で
は主に1回心拍出量が，妊娠後半では主に心拍数
が増加することによって，心拍出量の増加が達成
される2）。分娩時にはさらに心拍出量が増加し，
陣痛（子宮収縮）ごとにおよそ200 〜400mLの子宮
胎盤の血液が体循環へと移行する。分娩直後には
子宮による下大静脈の圧迫が解除され，急激な静
脈還流の増大が起こる。また，産後の子宮収縮に
伴って，子宮動脈にプーリングされていた約1Lの
血液が心臓へ還流する。分娩後も一過性に容量負
荷の状態をきたし，正常化するまでには約4 〜6

週間かかる。
 血管抵抗の低下

　子宮胎盤血管床の増加と，エストロゲン，プロ
ゲステロン，一酸化窒素（nitric oxide；NO），プ
ロスタグランジンの増加により，妊娠初期より体
血管抵抗は低下し，妊娠中期には約20％低下する。
しかしながら，妊娠後期には血管抵抗は非妊時と
同等もしくは増加し，血圧は上昇傾向となる。分
娩後もごく早期には血管抵抗が下がるが，その後
1 〜2週間は上昇する1）。

 心拍数の増加
　心拍出量の増加は，妊娠初期〜中期には主に
1回心拍出量の増加により，妊娠中期〜後期には
心拍数の増加により達成される。妊娠後期の心拍
数は，妊娠前の20％程度増加している。心拍数に
大きく関与する交感神経活性は，妊娠中には非妊
時の1.5倍に増加する3）。また，産後は交感神経活
性が低下し，副交感神経が相対的に優位になる。

　HDPで，心臓や全身血管に変化が及んでいるこ
とはよく知られている。HDPが「妊娠中毒症」と
称されていた時代に，高血圧，蛋白尿に加え，「浮
腫」が3徴として挙げられていたように，血管透過
性が亢進し，いわゆる「サードスペース」に水分貯
留している症例が多い。そのような病態の極期に

Ⅷ解説

解説4  妊娠および産褥における心血管系の
変化と心機能評価法

正常妊娠における心血管系の変化

妊娠高血圧症候群における心血管系の変化

表1　正常妊娠における妊娠前と比較した心血管変化

妊娠5週 妊娠12週 妊娠20週 妊娠24週 妊娠32週 妊娠38週

心拍数 5％増加 15％増加 15％増加 15％増加 20％増加 20％増加

収縮期血圧 同等 5％減少 5％減少 同等 5％増加 10％増加

拡張期血圧 同等 5％減少 10％減少 5％減少 同等 10％増加

心拍出量 10％増加 30％増加 35％増加 35％増加 35％増加 35％増加

体血管抵抗 10％減少 25％減少 30％減少 30％減少 30％減少 25％減少

（文献1より改変）
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循環血漿量は
非妊時の約1.5倍に

妊娠による
エストロゲンの
著明な増加など

血圧を維持する
ためにレニン，

アンジオテンシン増産

副腎皮質

アルドステロン増産

妊娠中は非妊娠時よりも
低い血漿浸透圧で
調節される

下垂体後葉

腎臓

尿細管で
Na＋，Cl－
再吸収

ADH（抗利尿ホルモン）増産

尿細管で水分保持

は，血管内volumeが減少し，心室容積の低下と
過収縮，心室壁の求心性肥厚，心嚢液増加を認め
ることが多い。正常妊娠と比較し，HDPの妊婦で
は，心筋重量，心拍出量と心収縮能が増加し，拡
張能が低下している（図2）4）。また，妊娠高血圧腎
症（preeclampsia；PE）発症前の妊娠20週ごろから
心筋拡張障害を認める，との報告もある5）。すな

わち，血圧上昇の結果として拡張障害が起こるの
ではなく，病態の一部として拡張障害が起こって
いる可能性が考えられる。そしてこれらの求心性
肥厚や拡張障害は，産後もしばらく残存する。
　HDPにおいて，血管内皮機能が低下し，全身
性に血管障害が惹起されていることはよく知られ
ている6）。PEでは，胎盤でのsFlt-1過剰産生によ

正常妊娠では，非妊娠時よりも左室
内径，壁厚ともに1〜2mm増加する。
妊娠高血圧症候群では，多くの場合，
左室壁厚がさらに増加し，収縮末期
径の低下を認める。

妊娠中は体液貯留に関与するホルモンが増産され，循環血漿量が増加する。

図2　左心室ジオメトリー

図1　妊娠による循環血漿量の増加のメカニズム

非妊娠時

乳頭筋

左心室

正常妊娠 妊娠高血圧症候群

拡
張
末
期

収
縮
末
期
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り，VEGFやPlGFを介した妊娠中の微小血管の
拡張作用が阻害され，末梢血管抵抗が上昇すると
考えられている。また，正常妊産婦に比べてNO
依存性の血管拡張反応も低下し，アンジオテンシ
ンに対する感受性が増加している7），との報告も
ある。このような血管の変化は，flow-mediated 
dilatation（FMD）や脈波伝播速度などの検査で検
出される。

 心エコー検査
　妊娠中の循環動態を評価するうえで，非侵襲的
かつ情報量の多い心臓超音波検査は非常に有用で
ある。妊娠による循環動態の変化に伴い，正常心
においても心臓超音波検査上の各指標は変化す
る。前述のような循環血漿量の増加を反映し，心
房や心室の容積は増加する8）。心室壁の厚みが増
し，左室心筋重量は20 〜30％増加する9,10）。また，
左室収縮能が不変あるいは増加する一方，左室
拡張能は妊娠後期には僧帽弁通過血流速度のE波

（拡張早期波）の減高とA波（心房収縮期波）の増高
を認め，拡張能の指標であるE/Aの低下が観察さ
れている10）。しかしながら，これらの変化はほと
んどの場合，正常値の範囲内である。ほかにも，
少量の弁逆流や心嚢液貯留は，通常の妊娠におい
てもしばしば観察される。また，妊娠子宮の増大
に伴って下大静脈が圧迫され，妊娠後期には右房
流入部位において血管径が縮小していることが多
い。仰臥位や右側臥位時の増大子宮による下大静
脈の圧迫は，心拍出量をも減少させる。妊娠後期
には仰臥位では左側臥位の30％ほど心拍出量が減
少する11）。そのため，長時間の仰臥位や右側臥位
は血圧低下をきたすことがあり（仰臥位低血圧症
候群），超音波検査時は，被験者の症状をこまめ
に聴取し，気分不良や血圧低下出現時には，体位
変換などで対応する。

 胸部X線検査
　放射線の胎児への影響は，線量と被ばく時の妊
娠週数に依存する。胎児被ばく線量が50mGy未満
では，小児がん以外の放射線の影響はないとされ
る（小児がんの発症リスクは，自然発生率が0.3％
であるのに対し，妊娠中の総被ばく量が10mGyで
0.4％，50mGyで0.6％に増加すると推測されてい
る）。一般に，胸部X線検査により胎児が受ける
被ばく量は0.01mGy未満であり，心拡大や肺水腫
などの検出には簡便に行える検査である。

 ナトリウム利尿ペプチド
　ナトリウム利尿ペプチド（BNP，NT pro-BNP，
ANP）は，心不全の診断や重症度評価，予後予測
目的に広く測定・利用されている。循環血漿量の
増加を反映し，正常妊娠でもBNPは平均で2倍程
度増加し，産後2 〜3日目にピーク値をとる。心
疾患合併妊娠だけでなく，心不全のないHDPや
多胎妊娠でも増加するが，高くてもBNP 200 〜
300pg/mL程度である。一方，心不全を合併した
周産期心筋症の診断時の平均BNP値は1,258pg/
mLと非常に高値であり，心不全スクリーニング
に有用な検査と考えられる12）。

　既往のない妊娠母体における心血管変化で，母
体死亡をも起こしうる重篤な病態・疾患として，
周産期心筋症が挙げられる。しかしながら，上記
に述べた検査を施行する対象とタイミングについ
ては，いまだ明らかではない。注目すべきことに，
周産期心筋症のリスク因子を有する妊産婦を対象
とした日本のprospective studyでは，HDP，多
胎妊娠，40歳以上の高齢妊娠を周産期心筋症ハイ
リスク妊娠と定義した129例のうち，妊娠36週の
BNP値が100pg/mL以上の症例が8例（6.2％）あり，
そのうち2例がその後に周産期心筋症を発症した，
と報告されている13）。

心機能評価方法
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）における急激な血圧上昇は，脳
血流動態の変化，脳圧亢進から血管原性あるいは
細胞障害性脳浮腫を惹起し，種々の中枢神経系の
異常症状を呈することがある。子癇は「妊娠20週以
降に初めて痙攣発作を起こし，てんかんや二次性
痙攣が否定されるもの」と定義される。子癇の初
発中枢神経症状は意識障害を伴う痙攣である。子
癇の前駆症状として，頭痛，視覚障害（羞明など），
上腹部痛などの訴えが60 〜75％の患者に認められ
るが1），これら症状の子癇発症予測因子としての明
確なエビデンスはない。また，子癇症例の38％が
前駆症状を伴わず発症するとの報告もある2）。

　脳卒中における代表的な神経学的評価法には
National Institutes of Health Stroke Scale（NIHSS）
がある。NIHSSは脳卒中でみられる神経所見を評
価して重症度を判定するもので，意識，注視，視
野，顔面麻痺，上下肢運動，運動失調，感覚，言
語，構音障害，注意障害の合計11項目からなる。
NIHSSは非常に詳細であり，必ずしも実際の産科
臨床現場における脳卒中診断に適しているとは言
い難い。脳卒中患者の機能回復程度（後遺症の程
度）を評価するためのスケールとしては，Rankin
が提唱したスケールを修正したmodifi ed Rankin 
Scale（mRS）が広く使用されている3）。mRSは0点

（まったく症状がない），1点（症状はあるが明らか
な障害はない：日常の活動は行える），2点（軽度
障害：自分の身の回りのことは介助なしで行え
る），3点（中等度障害：介助を要するが歩行は介助
を要しない），4点（中等度〜重度障害：歩行や身体
的要求に介助を要する），5点（重度障害：寝たき
りで常に介護を要する）に点数化される。

　米国脳卒中協会（ASA）は脳卒中を疑う症状と
して，顔面非対称，上下肢麻痺，言語障害の3つ
を確認するよう医療従事者のみならず一般者にも
推奨している（Act-FAST，p.98参照）4,5）。実際は
痙攣を合併した妊産婦において臨床神経症状か
ら子癇と脳卒中を鑑別することは不可能に近く，
両者の正確な鑑別は頭部画像検査（CTあるいは
MRI）で行うべきとされる。しかし，われわれは
脳卒中に特徴的な中枢神経症状についての知識を
得ておく必要がある。
　『脳卒中データバンク2015』6）による脳卒中の初
発神経症状とその頻度を表1に示す。脳卒中全体
の初発神経症状は，片麻痺（49.3％），構音障害

（23.5％），意識障害（20.1％）の順に多く，痙攣は
0.6％であった。脳出血の初発神経症状は，片麻痺

（49.7％），意識障害（35.1％），失語（26.0％），構音
障害（16.7％）が多く，痙攣は1.2％であった。くも
膜下出血の初発神経症状は，頭痛（47.5％），意識
障害（41.7％），嘔気・嘔吐（22.0％）が多く，痙攣
は1.3％であった。脳梗塞の初発神経症状は，片麻
痺（52.2％），構音障害（26.8％），失語（17.7％），意
識障害（14.9％）が多く，痙攣は0.4％であった。
　HDPと脳卒中についての関係についてはp.236 
Ⅷ章「解説24 妊産婦脳卒中」を参照されたい。

　意識障害とは，「自己と周囲の環境を正しく認
識して周囲の環境に対して適切に反応できる」状
態が障害されたものである。意識障害には，覚醒
反応の低下と周囲からの刺激に対する認知反応の
低下が含まれる。意識障害の判定には，Glasgow 
Coma Scale（GCS）が欧米では広く用いられるが，
わが国ではJapan Coma Scale（JCS）（表2）が用い
られている。意識を正常に保つには，延髄から中
脳に広がる脳幹網様体から大脳皮質に達する神経
機構である上行性網様体賦活系，視床皮質反響回

Ⅷ解説

解説5 中枢神経系評価法

子癇と中枢神経障害

脳卒中と中枢神経障害

意識障害
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路，視床が障害されたときに別経路として働く視
床下部調節系が重要な働きをしている。従って，
意識障害は上記の神経経路のいずれかが障害され
た場合に生じうる。意識障害は脳幹網様体の障害
を生じる限局性病変でも，大脳皮質を広汎に両側
性に障害する病変でも起きうる。また，脳卒中に
限らず，頭部外傷，脳腫瘍，てんかん重積，低酸
素血症，低血糖，肝不全，電解質異常，ヒステリー，
統合失調症などでも意識障害をきたす7）。『脳卒中
データバンク2015』による脳卒中初発神経症状とし
ての意識障害の頻度は，脳卒中全体20.1％，脳出血
35.1％，くも膜下出血41.7％，脳梗塞14.9％であった6）。

　随意運動を司る錐体路の障害により生じる。片
麻痺の場合，麻痺側上肢は回内位，麻痺側下枝は

外転外旋位をとりやすい。顔が麻痺側を向いてい
れば橋病変，反対側を向いていれば大脳半球の病
変が疑われる7）。『脳卒中データバンク2015』によ
る脳卒中初発神経症状としての片麻痺の頻度は，
脳卒中全体49.3％，脳出血49.7％，くも膜下出血
9.5％，脳梗塞52.2％であった6）。

　脳卒中でみられる言語障害には構音障害と失
語がある。構音障害は言語の発音が障害された
状態で，咽頭や喉頭の筋の動きに障害が起きた場
合に発症する。痙性構音障害は両側性に上位運動
ニューロンが障害された場合に生じる。弛緩性構
音障害は下位運動ニューロン以下の障害で生じ，
明瞭さに欠ける言語となり嗄声などを伴う。失調
性構音障害は小脳や脳幹の障害で生じ，断綴性言

表内表示はすべて％

表1　脳卒中の初発中枢神経症状
初発症状

脳卒中全体
n＝95,844（人）

脳出血
n＝17,723（人）

くも膜下出血
n＝5,344（人）

脳梗塞
n＝72,777（人）

片麻痺 49.3 49.7 9.5 52.2

構音障害 23.5 16.7 0.8 26.8

意識障害 20.1 35.1 41.7 14.9

失語 17.4 26.0 12.3 17.7

感覚障害 7.0 7.3 0.5 10.8

頭痛 6.8 8.4 47.5 3.4

嘔気・嘔吐 4.5 7.3 22.0 2.6

めまい 3.9 3.3 1.4 4.1

注視麻痺 2.8 3.4 1.1 3.2

半盲 2.3 1.9 0.0 2.6

痙攣 0.6 1.2 1.3 0.4

表2　Japan Coma Scale（JCS） 刺激しないでも覚醒している状態

1　　　だいたい意識清明だが，いまひとつはっきりしない

2　　　見当識障害がある

3　　　自分の名前，生年月日がいえない

刺激すると覚醒する状態

10�　　普通の呼びかけで容易に開眼する

20�　　大きな声または体をゆさぶることにより開眼する

30�　　痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと辛うじて開眼する

刺激しても覚醒しない状態

100　　痛み刺激に対し，払いのけるような動きをする

200　　痛み刺激で少し手足を動かしたり，顔をしかめる

300　　痛み刺激に反応しない

（文献6より改変）

運動障害（片麻痺）

言語障害
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語となる。運動減少性構音障害は小声となるのが
特徴である。脳卒中にみられる構音障害は，痙性，
弛緩性，失調性が多い。失語は脳の言語野に障害
を受けたときに，音声文字などの言語の表現と理
解の言語活動が崩壊した状態である。言語能力の
優位性は左大脳半球にあるため，脳卒中で失語が
みられる場合，障害部位はほとんど左大脳半球に
あると考えてよい7）。『脳卒中データバンク2015』
による脳卒中初発神経症状としての構音障害の頻
度は，脳卒中全体23.5％，脳出血16.7％，くも膜
下出血0.8％，脳梗塞26.8％であった6）。

　顔面の感覚を司る感覚路は腹側背側三叉神経視
床路から視床後内側腹側核，四肢体幹の感覚を司る
感覚路は前外側脊髄視床路核から視床後外側腹側核
であり，そのいずれかの障害により感覚障害が生じ
る。特に視床後内側腹側核と視床後外側腹側核は感
覚の中継中枢で感覚機能上重要な部位であり，感覚
障害と視床病変は大いに関係がある7）。『脳卒中デー
タバンク2015』による脳卒中初発神経症状としての
感覚障害の頻度は，脳卒中全体7.0％，脳出血7.3％，
くも膜下出血0.5％，脳梗塞10.8％であった6）。

　注視麻痺は，ある方向に向かっての両眼の共同
運動が随意的にできなくなった状態で，拮抗筋の
働きによる両眼の反対側への持続した偏位（共同
偏位）が多い。水平性共同偏位は側方へ向かう両
眼の持続性偏位で，前頭葉眼球運動野の障害時に
多くみられる。垂直性共同偏位には下方共同偏位
と上方共同偏位があり，前者は視床出血の特徴的
な兆候で，後者はてんかん発作時や失神時にみら
れることが多い7）。『脳卒中データバンク2015』に
よる脳卒中初発神経症状としての注視麻痺の頻度
は，脳卒中全体2.8％，脳出血3.4％，くも膜下出
血1.1％，脳梗塞3.2％であった6）。

　視覚障害には，霧視，一過性視覚障害，色覚異
常，視野障害，視覚失認，幻視，閃輝暗点，羞明，

光視症などがある。霧視は目の霞で眼科疾患と網
膜後頭葉系病変で起きうる。一過性視覚障害の主
な原因疾患である一過性黒内障は，内頚動脈狭窄
や頸動脈狭窄症による眼動脈の一過性虚血に由来
する。同名半盲は視野障害の一種であり，視索や
側頭葉後頭葉の障害にて生じる。右視索に病変が
あると両眼とも左半分の視野欠損が生じる。右後
頭葉の脳卒中でも両眼ともに左視野欠損が生じる
が，黄斑回避により中心部視野は保たれる。側頭
葉や後頭葉の小病変では，視野の半分のうち上半
分や下半分が欠損する同名四分盲を生じる。幻視
は視覚における幻覚であり，その一種である閃輝
暗点はギラギラ模様が出現して中心部の視野が欠
損するもので，後大脳動脈の血管攣縮が原因と考
えられる。
　羞明は光過敏になり見えづらい状態で眼科疾患
に多いが，HDPで認めたとの報告もある8）。光視
症は目に光が当たらない状態で光を感じるもの
で，硝子体剥離時の網膜刺激が原因である。脳卒
中による視覚障害は後頭葉視覚領域の血流障害，
視神経障害，網膜浮腫，網膜障害，網膜動脈血
流障害などにより起こる7）。『脳卒中データバンク
2015』による脳卒中初発神経症状としての半盲の
頻度は，脳卒中全体2.3％，脳出血1.9％，くも膜
下出血0％，脳梗塞2.6％であった6）。

　頭蓋内で痛覚を有するのは脳動静脈の一部，硬
膜の一部，軟膜，くも膜の一部で，脳実質は疼痛
を感じない。国際頭痛学会と日本頭痛学会9）は頭
痛を一次性頭痛（片頭痛，緊張性頭痛，群発頭痛）
と二次性頭痛（脳卒中，非血管性頭蓋内疾患，頭
頸部外傷，感染症，顔面頭蓋構成組織障害，精
神疾患，頭部神経痛など）に分類した。妊婦が頭
痛を訴えた場合，一次性頭痛と二次性頭痛の鑑別
を試みる。二次性頭痛を疑った場合は脳卒中など
原因疾患の鑑別診断を行う。くも膜下出血では頭
痛が初発神経症状として多くみられるが，他の脳
卒中では初発神経症状として頭痛がみられること
は比較的少ない。くも膜下出血では頭痛はほぼ必
発である。脳動脈瘤破裂直後に激烈な頭痛（両側
性90％以上，片側性10％）が出現し，以後漸減す
る7）。脳内出血では，被殻出血の13 〜20％，視床
出血の19 〜32％，小脳出血の50 〜62％，橋出血

感覚障害

注視麻痺，共同偏位
頭痛

視覚障害

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   137 21.6.7   3:44:32 PM



138

の23％に頭痛がみられる。内頚動脈，中大脳動脈
領域の脳梗塞では20％，後大脳動脈，椎骨動脈領
域の脳梗塞では70％に頭痛がみられる。脳静脈洞
血栓症では片側性の持続性頭痛が多く，最も早期
に出現する症状である7）。脳卒中による頭痛は頭
蓋内圧亢進や脳出血時の硬膜刺激などにより起こ
り，血腫の脳室，くも膜下穿破時には嘔吐を伴う。

『脳卒中データバンク2015』による脳卒中初発神経
症状としての頭痛の頻度は，脳卒中全体6.8％，脳出
血8.4％，くも膜下出血47.5％，脳梗塞3.4％であった6）。

　めまいには，回転性めまい（vertigo）と浮動性め
まい（dizziness）がある。回転性めまいは，内耳，
前庭神経，脳幹，小脳など末梢前庭系の急性障害
でみられる。脳幹や小脳以外の中枢神経系疾患に
伴うめまいは浮動性めまいのほうが多いとされる。
小脳出血では，突然のめまい，嘔気・嘔吐，後頭

部激痛を呈し，運動失調のため歩行困難になる7）。

　痙攣は不随意に全身または一部の筋肉が激しく
収縮することにより起こる発作である。痙攣が一
部の筋肉にとどまる焦点発作と全身に及ぶ全般発
作があり，後者には強直性発作（手足を強直させ
る），間代性発作（手足の屈伸を繰り返すように動
かす），強直間代性発作（両者が合わさった発作）
がある。子癇の場合，典型的には強直性発作から
間代性発作，さらに意識障害に移行する。妊産婦
における痙攣は子癇のみならず，脳卒中，てんか
んなど多くの原因疾患により引き起こされる（表
3）。比較的予後の良好な子癇と予後の悪い脳卒中
との鑑別が特に重要である。『脳卒中データバンク
2015』による脳卒中初発神経症状としての痙攣の
頻度は，脳卒中全体0.6％，脳出血1.2％，くも膜
下出血1.3％，脳梗塞0.4％であった6）。

めまい

痙攣

表3　妊産婦痙攣の原因疾患 子癇（PRES，RCVS）
脳卒中
　出血性脳卒中（脳出血，くも膜下出血，脳動静脈奇形，もやもや病）
　虚血性脳卒中（脳梗塞，脳静脈洞血栓症）
てんかん

脳血管障害

先天性脳疾患

感染性脳症

脳腫瘍

脳損傷

肝不全，腎不全

代謝性疾患，低血糖

解離性障害，転換性障害（ヒステリー）

薬剤性

抗リン脂質抗体症候群

自己免疫疾患（全身性エリテマトーデス，血栓性血小板減少性紫斑病）

１）�Sibai� BM:� Diagnosis,� prevention,� and�management� of�
eclampsia.�Obstet�Gynecol�2005;�105:�402-10.

２）�Munro�PT:�Management� of� eclampsia� in� the� accident� and�
emergency�department.�J�Accid�Emerg�Med�2000;�17:�7-11.

３）�Van�Swieten�JC,�Koudstaal�PJ,�Visser�MC,�et�al:�Interobserver�
agreement�for�the�assessment�of�handicap�in�stroke�patients.�
Stroke�1988;�19:�604-7.

４）�Kothari� RU,� Pancioli�A,� Liu�T,� et� al:� Cincinnati� prehospital�
stroke� scale:� reproducibility� and� validity.�Ann�Emerg�Med�
1999;�33:�373-8.

５）�Hurwitz�AS,� Brice� JH,�Overby�BA,� et� al:�Directed�use� of� the�
Cincinnati� prehospital� stroke� scale� by� laypersons.� Prehosp�

Emerg�Care�2005;�9:�292-6.
６）�高松和弘,�福嶋朋子,�下江　豊,�ほか:�急性期脳卒中の実態:�脳
卒中の病型別にみた初発神経症状の頻度.�脳卒中データバン
ク2015.�p.26-7,�東京,�中山書店刊,�2015.

７）�荒木信夫,�高木　誠,�厚東篤生:�脳卒中の主要症状「頭痛」.�脳
卒中ビジュアルテキスト（第4版）.�東京,�医学書院,�2015.

８）�Ohno�Y,� Iwanaga�K,� Itakura�A,� et� al:� Increased� intracranial�
blood�flow�volume�in�a�preeclamptic�woman�with�postpartum�
photophobia.�Obstet�Gynecol�2003;�101:�1082-4.

９）�日本神経学会・日本頭痛学会監,�慢性頭痛の診療ガイドライ
ン作成委員会編:�慢性頭痛の診療ガイドライン2013.�東京,�医
学書院,�2013.

文 献

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   138 21.6.7   3:44:32 PM



139

　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）は多くの因子が関与して発症
する。その因子のなかで環境要因や生活習慣を理
解することは，発症予知や発症の早期発見に重要
な意味をもつ。

　気候・季節とHDP発症の関連に関する報告は多
く，夏の間に受胎し冬に分娩する症例でリスクが
高いとされてきた1〜3）。Augerら4）は，流早産であっ
た妊婦を対象として受胎時期・妊娠期間ごとに気
温上昇とHDP発症のリスクを検討した結果，妊
娠期間で調整しない場合，12 〜2月期に受胎した
妊婦では気温が上昇するにつれて発症リスクが増
大したのに対し，6 〜8月に受胎した妊婦では気
温の上昇に伴ってリスクは軽減した。一方流産ま
たは早産の回数で調整すると，この相関はみられ
なかったと報告している。またノルウェーの分娩
登録システムを解析した研究では，春に受胎した
単胎妊婦のHDP発症頻度は，秋受胎の妊婦に比べ
20％程度高いことが示された5）。
　このように，対象集団や検討方法により結果
が異なるものの，気候とHDP発症にはなんらか
の関連があると考えられている。日本において
は，3 〜4月にかけての受胎でHDP発症率が高く

（4.9％），11 〜12月の受胎で低かった（2.9％）と報
告されている6）。

　妊娠中の喫煙は，早産や常位胎盤早期剥離，突
然の胎児死亡など多くの周産期合併症の原因とな
る7）。喫煙は血管内皮細胞障害の原因となる8）こ
とから，HDPのリスク因子になる9）と考えられる
が，逆にリスクを軽減させたという報告も多い

（smoking-preeclampsia paradox）10 〜12）。その機序

は解明されておらず，対象症例の選択バイアスに
よる可能性も指摘されており13），他の周産期合併
症予防効果も考慮して，妊娠中の喫煙はやめるよ
う指導するのが適切と考えられる。

 妊娠中の体重増加
　肥満妊婦では非肥満妊婦に比べHDPの発症頻度
が高く，発症リスクはBMIに比例して上昇する14）。
しかし，妊娠中の体重増加と妊娠高血圧腎症

（preeclampsia；PE）発症に関しては，その関連性
に否定的な報告が多い。妊娠初期のBMIが20〜24
の妊婦では体重増加によるPE発症に有意差を認
めないのに対し，妊娠前BMI＞25 〜29.9の妊婦で
は体重増加が多いほどPEの発症率が高いという
報告がある13）。妊娠前BMIにより妊娠中の体重増
加がPE発症率に与える影響が異なるという現象
は，HDP患者において体重増加の内容を検討する
際に脂肪組織の増加と浮腫の増強を区別するのが
困難であることに起因する。体重増加の内容をイ
ンピーダンス法によって体組成別に検討すると，
PEの症例は非常に強い水分貯留を示す一方，脂
肪組織はむしろ減少していたと報告されており15），
体重増加が必ずしも脂肪組織の増加（＝インスリ
ン抵抗性の増大）を反映しないことが示唆されて
いる。

 DOHaD説からみた妊娠中の栄養環境
　近年，糖尿病や高血圧などいわゆる「生活習慣
病」と称される疾患は，低栄養環境の子宮内で胎
児にプログラミングされ，出生後の生活環境と関
連して発症するというDevelopmental Origins of 
Health and Disease（DOHaD説）16）が広く知られる
ようになった。HDPは胎盤機能不全など低栄養環
境による胎児発育不全（fetal growth restriction；
FGR）の原因となるが，重症HDPに対して体重コ
ントロール目的で過度のカロリー制限を行うこ

Ⅷ解説

解説6 生活環境，生活習慣と妊娠高血圧症候群

気候・季節
肥満・体重増加

喫煙
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とは子宮内の低栄養環境を助長することになるた
め，避けるべきである17）。加えて，出生児が女児
の場合，低出生体重であること自体がHDPのリス

ク因子になるため18），世代を超えてHDPのリスク
を有することになる。
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　2018年 の 妊 娠 高 血 圧 症 候 群（hypertensive 
disorders of pregnancy；HDP）の新定義・臨床分
類では，高血圧合併妊娠（chronic hypertension；
CH）がHDPに加えられた。CHのベースとなる本
態性や二次性高血圧は，妊娠高血圧（gestational 
hypertension；GH）とは病態が異なる。また，降
圧目標も妊娠中と非妊娠時とでは異なる。ここで
は高血圧症一般の基礎的知識について概説する。

　わが国における高血圧の診断基準は，診察室血
圧で140/90mmHg以上である（図1）1）。米国では
2017年に基準が引き下げられ，130/80mmHg以上
で高血圧の診断となるが2），その後上梓された欧

州3）および日本1）のガイドライン［『高血圧治療ガ
イドライン2019』（JSH 2019）］では，降圧目標が引
き下げられたものの，診断ラインは以前と同様の
値で維持されている。
　診察室血圧は，安静後座位で2回測定し，その
平均値をとる。測定値が5mmHg以上変化する場
合は，安定するまで数回測定する。測定にはサイ
ズの合った上腕カフおよび精度管理された自動血
圧計を用いる1）。
　妊婦における高血圧の診断基準は非妊娠時と
同様であり，診察室血圧≧140/90mmHgでHDP
と診断する。このうち，高血圧が妊娠20週まで
に存在し，加重型妊娠高血圧腎症（superimposed 
preeclampsia；SPE）を発症していない場合，CH
の病型診断となる。

Ⅷ解説

解説7 高血圧症の基礎的知識

高血圧の診断基準

契機（スクリーニング）

高血圧診断

診断

家庭血圧測定が
できない場合

＊2

＊1 ＊1 ＊1

＊3

＊2 ＊2 ＊2

高血圧確定診断 仮面高血圧診断白衣高血圧診断

家庭血圧
≧135/85mmHg

必要に応じて，
自由行動下血圧測定を行う

偶発的発見・健診時・家庭血圧 /自己測定時血圧高値

診察室血圧
＜140/90mmHg

家庭血圧
≧135/85mmHg

診察室血圧
≧140/90mmHg

家庭血圧
＜135/85mmHg

＊1 診察室血圧と家庭血圧の診断が異なる場合は家庭血圧の診断を優先する。自己測定血圧とは，公衆の施設にある自動血圧
計や職域，薬局などにある自動血圧計で，自己測定された血圧を指す。

＊2 自 由 行 動 下 血 圧 の 高 血 圧 基 準 は，24時 間 平 均130/80mmHg以 上， 昼 間 平 均135/85mmHg以 上， 夜 間 平 均
120/70mmHg以上である。自由行動下血圧測定が実施可能であった場合，自由行動下血圧値のいずれかが基準値を示し
た場合，高血圧あるいは仮面高血圧と判定される。またすべてが基準値未満を示した場合は正常あるいは白衣高血圧と判
定される。

＊3 この診断手順は未治療高血圧対象にあてはまる手順であるが，仮面高血圧は治療中高血圧にも存在することに注意する必
要がある。

図1　高血圧治療ガイドライン2019（JSH 2019）における高血圧の診断手順

（日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編: 高血圧治療ガイドライン2019. p.20より転載）
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　女性の高血圧有病率は，30歳台で5.7％，40歳
台で13.6％と推定される4）（1回目の血圧測定値
140/90mmHg以上または降圧薬服用者の割合）。
これらは同年代男性の高血圧有病率（30歳台：
20.5％，40歳台：36.2％）に比べ低い4）が，若年者
では未自覚・無治療の高血圧が多い。
　妊婦において，GHは2.13％，妊娠高血圧腎症

（preeclampsia；PE）は2.74％で増加傾向との米国
の報告がある5）。CHを含めると，HDPは妊婦の
10％近くとなる可能性がある。

　 一 般 成 人 の 家 庭 血 圧 や 自 由 行 動 下 血 圧
（ambulatory blood pressure monitoring；ABPM）
は診察室血圧よりも予後と強く関連する6 〜7）。家
庭血圧やABPMでは高血圧の基準が診察室血圧よ
りも低く，家庭血圧では≧135/90mmHg，24時間
平均血圧では130/80mmHg（昼間135/85mmHg，
夜間120/70mmHg）で高血圧と判断する（図1）1）。
　家庭血圧測定はわが国で広く普及し，白衣高血
圧や治療経過の判断に大変有用であるが，測定条
件に影響される。基本として，上腕でサイズの合っ
たカフを用い，起床時（排尿後，朝食前，服薬前）
および就寝前に会話を交わさず座位安静後2回ず
つ測定し，朝夕それぞれの平均値をとる1）。
　JSH 2019の特徴として，一般成人における血
圧値の分類に家庭血圧が併記された（表1）。診察
室血圧で140/90mmHgに相当する値までは家庭
血圧が診察室血圧より5mmHg低いが，それ以上

では診察室血圧と家庭血圧との差が大きくなる。
家庭血圧が160/100mmHgであれば，診察室血圧
180/110mmHgに相当するⅢ度高血圧である。
　家庭血圧での降圧目標は，75歳未満の成人にお
いて＜125/75mmHgである。生活習慣の修正や降
圧薬治療の開始・強化を行うが，次に述べる二次
性高血圧の検討・検索が合わせて必要となる。

　高血圧が判明した場合，二次性高血圧の可能性
を検討する。特に若年発症の重症高血圧では二次
性高血圧の可能性が高く，未診断による予後の悪
化が著しいため，十分な検索を行う。二次性高血
圧の頻度は従来考えられていたよりも高く，高血
圧患者（一般成人）の10％以上である。以下，代表
的な二次性高血圧について個別に概説する。

 原発性アルドステロン症
　全高血圧患者の10％程度と頻度が高く，低カリ
ウム血症を呈さない例も半数以上存在する。根
治可能なアルドステロン産生腺腫（aldosterone- 
producing adenoma；APA）と， 生 涯 に わ た る
ミネラルコルチコイド受容体（mineralocorticoid 
receptor；MR）拮抗薬使用が推奨される特発性ア
ルドステロン症（idiopathic hyperaldosteronism；
IHA）に大別される。一般的には，血漿アルドス
テロン濃度（PAC pg/mL）/血漿レニン活性（PRA 
ng/mL/時）比（aldosterone-renin ratio；ARR）200
以上かつPAC＞120pg/mLで原発性アルドステ
ロン症を疑う。若年者や低カリウム血症，重症/
治療抵抗性高血圧，副腎偶発腫瘍や脳血管障害，
睡眠時無呼吸を伴う高血圧ではARRによるスク

女性における高血圧の頻度

診察室外血圧の基準

二次性高血圧の検索

表1　『高血圧治療ガイドライン2019』における成人血圧値の分類

分類
診察室血圧（mmHg） 家庭血圧（mmHg）

収縮期血圧 拡張期血圧 収縮期血圧 拡張期血圧

正常血圧 ＜120 かつ ＜80 ＜115 かつ ＜75

正常高値血圧 120〜129 かつ ＜80 115〜124 かつ ＜75

高値血圧 130〜139 かつ／または 80〜89 125〜134 かつ／または 75〜84

Ⅰ度高血圧 140〜159 かつ／または 90〜99 135〜144 かつ／または 85〜89

Ⅱ度高血圧 160〜179 かつ／または 100〜109 145〜159 かつ／または 90〜99

Ⅲ度高血圧 ≧180 かつ／または ≧110 ≧160 かつ／または ≧100

（孤立性）収縮期高血圧 ≧140 かつ ＜90 ≧135 かつ ＜85

（日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編: 高血圧治療ガイドライン2019. p.18より転載）
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リーニングが推奨され，降圧薬内服中の座位採血
でも評価可能である。しかし，妊娠中は血漿アル
ドステロン濃度，レニン活性ともに上昇すること
に注意する。妊婦における原発性アルドステロン
症の診断手順の例8）を図2に示す。妊娠中は，MRI
または超音波検査で副腎形態を評価する。妊婦で
MR拮抗薬使用を検討する場合，スピロノラクト
ンに比べ性ホルモン受容体関連の副作用が少ない
エプレレノンが有用と考えられる。しかしエプレ
レノンの妊娠中使用の報告は少なく，妊婦への安
全性が示されている降圧薬や，カリウム補充で血
圧や低カリウム血症がコントロールできない場合
に，十分な同意を得て使用する必要がある。

 腎血管性高血圧
　若年者における腎血管性高血圧の原因は，線
維筋性異形成（fibromuscular dysplasia；FMD）が
多い。若年発症や重症/治療抵抗性/増悪する高
血圧，腹部血管雑音，腎サイズの左右差，低カ
リウム血症，レニン活性高値などで疑い，腎動
脈超音波検査での収縮期最高血流速度上昇（PSV
＞180 〜200cm/秒）などで診断する1）。FMDでは

狭窄が腎動脈遠位部のため超音波検査で検出され
ず，非妊娠時のCT血管造影やMR血管造影で診断
に至る場合がある。FMDでは経皮的腎動脈形成
術（percutaneous transluminal renal angioplasty；
PTRA）の成績が比較的良好であり，若年女性では，
その後の妊娠出産における降圧薬回避の観点から
も，非妊娠時にPTRAの施行を積極的に検討する。

 褐色細胞腫
　妊娠中の褐色細胞腫は，全妊娠中0.002〜0.007％9）と
まれであるが，カテコラミンによる子宮胎盤血流
低下のため，母のみならず児のリスクも上昇する。
腹部超音波検査での副腎腫瘍（多くは3cm以上）や
尿中（血中遊離型）メタネフリン分画の上昇，MRI 
T2強調像で内部不均一な高信号腫瘍にて診断す
る。治療は手術が第一選択であり，妊娠中の場合，
分娩時の褐色細胞腫クリーゼのリスクを避けるた
め，妊娠中期（20 〜23週）までに診断されれば腹腔
鏡下副腎摘出術も行われることもある10）。術前に2
週間以上のα遮断薬（ドキサゾシン）の使用が必要
となるが，ドキサゾシンには胎盤移行性と母乳移
行性があり，十分な説明と同意のうえで使用する。

図2　妊婦における原発性アルドステロン症の診断手順の一例

24時間蓄尿アルドステロン濃度＞10μg/日
家族歴（高血圧/PA）の聴取

妊娠中期で
腹腔鏡下片側副腎摘出術を考慮

疑わせる所見

確定診断

局在診断

スクリーニング

・妊娠 20週以前の高血圧発症
・低カリウム血症
・蛋白尿
のいずれか1つでも陽性

・PAC＞150pg/mLかつPRA＜4ng/mL/h
・Progesterone/PAC＜20pmoL/L/pmoL/L
・ARR（＝PAC/PRA）＞200pg/mL/ng/mL/h
のいずれか1つでも陽性

副腎MRIまたは超音波検査

両側副腎過形成

出産後に副腎静脈サンプリング検査で確定＆局在診断

アルドステロン産生腺腫

腺腫あり腺腫なし

内科治療でコントロール不良

内科治療で
コントロール良好

内科治療で
コントロール良好

原発性アルドステロン症のスク
リーニングとして，妊娠中は血
漿レニン活性（PRA）の上昇に伴
いアルドステロン/レニン活性比
（ARR）200未満の偽陰性となる
ことがしばしばあるため，血漿
アルドステロン濃度（PAC）およ
びPRAの絶対値を用いた判断が
考慮される。また，妊娠中に増
加するプロゲステロンはミネラ
ルコルチコイド受容体（MR）拮抗
作用をもち，プロゲステロンに
対しアルドステロン作用が強い
場合に問題となることから，プ
ロゲステロンとPACの比を用い
た判断も検討されている。蓄尿
中のアルドステロン濃度測定は
妊婦でも有用であり，局在診断
はMRIまたは超音波にて行う。

（文献8より改変）
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 クッシング症候群
　クッシング症候群では，コルチゾール過剰によ
り中心性肥満や血糖・血圧上昇，易感染性，精神
症状や骨粗鬆症をきたす。妊娠中の報告では副腎
性クッシング症候群が多く，胎児へのリスクとし
て，早産，胎児発育不全（fetal growth restriction；
FGR），死産，自然流産，子宮内胎児死亡や副腎不
全がある11）。非妊娠時にはデキサメタゾン抑制試
験などで診断するが，妊娠中の場合，腹部超音波
検査による副腎腫瘍の確認やコルチゾール日内変
動消失所見が有用である。非妊娠時の治療は手術
が第一選択であり，妊娠中は妊娠中期の腹腔鏡下
副腎摘出術または保存的加療となるが，妊娠中の
メチラポン，ミトタン，ケトコナゾールの使用例
は少なく，有用性・安全性は未確立である。

　本態性高血圧では，生活習慣の修正と必要な場
合の降圧薬使用が主な治療方針となる。一般成人
の初診時に≧140/90mmHgで，低・中等リスク（年
齢65歳以上，男性，脂質異常症，喫煙のいずれも
なく，診察室血圧180/110mmHg未満）であれば生
活習慣の修正を指導し，おおむね1カ月後に再評
価する。脳心血管病既往，非弁膜症性心房細動，
糖尿病，蛋白尿のある慢性腎臓病（chronic kidney 
disease；CKD）など高リスクの場合には直ちに薬
物療法を開始するとともに，生活習慣の修正を指導
する。主な生活習慣の修正点としては，減塩（6g/日
未満），野菜・果物摂取などの食事パターン，適正

体重の維持，運動，節酒，禁煙がある。降圧薬の第
一選択は，利尿薬，カルシウム拮抗薬，ACE阻害
薬，アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（angiotensin
Ⅱ receptor blocker；ARB）である。若年女性では，
特にARB，ACE阻害薬は妊娠中禁忌であり，妊娠
判明時に中止する旨を十分指導する。

　若年者では，高齢者に比べ高血圧によるリス
ク上昇が顕著となると想定される。血圧140 〜
159/90 〜99mmHgの正常血圧群（＜120/80mmHg）
に対する長期脳心血管病死亡ハザード比は，後期
高齢者（75 〜89歳）では1.38，前期高齢者（65 〜74
歳）では2.20，中壮年者（40 〜64歳）では2.99と，年
齢が下がるにつれて上昇する12）。若年女性の高血
圧をみた場合，他のリスクに乏しいからと放置せ
ず，無症状でも治療や経過観察の必要性を十分に
説明し，理解を得ることが肝要である。

　高血圧症に関する基礎的知識について，若年女
性や妊娠に関連する部分を強調して概説した。若
年高血圧女性は妊娠するとHDPとなり，妊娠中の
血圧上昇は産後の高血圧発症リスクとなる。高血
圧症の基礎的知識が一般に広まることで，未治療，
無治療，治療不十分な高血圧が減少し，合併症の
回避につながることが望まれる。

本態性高血圧

若年高血圧のリスク
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参照 p.17Ⅰ章「総論3 高血圧に関する考え方」
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　 高 血 圧 合 併 妊 娠（chronic hypertension；CH）
は妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）の一病型であり，高血圧が妊
娠前あるいは妊娠20週までに存在し，加重型妊娠
高 血 圧 腎 症（superimposed preeclampsia；SPE）
を発症していない場合をいう1）。わが国では0.5 〜
3.5％に合併していたという報告がある2,3）。欧米か
らは全妊娠の1 〜5％に合併し4,5），母体年齢の増
加とともに合併率が上昇する5）と報告されている。

　CHと妊娠転帰のメタアナリシスによれば，
SPEの推定罹患率は25.9％（95％ CI：21.0-31.5），帝
王切開は41.4％（95％ CI：35.5-47.7），37週未満の
早産は28.1％（95％ CI：22.6-34.4），2,500g未満の
低出生体重児は16.9％（95％ CI：13.1-21.5），出
生児に集中治療を必要とする割合は20.5％（95％
CI：15.7-26.4），新生児死亡は4.0％（95％ CI：2.9-5.4）
であった4）。また，米国からの報告を基に行われ
た正常血圧妊娠に対する相対危険度は，SPEが7.7

（95％ CI：5.7-10.1），帝王切開が1.3（95％ CI：1.1-
1.5），37週未満の早産が2.7（95％ CI：1.9-3.6），2,500g
未満の低出生体重児が2.7（95％ CI：1.9-3.8），新生
児の集中治療室入室は3.2（95％ CI：2.2-4.4），新生
児死亡は4.2（95％ CI：2.7-6.5）であった5）。ただし，
本レビューでのSPEは，高血圧が妊娠20週までに
存在し，妊娠20週以降に蛋白尿を伴うものもあれ
ば蛋白尿以外の臓器障害を認めるものも含まれる
など，統一されたものではない。また，2007年の
Ananthら6）の報告では221,090例の単胎出産の検討
で，CHの胎盤早期剥離の相対危険度は2.4（95％
CI：2.3-2.5）であった。
　また，合併症の発症率は，高血圧の罹病期間や
重症度，SPEの併発と関連がある7）。高血圧の罹

病期間が4年以上である場合（31％ vs. 22％），前
回妊娠時の妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）
の既往がある場合（32％ vs. 23％），拡張期血圧が
100mmHg以上ある場合（42％ vs. 24％）は，それ
ぞれそうでない場合と比較してSPEの発症が有意
に増加したという報告がある8）。

　CHでは，慢性腎臓病（chronic kidney disease；
CKD）や糖尿病といった合併症や臓器障害を評価
し，管理について各専門科へ相談することが推奨
される。
　CHにおける家庭血圧測定の有用性については，
コンセンサスが得られていない。しかしわが国で
は家庭血圧計の普及が進んでおり，適正な血圧機
器を正しく使用することで白衣高血圧を診断し，
不必要な病院受診を回避できる可能性が期待され
る。一方で，仮面高血圧や血圧変動が大きい場合
などは早めの来院を指示する（詳細はp.121 Ⅷ章
｢解説1 血圧測定法｣参照）。
　高血圧に対し，妊娠前から非薬物療法（食事，
運動）が行われている場合には，妊娠中も継続す
る。参考までに日本高血圧学会による『高血圧治
療ガイドライン2019』に挙げられている，高血圧
症（非妊婦）に対する生活習慣の修正項目を表1に
挙げる。CHのうち，妊娠前の血圧値が不明で，
妊娠後に初めて高血圧を指摘された場合は，PE
に対するのと同様7 〜8g/日の塩分制限が推奨さ
れる。

　すべての降圧薬は胎盤通過性があるため，妊婦
に降圧薬を使用する際には，胎児への影響（主に
妊娠初期の使用による催奇形性と，妊娠中期以降

Ⅷ解説

解説8  妊娠前と妊娠中の降圧療法

高血圧合併妊娠とは

高血圧合併妊娠の母児予後

降圧薬の選択

高血圧合併妊娠の管理（評価，家庭血圧，
食事，運動について）

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   145 21.6.7   3:44:36 PM



146

の使用による胎児毒性など）と降圧効果について
考慮する必要がある。一方で，近年降圧薬使用の
有無にかかわらず，母体の高血圧自体が特定の形
態異常と関連するという報告9,10）もある。降圧薬
の母児への安全性と効果に関するエビデンスは限
られているが，胎児毒性が明らかであるレニン・
アンジオテンシン系阻害薬の使用は絶対的に禁忌
である。
　本診療指針ではCHの妊娠中に使用する降圧薬
として，メチルドパ，ラベタロール，ニフェジピ
ン徐放薬の使用を推奨する。降圧薬の選択に関
しては各降圧薬の特徴と副作用を考慮し，患者に
合った選択を行う。降圧薬を併用する場合は，各
降圧薬の作用機序を考慮したうえで併用する。以
下に各降圧薬の詳細を記す。
　CHにおいて，降圧薬による加療が重症域の高
血圧を防ぐ効果があることが示されている11）。し
かし，どの降圧薬が最も適しているかを決定する
にはエビデンスが不足している11）。近年の高血圧
合併妊娠におけるRCTでは，ラベタロールと比較
してメチルドパのほうが母児アウトカムに対して
勝っていた12）という報告や，降圧に関してラベタ
ロールとニフェジピンで差は認められなかった13）

という報告がある。

 レニン・アンジオテンシン系阻害薬：禁忌
　ACE阻害薬，アンジオテンシン受容体拮抗薬

（angiotensinⅡ receptor blocker；ARB）はヒトで

の妊娠中期以降の使用で胎児毒性が確認されてお
り，胎児の低血圧と腎血流量の低下をきたし，尿
細管の形成異常（renal tubular dysgenesis）を引き
起こす。胎児腎不全による尿量減少と羊水過少症
による物理的な圧迫のため，胎児に肺低形成，四
肢拘縮，頭蓋・顔面の変形などをきたす14,15）ため
妊娠中の使用は禁忌である。レニン阻害薬もその
作用機序から同様の影響が予想されるため，妊娠
中の使用は禁忌である。これらを使用している女
性が妊娠した場合は速やかに内服を中止し，他薬
に変更する。
　一方，妊娠初期での使用と催奇形性に関しては，
以前にACE阻害薬と心臓の形態異常との関連を
示唆する報告16）があったものの，その後は形態異
常との関連を否定する報告が続いている17,18）。こ
れまでの報告からは妊娠初期の使用による催奇形
性はない（一般の催奇形性のリスクを上回るリス
クはない）と考えられるものの，妊娠中の使用は
原則禁忌である。厚生労働省事業である妊娠と薬
情報センターでは，患者への妊娠中や授乳中の薬
剤使用に関する相談業務を行っているので，参考
にされたい（https://www.ncchd.go.jp/kusuri/）。

 Methyldopa：メチルドパ
　中枢性交感神経抑制薬のメチルドパは，欧米諸
国や国際学会のガイドラインで使用が推奨19 〜21）さ
れている。メチルドパは子宮胎盤循環や胎児の血
行動態に影響が少なく22），出生後7.5年の追跡調査

降圧薬各論

（日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編: 高血圧治療ガイドラ
イン2019. p.64より転載）

生活習慣の複合的な修正はより効果的である
＊ カリウム制限が必要な腎障害患者では，野菜・果物の積極

的摂取は推奨しない
　 肥満や糖尿病患者などエネルギー制限が必要な患者におけ

る果物の摂取は 80kcal/ 日程度にとどめる

表1　高血圧症（非妊婦）に対する生活習慣の修正項目

1.�食塩制限6g/日未満
2.�野菜・果物の積極的摂取＊
　�飽和脂肪酸，コレステロールの摂取を控える
　�多価不飽和脂肪酸，低脂肪乳製品の積極的摂取
3.�適正体重の維持：BMI（体重［kg］÷身長［m］2）25未満
4.��運動療法：軽強度の有酸素運動（動的および静的筋肉負荷運動）
を毎日30分，または180分/週以上行う

5.��節酒：エタノールとして男性20-30mL/日以下，女性10-20�
mL/日以下に制限する

6.�禁煙
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でも児への悪影響が認められなかった23）。妊娠初
期の使用でも明らかな催奇形性の増加は認められ
なかった24）。副作用として，眠気や母児ともに肝
機能障害に注意が必要である。

 Labetarol：ラベタロール
　αβ遮断薬のラベタロールは，欧米諸国のガイ
ドラインでCHに対する第一選択薬とされている19 〜21）。
妊娠期間中に安全に使用でき，かつ効果があるこ
とが認められている25,26）が，一般的に日本人はβ
遮断薬に対する忍容性が低い（徐脈が多い）ことな
どに留意する必要がある。β遮断薬と同様，気管
支喘息患者には使用を避けるべきである。分娩時
の入院データベースを使用した研究では，他の降
圧薬を使用したときよりも点滴のラベタロールを
使用した際に重篤な喘息発作の頻度が多かったと
報告されている27）。

 Nifedipine：ニフェジピン徐放薬
　妊娠初期にカルシウム拮抗薬に曝露された78
人を調査した前向き研究では，形態異常の発生
リスクは認めなかった28）。また，The European 
Network of Teratology Information Servicesによ
る多施設前向きコホート研究で，妊娠初期にカル
シウム拮抗薬に曝露された299人についての調査
でも催奇形性の上昇は認めず，安全に使用できる
可能性が高い29）。ニフェジピンは第一世代のカル
シウム拮抗薬で，妊娠初期での使用報告が最も多
い。欧米諸国のガイドラインで挙児希望の高血圧
女性・妊娠全期間ともに使用が推奨されている。
わが国では2011年よりニフェジピン（アダラートⓇ）・
ニフェジピン徐放薬（アダラートLⓇ/CRⓇ）で，妊
娠20週以降の使用に限り添付文書上の禁忌がはず
されている。「妊娠20週」に医学的な根拠はないも
のの，それ未満の使用は2021年4月現在添付文書
上いまだに禁忌であり，使用の際には十分なイン
フォームドコンセントを必要とする。胎盤循環に
は自己調節能がないといわれており，急激かつ過
度の降圧は胎児胎盤循環不全をきたすおそれがあ
る。そのため，徐放薬の使用を原則とする。
　カルシウム拮抗薬は安定した降圧効果が得られ
ること，副作用が少なく忍容性がよいことなどか
ら，一般高血圧診療で頻用されている。日本高血
圧学会による『高血圧治療ガイドライン2019』30）で
も，主要降圧薬の1つに挙げられているため，妊
娠年齢高血圧女性に対しても使用される頻度が高
い。アムロジピンは，ニフェジピンと同じジヒド

ロピリジン系のカルシウム拮抗薬であるが，先行
して使用されていたニフェジピンと比較して，血
管拡張に伴う反応性頻脈や頭痛などの副作用が少
ない。また，長時間作用型であるため，1日1回の
使用でニフェジピンを1日2回服用する場合と同等
の安定した降圧効果が得られることが知られてい
る31,32）。アムロジピンは，わが国においては2021
年4月現在では添付文書上妊娠全期間で禁忌とさ
れているが，妊娠初期にアムロジピンを使用した
症例はこれまでに100例近くの報告があり，現時
点では催奇形性を上昇させることはないと考えら
れる33 〜35）。

 Hydralazine：ヒドララジン
　血管拡張薬であるヒドララジンは，一般高血圧
の治療にはほとんど使用されていない。メタアナ
リシスでは，妊娠中の重症高血圧に対する治療効
果は他の降圧薬に劣ることや，副作用がわずか
に増加したと報告されている36）。そのためsecond 
lineに位置付けられる。

 β遮断薬
　妊娠初期のβ遮断薬の使用による催奇形性
の上昇は，現時点ではないと考えられる37 〜39）。
Atenolol（アテノロール）は妊娠中の使用で胎児発
育不全と関連する報告40）があるため，代替薬がな
い場合を除いては妊娠中の使用は推奨されない。
β遮断薬は，気管支平滑筋のβ2受容体を遮断し
気道抵抗を増加させるため，気管支喘息患者には
投与すべきではない（原則禁忌）。

 利尿薬
　利尿薬の使用による催奇形性全体の上昇は現在
のところないと考えられている。CHに対する利
尿薬の使用により，循環血漿量の減少は起こった
ものの，妊娠結果には悪影響を及ぼさなかったと
いう報告41）もあるが，一般的には妊婦の降圧目的
としては用いられず，妊娠中は心不全などの基礎
疾患のために治療継続が必要な症例のみの使用が
好ましい。

　血圧が重症域（160/110mmHg以上）になる前
から降圧治療を開始することについて，降圧
による胎児への血流不全を懸念する多くの議
論がこれまでなされてきた。2015年にControl 
of Hypertension in Pregnancy Study（CHIPS） 

治療開始基準，目標血圧値
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Trial42）の 結 果 が 報 告 さ れ た が， こ れ は 計987
人の妊娠女性［75％がCH，25％が妊娠高血圧

（gestational hypertension；GH）］を対象に，目標
血圧をtight（目標拡張期血圧85mmHg）またはless 
tight（目標拡張期血圧100mmHg）に設定して降圧
加療を行い，2群で妊娠転帰を比較したものであ
る。妊娠期間中のless tight control群の血圧値は，
tight control群（133/85mmHg）よりも収縮期血圧
が6mmHg，拡張期血圧が5mmHg高かった（p＜
0.001）。Less tight control群はtight control群と比
較して，pregnancy lossと出生後48時間以上の新
生児の新生児集中治療室（neonatal intensive care 
unit；NICU）入室の複合アウトカムは同様の出現
率であった（31.5％ vs. 30.7％；p＝0.84）。出生体
重が10パーセンタイル未満のsmall for gestational 
age（SGA）児の割合（16.1 ％ vs. 19.8％；p＝0.14），
妊娠37週未満の早産の出現率（35.6 ％ vs. 31.5％；
p＝0.18）43）は両群で差を認めなかった。出生後12
カ月のfollow upでも両群の児の発育に特記すべき
差を認めなかった44）。一方，母体の重症高血圧の
頻度（40.6％ vs. 27.5％；p＜0.001），10万/mm3未
満の血小板減少（4.3％ vs. 1.6％；p＝0.02）と肝酵
素上昇（4.3％ vs. 1.8％；p＝0.03）はいずれもless 
tight control群で多く認められた。母体の重篤な
副作用は両群で差を認めなかった（3.7％ vs. 2.0％；
p＝0.17）42）。また，本研究のサブ解析では，334
人（34.1％）の女性が重症域の高血圧を認めており，
母体の再入院以外のアウトカムで重症高血圧と
の有意な関連が認められた45）［primary outcome：
pregnancy lossと 出 生 後48時 間 以 降 のNICU入
室 の 複 合 ア ウ ト カ ム（p＜0.001），secondary 
outcome：重篤な母体副作用，10パーセンタイル
未満のSGA（p＜0.001），PE（p＜0.001），妊娠34週
未満・37週未満の早産（p＜0.001），肝酵素上昇（p
＜0.001），血小板10万/mm3未満（p＝0.006），10日
間以上の母体の入院延長（p＝0.03）］。また，less 
tight control群でのみ母体の重篤な副作用を認め
た。さらにPE発症の有無にかかわらず，primary 
outcome（p＜0.001），10パーセンタイル未満の
出生体重（p＝0.005），妊娠37週未満の早産（p＜
0.001），妊娠34週未満の早産（p＜0.001），肝酵素
上昇（p＝0.02）との関連を認め，重症域の高血圧
は降圧コントロールやPE発症の有無にかかわら
ずリスクであることが明らかとなった。
　まとめると，tight control群のほうがless tight 

control群と比較して出生児のアウトカムは同等か
つ母体のアウトカムが良好であった。特に母児ア
ウトカムと大きく関連する重症域の高血圧の頻度
は，tight control群で有意に低かった。
　英国国立医療技術評価機構（NICE）20），国際
妊娠高血圧学会（ISSHP）21）のガイドラインでは，
CHIPS trialの結果を根拠に140/90mmHg（家庭
血圧135/85mmHg）21）を降圧薬使用開始基準と
している。目標血圧は拡張期血圧85mmHg20）や
135/85mmHg21）とし，110/7020）〜8021）mmHgを下
回らないことが推奨されている。一方，米国産科
婦人科学会（ACOG）のガイドライン19）では降圧薬
を使用して母体血圧を下げた場合，胎児への血流
を確保できる証拠がないという理由から，降圧薬
使用開始基準は重症高血圧とし，120/80mmHgを
下回らないコントロールを推奨している。ただし，
糖尿病やCKD，脳心血管病の合併や臓器障害を示
唆する所見，重度の血小板減少がある場合は，こ
れ以上の臓器障害の進展や母体脳出血を防ぐ目的
で，より低い血圧値からの降圧が適しているとも
附記されている。
　これらを踏まえ，特に妊娠前より高血圧が指
摘されている場合，あるいは妊娠20週以前に
140/90mmHg以上を認める場合には降圧薬を開始
し，生理的血圧降下を観察しながら注意深く降圧
薬を調整する。重症域（160/110mmHg以上）を複
数回認めた場合は速やかに降圧薬による加療を開
始することが推奨される。CHの場合の降圧目標
は140/90mmHg未満とするが，過度の降圧による
子宮胎盤循環不全による胎児への血流不全をきたさ
ないように緩徐に降圧する。

　低用量アスピリンのPE発症予防について検討
したASPRE studyのサブ解析では，CHに対す
るSPE発症予防効果は明らかではなかった［aOR 
1.29（95％ CI：0.33-5.12）］46）しかし，このサブ解析
に対してはサンプル不足などの問題が指摘されて
いる47）。CHはSPEのハイリスク要因であり，妊娠
中（可能であれば妊娠16週未満から）の使用が各国
のガイドラインで推奨されている19 〜21）。しかし単
一施設の後方視的研究では，CHに対する低用量
アスピリンはSPE発症やSGA，早産の発症を有意
に抑制していなかった48）。2021年4月現在，CHに

低用量アスピリン
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対する低用量アスピリンの効果を検討するRCT49）

が進行中である。さらなる検討が必要である（p.59
Ⅰ章「総論13 発症予防」参照）。

　PEやGHは将来の高血圧や脳心血管病の発症リ
スクであることが明らかである（p.118 Ⅶ章「CQ2 
母体の長期予後を考えた管理方法は？」参照）が，
CHはそれ以上の，CHにSPEを発症した女性はさ
らにそれ以上の将来のリスクであることが報告さ
れている50）。

　妊娠を希望する高血圧女性の妊娠転帰を改
善するための妊娠前目標血圧は明らかではな
い。しかしこれまでの報告からは，少なくとも
140/90mmHg未満にコントロールできている状
態での妊娠が望ましい。妊娠前から高血圧を認
めるCHで，初診時（中央値妊娠10.0週）の血圧が
降圧薬を使用していなくても140/90mmHg未満
の群（group 1），降圧薬を使用して140/90mmHg
未 満 の 群（group 2）， 降 圧 薬 を 使 用 し て も

140/90mmHg以上の群（group 3）で妊娠転帰を比
較した研究（初診後は130 〜140/80 〜90mmHgの
範囲内でコントロールされている）では，group 
1，group 2，group 3の順に160/110mmHg以上の
重症域の高血圧発症（10.6％，22.2％，52.1％），妊
娠37週未満のSPE発症（7.0％，15.9％，20.4％），児
のSGA（13.1％，17.7％，21.1％）が増加していた。
妊娠37週以降のSPEは発症率に差を認めなかった

（9.5％，9.1％，6.6％）51）。この研究結果からは，妊
娠は高血圧女性にとっても必ずしも計画的なもの
ではないため，普段より少なくとも140/90mmHg
未満にしておくことが好ましいと考えられる。
　妊娠前の原疾患治療や腎保護作用を目的に，
ACE阻害薬およびARBの使用が必要な場合は，
原疾患を安定させたうえで，中止または変更して
から妊娠することが望ましい。それが難しい状況
の場合，十分な説明と同意の下，妊娠成立まで使
用し，妊娠判明と同時に中止・変更する。ただし，
その際には必ず厳格な妊娠モニタリングを行う。

１）�日本妊娠高血圧学会編:�妊娠高血圧症候群�新定義・分類�運用
上のポイント.�東京,�メジカルビュー社,�2019.

２）�Ogawa�K,�Urayama�KY,�Tanigaki�S,�et�al:�Association�between�
very� advanced� maternal� age� and� adverse� pregnancy�
outcomes:� a� cross� sectional� Japanese� study.�BMC�Pregnancy�
Childbirth�2017;�17:�349.

３）�Iwama�N,�Metoki�H,�Nishigori�H,� et� al:� Association�between�
alcohol� consumption�during�pregnancy� and�hypertensive�
disorders�of�pregnancy�in�Japan:�the�Japan�Environment�and�
Children's�Study.�Hypertens�res�2019;�42:�85-94.

４）�Bramham� K,� Parnell� B,� Nelson-Piercy� C,� et� al:� Chronic�
hypertension�and�pregnancy�outcomes:�systematic�review�and�
meta-analysis.�BMJ�2014;�348:�g2301.

５）�Ananth� CV,� Duzyj� CM,� Yadava� S,� et� al:� Changes� in� the�
Prevalence� of�Chronic�Hypertension� in�Pregnancy,�United�
States,�1970�to�2010.�Hypertension�2019;�74:�1089-95.

６）�Ananth� CV,� Pel t ier� MR,� Kinz ler� WL,� et� a l :� Chronic�
hypertension� and� risk� of� placental� abruption:� is� the�
association�modified� by� ischemic�placental� disease ？�Am� J�
Obstet�Gynecol�2007;�197:�273.�e1-7.

７）�Lindheimer�MD,�Taler� SJ,� Cunningham�FG:�Hypertension� in�
pregnancy.�J�Am�Soc�Hypertens�2010;�4:�68-78.

８）�Sibai� BM,� Lindheimer�M,�Hauth� J,� et� al:� Risk� factors� for�
preeclampsia,� abruptio� placentae,� and� adverse� neonatal�
outcomes�among�women�with�chronic�hypertension.�National�
Institute�of�Child�Health�and�Human�Development�Network�of�
Maternal-Fetal�Medicine�Units.�N�Engl�J�Med�1998;�339:�667-71.

９）�Bateman� BT,�Huybrechts� KF,� Fischer�MA,� et� al:� Chronic�
hypertension� in� pregnancy� and� the� risk� of� congenital�

malformations:� a� cohort� study.�Am� J�Obstet�Gynecol�2015;�
212:�337.�e1-14.

10）�Bellizzi�S,�Ali�MM,�Abalos�E,�et�al:�Are�hypertensive�disorders�
in� pregnancy� asociated�with� congenital�malformations� in�
offspring ？�Evidence� from� the�WHO�Multicountry� cross�
sectional� survey� on�maternal� and� newborn� health.� BMC�
Pregnancy�Childbirth�2016;�16:�198.

11）�Webster� LM,�Conti-Ramsden�F,� Seed�PT,� et� al:� Impact� of�
Antihypertensive� Treatment� on�Maternal� and� Perinatal�
Ou t comes� i n� P r egnancy� Comp l i c aed� by� Ch ron i c�
Hypertension:�A�Systematic�Review�and�Meta-Analysis.�J�Am�
Heart�Assoc�2017;�6:�e005526.

12）�Magee�LA,� von�Dadelszen�P,� Singer� J,� et� al:� CHIPS� Study�
Group.�Do�labetalol�and�methyldopa�have�different�effects�on�
pregnancy� outcome ？�Analysis� of� data� from� the�Control� of�
Hypertension� in�Pregnancy�Study（CHIPS）� trial.� BJOG�2016;�
123:�1143-51.

13）�Webster� LM,�Myers� JE,�Nelson-Piercy�C,� et� al:� Labetalol�
Versus�Nifedipine�as�Antihypertensive�Treatment�for�Chronic�
Hypertension� in�Pregnancy�A�Randomized�Controlled�Trial.�
Hypertension�2017;�70:�915-22.

14）�Bar�M� Jr,� Cohen�MM� Jr:� ACE� inhibitor� fetopathy� and�
hypocalvaria:� the� kidney-skull� connection.� Teratology�1991;�
44:�485-95.

15）�Serreau�R,�Luton�D,�Macher�MA,�et�al:�Developmental�toxicity�
of� the� angiotensinⅡ� typeⅠ� receptor� antagonists� during�
human�pregnancy:� a� report� of�10� cases.� BJOG�2005;�112:�
710-2.

16）�Cooper�WO,�Hernandez-Diaz� S,�Arbogast� PG,� et� al:�Major�

文 献

プレコンセプションケア（妊娠前管理）

長期管理

参照 p.59Ⅰ章「総論13 発症予防」参照
　　  p.118  Ⅶ章「CQ2 母体の長期予後を考えた管

理方法は？」
　　 p.121 Ⅷ章「解説1 血圧測定法」

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   149 21.6.7   3:44:37 PM



150

congenital�malformations� after� first-trimester� exposure� to�
ACE�inhibitors.�N�Engl�J�Med�2006;�354:�2443.

17）�Bateman� BT,� Patorno� E,� Desai� RJ,� et� al:� Angiotensin-
Converting�Enzyme� Inhibitors� and� the�Risk� of�Congenital�
Malformations.�Obstet�Gynecol�2017;�129:�174-84.

18）�Moretti�ME,�Caprara�D,�Drehuta� I,� et� al:� The� Fetal� Safety� of�
Angiotensin�Converting�Enzyme�Inhibitors�and�AngiotensinⅡ�
Receptor�Blockers.�Obstet�Gynecol�Int�2012;�658310.

19）�ACOG�Practice�Bulletin�No.� 203:�Chronic� hypertension� in�
pregnancy,�ACOG�Committee� on�Practice�Bulletin.�Obstet�
Gynecol�2019;�133:�e26-50.

20）�The�National� Institute� for�Health� and� Care� Excellence:�
Hypertension�in�pregnancy:�diagnosis�and�management.�NICE�
guideline�2019;�9-54.

21）�Brown�MA,�Magee�LA,�Kenny�LC,� et� al:� The�hypertensive�
disorders� of� pregnancy:� ISSHP� classification,� diagnosis�＆�
management� recommendations� for� international� practice.�
Pregnancy�Hypertens�2018;�13:�291-310.

22）�Montan� S,�Anandakumar�C,�Arulkumaran� S,� et� al:� Effects� of�
methyldopa� on�uteroplacental� and� fetal� hemodynamics� in�
pregnancy-induced�hypertension.�Am�J�Obstet�Gynecol�1993;�
168:�152-6.

23）�Cockburn�J,�Moar�VA,�Ounsted�M,�et�al:�Final�report�of�study�
on�hypertension�during�pregnancy:� the� effects� of� specific�
treatment� on� the� growth� and�development� of� the� children.�
Lancet�1982;�1:�647.

24）�Hoeltzenbein�M,�Beck�E,�Fietz�AK,�et�al:�Pregnancy�Outcome�
After� First� Trimester�Use� of�Methyldopa:� A� Prospective�
Cohort�Study.�Hypertension�2017;�70:�201-8.

25）�Magee�LA,�Namouz-Haddad� S,� Cao�V,� et� al:� Labetalol� for�
hypertension� in�pregnancy.�Expert�Opin�Drug�Saf�2015;�14:�
453-61.

26）�Webster� LM,�Myers� JE,�Nelson-Piercy�C,� et� al:� Labetalol�
Versus�Nifedipine�as�Antihypertensive�Treatment�for�Chronic�
Hypertension� in�Pregnancy:�A�Randomized�Controlled�Trial.�
Hypertension�2017;�70:�915-22.

27）�Booker�WA,�Siddiq�Z,�Huang�Y,�et�al:�Use�of�Antihypertensive�
Medications�and�Uterotonics�During�Delivery�Hospitalizations�
in�Women�With�Asthma.�Obstet�Gynecol�2018;�132:�185.

28）�Magee�LA,� Schick�B,�Donnenfeld�AE,� et� al:� The� safety� of�
calcium�channel�blockers�in�human�pregnancy:�a�prospective,�
multicenter� cohort� study.�Am� J�Obstet�Gynecol�1996;�174:�
823-8.

29）�Weber-Schoendorfer�C,�Hannemann�D,�Meister�R,� et� al:� The�
safety� of� calcium� channel� blockers� during� pregnancy:� a�
prospective,�multicenter,�observational�study.�Reprod�Toxicol�
2008;�26:�24-30.

30）�日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編:�高血
圧治療ガイドライン2019.� 東京,� ライフサイエンス出版,�
2019.

31）�Lorimer�AR,�Anderson� JA,� Laher�MS,� et� al:� Double-blind�
comparison� of� amlodipine� and� nifedipine� retard� in� the�
treatment� of� mild� to� moderate� hypertension.� J� Hum�
Hypertens�1994;�8:�65-8.�

32）�Lorimer�AR,�Anderson� JA,� Laher�MS,� et� al:� Double-blind�
comparison� of� amlodipine� and� nifedipine� retard� in� the�
treatment� of� mild� to� moderate� hypertension.� J� Hum�
Hypertens�1994;�8:�65-8.�

33）�Weber-Schoendorfer�C,�Hannemann�D,�Meister�R,� et� al:� The�
safety� of� calcium� channel� blockers� during� pregnancy:� a�
prospective,�multicenter,�observational�study.�Reprod�Toxicol.�
2008;�26:�24–30.�

34）�Ahn�HK,� Nava-Ocampo� AA,� Han� JY,� et� al:� Exposure� to�
amlodipine� in� the� first� trimester� of� pregnancy� and�during�

breastfeeding.�Hypertens�Pregnancy.�2007;�26:�179-87.�
35）�Mito�A,�Murashima�A,�Wada�Y,�et�al:�Safety�of�Amlodipine�in�
Early�Pregnancy.�J�Am�Heart�Assoc.�2019;�6;�8�:�e012093.�

36）�Magee�LA,�Cham�C,�Waterman�EJ,� et� al:�Hydralazine� for�
treatment� of� severe� hypertension� in� pregnancy:�meta-
analysis.�BMJ�2003;�327:�955.

37）�Fisher� SC,�Van�Zutphen�AR,�Werler�MM,� et� al:�Maternal�
Antihypertensive�Medication�Use� and�Congenital�Heart�
Defects:�Updated�Results� From� the�National� Birth�Defects�
Prevention�Study.�Hypertension�2017;�69:�798.

38）�Duan� L,� Ng�A,� Chen�W,� et� al:� β-Blocker� Exposure� in�
Pregnancy�and�Risk�of�Fetal�Cardiac�Anomalies.�JAMA�Intern�
Med�2017;�177:�885-7.

39）�Bateman�BT,�Heide-Jørgensen�U,� Einarsdóttir� K,� et� al:�β-�
Blocker� Use� in� Pregnancy� and� the� Risk� for� Congenital�
Malformations:�An� International�Cohort� Study.�Ann� Intern�
Med�2018;�169:�665-73.�doi:10.7326/M18-0338.

40）�Lydakis�C,�Lip�GY,�Beevers�M,�et�al:�Atenolol�and�fetal�growth�
in�pregnancies�complicated�by�hypertension.�Am�J�Hypertens�
1999;�12:�541.

41）�Sibai�BM,�Grossman�RA,�Grossman�HG:�Effects�of�diuretics�on�
plasma�volume� in�pregnancies�with� long-term�hypertension.�
Am�J�Obstet�Gynecol�1984;�150:�831-5.

42）�Magee�LA,� Singer� J,� von�Dadelszen�P:� CHIPS� Study�Group:�
Less-tight�versus�tight�control�of�hypertension�in�pregnancy.�
N�Engl�J�Med�2015;�372:�2367-8.

43）�Pels�A,�Mol�BWJ,�Singer�J,�et�al:�Influence�of�Gestational�Age�
at�Initiation�of�Antihypertensive�Therapy�Secondary�Analysis�
of�CHIPS�Trial�Data�（Control� of�Hypertension� in�Pregnancy�
Study）.�Hypertension�2018;�71:�1170-7.

44）�Magee�LA,�Synnes�AR,�von�Dadelszen�P,�et�al:�CHIPS-CHILD:�
testing� the� developmental� programming�hypothesis� in� the�
offspring�of�the�CHIPS�trial.�Preg�Hypertens�2018;�14:�15-22.

45）�Magee�LA,� von�Dadelszen�P,� Singer� J,� et� al:� CHIPS� Study�
Group.� The�CHIPS�Randomized�Controlled�Trial（Control� of�
Hypertension� in�Pregnancy� Study）:� is� severe�hypertension�
just� an� elevated�blood�pressure ？�Hypertension�2016;�68:�
1153-9.

46）�Poon�LC,�Wright�D,� Rolnik�DL,� et� al:� Aspirin� for� Evidence-
Based�Preeclampsia�Prevention� trial:� effect� of� aspirin� in�
prevention�of�preterm�preeclampsia� in�subgroups�of�women�
according�to�their�characteristics�and�medical�and�obstetrical�
history.�Am�J�Obstet�Gynecol�2017;�217:�585.

47）�Wertaschnigg�D,� Reddy�M,�Mol�BWJ,� et� al:� Evidence-Based�
Prevention� of� Preeclampsia:� Commonly�Asked�Questions� in�
Clinical�Practice.�J�Pregnancy�2019;�2675101.

48）�Banala� C,�Moreno� S,� Cruz� Y,� et� al:� Impact� of� the� ACOG�
guideline� regarding� low-dose� aspirin� for� prevention� of�
superimposed� preeclampsia� in� women� with� chronic�
hypertension.�Am�J�Obstet�Gynecol�2020;�223:�419.�e1-419.�
e16.

49）�Chronic�Hypertension�and�Acetyl�Salicylic�Acid�in�Pregnancy�
（CHASAP）�ClinicalTrials.� gov� Identifier:� NCT04356326�
（https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04356326）.�2021
年2月18日閲覧.

50）�Männistö�T,�Mendola�P,�Vääräsmäki�M,�et�al:�Elevated�blood�
pressure� in�pregnancy� and� subsequent� chronic�disease� risk.�
Circulation�2013;�127:�681-90.

51）�Nzelu�D,�Dumitrascu-Biris�D,�Nicolaides�KH,� et� al:� Chronic�
hypertension:� first-trimester� blood�pressure� control� and�
likelihood�of� severe�hypertension,� preeclampsia,� and� small�
for� gestational� age.�Am� J�Obstet�Gynecol�2018;�218:�337.�
e1-337.�e7.

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   150 21.6.7   3:44:37 PM



151

　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）における重症高血圧は急性発
症も多く，測定間隔や降圧方法についてエビデン
スレベルの高い研究は行いにくい。さまざまな病
態を示していることから一律に降圧方法や降圧時
間，降圧目標を設定することは困難となっている。
従って高いエビデンスレベルに基づいた推奨とし
て示すことは適切ではなく解説として記載し，推
奨度は高くないが参考として管理方針の一例を
提示するなどして概説するにとどめた。さらに，
HDPの重症高血圧時には降圧治療のみ行えばよい
わけではなく，母体臓器保護，胎児胎盤機能保護
を考慮した系統的包括的管理も必要であり併せて
包括的管理として提示した。

　HDPにおいて重症高血圧発症時には降圧治療が
行われる。非妊娠時の高血圧治療の目的は脳卒中
や心血管イベントを防止することにあるが，妊娠
中は非妊娠時の高血圧の罹患期間と比べるときわ
めて短期間であり，非妊娠時の時間的経過におけ
る高血圧治療の目的とは異なっている。妊娠20週
以降に急性に重症高血圧を発症してきた場合，急
性期の降圧治療の目的は血管障害の防止，母体
の生命予後に最も影響する中枢神経障害のなか
でも脳出血の防止が主眼となってくる。Magee
らCHIPS study groupも中枢神経障害の保護を目
的とした収縮期血圧160mmHg以上，拡張期血圧
110mmHg以上の降圧の必要性を報告している1）。
妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）における臓器
障害と重症高血圧の関連性も大きく2）少なくとも
重症高血圧の回避が求められる。
　非妊娠時では，『脳卒中治療ガイドライン2015

［追補2019対応］』に示されるように脳卒中予防の
ための高血圧治療が推奨され，高血圧性脳出血の
急性期，高血圧性脳症（中枢神経血管性浮腫）では，

収縮期血圧140mmHg未満に降圧することが推奨
されている。
　妊婦では，重症高血圧と皮質盲を発症したPE
で緊急降圧と妊娠終結の結果，皮質盲が改善した
ものの分娩後再度血圧上昇に伴い皮質盲が再発
したが，降圧によって皮質盲が改善した症例も経
験された3,4）（図1）。高血圧性脳症に伴うvasogenic 
edemaと考えられる子癇では，母体にとっての至
適な降圧目標は140/90mmHg未満であるといえ
る。HELLP症候群も子癇を合併しやすいことや
血小板減少が進行性であることが多いことから
も，降圧目標は高血圧の回避（140/90mmHg未満）
が望ましいと考えられる。
　一方，一般的に脳梗塞が診断された場合は脳血
流を減弱させるため一律の降圧は推奨されてい
ない。『脳卒中治療ガイドライン2015［追補2019対
応］』では，脳梗塞急性期で220/120mmHgを超え
る高血圧が持続した場合の慎重な降圧が推奨され
ている。個々の病態においてそれぞれに適した降
圧方法を選択する必要がある。
　従ってHDPにおける重症高血圧時には，母体
にとっては少なくとも重症高血圧の回避は必要で
あり非重症域を下回る降圧が最終的には望ましい
が，高血圧性脳症，脳出血，脳梗塞のすべてのリ
スクを包含しているため病態に応じた慎重な降圧
も求められる。

　2000年ごろから，一部では2010年ごろまで，超
短時間作用型ニフェジピン（舌下カプセル）が当時
妊婦禁忌であったものの，HDPで緊急降圧薬とし
て頻用されていた。医療資源が乏しい開発途上国
の施設での重症高血圧治療策として今も示される
ことがあるが，わが国では過度な降圧をもたらす
ため妊産褥婦には使用しないことが推奨されてい
る。超短時間作用型ニフェジピンによる短期的な
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降圧治療の目的と降圧目標

段階的，安定的，継続的降圧の必要性
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降圧治療の反復によって，降圧と昇圧が繰り返さ
れ安定的な降圧が不十分となった後に子癇を発症
した症例が経験されている7）（図2）。また，過度な
降圧によって胎児胎盤循環も障害される病態が発

症すること5）も報告されている（図3）。このため近
年は妊産婦を対象とした過度な降圧を検証するエ
ビデンスはみられなくなったが，急速かつ過度な
降圧治療は子宮胎盤循環の悪化，胎内環境を悪化

発症時高度頭痛を伴う重症高血圧208/145mmHg，ニカルジピン注射による降圧と硫酸マグネシウム持続投与開始後緊急
帝王切開術を施行した。術後降圧治療継続により視力は回復した。一時的な過降圧のため降圧治療を緩和したが，血圧の再
上昇に伴い皮質盲と頭痛が再燃した。視力異常の再燃時の平均血圧145/94mmHg。再降圧により視力回復した。皮質盲の
時期には視力を喪失したことに不安を訴えないAnton症候群もみられた。

年齢30歳台，1回経産婦，妊娠38週台発症，血圧194/100mmHg，蛋白尿2.0g/日，妊娠38週4日帝王切開施行，術後15時
間後より光覚消失，27時間後子癇発作発症し，硫酸マグネシウムとジアゼパムを投与した。

図1　重症高血圧に伴い皮質盲を発症し，血圧の再上昇によって再燃をみた重症妊娠高血圧腎症早発型症例

図2　皮質盲に至った重症妊娠高血圧腎症遅発型症例
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させてしまい，かえって妊娠期間を短縮させてし
まう可能性があることを認識する必要がある。
　TownsendらはHDPの管理においてより重症の
高血圧180mmHg以上をhypertensive emergency
として示し経静脈投与の降圧を行うべきと報告し
ているものの6），重症高血圧，特により高いレベ
ルの血圧では，急速で過度な降圧ではなく目標血
圧まで段階的に下降させることが，母児双方の安
全のために必要といえる。
　そしてPE病態は妊娠終結によっても直ちに軽
快するものではないことから，急性期降圧治療後
や分娩後も降圧治療を継続的に行うことを検討す
る。降圧治療は血圧を下降させるものであると同
時に，高血圧再発予防のためでもあるといえる。

　重症高血圧が反復したり進行がみられたりする
場合は，降圧薬の選択として迅速性と調節性を考
慮すれば経静脈投与降圧薬となる。しかしながら
医療環境や患者状態（血管確保が困難な場合，輸
液ポンプやシリンジポンプの機材，患者の治療コ
ンプライアンス）によっては経静脈投与が不可能
な場合もある。経口ニフェジピンは経静脈ヒドラ

ラジンやラベタロールよりも降圧効果は劣ってい
なかったともされているが8,9），高血圧が持続した
状態では有意な効果はなかったとも報告10）されて
おり，重症高血圧における経口カルシウム（Ca）拮
抗薬の有効性と限界が示されている。
　急性期の重症高血圧の経静脈降圧薬としては，
欧米では経静脈αβ阻害薬であるラベタロール注
射薬が推奨されているが，わが国では使用できな
い（経口薬は市販され妊婦の降圧薬として使用さ
れている）。一方，わが国の脳卒中治療や集中治
療室（intensive care unit；ICU）での高血圧緊急症
治療では，わが国で開発されたCa拮抗薬であるニ
カルジピン注射液が多く用いられており，添付文
書上妊婦においても全妊娠期間で使用可能である

（注：経口ニカルジピン錠は妊婦禁忌記載）。
　ニカルジピン注射液の添付文書では，高血圧緊
急症治療で0.5 〜6μg/kg/分（0.03 〜0.36mg/時/kg，
体重60kgの患者に原液（1mg＝1mL）のシリンジポ
ンプで使用した場合の輸液量：1.8 〜21mL/時）が
投与量とされているが，妊婦では添付文書開始量
でも過降圧の症例がみられることがある。従って，
血圧の重症度がより高度で降圧緊急度がより高い
症例を除いて，体重にかかわらず（緊急母体搬送
下で緊急降圧が必要な場合は体重が測定できな

収縮期血圧（systolic blood pressure；sBP）分類 〜139，140 〜159，160 〜179，180 〜209，210 〜（mmHg），拡
張期血圧（diastolic blood pressure ；dBP）分類 〜89，90 〜99，100 〜109，110 〜119，120 〜（mmHg）の血圧グレー
ドに分類し，降圧前後のsBP，dBP別に血圧の変化が何グレード変化したかを血圧グレードの変化として示した。sBPは
2グレードの変化により，dBPは3グレードの変化により有意に徐脈発生頻度の増加がみられた。検討時期の症例には，わ
が国の産科臨床では第一選択薬として推奨されなくなった超短時間作用型ニフェジピン（舌下錠）が用いられていた症例があ
り，血圧グレードの変化が高い症例，すなわち過降圧となった症例が多くみられていた。2010年台以降は長時間作用型ニフェ
ジピンやニカルジピン注による降圧を用いる頻度が高くなり，血圧グレードの変化が高い降圧症例の頻度は減少している。

図3　血圧グレードの変化に伴うCTG上の徐脈発生頻度
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い環境も多い），原液のシリンジポンプ（主管輸液
は必須）で0.5 〜1.0mL/時（＝mg/時，体重60kgと
すると0.1 〜0.3μg/kg/分）の少量から開始，30 〜 
60分おきに降圧目標まで0.5 〜1.0mL/時増量する
ことで1 〜2時間で段階的に母児双方にとって安
全に降圧できる11,12）（表1，2）。子癇を伴う高血圧
緊急症でも6mL/時（体重60kgの場合1.7μg/kg/
分）までで降圧目標140/90mmHg領域に降圧でき
ることが多い11,12）。ニカルジピン注射液の副作用
は少ないが，血管拡張による頻脈や頭痛が認めら
れる場合がある。分娩後は産科出血による急性の
血圧低下にも配慮が必要である。
　ヒドララジン注射薬は古くからHDPの高血圧治
療に用いられてきたが血中半減期が約150分と，ニ
カルジピンの約60分より長いため調節性がニカル
ジピンより劣っている。目標血圧に降圧した後も
降圧が止まらず過度で遷延する降圧に陥りやすい
傾向がある。米国産科婦人科学会（ACOG）も，ヒ
ドララジンの使用方法は持続投与ではなく単回の
静脈内投与の反復を例示している13）。また，従来
はニカルジピン注射液とヒドララジン注射液の双
方は脳血管の拡張作用の結果，脳圧を亢進させる
危険があり脳出血合併例に対しては禁忌となって
いたが2011年にニカルジピンは禁忌がはずされた。
ヒドララジンは依然として頭蓋内出血急性期禁忌
とされており，脳出血リスクもあるHDPにおける
重症高血圧急性期の降圧治療にてニカルジピンを
用いる有益性がある。また，『脳卒中治療ガイドラ
イン2015［追補2019対応］』でも高血圧性脳症におけ
るニカルジピン注射薬の有用性を示している。さ
らに，Mageeら14）はヒドララジンによるApgarス
コア1分値の低下，死産の増加を報告している。

　硫酸マグネシウムは，HDPの重症高血圧治療時
には子癇予防薬として降圧薬との併用を考慮でき
る。また，平滑筋弛緩作用を有していることから
降圧を補助する効果も見込める。
　硫酸マグネシウムは一般的には1g/時で投与

（4g/40mLシリンジ製剤であれば10mL/時）を行う
が，PEや慢性腎臓病の場合は腎機能障害を伴っ
ていることがあり，血清クレアチニン値が基準値
をわずかに超える（女性の場合の非妊娠基準値は
0.6mg/dL）場合でも，少量の硫酸マグネシウム持

続点滴でマグネシウム中毒をきたす場合がある。
またPE症例が数日，場合によっては数時間で腎
機能が低下する病態を示す場合もある。妊娠終結
準備のため長時間絶飲絶食下や全身浮腫，胸腹水
などによる輸液制限，分娩後の産科出血のため尿
量減少状態など，HDPの重症高血圧管理下におい
ては急性腎障害を呈しやすい病態にあるといって
もよく，HDPにおける硫酸マグネシウム治療時に
はマグネシウム中毒に対する注意が必要であり，
1g/時（10mL/時）未満からの投与開始や，子癇発
作時の治療以外での硫酸マグネシウムの初回急速

（ボーラス）投与が必要かどうかも検討する必要が
ある。
　降圧薬管理，硫酸マグネシウム管理とともに，
特に分娩後［肺水腫や急性腎障害の場合は分娩前
の短期間（1 〜2日）も含む］はフロセミドによる利
尿管理も検討できる。輸液量も過量の輸液は注意
を要するが，利尿薬併用と時間尿量の監視，全身
のインアウトバランス評価としての体重測定，可
能であれば心臓超音波による大静脈の虚脱状態や
中心静脈圧測定によって，十分量の輸液を行いつ
つ尿量を確保しながら腎保護や全身浮腫の早期改
善を図ることも検討できる。目標時間尿量を事前
に設定して系統的にフロセミド増減量を行い，時
間尿量の管理を行うことができる（表1，2）。

　ACOG Pracitice Bulletin13）では重症高血圧に対
する具体的な降圧管理をサンプルとして提示して
いるが，本診療指針においても『妊娠高血圧症候
群の診療指針2015』に引き続き，包括的な血圧管
理指針の一例を示した15）（表1，2）。『妊娠高血圧症
候群の診療指針2015』年版とは降圧開始基準がよ
り強化されているため一部を改変している。
　産科的高血圧緊急症（180/120mmHg以上）は重
症高血圧（160/110mmHg以上）に含まれる1つの血
圧レベルであり，非重症高血圧と重症高血圧のよ
うに異なる血圧レベルではない。従って，非重症
高血圧，重症高血圧，産科的高血圧緊急症と分類
し，個別に降圧方法を記載することは混乱をきた
す。編集委員の多くは，産科的高血圧緊急症を個
別に取り上げるべき強いエビデンスは見出されず
降圧治療の開始も重症高血圧であることに変わり
ないとして，本診療指針では産科的高血圧緊急症

降圧薬以外の治療方針

包括的管理の一例
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対象：妊娠中の臓器障害を伴わない重症高血圧発症時または分娩時，分娩直後の産科異常出血の危険がある場合。

注 1：ニカルジピンの開始量は体重にかかわらず添付文書記載に比べ少量から開始している
注 2：症例の経過，重症度の変化によって，バイタル測定間隔，降圧目標，ニカルジピン増減量を変更する
注 3：分娩時やより重症度の高い血圧時はニカルジピン投与を当初から 3〜 4mL/ 時，数分ごとの増量も考慮する
注 4：バイタルサインの測定間隔はより短いほうを選択する

表1　 重症高血圧発症時の急性期治療包括的指示（降圧目標160/100mmHg未満の場合）：大阪市立総合医療センター産科での管理例

降圧開始基準：160/110mmHg以上，降圧目標：160/100mmHg未満

◆注意レベルと医師への報告基準◆

収縮期血圧　160mmHg以上　100mmHg未満
拡張期血圧　100mmHg以上　----------
心拍数　　　110/分以上��������50/分未満
SpO2　　　��----------　�　　����95％未満
時間尿量　　�200mL/時以上　50mL/時未満

◆バイタルサイン測定間隔（血圧，心拍，SpO2）◆

①収縮期血圧180mmHg以上，拡張期血圧110mmHg以上がみられたとき
　　5分ごと，2時間継続� � �
②収縮期血圧160mmHg以上，拡張期血圧100mmHg以上がみられたとき
　　15分ごと，2時間継続� � �
③ニカルジピン注の増量，減量，中止の決定
　　30分ごと，1時間継続（ニカルジピン注の増量・減量点再開がなければ④の測定間隔）
④その他の場合のバイタルサイン
　　1時間ごとに6時間観察，以後3時間ごと

◆主管輸液◆

維持液　80〜100mL/時（分娩後の場合）

◆ニカルジピン投与スケール◆

ニカルジピン注射液原液（1mg＝1mL）としてシリンジポンプで使用
　①拡張期血圧　100mmHg以上のとき　0.5mL/時から開始
　②開始後，増量後，減量後30分以上経過後，以下のとき増量
　　　　拡張期血圧　100mmHg以上のとき　0.5mL/時増量
　　　　拡張期血圧　110mmHg以上のとき　1.0mL/時増量
　③以下のとき，減量または中止
　　　　拡張期血圧　90mmHg未満のとき　2.0mL/時減量
　　　　拡張期血圧　80mmHg未満のとき　中止
　④中止30分以上経過後，以下のとき再開
　　　　拡張期血圧　110mmHg以上のとき　0.5mL/時から再開
　⑤投与量が以下のとき，主治医または病棟担当医まで連絡
　　　　投与量　6.0mL/時
　注：基本的に拡張期血圧のみで増減量を行う
　（収縮期血圧を指標とすると血圧の過大な増減を招きやすい）
　ただし，下記の場合は，収縮期血圧を優先して適応する
　ⅰ）収縮期血圧160mmHgを超えるとき　0.5mL/時から開始
　ⅱ）収縮期血圧160mmHg以上が1時間以上持続するとき　0.5mL/時増量
　ⅲ）収縮期血圧180mmHg以上がみられたとき　1.0mL/時増量
　　�15分後も同値以上のときは再適応

◆硫酸マグネシウム◆

シリンジポンプ　8〜10mL/時
　・Loadingは不要，腎機能障害にともなうマグネシウム中毒に注意
　・投与後も病態の進行により高マグネシウム血症が進行する場合がある

◆利尿管理（高度全身浮腫，肺水腫，漿液性網膜剥離，腎機能障害がある場合などに適応）◆

フロセミド20mg×4A＋5％ブドウ糖液20mL，シリンジポンプで使用，尿量測定ごとで判定
　①時間尿量　200mL/時未満のとき　1.0mL/時から開始または1.0mL/時増量
　②時間尿量　400mL/時以上のとき　1.0mL/時減量
　　　尿量設定は目標尿量に応じて適宜変更する

◆時間尿量目標（各症例の病態ごとに設定）◆

時間尿量　200〜400mL/時（子癇の場合の一例）
　　　　　50〜200mL/時（HELLP症候群の場合の一例）

◆症状・徴候の観察および報告◆

●意識障害またはその疑い　●失見当識またはその疑い　●高度の頭痛の訴え
●視野，視力異常の訴え　●瞳孔の散大，縮小　●瞳孔不同　●めまいの訴え　●呂律の異常
●四肢の知覚異常の訴え　●四肢の筋力低下の訴え　●突然の胸痛，胸内苦悶の訴え
●心窩部痛の訴え　●下肢の腫脹，疼痛の訴え，下肢の発赤　●呼吸の異常
以上の症状があるか疑われるとき
　1）主治医または病棟担当医まで連絡
　2）バイタルチェック10分ごと
　3）バイタルサインの異常も伴うときは5分ごと （文献15より改変）
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対象：高血圧を伴う妊娠高血圧症候群の治療維持期，産科出血リスクがない分娩後，HELLP症候群，子癇での管理

注 1：ニカルジピンの開始量は体重にかかわらず添付文書記載に比べ少量から開始している
注 2：症例の経過，重症度の変化によって，バイタル測定間隔，降圧目標，ニカルジピン増減量を変更する
注 3：分娩時やより重症度の高い血圧時はニカルジピン投与を当初から 3〜 4mL/ 時，数分ごとの増量も考慮する
注 4：バイタルサインの測定間隔はより短いほうを選択する

表2　高血圧発症時の急性期治療包括的指示(降圧目標140/90mmHg未満の場合)：大阪市立総合医療センターでの管理例

降圧開始基準：140/90mmHg以上，降圧目標：140/90mmHg未満

◆注意レベルと医師への報告基準◆

収縮期血圧　140mmHg以上　100mmHg未満
拡張期血圧　�90mmHg以上����----------
心拍数　　　110/分以上��������50/分未満
SpO2　　　��----------　�　　����95％未満
時間尿量　　200mL/時以上　50mL/時未満

◆バイタルサイン測定間隔（血圧，心拍，SpO2）◆

①収縮期血圧180mmHg以上，拡張期血圧110mmHg以上がみられたとき
　　5分ごと，2時間継続� � �
②収縮期血圧160mmHg以上，拡張期血圧100mmHg以上がみられたとき
　　15分ごと，2時間継続� � �
③ニカルジピン注の増量，減量，中止の決定
　　30分ごと，1時間継続（ニカルジピン注の増量・減量点再開がなければ④の測定間隔）�
④その他の場合のバイタルサイン
　　1時間ごとに6時間観察，以後3時間ごと

◆主管輸液◆

維持液　80〜100mL/時（分娩後の場合）

◆ニカルジピン投与スケール◆

ニカルジピン注射液原液（1mg＝1mL）としてシリンジポンプで使用
　①拡張期血圧　90mmHg以上のとき　0.5mL/時から開始
　②開始後，増量後，減量後30分以上経過後，以下のとき増量
　　　　拡張期血圧　90mmHg以上のとき　　0.5mL/時増量
　　　　拡張期血圧　100mmHg以上のとき　1.0mL/時増量
　③以下のとき，減量または中止
　　　　拡張期血圧　80mmHg未満のとき　2.0mL/時減量
　　　　拡張期血圧　70mmHg未満のとき　中止
　④中止30分以上経過後，以下のとき再開
　　　　拡張期血圧　100mmHg以上のとき　0.5mL/時から再開
　⑤投与量が以下のとき，主治医または病棟担当医まで連絡
　　　　投与量　6.0mL/時
　注：基本的に拡張期血圧のみで増減量を行う
　（収縮期血圧を指標とすると血圧の過大な増減を招きやすい）
　ただし，下記の場合は，収縮期血圧を優先して適応する
　ⅰ）収縮期血圧140mmHgを超えるときは拡張期血圧の値にかかわらず増量または中止は行わない
　ⅱ）収縮期血圧140mmHg以上が1時間以上持続するとき　0.5mL/時増量
　ⅲ）収縮期血圧160mmHg以上がみられたとき　1.0mL/時増量
　　�15分後も同値以上のときは再適応

◆硫酸マグネシウム◆

シリンジポンプ　8〜10mL/時
　・Loadingは不要，腎機能障害にともなうマグネシウム中毒に注意
　・投与後も病態の進行により高マグネシウム血症が進行する場合がある

◆利尿管理（高度全身浮腫，肺水腫，漿液性網膜剥離，腎機能障害がある場合などに適応）◆

フロセミド20mg×4A＋5％ブドウ糖液20mL，シリンジポンプで使用，尿量測定ごとで判定
　①時間尿量　200mL/時未満のとき　1.0mL/時から開始または1.0mL/時増量
　②時間尿量　400mL/時以上のとき　1.0mL/時減量
　　　尿量設定は目標尿量に応じて適宜変更する

◆時間尿量目標（各症例の病態ごとに設定）◆

時間尿量　200〜400mL/時（子癇の場合の一例）
　　　　　50〜200mL/時（HELLP症候群の場合の一例）

◆症状・徴候の観察および報告◆

●意識障害またはその疑い　●失見当識またはその疑い　●高度の頭痛の訴え
●視野，視力異常の訴え　●瞳孔の散大，縮小　●瞳孔不同　●めまいの訴え　●呂律の異常
●四肢の知覚異常の訴え　●四肢の筋力低下の訴え　●突然の胸痛，胸内苦悶の訴え
●心窩部痛の訴え　●下肢の腫脹，疼痛の訴え，下肢の発赤　●呼吸の異常
以上の症状があるか疑われるとき
　1）主治医または病棟担当医まで連絡
　2）バイタルチェック10分ごと
　3）バイタルサインの異常も伴うときは5分ごと （文献15より改変）
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文 献

の用語を用いなかった。
　ただし，より高い重症域の血圧は医療環境に
よっては降圧を急ぐあまり過度な降圧に陥りやす
くなる場合がある。180/120mmHg以上をエビデ
ンスに示すことのできる降圧レベルは示されなく
とも，降圧方法にはより慎重な降圧が必要となる
意味で留意は必要といえる。
　このような，より重症の血圧レベルにおける降
圧環境においてもニカルジピン注射液スライディ

ングスケール（表1，2）は，過度な降圧を回避でき
また降圧後も安定的な降圧状態を自動的に達成で
きるため，一例（大阪市立総合医療センター産科）
として示した。提示したスケールは収縮期血圧を
増減量の指標とするとより血圧の変動幅が大きい
ことから，拡張期血圧を当初指標にしている。施
設ごとの医療環境に応じて標準的な投与指針を事
前に設定しておくことが望ましい。
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　慢性腎臓病（chronic kidney disease；CKD）の患
者は，世界で8億人（10人に1人），日本で1,330万人（8
人に1人）と頻度の高い疾患である。有病率は高齢者
ほど多いが，2017年の「国民健康・栄養調査」の血
清クレアチニン（Cr）値の結果から女性CKDステー
ジG3以上［推算糸球体濾過値（estimated glemerular 
fi ltration rate；eGFR）＜60mL/分/1.73m2］の年齢別
の総数に対する割合は，20 〜29歳で約1.5％，30 〜
39歳で約3.5％と推測される。腎機能がCKDステー
ジG1，G2（eGFR＞60mL/分/1.73m2）でも，尿所見
異常や治療後の場合もあり，妊娠女性がCKDを合
併しているかどうかを認識したうえで管理するこ
とが望ましい1）。

 腎機能
　腎機能は，血清Cr値を測定しeGFRを算出する
が，血清Cr値は患者の筋肉量や採血時の水分摂
取状況に左右されるため，その値から算出した
eGFRが正確にその患者の真のGFRを反映してい
るかどうかの判断は意外に難しい。血清Cr値が高
い場合には，筋肉量に左右されずGFRの高い範囲
がより広く評価できる血清シスタチンCの測定を
行い，シスタチンCによるeGFRを求めて判断を
行うこともできる。ただし，血清Crとシスタチン
Cは保険診療の場合は同日に診療報酬を算定でき
ないため注意が必要である。20 〜39歳の女性に

おけるeGFRが60mL/分/1.73m2以上（CKDステー
ジG1，G2未満）であるには，血清Cr値がおおよそ
0.8mg/dL以下であることが必要である2）。もし再
検しても血清Cr値が0.8mg/dLより高い場合には
CKDステージG3以上となり，妊娠・出産の管理
に際してより注意が必要になる。また，20 〜39
歳の女性は健診を受けていない場合や，受けてい
ても血清Cr値が測定されていないことが多く，経
過は不明なことが多い。可能であれば妊娠初期に
一度血清Cr値の測定ができるとよい。表1，2に
CKDの定義とGFRの区分について記載した。

 蛋白尿
　蛋白尿は，一般の健診でも妊婦健診でも試験紙
法が用いられており，尿蛋白と色素の化学反応
による変色の程度により−，±，1＋，2＋，3＋
と判断され，それらはおおむね随時尿蛋白定量
の0mg/dL，15mg/dL，30mg/dL，100mg/dL，
300mg/dL以上に相当する。CKD分類では，0.15mg/
mgCr以下を正常（試験紙法で−〜±），0.15 〜
0.49mg/mgCrを軽度（試験紙法で±〜2＋），0.5mg/
mgCr（試験紙法で1＋〜3＋）以上を高度としてい
る2）。ネフローゼ症候群はCKDの原疾患の1つで
はあるが，CKDとは別の疾患定義であり，尿蛋
白3.5g/日以上，低蛋白血症（総蛋白6.0g/dL以下），
浮腫のある病態を指す。尿蛋白の多い妊娠高血圧
腎症（preeclampsia；PE）症例は診断基準上ネフ
ローゼ症候群であることが多い。
　試験紙法で尿蛋白陽性の場合は，帯下の混入や

Ⅷ　解説

解説10 慢性腎臓病（CKD）患者の周産期管理

妊娠前および周産期のCKDの評価

①�尿異常，画像診断，血液，病理で腎障害の存在が明らか。特
に0.15g/gCr以上の蛋白尿（30mg/gCr以上のアルブミ
ン尿）の存在が重要

②GFR＜60mL/分1.73m2

①，②のいずれか，または両方が3カ月以上持続する

表1　慢性腎臓病（CKD）の定義 表2　糸球体濾過値（GFR）の区分（CKDステージ）

GFR区分
（mL/分/1.73m2）

G1 正常または高値 ≧90

G2 正常または軽度低下 60〜89

G3a 軽度〜中等度低下 45〜59

G3b 中等度〜高度低下 30〜44

G4 高度低下 15〜29

G5 末期腎不全（ESKD） ＜15

ESKD：end-stage kidney disease （文献12より改変）

（日本腎臓学会編: CKD診療ガイド2012. p.1より転載）
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GFR区分
（mL/分/1.73m2）

G1 正常または高値 ≧90

G2 正常または軽度低下 60〜89

G3a 軽度〜中等度低下 45〜59

G3b 中等度〜高度低下 30〜44

G4 高度低下 15〜29

G5 末期腎不全（ESKD） ＜15

尿路感染，尿比重が高かったりすることもある。
その場合，尿定性検査が糸球体からの尿蛋白を
示しているかは不明である。必ず新鮮尿（随時尿，
中間尿）で，可能なら早朝尿との比較を行い，ま
た，複数回の検査で尿所見異常を確定する。尿蛋
白定量も併用する。すでにCKDの診断がついて
いる妊婦であれば，妊娠前の腎機能，尿所見は確
定しており，妊娠中の変化も正確かつ迅速に確認
できるが，学校検尿などでの異常の既往がなく，
妊娠中に尿所見異常が出現した場合は，腎炎の合
併か妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）の発症かの判断は尿所見から
だけでは難しい。

　腎臓の妊娠に対する生理的変化として，妊娠
4週からeGFRの増加が起こりはじめ，満期には
40％増加し，分娩後4 〜6週で妊娠前にもどる3,4）。
もともとCKDがあり治療をしても蛋白尿が妊娠
前に陰性化していない症例も多く，腎機能が正常
であれば（CKDステージG1，G2），eGFRの増加に
伴い尿蛋白の排泄も増加するため，HDPの合併
による尿蛋白かどうかの判断が必要になる。妊娠
中に生理的なeGFRの増加が起こっている場合に
は血清Cr値は少し低下することが多く，尿蛋白の
増加した週数と血清Cr値の低下の時期も鑑別点と
なる。妊娠による生理的なeGFRの増加の有無は，
CKD症例の腎機能の予備力を表しており，その変
化が起こらない場合には，妊娠中や分娩後に腎機
能が低下する場合があるので注意が必要である。

2017年のParkら5）の報告によると，図1に示すよ
うに，妊娠合併症（37週以前の早産，2.5kg以下の
低出生体重児，HDP合併）がある妊婦群（図1破線）
はそれらがなかった妊婦群（図1実線）に比べ，妊
娠中のeGFRの上昇が少ないことがわかる。

　CKDの原因はさまざまであるが，挙児可能年
齢に多い疾患（IgA腎症，微小変化型ネフローゼ
症候群，1型糖尿病性腎症，若年性高血圧による
腎硬化症，多発性嚢胞腎，アルポート症候群，基
底膜菲薄化症候群など）もあり2），すでに診断がつ
いている場合は腎臓内科の主治医から，妊娠出産
のリスクについては説明やカウンセリングがなさ
れていることが多い1）。しかし妊娠後にCKDの存
在が判明し，産科医から腎臓内科医にコンサルト
される場合もある。挙児可能年齢患者に妊娠出産
のリスクについて話をする場合は，日本腎臓学会
が2017年に出した，『腎疾患患者の妊娠 診療ガイ
ドライン2017』が利用可能である3）。そのなかに
も引用されている米国のCKDのステージごとの
前向き研究の結果6），CKD重症度分類のGFR区分
G1，G2であっても，すなわちeGFRが60mL/分/ 
1.73m2以上あっても，尿所見異常や腎臓の形態異
常のある患者では，コントロール（CKDのない妊
娠）に比べ，母体や児の予後が悪いことが示され
ており（表3，4）3），これらの母体と児の予後につ
いて挙児希望のCKD患者と共有するようにして
いる。またシステマティックレビューではないた
めエビデンスレベルは高くないが，複数のCKD

妊娠中の腎臓の生理的変化とCKD

CKD患者の妊娠管理

（文献5より引用）

図1　妊娠合併症の有無によるeGFRの変化
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合併妊娠の後ろ向き研究の論文をまとめ，CKD
ステージごとの妊娠出産のリスクについて検討し
た報告もあり7），妊娠のカウンセリングに有用と考
えられ表5に示した。
　わが国で最も多い原発性糸球体腎炎はIgA腎症
で，若年から青年層に好発する2）。Shimizuら8）は，
治療および管理されたCKDステージG3以上のIgA
腎症に対する23回の妊娠の影響を，妊娠前，妊娠
中，分娩後3年まで経過をみたところ，妊娠中お
よび分娩直後に蛋白尿は増える傾向はあったもの
の，3年後まで経過をみると，腎機能も尿蛋白も
妊娠前と変化はなく，管理されたIgA腎症はCKD

ステージG3であっても，妊娠出産によりその経過
に影響を与えないと報告した。また最近のメタア
ナリシスでは，ループス腎炎や糖尿病性腎症と比
較し，IgA腎症は妊娠出産への影響は低いと結論
している9）。このように，CKDの原疾患により妊
娠出産後の腎機能予後への影響が異なる可能性が
あるが，まだエビデンスは不足している。

　CKDステージG3以上，すなわちeGFRが60mL/
分/1.73m2未満の症例や尿蛋白が妊娠前から0.5g/

表3　CKD区分による母体の妊娠前後の蛋白尿と血清Cr値の推移

表4　CKD区分による胎児の予後

表5　CKD区分ごとの有害事象の割合

CKDステージ
初回蛋白尿
（g/日）

最終回蛋白尿
（g/日）

初回�vs.
最終回

初回血清Cr値
（mg/dL）

最終回血清Cr値
（mg/dL）

初回�vs.
�最終回

G1（n＝45） 0.11 0.16 p＝0.014 0.67 0.74 p＝0.005

G2（n＝13） 0.13 0.35 p＝0.084 0.89 1 p＝0.142

G3（n＝11） 0.7 2.45 p＝0.004 1.5 1.78 p＝0.013

G4〜5（n＝3） 0.63 1.63 NA 2.74 2.7 NA

G1〜5（n＝72） 0.19 0.31 p＜0.001 0.74 0.79 p＜0.001

Controls
（n＝267）

CKDステージG1
（n＝61）

CKDステージG2
（n＝15）

CKDステージG3
（n＝11）

CKDステージG4〜5
（n＝4）

CKD全ステージ

帝王切開率 24.7％ 57.4％ 40％ 81.8％ 75％ 58.2％

妊娠37週前出産 4.9％ 32.9％ 40％ 90.9％ 100％ 44％

妊娠34週前出産 1.5％ 14.8％ 13.3％ 54.5％ 50％ 20.9％

在胎週数 39.1±1.9 36.9±2.9 36.7±2.9 33.6±2.8 32±3.2 36.2±3.2

出生体重 3,268±500.4 2,795.7±745 2,671.3±518 2,050.5±696 1,246.3±397.1 2,631.7±786.5

NICU入室率 1.1％ 18％ 20％ 54.5％ 100％ 26.7％

患者と共有すべき事象 CKDステージG1 CKDステージG2 CKDステージG3 CKDステージG4〜5 移植後

CKDの進行 8％ 13％ 16％ 20％ ー

新規高血圧発症 8％ 18％ 47％ 50％ 54％

蛋白尿増悪またはHDP合併 21％ 38％ 87％ 70％ 25〜30％

平均出生体重 2,967g 2,484g 2,225g 1,639g 2,572g

低出生体重児（2,500g以下） 13％ 18％ 19％ 50％ 42％

出生週数 38 36 34 34 36

早産の割合
＜妊娠37週 24％ 51％ 78％ 89％ 50％

＜妊娠34週 7％ 21％ 38％ 44％ 20％

（文献6より改変）

（文献6より改変）

（文献5より改変）

妊娠中のCKDの増悪とHDP発症の鑑別

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   160 21.6.7   3:44:42 PM



161

Ⅷ 

解
説
10 

慢
性
腎
臓
病（C

K
D

）患
者
の
周
産
期
管
理日以上あり，高血圧をすでに合併している症例は，

妊娠中は腎臓内科と併診することが望ましい。妊
娠によりCKDの増悪や，再燃としての蛋白尿の
増加や腎機能の低下を認める場合には，second 
trimester早期までに顕性化することが多い。も
し原疾患不明で管理されていないCKDであれば，
その時期であれば経験のある施設で腎生検を行
うことも可能である1）。妊娠前の腎機能がCKDス
テージG4以上の場合には，妊娠中に透析導入の可
能性もあらかじめ説明しておく必要がある1）。も
しすでにステロイドなどで治療している場合には
その増量も考慮されるが，後述するように，非妊
娠時に選択している薬剤のすべてが妊娠中に投与
できるわけではなく，慎重に選択する必要があ
る。CKDで尿蛋白がネフローゼ症候群レベル（1日
3.5g以上）になると低蛋白血症も助長され，胎児の
発育停止や妊婦が溢水による肺水腫や心不全を起
こすこともあるため，妊娠週数にもよるが妊娠の
終結を検討せざるをえない。原疾患の増悪かHDP

［PE，SPE］の合併かの鑑別には，発症時期，血圧
の上昇，血清Cr値，血中・尿中のバイオマーカー
の変化などで判断する10）。HDPの診断に対して感
度，特異度の高いバイオマーカーはまだ確立され
てはおらず，レニン活性，アンジオテンシノーゲ
ン，ヒアルロン酸，C3a，C5a，C5b-9，ICAM-1，
VCAM-1，P-セレクチン，E-セレクチン，KIM-1，
NGALなどで検討が進められている。CKD患者に
は妊娠初期より家庭血圧測定，体重測定が勧めら
れる。

　CKDの治療には，腎保護目的の薬剤，高血圧
合併例に対する降圧薬，腎炎に対する副腎皮質ス
テロイドホルモンをはじめとするさまざまな免
疫抑制薬を用いることが多い。挙児希望の申し出
があった，もしくは妊娠の報告が患者からあった
際には，まず薬剤の調整を行う1）。最も気をつけ
なくてはならないのは，腎保護作用を有するため
CKD患者に対して第一選択薬として用いられて
いるRAS系阻害薬である。挙児希望から妊娠まで
の間は胎児のリスクを患者と共有したうえで投与
可能であるが，妊娠が判明次第直ちに中止し，ア
ルファメチルドーパやニフェジピン（2021年4月時
点では妊娠20週以降のみ投与可能，p.145 Ⅷ章「解
説8 妊娠前と妊娠中の降圧療法」参照）などに変更
しなくてはならない3）。原疾患は，できれば免疫
抑制薬なしでコントロールできている状態での妊
娠が望ましいが，妊娠中に内服できる薬剤の場合
は患者と情報共有をしたうえで内服を継続し，妊
娠出産することも可能である3）。
　また腎代替療法のうち血液透析患者の妊娠は，
児の予後が他のCKDのステージより極端に悪く
勧められない。そのため，最近は挙児を希望して
夫婦間で移植をする例も増えている。その場合は，
原則移植後1年をおき，血清Cr値が安定し（おおむ
ね1.5mg/dL以下），免疫抑制薬を減量して維持量
になってからの妊娠許可とされている1,3）。現在腎
臓移植の維持療法に用いられる免疫抑制薬は，副
腎皮質ステロイド，ミコフェノール酸モフェチル

（催奇形性にて妊婦には禁忌），タクロリムス（ま

妊娠中のCKDに対する薬物療法

薬剤 適応 リスク

使用可能

ヒドロキシクロロキン SLE 催奇形性の報告なし，中止による再燃あり

グルココルチコイド 膠原病，血管炎，各種腎炎 妊娠糖尿病，口蓋裂，常位胎盤早期剥離

アザチオプリン 膠原病，腎炎，移植後 催奇形性については不明

シクロスポリン 腎炎，移植後 胆汁うっ滞

タクロリムス 膠原病，腎炎，移植後 妊娠糖尿病，高血圧

リツキシマブ 血管炎，SLE 催奇形性なし

危険

シクロフォスファミド 膠原病，血管炎，各種腎炎 催奇形性，流産

ミコフェノール酸モフェチル SLE，移植後 催奇形性，流産

ベリムマブ SLE 催奇形性，流産

（文献11，13より作成）

表6　CKD患者の治療薬

SLE：systemic lupus erythematosus（全身性エリテマトーデス）
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たはシクロスポリン）だが，挙児希望がある場合
には，ミコフェノール酸モフェチルをアザチオプ
リンに変更し，タクロリムス（またはシクロスポ
リン），副腎皮質ステロイドは内服のままの妊娠
出産が原則とされている。移植腎機能は片腎で
CKDステージG3程度のことが多い。腎疾患によ
く用いられる薬剤の一覧と，妊娠中の使用につい
て表6にまとめた1,3,11）。

　CKD合併妊娠の管理について概説した。CKD
合併妊娠は周産期には問題なく経過しても，そ
の後に腎機能障害の進行や尿蛋白が増加する症例
もある。また，妊娠中に新たに判明したCKDや，
HDPの合併症として急性腎障害（acute kidney 
injury；AKI）によりCKDとなる症例もある。そ
の後長期にわたる患者の腎機能の予後を考える
と，妊娠中のCKD管理はとても重要であり産科
医と腎臓内科医の連携が必須である。
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　妊娠中または産褥期に起こる妊娠関連急性腎
障害（pregnancy-related acute kidney injury；Pr-
AKI）は母体および胎児の死亡率が高く，多くの
報告で30 〜60％とされる重篤な産科合併症であ
る。これまでPr-AKIは先進国では減少し，開発
途上国には多いという認識だった。しかし，最近
の報告ではPr-AKIは逆に増加傾向であり，これ
は妊娠女性の高齢化，慢性腎臓病（chronic kidney 
disease；CKD），高血圧，耐糖能障害などの合併
が増加したことに起因している。Pr-AKIから回
復しても，生涯の心血管系合併症や末期腎不全への
進行との関連もあり，妊娠中のみならずその患者の
生涯の予後に関連するという認識が必要である1）。

 AKIの診断
　これまで急激な腎機能低下を急性腎不全（acute 
renal failure；ARF）と称してきたが，2000年代
になり腎臓専門医，集中治療医，循環器専門医な
ど異なる分野の専門家によって急性腎障害（acute 
kidney injury；AKI）という疾患概念が提唱され
た。AKIは，集中治療領域における他臓器不全の
一臓器症状としての腎障害をとらえている2）。妊
娠中は非妊娠時とは異なる生理的状態にあり，そ

こに妊娠に伴う合併症が加わりAKIが発症すると
考えられる。
　AKIの国際的診断基準として，Risk，Injury，
Failure，Loss，and End-stage kidney disease

（RIFL），Acute Kidney Injury Network（AKIN）
が あ る が，2012年 にKidney Disease Improving 
Global Outcomes（KDIGO）がこれまでのエビデン
スをまとめたAKI診療ガイドラインを発表し，そ
のなかでRIFLとAKINの基準を統合したKDIGO
基準（表1）を提唱した。日本のAKI診療ガイドラ
インでも，KDIGOのAKI診断基準と病期分類を
推奨している2）。KDIGOのガイドラインの特徴は，
血清クレアチニン（Cr）値および尿量にのみ基づ
き，腎障害の原因や障害部位，発症場所や発症様
式は問わない点であり，生命予後の予測能に優れ
ているとされる。今後のエビデンスの蓄積のため
にもAKIの診断基準と病期分類は積極的に活用す
べきである。

 AKIから慢性腎臓病（CKD）への進展
　2017年 のKDIGOのAKI会 議 に て，AKIか ら
CKDへの進展について検討された3）。AKIが発
症した場合，3日目に発症前Cr値に戻る場合を

“transient AKI”，その後3日以上発症前Cr値に
戻らず少なくともAKIステージ1のレベルで遷延
する場合を“persistent AKI”とよぶ。次いで発
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急性腎障害（AKI）の診断とその進展

sCr：血清クレアチニン
注）定義 1〜 3の一つを満たせばAKI と診断する。sCr と尿量による重症度分類では重症度の高いほうを採用する。

［AKI（急性腎障害）診療ガイドライン作成委員会編：AKI（急性腎障害）診療ガイドライン2016. p.3より転載］

表1　急性腎障害（AKI）の診断基準と病期分類（KDIGO）

定義
1.�ΔsCr≧0.3mg/dL（48時間以内）
2.�sCrの基礎値から1.5倍上昇（7日以内）
3.�尿量0.5mL/kg/時以下が6時間以上持続

sCr基準 尿量基準

ステージ1 ΔsCr≧0.3mg/dL�or�sCr�1.5 〜1.9倍上昇 0.5mL/kg/時未満6時間以上

ステージ2 sCr�2.0 〜2.9倍上昇 0.5mL/kg/時未満12時間以上

ステージ3
sCr�3.0倍上昇�or�sCr≧4.0mg/dLまでの上昇�or�腎代
替療法開始

0.3mL/kg/時未満24時間以上�or�12時間以上の無尿
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症後7日目までに発症前Cr値に戻らない場合を
acute kidney disease（AKD）と 定 義 し， そ の 後
も腎機能低下が持続もしくはeGFR＜60mL/分/ 
1.73m2が90日以上持続した場合はCKDへ遷移し
たと判断する（図1）。Pr-AKIは起点が明確でない
こともあり，これらの経過を把握するのは難しい
が，患者の腎機能の回復状況がAKIから早期回復
したのか，AKDを経ての晩期回復なのか，それ
ともCKDへ進展してしまったのかを判断するこ
とは，その後の患者の生涯にわたる腎機能および
生命予後にとって大変重要である。一般のAKIで
は，早期に腎機能が回復しないリスク因子は，年
齢，人種，遺伝，ベースの腎機能，きっかけと
なった病態の重症度，AKIのステージが高い，が
挙げられている。これをPr-AKIに当てはめると，
高齢妊婦，既往妊娠における妊娠高血圧症候群

（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）や
AKIの罹患，妊娠前の腎機能，AKIに至った誘因
の重症度がリスク因子と考えられる。CKDに遷
移した患者（末期腎不全への移行も含め）は産科的
治療終了後も腎臓専門医の治療が必要である。

　Pr-AKIは，表2に示すような通常非妊娠時に用
いられる腎臓の障害部位別に，腎前性，腎性，腎
後性に分けることもできる一方で，AKI発症の原
因となる疾患と妊娠週数に関連がある（図2）4）。こ
れをみると，second trimesterからthird trimester
に発症する産科的合併症を併発したPr-AKIが多い
が，発生頻度の報告5）ではthird trimesterが50 〜

60％を占め，次いで多いのは産褥期である。
　2020年の米国の医療保険情報を用いた検討によ
れば6），妊娠関連の入院は2005 〜2015年までを比
較すると約半分に減少しているにもかかわらず，
Pr-AKIの診断がついている入院は2倍に増えてい
る。またPr-AKIによる入院ではそうでない妊娠
関連入院に比べ，高齢妊娠（36歳以上）の割合が多
く，糖尿病，重症HDPの合併率も高く，地域格差
や経済格差も報告されている。
　2017年の11論文のPr-AKI群845例，non Pr-AKI
群5,387妊娠のメタアナリシス6）によると，Pr-AKI
合併例では母体の帝王切開率，出血，HELLP症
候群，常位胎盤早期剥離，播種性血管内凝固症
候 群（disseminated intravascular coagulation；
DIC），母体死亡が有位に多く，胎児は胎児死亡，
早産，低出生体重が有意に多かった。Pr-AKI群の
2.4％が末期腎不全に進展したと報告されている。

 妊娠高血圧症候群（HDP）関連
　HDP合併妊婦におけるAKIの合併は1.5 〜2％と
いわれており，Pr-AKIのうち約15〜20％を占める。
HDPが重症化し，大量出血やDICなどの合併症を
起こすとさらにAKIの発症頻度は上昇し，腎代替
療法を必要とする割合は10 〜50％といわれてい
る。根本的治療は児娩出であり，妊娠週数や母体・
胎児の状態をみながら，分娩の時期を慎重に判断
する必要がある。妊娠中は，second trimesterに
入ると腎臓の妊娠による生理的変化でGFRが非妊
娠時の130 〜150％まで上昇するため，見かけ上血

妊娠関連急性腎障害（Pr-AKI）の特徴と予後

（文献3より改変）

図1　AKIの経過と腎機能予後

早期回復 晩期回復 固定

急性腎障害
（AKI）
ステージ1
ステージ2
ステージ3

発症後7日まで 発症後7～90日 発症後90日以上

急性腎臓病
（AKD）

慢性腎臓病
（CKD）

妊娠関連急性腎障害（Pr-AKI）の主な原因
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清Cr値は非妊娠時より低下し，AKIの発見が遅れ
ることがあるので注意が必要である7）。

 HELLP症候群
　HELLP症候群はHDPの関連疾患であり，溶血
性貧血（H），肝酵素上昇（EL），血小板減少（LP）
の症候で診断される。7 〜36％でAKIを合併す
るといわれているが，80％は可逆性とされてい
る7）。腎生検をした場合，血小板減少性紫斑病

（thrombotic thrombocytopenic purpura；TTP），
非定型溶血性尿毒症症候群（atypical hemolytic 
uremic syndrome；aHUS）と同様の血栓性微小血

管 症（thrombotic microangiopathy；TMA）の 所
見を認めることもあるが，一般的には急性尿細管
壊死を呈することが多い7）。

  血小板減少性紫斑病（TTP）/非定型溶血性尿毒症
性症候群（aHUS）

　TTPとaHUSはTMAという病態でくくられ，
妊娠中でなくともAKIを合併しやすい病態であ
る。TTPはADAMTS13（von Willebrand因子プロ
テアーゼ）欠乏症が基礎にあることが多く，妊娠
中のTTPの最大10％にAKIが合併するといわれ，
ADAMTS13欠乏症の場合は母体および胎児の罹

DIC：disseminated intravascular coagulation（播種性血管内凝固症候群）
TTP：thrombotic thrombocytopenic purpura（血栓性血小板減少性紫斑病）
aHUS：atypical hemolytic uremic syndrome（非典型溶血性尿毒症性症候群） （文献4より改変）

図2　妊娠経過とAKIの好発疾患

第1三半期 第2三半期 第3三半期 分娩後

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 分娩 4 8 12 16

敗血症性流産

妊娠悪阻

胎盤早期剥離

重症出血/DIC

敗血症

妊娠高血圧症候群

HELLP症候群

急性妊娠脂肪肝

TTP（ADAMTS13活性低下）

aHUS

TTP（原因不明）

全身性エリテマトーデス/抗リン脂質抗体症候群

既存CKDの増悪

薬剤性

TTP：thrombotic thrombocytopenic purpura（血小板減
少性紫斑病）
aHUS：atypical hemolytic uremic syndrome（非典型溶血
性尿毒症症候群）

（文献10より改変）

表2　妊娠関連急性腎障害（Pr-AKI）の障害部位別原因 腎前性 腎性 腎後性

・妊娠悪阻
・出血
・心不全

・急性尿細管壊死
・急性皮質壊死
・急性妊娠脂肪肝
・TTP/aHUS
・妊娠高血圧症候群
・HELLP症候群�
・腎盂腎炎
・羊水塞栓症
・肺塞栓症
・ループス腎炎
・急性間質性腎炎

・水腎症（子宮圧迫など）
・帝王切開による尿管膀胱損傷
・尿管閉塞（結石/腫瘍）
・膀胱出口の閉塞
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患率と死亡率は高い。aHUSのPr-AKIは産後に発
症することが多い。いずれも根本的治療は児娩出
であるが，血漿交換療法が有用で，aHUSの場合
産後であればエクリズマブの投与も考慮する（保
険適用あり）7）。

 急性妊娠脂肪肝（AFLP）
　妊娠中のAKIの原因として，急性妊娠脂肪肝

（acute fatty liver of pregnancy；AFLP）が多く，
妊娠30週以降に診断される。母体および児の死亡
率は高く，それぞれ2％，10％と報告されている。
AFLPの検査所見の多くはHELLP症候群やHDP
と重複するが，AKIの合併率は高く，50 〜75％
といわれている。AFLPのAKIは通常，急性肝不
全，腹水，末梢血管拡張の存在により肝腎症候群
として表出し，血漿交換療法や肝移植を必要とす
ることもある。AKIの短期的予後は，児娩出後に
肝機能が改善すれば悪くはないが，長期的予後は
不明である7）。

　妊娠中のAKIの管理は，産科医，新生児医，集中
治療医，腎臓専門医による集学的な治療が必要であ
る。AKIの原因を特定し，児の娩出の判断，輸液，
電解質，アシドーシス，貧血の管理を行う。保存的
治療で回復が見込めない場合には，娩出前であって
も積極的に血液透析を導入する必要がある8）。
　表29）に示した腎後性腎不全であれば泌尿器科医
にコンサルテーションが必要になる場合が多い。
腎前性腎不全の場合は，腎血流量増加を目的とし
て輸液を行うが，妊娠経過時期によっては循環血
漿量が増加しており，輸液を行ったことで心不全
を起こし，胎児への血流が低下する可能性もある
ため注意が必要である。腎性の場合，まず薬剤性

でないかどうかを除外する（薬剤性であれば被疑
薬の中止）。抗菌薬などを使用する場合には胎児
毒性を考慮して薬剤を選択することはもちろんだ
が，AKI合併の場合はさらに腎毒性の低いものを
選択する。尿蛋白や血清Cr値などの既存の検査で
もAKIは発見できるが，尿細管障害のマーカーと
して尿中β2ミクログロブリンやNAGのほかにも，
NGALやL-FABPも保険収載されており，AKIの
早期発見には有用である10）。
　Pr-AKIの場合，上記の治療を行っても溢水所
見の悪化，電解質異常，尿毒素の高値，アシドー
シスの進行を認めるも週数からは妊娠継続を選択
せざるをえない場合，急性血液浄化療法を選択す
る。除水設定が難しいが，児の推定体重，羊水量，
胎盤重量を考慮し，それに溢水分を足した除水計
画を日々設定する必要がある。透析方法は，集中
治療室（intensive care unit；ICU）では持続的血液
濾過透析（continuous hemodiafiltration；CHDF）
を選択することが多いが，一般病床では間欠的血
液透析を行う場合が多い。その場合の透析条件に
ついては産科と透析医との密な連携が必須である。

　AKIの診断には，ベース（妊娠前もしくはAKI
発症前）の血清Cr値がわかっていることが非常に
有用である。さらに妊娠中は血清Cr値は非妊娠時
より見かけ上低下するので，どの値を基準にする
かによっても診断時期やステージ診断が異なって
しまう可能性がある。正常な経過の妊婦健診では
血清Crの検査は義務付けられていないため，判断
が遅れる可能性がある。妊娠可能年齢の女性は，
妊娠前に自身の血清Cr値を把握しておくことが望
ましい。

Pr-AKIの治療
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　妊婦における耐糖能異常スクリーニングに対す
る認識も深まり，妊娠糖尿病（gestational diabetes 
mellitus；GDM）は周産期におけるcommon disease
の1つとなった。また，出産年齢の高齢化および
糖尿病管理の進歩にともない，1型・2型糖尿病罹
病女性の妊娠分娩管理に遭遇する機会も増加傾向
にある。糖代謝異常と高血圧は共通の病態を有す
ることも指摘されており，妊婦においても両者を
合併することが少なくない1,2）。

　妊娠時の糖代謝異常は1型・2型糖尿病，妊娠中
の明らかな糖尿病（overt diabetes in pregnancy；
ODP），そしてGDMに大別される。

 1型・2型糖尿病
　1型・2型糖尿病合併妊婦は，健常妊婦に比べ妊
娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）の発症リスクが
2 〜4倍高い1）。PE発症時期について，米国ワシ
ントン州における大規模調査では，健常妊婦に比
べ1型・2型糖尿病合併例は妊娠34週以前のみなら
ず，妊娠34週以後のPE発症リスクも高かった［調
整ハザード比（95％ CI）：妊娠34週以前1.87（1.60-
2.18），妊娠34週以後2.46（2.32-2.61）］3）。また，2型
糖尿病は過体重・肥満を背景とすることが多いが，
BMIによる調整後も2型糖尿病合併はPEのリスク
因子である4）。国内40施設の分娩例（内訳：1型糖
尿病369名，2型糖尿病579名，期間：2003 〜2009年）
の後方視的検討においても，妊娠高血圧症候群

（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）お
よびPEの発症頻度は1型糖尿病において11.1％お
よび8.7％，2型糖尿病において13.3％および12.1％
であり，双方とも健常妊婦に比べ高頻度であった5）。
　1型・2型糖尿病におけるHDPのリスク因子とし
て，非妊娠時高血圧，肥満および腎症や網膜症な
どの微小血管症が報告されている。わが国におけ

る検討においても1型糖尿病では微小血管症が，2
型糖尿病では肥満がHDPの有意なリスク因子で
あった5）。興味深いリスク因子として，Vestgaard
ら6）の検討では，妊娠初期に白衣高血圧（診察室血
圧≧135/85mmHgかつ家庭血圧＜130/80mmHg）
を呈する1型・2型糖尿病例は，妊娠前BMIに関係
なくHDP発症リスクが上昇する傾向にあった［OR 
2.43（95％ CI：0.98-6.05）］。
　1型・2型糖尿病では妊娠全期間，特に妊娠初
期における適切な血糖管理がPE発症予防に有効
とされる。1型糖尿病合併妊娠を対象にビタミン
CおよびEによるPE発症予防効果を検討したラ
ンダム化比較試験［Diabetes and Pre-eclampsia 
Intervention Trial（DAPIT）］のサブ解析による
と，妊娠26週および妊娠34週におけるHbA1c≧
6.1％の症例では，コントロール（HbA1c＜6.1％）
と比較してPE発症率が上昇傾向にあった7）。特に
妊娠全期間を通じてHbA1c≧8.0％の場合にはPE
発症リスクが有意に高かった［aOR（95％ CI）：妊
娠 初 期3.68（1.17-11.6）， 妊 娠26週3.81（1.30-11.1），
妊娠34週8.01（2.04-31.5）］。本研究では妊娠初診時
の血糖管理がPE発症予防に最も有効であること
が明らかとなったが，血糖管理状況と妊娠高血圧

（gestational hypertension；GH）発症には有意な
関連は認められていなかった。

 妊娠中の明らかな糖尿病
　妊娠中の明らかな糖尿病の臨床像については巨
大児やlarge-for-date（LFD）に関する知見が主体で
あり，HDPに関する報告は少ない。2019年に発表
されたManeら8）の研究では，妊娠中の明らかな糖
尿病におけるPE発症は22％であった。また，わ
が国からはSugiyamaら9）が妊娠中の明らかな糖尿
病348例（調査期間：2003 〜2009年）におけるHDP
発症が10.1％であったことを報告している。以上
より，妊娠中の明らかな糖尿病もHDPハイリスク
であり，その発症に留意する必要がある。

Ⅷ解説

解説12 糖代謝異常と妊娠高血圧症候群

糖代謝異常合併妊婦における妊娠高血圧
症候群発症リスクは？
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 妊娠糖尿病
　GDMでは，巨大児やLFD同様にHDPにも注意 
すべきである。例えば，わが国におけるGDM 
1,758例（調査期間：2003 〜2009年）の後方視的
検討では，HDPは115例（6.5％）であった10）。ま
た，ドイツにおけるレジストリー研究（調査期間：
2006年，対象：64万7,392名）では，GDMおよび
PEの発症頻度はともに2.3％（GDM：14,378名，
PE：14,322名）であり，このうち612名は両者合
併例であった11）。この検討では，交絡因子（年齢，
喫煙，妊娠前体重，妊娠中の体重増加など）調整
後も，GDMはPEのリスク因子であった［aOR 1.29

（95％ CI：1.19-1.41）］。
　GDMにおけるPE発症リスク因子として，妊娠
前肥満，妊娠中の体重増加および血糖管理不良が
挙げられる12）。例えば，前述のわが国における検
討では，妊娠前BMI＜25（kg/m2）に比べBMI 25 〜
30（kg/m2）およびBMI≧30（kg/m2）の症例では，
HDP発症頻度が有意に高値であった10）（図1）。ま
た，本研究ではHDPのリスク因子として，妊娠前
BMI，妊娠中の体重増加および非妊娠時高血圧が
抽 出 さ れ た［OR（95 ％ CI）：1.12（1.08-1.15），1.08

（1.04-1.12），5.20（3.00-9.10）］。 さ ら に， 同 対 象 を 
用いた追加解析では，妊娠24週以降診断例（n＝
881）に比べ，妊娠24週以前に診断されたGDM例

（n＝600）ではHDPが高頻度であった（9.3％ vs. 
4.8％，p＜0.001）13）。GDMにおける糖代謝異常重
症度とHDP発症に関してYogevら14）はGDM診断

時糖負荷試験における空腹時血糖値高値例では
PE発症リスクが高いことを報告している。なお，
GDMに対する医療介入と周産期異常発症予防に
関するシステマティックレビューとメタアナリシ
スによると，血糖管理はGH発症予防に有用であっ
た［RR 0.68（95％ CI：0.53-0.87）］が，PE発症予防
効果は認められなかった15）。

　高血圧症は慢性炎症や血管内皮障害を特徴と
し，高血圧合併妊娠（chronic hypertension；CH）
では高血圧症の増悪，加重型妊娠高血圧腎症

（superimposed preeclampsia；SPE）および胎児
発育不全の発症率上昇が指摘されている。また，
高血圧症では肥満と関連してインスリン抵抗性を
認めることも少なくないため，妊娠時には耐糖能異常
にも留意が必要である。例えば，Panaitescuら16）

の前向き研究では，健常妊婦に比べ，高血圧合併
妊婦ではGDMを高頻度に認め（2.3％ vs. 8.1％，p
＜0.0001），年齢，人種，糖尿病家族歴，GDM既
往などの因子を考慮した場合でもその発症のリス
クが高かった［aOR 1.61（95％ CI：1.27-2.05）］（表
1）。また，Yougstromらは妊娠初期に正常血圧で
あったCH例の周産期予後を検討したところ，健
常妊婦に比べ，高血圧合併妊婦では降圧薬内服の
有無に関係なくGDM発症率が高値であった［健常 

図1　妊娠糖尿病における母体合併症
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（文献10を基に作成）
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vs. GDM合併（降圧薬内服なし） vs. GDM合併（降圧
薬内服あり）：2.7％ vs. 12.0％ vs. 13.0％］17）。なお，
侵襲的ではあるがインスリン感受性評価のゴール
ドスタンダードとされるグルコースクランプ法を
用いた研究によると，GDM妊婦において，正常血
圧例より高血圧合併例のほうが有意に低いインス
リン感受性を示した18）。この研究では，インスリ
ン感受性は平均血圧に逆相関することも指摘され
ている。以上より，GDM単独例に比べ，高血圧を
合併したGDM妊婦ではより重度の耐糖能異常を呈
するものと推測される。

　糖代謝異常およびHDPの共通病態の1つとして
インスリン抵抗性が示唆され，両者発症例は将来
的に糖尿病発症リスクが高い。例えば，ノルウエー
におけるpopulation-based retrospective study［対
象：23万0,019名，追跡期間（中央値）：産後16年］

では，健常妊婦およびPE発症例における産後5年
以内の糖尿病発症率は各々0.5％および2.0％であ
り，薬剤治療を要する糖尿病発症の相対リスク

（95％ CI）は3倍（1.6-11.0）であった19）。また，カナ
ダにおけるpopulation-based retrospective study

［対象：170万9,019名，追跡期間（中央値）：産後
8.5年］では，HDPおよびGDMを発症しなかった
健常妊婦に比べ，PE例，GDM例，PE・GDM例
の順に糖尿病発症が高率であった20）（図2）。また，
HDP発症の1型・2型糖尿病女性では，網膜症重症
化のリスクが高いことも示されている。例えば，
Gordinら21）の追跡調査［対象：正常血圧および増
殖性網膜症未発症の1型糖尿病159名，追跡期間（中
央値）：産後16年］では，PEおよびGHを発症した
場合，レーザー治療を要する網膜症発症ハザード
比（95％ CI）は各々3.5（1.1-10.9）および3.2（1.1-9.8）
であった。以上のように，HDP発症はGDM既往
女性における糖尿病発症や，1型糖尿病女性の網
膜症増悪の予測指標とも考えられる。

Small for gestational age：出
生体重＜ 10 パーセンタイル
＊高血圧合併妊娠の場合は加重型

表1　 高血圧合併妊娠における
周産期予後

健常妊娠
N＝108,515

高血圧合併妊娠
N＝1,417

調整オッズ比
（95％CI）

妊娠高血圧腎症＊ 2.1％ 20.6％ 5.76（4.76-6.93）

Small�for�gestational�age 10.9％ 19.2％ 2.06（1.79-2.39）

妊娠糖尿病 2.3％ 8.1％ 1.61（1.27-2.05）

（文献16より改変）
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図2　妊娠高血圧腎症，妊娠高血圧および妊娠糖尿病既往と糖尿病発症

糖代謝異常および妊娠高血圧症候群発症
妊婦の長期予後は？
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　Basedow病や慢性甲状腺炎などの甲状腺疾患
は妊娠可能年齢に好発し，わが国における性別・
年齢別通院率の調査では，同年齢女性の1,000人
に6 〜9人は同疾患で通院中といわれている。ま
た，妊婦の1,000人に1 〜3人に甲状腺機能亢進症
や機能低下症が合併するといわれ，潜在性甲状腺
機能異常も含めると全妊婦の数パーセントに異常
がみられる1）。未治療やコントロール不良の甲状
腺機能亢進症の場合は，流早産，死産，低出生体
重（low birth weight；LBW）児，妊娠高血圧症候
群（hypertensive disorders of pregnancy；HDP），
心不全，新生児甲状腺機能異常などの発症リスク
が一般妊婦に比較して高く，未治療または不十分
な治療の甲状腺機能低下症も，流早産，HDP，常
位胎盤早期剥離，LBW児，分娩後出血，児の発
達への影響などのリスクが上昇し，いずれも治療
によりそのリスクは改善することから，妊娠中の
みならず妊娠前からの適切な管理が重要である1）。
また，近年，潜在性甲状腺機能異常や甲状腺自己
抗体陽性とHDPとの関係性も議論されているが，
いまだ明らかではない。

　妊娠時にはエストロゲンの増加によってサ
イロキシン結合グロブリン（thyroxine-binding 
globulin；TBG）と 血 中 総 サ イ ロ キ シ ン（total 
thyroxine；TT4）は増加する。妊娠中の甲状腺
機能評価には，生物学的活性を有しTBGの影
響 を 受 け な い 遊 離T4（free thyroxine；FT4）を
用いる。妊娠10週をピークに胎盤から分泌され
るヒト絨毛性ゴナドトロピン（human chorionic 
gonadotropin；hCG）は， 甲 状 腺 刺 激 ホ ル モ ン

（thyroid stimulating hormone；TSH）とαサブユ
ニットは共通でありβサブユニットに相同性があ
るので，わずかな甲状腺刺激作用を有する。その
ために，同時期を中心にFT4の軽度上昇とTSHの
軽度低下をしばしば認める2）（図1）。妊娠中期・後
期には，FT3，FT4値は非妊娠時に比べて低値（キッ
トによりその程度はさまざまである）を示し，妊
娠中のTSHの下限値は非妊娠時より低値を示すこ
とが知られている。胎児甲状腺は妊娠12週ごろか
ら機能を開始し，妊娠20週以降は下垂体−甲状腺

Ⅷ解説

解説13 甲状腺疾患と妊娠高血圧症候群

妊娠中の甲状腺機能の生理的な変動

CH 10 20 30 40
妊娠週数

TBG
↑血中濃度

Total T4

Free T4

HCG

TSH

妊娠時にはエストロゲンの増加によりTBGと
total T4は増加する。妊娠10週をピークに胎
盤からhCGが分泌され，同ホルモンには甲状
腺をわずかに刺激する作用があることから同
時期にFree T4の軽度上昇とTSHの軽度低下
をしばしば認め，その後，Free T4値は非妊娠
時に比べて低値を示す。妊娠中の生理的変動
を知ったうえで甲状腺機能評価を行う必要が
ある。

TSH：thyroid stimulating hormone（ 甲 状
腺刺激ホルモン），T3：triiodothyronine（ ト
リ ヨ ー ド サ イ ロ ニ ン ），T4：thyroxine（ サ
イ ロ キ シ ン ），hCG：human chorionic 
gonadotropin（ヒト絨毛性ゴナドトロピン），
TBG：thyroxine-binding globulin（ サ イ ロ
キシン結合グロブリン）

図1　妊娠中の母体甲状腺関連因子の変化

（文献2より引用）
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系も完成する。従って，妊娠前半，特に妊娠初期
の胎盤形成期は母体の甲状腺ホルモンに依存する
ことになる。

　妊娠中にみられる明らかな甲状腺機能亢進症に
は2つのサブタイプがある。1つは自己免疫性甲状
腺機能亢進症であるBasedow病と，自律性甲状腺
ホルモン産生を特徴とする多結節性中毒性甲状腺
腫や中毒性腺腫である。もう1つのタイプは，妊
娠10週ごろをピークに絨毛から産生されるhCGの
ために甲状腺機能が一時的に上昇する妊娠性一過
性甲状腺機能亢進症である。妊娠性一過性甲状腺
機能亢進症は，わが国では単胎妊娠の数％にみら
れ，多胎妊娠の場合はさらに頻度が高くなる。
　多くの研究は，妊娠中の甲状腺機能亢進症が妊
娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）と関連してい
ることを示している3 〜10）。大規模な米国の記録リ
ンケージ研究では，妊娠中に甲状腺機能亢進症と
診断された417人の女性を約21万7,000人の対照と
比較し，甲状腺機能亢進症と診断された女性は対
照者と比較してPEのリスクが1.8倍高いことが示
された11）。甲状腺機能亢進症の女性208人および
正常妊婦403人の対照者を調査した症例対照研究
では89.4％が妊娠前に診断され，95％が治療を受
けていたが，甲状腺機能亢進症の女性では全体で
PEのリスクが3.9倍高かった10）。また，他の観察
研究では治療がリスクを軽減することが示されて
いる7,8）。
　妊娠初期の甲状腺機能亢進症を，Basedow病な
どの病的な甲状腺機能亢進症とhCGによる一過性
甲状腺機能亢進症とを区別して検討された報告は
少ない。オランダの出生コホート研究において，
妊娠13週の甲状腺機能とhCGの組み合わせで妊娠
転帰が検討された。hCG濃度＞55,000IU/L，かつ
甲状腺機能が高い女性は，PEのリスクは高くな
いが，hCG濃度＜35,000IU/Lかつ甲状腺機能が高
い女性は，PEのリスクが甲状腺機能正常妊婦の4.6
倍であることが示された12）。後者には，TSH受容
体抗体または自律性甲状腺ホルモン分泌が原因の
甲状腺機能亢進があり，hCGが原因である一過性
妊娠性甲状腺機能亢進症はPEのリスクは高くな
いと報告している。このことは，妊娠初期の甲状
腺機能亢進症のPEリスク予測に血中hCGの測定

が有用である可能性を示している。さらに，同研
究で正常範囲内でのFT4高値もPEのリスクを2.1
倍に上げることが報告された13）。

　明らかな甲状腺機能低下症はPE発症などの妊
娠合併症のリスクが高いが14），適切に治療された
場合，正常な甲状腺機能の女性と比較して妊娠合
併症のリスクが高くなったというデータはない。
このことは，妊娠中の明らかな甲状腺機能低下症
はできるだけ早くレボチロキシンで治療すべきで
あることを示している15）。
　潜在性甲状腺機能低下症は，流産，PE，常位
胎盤早期剥離，早産，新生児死亡のリスクが高く
なることが報告されている16 〜18）。しかし，これ
まで報告された研究での潜在性甲状腺機能低下症
の定義は統一されていない。そのためか，2016年
に報告された低〜中等度のリスクバイアスの18の
コホート研究のメタアナリシスでは，潜在性甲状
腺機能低下症とPEとの関連性は示されなかった17）。
　2017年に発表された潜在性甲状腺機能低下症の
治療効果に関する観察研究では，潜在性甲状腺機
能低下症妊婦（TSH値は2.5mU/Lから10mU/L）を
レボチロキシン中央値50μgで治療された場合は，
流産のリスクは軽減されるが［aOR 0.62（95％ CI：
0.48-0.82）］，早産［aOR 1.60（95％ CI：1.14-2.24）］，
妊娠中の糖尿病［aOR 1.37（95％ CI：1.05-1.79）］お
よびPE［aOR 1.61（95％ CI：1.10-2.37）］のリスク
が無治療群より高いことが示された19）。このこと
は，潜在性甲状腺機能低下症のレボチロキシン治
療がかえって妊娠転帰を悪化させる可能性を意味
し，今後の潜在性甲状腺機能低下症の治療のため
のTSHカットオフ値の再考が急務と考えられた。

　甲状腺ホルモンは，心臓血管系に対するゲノム
効果と非ゲノム効果の両方によって，心拍出量と
全身血管抵抗を変化させる20）。血圧は心拍出量と
全身血管抵抗によって決定され，心拍出量は心筋
収縮性，心拍数，前負荷，および後負荷によって
定義される。甲状腺ホルモンの活性型であるトリ
ヨードサイロニン（triiodothyronine；T3）の作用
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甲状腺ホルモンが妊娠高血圧症候群発症
に関与するメカニズムの推察
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の大部分は，ゲノムである甲状腺ホルモン受容体
（thyroid hormone receptors；TR）ファミリーに
よって媒介され標的遺伝子の転写を調節する。特
に，TRα1は心臓で大きな役割を果たす。また，
TRによって媒介されるT3のゲノム作用に加えて，
T3の非ゲノム作用が報告されている21）。T3は，さ
まざまな受容体，イオントランスポーター，およ
び心筋細胞の収縮と電位に関与するイオンチャネ
ルを調節する蛋白質の発現を調節することによ
り，心筋の収縮性と心拍数に影響を与える。T3の
非ゲノム作用は迅速に生じ，原形質膜および細胞
質オルガネラへの急速な影響が含まれる。さらに，
T3は内皮型一酸化窒素（nitric oxide；NO）産生の
増加を介して血管平滑筋の弛緩を引き起こし，動
脈抵抗の低下と心拍出量の増加につながる可能性
がある。また，T3のβアドレナリン作動性刺激の
ゲノム作用は，レニン−アンジオテンシン−アル
ドステロン系を活性化する。これらの結果，非妊
娠時には，甲状腺機能亢進症では収縮期血圧は心
筋収縮性，心拍数，および前負荷の増加により上
昇し，拡張期血圧は後負荷の減少により低下し，
その結果，脈圧が上昇する20）。甲状腺機能低下症
では，心筋収縮性，心拍数，および前負荷が減少
し，後負荷が増加する。その結果，拡張期血圧が
上昇し，脈圧が低下する20）。
　一方で，甲状腺ホルモンが妊娠中の高血圧性障
害の発症に影響を与えるメカニズムは，非妊娠時
の甲状腺機能障害との心血管系への影響を調査し
た研究から推察される。これらの研究は，甲状腺
機能低下症が，血管抵抗の増加，血圧の上昇，心
室肥大，血管弛緩の障害を伴うNO産生の減少を
特徴とした内皮障害に関連することを示してい
る22,23）。また，甲状腺機能亢進症の血管作用への
効果についてはあまり知られていないが，いくつ
かの研究によりBasedow病の甲状腺機能亢進症の
患者で血管内皮細胞の損傷に対する保護的メカニ
ズムが減少していること，血管内皮細胞の活性化
と障害の徴候が示されている24 〜27）。以上より，甲
状腺ホルモンレベル高値による内皮細胞の機能障
害はHDPの病態生理学において重要な役割を担っ
ている可能性がある28）。
　胎盤は，hCGの産生に加えて，抗血管新生因子
であるsFlt-1や血管新生因子であるPlGFなども産
生する29）。ヒトの妊娠を調べた最初の研究では，
血中sFlt-1濃度が高い場合には無症候性甲状腺機

能低下症のリスクが2.4倍高く，甲状腺機能低下
症のリスクが3倍高くなることが示された。さら
に，血中PlGF濃度が高い場合には低サイロキシ
ン血症のリスクが1.8倍高いことに関連していた30）。
そして，これら2つの因子は，hCG刺激に対する
甲状腺の反応にも影響を与えるようである30）。こ
れらのデータは妊娠特有の甲状腺生理学への新し
い洞察を提供し，胎盤がhCGの産生以外に甲状腺
機能に影響を与える可能性のあることを示してい
る。すなわち，胎盤から産生される血管関連因子
が甲状腺機能とHDP発症の双方に関連している可
能性がある。

　母体の甲状腺自己抗体［甲状腺ペルオキシダー
ゼ（thyroid peroxidase；TPO）抗体またはサイロ
グロブリン（thyroglobulin；Tg）抗体陽性］とHDP
のリスクに関しては関連性がある31 〜33）とする報告
とそうではないとする報告13,34,35）があり，一定の
見解はない。中国での人口ベースの出生コホー
ト研究では，2,893人の妊婦のHDPのリスクに
対 す る 母 体 のTPOAbとTgAbがfirst trimester，
second trimesterに測定された。その結果，first 
trimesterにTPOAb陽性またはTgAb陽性の女性
は陰性の女性と比較してHDPの発症率が高いこ
とが示された33）。甲状腺機能，肥満，初経産，児
の性別などその他の交絡因子を調整した後もリス
クが持続していたことから33），妊娠初期の甲状腺
自己抗体陽性がHDPの独立した危険因子である
可能性が示された。一方で，オランダのロッテル
ダムでの5,153人の女性を対象とした大規模な前
向き出生コホート研究では，妊娠初期のTPOAb
陽性とHDPとの間に関連は示されなかった13）。こ
れらの結果の相違は，採血時の妊娠週数の違いや
甲状腺薬の治療の有無が明らかでないこと，交絡
因子の調整が十分にできていないなどによると考
えられた。妊娠12 〜20週の5,805人の女性の甲状
腺自己抗体と妊娠合併症を評価した前向き研究で
は，甲状腺抗体（TPOAbまたはTgAb）はPEとは
関連していなかった34）。一方，Sakiら35）は，妊娠
15 〜28週でTPOAbまたはTgAbのいずれかが上
昇した女性はPEのリスクが高いと報告している
が，これは甲状腺機能障害によるものと考えられ
た。甲状腺自己抗体は，炎症過程における潜在的
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な役割とそれによる内皮機能障害に関連してHDP
発症と関連する可能性があるが36 〜38），いまだ多く
の課題が残されている。

　hCGによる妊娠性一過性甲状腺機能亢進症は
HDPの発症リスクにならないことが予想される

が，Basedow病などによる甲状腺機能亢進症や明
らかな甲状腺機能低下症はHDP発症に関連してい
ることから早急なホルモンの是正が必要である。
潜在性甲状腺機能低下症や甲状腺自己抗体陽性の
場合，HDP発症に関連している可能性はあるがい
まだ明らかではない。
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dependent� vasodilatation� in� subclinical� hypothyroidism:�
beneficial� effect� of� levothyroxine� therapy.� J�Clin� Endocrinol�
Metab�2003;�88:�3731-7.
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　 抗 リ ン 脂 質 抗 体 症 候 群（antiphospholipid 
syndrome；APS）は，抗リン脂質抗体とそれに起
因する臨床症状（血栓症と産科合併症）の存在によ
り定義される自己免疫疾患である。日本での有病
数は推定で約1 〜2万人と比較的まれな疾患では
あるが1），APS関連産科合併症のうち約70 〜80％
で次回妊娠時に低用量アスピリンおよびヘパリン
治療を行うことにより妊娠転帰の改善が期待でき
るなど2），薬物治療により産科予後の改善を期待
できる非常に重要な疾患である。このため，産婦
人科医がAPSに対する正しい知識をもち，APS合
併が疑われる症例に対しては適切な検査を行い，
速やかな診断に導くことが望ましい。本項では，
主に産科合併症に関連するAPSの病態と臨床症
状，診断，治療について解説する。

　APSに伴う産科合併症は，抗リン脂質抗体が胎
盤栄養膜細胞層の細胞表面に発現するβ2糖蛋白
質Ⅰ（β2-glycoproteinⅠ；β2GPⅠ）に直接作用し，
絨毛外栄養膜細胞による螺旋動脈のリモデリング
を阻害，または合胞体性栄養膜からの炎症性サイ
トカイン産生亢進や細胞表面上の補体活性化を介
して，母体胎児界面の炎症を惹起することにより
引き起こされると考えられている3）。
　図1に，現在推測されている抗リン脂質抗体の
胎盤栄養膜細胞層に対する病理作用を示す。

　網状皮斑はAPS患者の約16 〜25％4,5）に，血小
板減少は約30％ 6）にみられる臨床所見であるた
め，妊娠前または初期から網状皮斑や血小板減少
を認める場合はAPSの合併を疑う。
　またAPSでは母体血中を循環する抗リン脂質
抗体が受精胚の着床前から栄養膜細胞層に作用

し，その機能を着床直後から障害するために，胎
盤機能不全に伴うさまざまな妊娠高血圧症候群

（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）様
症状がより早期に出現しやすく重篤化しやすい。
実際，国立成育医療研究センターでも妊娠20週未
満に血圧上昇や血小板減少，蛋白尿，肝機能障害
などのHELLP症候群様症状をきたした重症APS
合併妊娠の症例を複数経験している。このような
症例を経験した場合は特にAPSの合併も疑い，次
に記載するような検査を速やかに進めることが望
ましい。

 分類基準と抗リン脂質抗体検査を施行すべき状況
　APSの分類基準を表1に示す7）。APSは臨床所見
が1項目以上かつ検査基準が1項目以上存在して初
めて診断される疾患である。この臨床所見の1つ
に「重症の妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）に
よる妊娠34週以前の形態異常のない胎児の早産」
が含まれている。しかし，臨床所見・検査基準と
もにその内容が複雑で，各抗体価を12週間以上あ
けて2回測定しなければならないなど，診断手順
の煩雑さと検査の判断そのものに時間がかかるこ
とがこの疾患の診断をより困難なものにし，正し
い診断への障害となっている。
　表2に『抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の診療ガ
イドライン』に記載されている「APSを疑って抗
リン脂質抗体検査を施行すべき状況」および「抗リ
ン脂質抗体検査をすべきでない状況」を記す。疾
患非特異的な低力価の抗リン脂質抗体は一般人口
の約5％が保有しているという報告もあり8），不
妊症や臨床症状がなくAPSの家族歴のみを有する
など，APSを疑うべきでない状況で抗リン脂質抗
体を測定してしまうことは，非特異的な抗リン脂
質抗体を検出し，本来は必要でない過剰な医療行
為につながりうることを十分に認識する必要があ

Ⅷ解説

解説14  抗リン脂質抗体症候群（APS）と妊娠高血圧症
候群

病態

臨床症状

診断
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miR-146a-3p：micro RNA-146a-3p，ASC：apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD，
NLRP3：NOD-like receptor family，pryin domain containing 3 （文献3より改変）

C4d

抗リン脂質抗体

ApoER2

β2GPⅠ β2GPⅠ

増殖・遊走↓
（螺旋動脈への浸潤が

減弱）

（B）

（C） （E）

（D）

（D）

（A） sEng産生↑
（脱落膜低酸素状態の悪化）

miR-146a-3p 尿酸

TLR8 ASC
NLRP3

カスパーゼ

activeIL-1β Pro-IL-1β

IL-8とIL-1β分泌↑
（絨毛組織の炎症増強）

補体
活性化

合胞体核凝集体や
微小胞，エクソソームの放出

抗リン脂質抗体のエンドサイトーシス↑
ミトコンドリア内のシトクロムC放出↑

（アポトーシスの誘導）

β2GPⅠ活性酸素種↑
TNF-α↑，sFlt-1↑
組織因子↑

LDLR
family 
members

単球

C5a

C5a

好中球
β2GPⅠ

C5

C3bTLR4TLR4

表1　抗リン脂質抗体症候群（APS）の分類基準（サッポロ基準，シドニー改変-2006）

臨床基準

血栓症

画像診断，あるいは組織学的に証明された明らかな血管壁の炎症を伴わない動静脈あるい
は小血管の血栓症
　・いかなる組織，臓器でもよい
　・�過去の血栓症も診断方法が適切で明らかな他の原因がない場合は臨床所見に含めてよい
　・表層性の静脈血栓は含まない

妊娠合併症

A）妊娠10週以上で，他に原因のない形態異常のない胎児の死亡，または
B）�ⅰ）子癇，重症の妊娠高血圧腎症，またはⅱ）胎盤機能不全による妊娠34週以前の正常形
態胎児の早産，または

C）�3回以上続けての，妊娠10週以前の流産（ただし，母体の解剖学的異常，内分泌学的異
常，父母の染色体異常を除く）

検査基準

ループスアンチコアグラント
（LA）

International�Society�of�Thrombosis�and�Hemostasisのガイドラインに基づいた測定
法で，LAが12週間以上の間隔をおいて2回以上検出される

抗カルジオリピン抗体（aCL）
標準化されたELISA法において，中等度以上の力価の（＞40GPL�or�MPL，または＞99パー
センタイル）IgG型またはIgM型のaCLが12週間以上の間隔をおいて2回以上検出される

抗β2GPⅠ抗体
標準化されたELISA法において，中等度以上の力価（＞99パーセンタイル）のIgG型または
IgM型のβ2GPⅠ抗体が12週間以上の間隔をおいて2回以上検出される

臨床所見の 1 項目以上が存在し，かつ検査項目のうち 1 項目以上が存在するとき，抗リン脂質抗体症候群と診断する。

（文献7より改変）

図1　抗リン脂質抗体の栄養膜細胞への作用
抗リン脂質抗体は栄養膜細胞が発現するβ2糖蛋白質Ⅰ（β2GPⅠ）を認識することで，（A）sEng産生を促進し，脱落膜の低酸
素状態を悪化させる。また，（B）アポリポ蛋白E受容体2（apolipoprotein E receptor 2；ApoER2）を介して細胞の増殖と遊
走を抑制することで螺旋動脈への浸潤を減弱させる。（C）Toll様受容体（Toll-like receptor；TLR）およびインフラマソーム経路
を活性化することにより，IL-1βやIL-8などの炎症性サイトカインの分泌を誘発する。（D）細胞表面の補体を活性化して好中球
や単球を活性化し，活性酸素種，腫瘍壊死因子（tumor necrosis factor；TNF）-α，抗血管新生因子（sFlt-1），組織因子を放
出する。（E）低密度リポ蛋白質受容体（low-density lipoprotein receptor；LDLR）ファミリーを介して体内に取り込まれ，ミ
トコンドリア内のシトクロムCを放出させてアポトーシスを誘導する。これにより合胞核凝集体や微小胞やエクソソームの放
出を促すと推測されている。
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る。患者の既往歴をよく確認し，本当に検査を施
行すべき症例であるか吟味したうえで抗リン脂質
抗体検査を施行していただきたい。

 抗リン脂質抗体検査
　分類基準にも示されているように，現在APSと
診断するために必要とされている抗リン脂質抗体
は6種類ある。しかし，そのうちわが国の保険診
療で施行可能な検査は抗カルジオリピン抗体IgG
とループスアンチコアグラント（LA）（蛇毒法また
は中和法）の3種類にすぎず，他の抗体はいまだ保
険収載されていない。なお，β2GPⅠ依存性抗カ
ルジオリピン抗体は保険収載されてはいるが，あ
くまで抗カルジオリピン抗体の一分画であり，抗
β2GPⅠ抗体と同一の抗原に対する抗体ではない
ことに注意が必要である。
　以下，いくつかの抗リン脂質抗体検査について
のポイントを述べる。
▪ループスアンチコアグラント
　2種類の測定方法（蛇毒法とリン脂質中和法）が
ある。診断のためには両者を行う必要があるが，
保険診療で両者を同時に測定することはできない
ため，まずはスクリーニングとして蛇毒法で測定
する。APSが疑わしいにもかかわらず蛇毒法で陰
性であった場合にはリン脂質中和法を測定する。
▪抗カルジオリピン抗体IgM
　APSの分類基準に含まれるAPSの診断を目的
とした測定が，2020年よりわが国においても保険
収載された。習慣流産では抗カルジオリピン抗体
IgMのみ陽性の症例も経験される。
▪ ホスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体
　ループスアンチコアグラントと強い相関性を示
すことが知られ，単独陽性例でも血栓症や産科合

併症を合併することがまれに報告されている9）。
APSの分類基準に含まれず，また保険未収載の検
査項目ではあるが，臨床上APSが強く疑われる場
合には測定を考慮する。

 リスク評価
　APSに伴う産科合併症は，いわゆる習慣流産か
ら妊娠中期の胎児死亡，さらに母体の生命を脅か
すような子癇やHELLP症候群などの重篤な病態
までその重症度はさまざまである。従って，当然
症例ごとの産科的リスクを妊娠前または妊娠初期
に予測し，リスクに合った治療方法を選択するこ
とが重要であるが，残念ながら現時点で確立され
た産科的APSのリスク評価方法はない。
　「抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の治療及び予
後に関する研究」研究班では，APSに伴う産科合
併症についての多施設症例調査を行い，血栓症
や死産歴，PEの既往，ループスアンチコアグラ
ント陽性，β2GPⅠ依存性カルジオリピン抗体陽
性，抗リン脂質抗体複数陽性，抗リン脂質抗体高
力価陽性，活性化部分トロンボプラスチン時間

（activated partial thromboplastin time；APTT）
延長例が周産期予後不良と関連していることを見い
出した10）。また，2019年にヨーロッパリウマチ学
会より発表された成人APS患者の治療指針でも，
ループスアンチコアグラント陽性や抗リン脂質抗
体複数陽性，抗リン脂質抗体価の持続的な高力価
陽性がハイリスク抗体プロファイルとして明記され
ている11）。これらの既往歴および抗体プロファイ
ルに注目しながら，症例に応じて総合的なリスク

表2　 抗リン脂質抗体症候群（APS）を疑っ
て抗リン脂質抗体検査を施行すべ
き状況と検査をすべきでない状況

1.�抗リン脂質抗体を測定することが妥当と考えられる状況
　・2回以上の連続した妊娠10週未満の原因不明流産の既往
　・妊娠10週以降の原因不明子宮内胎児死亡の既往
　・子癇，重症妊娠高血圧腎症（特に早発型）や胎盤機能不全（胎児発育不全）の既往
　・血栓症の既往
　・膠原病（主に全身性エリテマトーデス）合併の場合
　・妊娠検査で梅毒反応の生物学的偽陽性，あるいは血小板減少を認めた場合
　・常位胎盤早期剥離の既往
2.�以下のような状況においては，抗リン脂質抗体の測定は推奨されない
　・不妊症の場合
　・臨床症状がなく，抗リン脂質抗体症候群の家族歴のみを有する場合
3.�以下のような状況においては，抗リン脂質抗体の測定に関しては賛否両論ある
　・化学流産を2回以上繰り返す場合
　・体外受精で反復着床不全の場合

（文献13を基に作成）

治療
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産科的異常あり 血栓歴あり

既往歴 /妊娠歴を確認

・LDAは妊娠前または妊娠後早期に開始
・UFHは妊娠後早期に開始

＊1：aPL 高値陽性または複数陽性，蛇毒法 LA陽性などのハイリスク症例では
　　治療レベルを一段階増強し，UFHも治療域量を考慮する。
＊2：必要があれば患者の同意を得て36週まで投与。
＊3：UFHに切り替えて計画妊娠，または妊娠後可及的早期にUFHに切り替える。

ワルファリン5週まで＊3

→LDA 36 週前後で終了＋予防量ないし
治療域UFH分娩前で終了

＊1

LDA 28 週で終了＊2＋予防量UFH
36 週～分娩前で終了

妊娠中

産後

［胎児管理］児発育とwell-beingのモニタリング
［母体管理］D-dimer 測定，ハイリスク例では定期
　　　　　的に下肢静脈超音波検査

血栓リスクに応じた予防的～治療的抗凝固療法

図2　わが国における産科的抗リン脂質抗体症候群（APS）の管理治療指針

（平成27年度日本医療研究開発機構成育疾患克服等総合研究事業「抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の治療及び予後に関する研究」研究班編: 抗リン脂質
抗体症候群合併妊娠の診療ガイドライン. p.29, 南山堂, 2016. より転載）

推奨（推奨グレード） 合意度（SD）

1.��妊娠既往や血栓症既往がないがハイリスクの抗体プロファイルを有する
女性

妊娠中のLDA（75 〜100mg/日）による
治療を考慮すべきである。

9.3（1.5）

2.��血栓症既往のない産科
的APSの患者（SLE合
併/非合併を問わず）

A.��3回以上続けての妊娠10週以前の流産または
妊娠10週以降のほかに原因のない正常形態
胎児の死亡の既往

妊娠中はLDA＋ヘパリン予防量による併
用療法が推奨される。

9.6（0.9）

B.��子癇，重症の妊娠高血圧腎症，または胎盤機
能不全による妊娠34週以前の早産の既往

妊娠中はLDAまたはLDA＋予防量ヘパリ
ン併用療法が個々のリスクに応じて推奨
される。

9.5（0.8）

C.��臨床的に「分類基準を満たさない」産科的
APS＊

妊娠中はLDA単独またはヘパリンとの併
用療法が個々のリスクに応じて考慮され
るかもしれない。

8.9（1.7）

3.��LDA＋ヘパリン予防量による治療を行ってもAPS分類基準を満たす産科
合併症を繰りかえす女性

ヘパリン治療量への増量またはHCQ，妊
娠初期の低用量プレドニンが考慮される
かもしれない。大量免疫グロブリン静注療
法も症例を選んで使用が検討される。

8.7（1.7）

4.�血栓既往のあるAPS患者
LDA＋ヘパリン治療量併用療法が推奨さ
れる。

9.8（0.5）

（文献11より改変）

＊妊娠 10 週以前の 2 回連続した流産，妊娠 34 週以降の重症妊娠高血圧腎症や子癇に伴う早産を経験した症例を指す
APS：antiphospholipid syndrome（抗リン脂質抗体症候群），SLE：systemic lupus erythematosus（全身性エリテマトー
デス），LDA：low dose aspirin（低用量アスピリン）

表3　欧米における産科的抗リン脂質抗体症候群（APS）の診療指針
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評価を行うことが求められる。
 リスクにあった治療方法の選択

　図2および表3に，わが国および欧米における産
科的APSの管理治療指針を示す11,12）。APS合併妊
娠の基本治療法は，妊娠初期からの低用量アスピ
リン（low dose aspirin；LDA）および未分画ヘパ
リン（unfractionated heparin；UFH）の併用療法
である。欧米と異なり，わが国の周産期領域では
低分子ヘパリンよりもUFHが使用されることが
多い。また，その使用量についてもわが国と欧米
とでは異なる点に注意が必要である。なお，ヘパ
リン＋LDAによる標準治療を行っても妊娠転帰が
改善せず重篤な産科合併症を繰り返す症例に対して
は，ヒドロキシクロロキン硫酸塩や低用量プレドニ
ン投与，大量免疫グロブリン静注療法が低いエビデ
ンスレベルながら推奨されている11,12）。
　分娩後は各症例の血栓症リスクに応じて予防的・
治療的抗凝固療法を行う。APSにてPEとなった症

例の次回妊娠においては十分なインターコンセプ
ションケアを行い，前回が無治療であればLDA＋
ヘパリン療法の導入準備，すでに標準治療が行われ
ている症例であればヒドロキシクロロキン（HCQ）
や低用量プレドニン，大量免疫グロブリン静注療法
や血漿交換などのセカンドライン療法が検討される。

　本項では，重症HDPの原因となるAPS合併妊娠
の病態と診断，管理について概説した。APS合併
妊娠に伴う産科合併症は重篤化しやすく，妊娠20
週未満という早期から発症することもまれではな
い。一方で，APSに関連した産科合併症はヘパリ
ンやLDA療法などの介入により予後が改善でき
るため，産科合併症をもつ多くの症例のなかから
APSを適切に診断し，対象のリスクに応じた治療
を提供することが重要である。
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　子癇は「妊娠20週以降にはじめて痙攣発作を起
こし，てんかんや二次性痙攣が否定されるもの」
と定義される1）。痙攣は不随意に全身または一部
の筋肉が激しく収縮する発作で，強直性発作（手
足を強直させる），間代性発作（手足の屈伸を繰り
返すように動かす），強直間代性発作（両者が合わ
さった発作）がある。妊産婦における痙攣は子癇
のみならず，多くの原因疾患により引き起こされ
る。子癇の場合，典型的には強直性発作から間代
性発作，さらに昏睡に移行する。

　子癇の発症頻度は，先進国では分娩の0.03 〜
0.05％ 2），わが国では0.04％ 3），開発途上国で
は0.28％ 4）との報告がある。愛知県全域悉皆調
査（2005 〜2015年）5）では259件の子癇（総分娩の
0.04％）が報告され，妊娠中発症19％，分娩中発症
39％，産褥発症42％であった。

　子癇の危険因子として，初産婦5），10歳台妊娠6），
子癇既往妊婦7），妊娠高血圧症候群（hypertensive 
disorders of pregnancy；HDP），HELLP症候群，
妊娠蛋白尿，双胎妊娠7），極端な体重増加などが
報告されている8 〜11）。なお，HDPのなかには高血
圧に先行して蛋白尿が出現するケースが存在する
ので注意を要する。子癇既往妊婦の約25％は次回
妊娠時に妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）にな
り，約2％が子癇を再発する7,8）。初産婦は経産婦
に比べ約6 〜9倍子癇になりやすい5）。

　子癇の合併症は，HELLP症候群（11％），常位
胎盤早期剥離（10％），神経障害（7％），誤嚥性肺
炎（7％），播種性血管内凝固症候群（6％），肺水腫

（5％），腎不全（4％），心肺停止（4％），死亡（1％）
との報告がある12）。

　他疾患［脳卒中，てんかん，先天性脳疾患，感
染性脳症，脳腫瘍，脳損傷，肝不全，腎不全，代
謝性疾患，低血糖，解離性障害（ヒステリー），薬
剤性痙攣，抗リン脂質抗体症候群，自己免疫疾患

（全身性エリテマトーデス，血栓性血小板減少性
紫斑病）］との鑑別診断を行う。特に予後の悪い脳
卒中との鑑別が重要である。『脳卒中データバンク
2015』13）によると，出血性脳卒中の初発神経症状
は，意識障害（約40％），頭痛，嘔気，嘔吐の頻度
が高く，痙攣は1 〜2％であった。虚血性脳卒中
の初発神経症状は，片麻痺（50 〜60％），構音障
害，失語，感覚障害の頻度が高く，痙攣は1％以
下であった。米国脳卒中協会（ASA）は脳卒中を
疑う症状として，顔面非対称（Face），上下肢麻痺

（Arm），言語障害（Speech）の3つを確認するよう
推奨しているが（Act-FAST，p.98参照）14,15），実際
にはAct-FASTによる子癇と脳卒中の鑑別は容易
ではない。子癇と脳卒中の正確な鑑別は頭部画像
検査（CT，MRI）により行う。

　痙攣合併妊婦に関する初めての報告は紀元前
2200年のエジプトに遡る。その後，紀元前4世紀
にはヒポクラテスが「痙攣合併妊婦の多くが死亡
する」と報告した。Eclampsia（子癇）という言葉
が医学書に記載されたのは17世紀である。その
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後，血圧測定が可能となった19世紀後半から子癇
と高血圧との関連についての研究が精力的に行わ
れた。20世紀後半に超音波ドプラ法による血流分
析法やCT，MRIなどの頭部画像診断技術が向上
したことにより，子癇における脳内血流動態に関
する研究が一気に加速した。1990年代以降，「脳
血管攣縮による脳虚血性痙攣発作」説16,17）と「脳血
流自動調節能の破綻に伴う高血圧性脳症様痙攣発
作」説18 〜23）が報告されてきたが，最近の画像診断
の進歩により後者が主な病態であるとされてい
る。脳循環は脳血流自動調節能により調節され，
脳血流の恒常性が維持されている。この調節機
構は，平均血圧が60 〜150mmHgの間で作動する
が，調節可能な平均血圧域を超える血圧上昇や血
管内皮細胞に障害物質24）（trophoblastic cytotoxic 
factors，shear stressなど）が働くと，脳血管拡張，
脳血流増加，内皮細胞障害，血液成分血管外漏出
などにより血管原性浮腫（vasogenic edema）を起
こし，高血圧性脳症の病態となる25,26）。痙攣発作は，
皮質や皮質下白質などにおける血管外へ漏出した
液体の刺激によると考えられている24）。妊婦にお
いても同様の調節機序が作動するが，HDPでは，
脳血流自動調節能の上限が血管内皮細胞の機能
障害により低下する17）。他方，脳血管周囲交感神
経による血管収縮を介した血流維持作用が存在す
る。その防御的作用は脳血管周囲交感神経分布に
より影響され，特に椎骨脳底動脈系と後頭葉脳動
脈血管系では脳血流自動調節能が乏しい27）ため，
血圧上昇により特に後頭葉で自動調節機序破綻が
起こりやすく，脳灌流圧増加（hyperperfusion）や
脳浮腫が生じると報告されている22）。

　子癇の画像診断には頭部CTと頭部MRIがあり，
主目的は脳浮腫の局在・程度，鑑別と，脳卒中の
除外診断である。CTは多くの医療機関で緊急撮
影が可能であり，脳出血の除外診断に有用であ
る。一方，脳浮腫の診断はMRIがより優れている
が，時間外緊急撮像ができない医療機関が少な
くないのが難点である。脳浮腫には血管原性浮
腫と細胞障害性浮腫があるが，CTでは両者とも
低吸収域を示し，MRI T2強調像やFLAIR（fluid 
attenuated inversion recovery）画像では両者とも
高信号を示す。血管性原脳浮腫と細胞障害性浮腫

の鑑別は拡散強調像（diffusion weighted image；
DWI）と 見 か け の 拡 散 係 数（apparent diffusion 
coefficient；ADC）で行う。血管原性脳浮腫では
DWI低信号とADC上昇を認めるが，細胞障害性
脳浮腫ではDWI高信号とADC低下を認める18,26,28 〜32）。
子癇の脳内病態は可逆性血管原性浮腫である。急
性高血圧によるhyperperfusionの結果，脳血流自
動調節能が破綻して血管原性浮腫が起こるが，血
圧が低下すると血管原性浮腫は消失する。高度血
管原性浮腫は高血圧が持続すれば脳虚血となり，
細胞障害性浮腫（cytotoxic edema）や脳梗塞を
発症する可能性があり，両者の混在型も存在す
る18,33,34）。なお，脳浮腫の局在は当初報告された
後頭葉皮質下局在型のみならず，脳幹や基底核な
どの脳深部局在型，あるいはその混在型が存在す
る35）。子癇症例の頭部MRIを図1に示す36）。

　1996年，Hincheyら18）は15症例（子癇3例，免疫抑
制薬投与7例，腎疾患合併急性高血圧脳症4例な
ど）において，頭痛，痙攣，嘔吐，視力障害，神
経障害などの症状を呈し，頭部CT・MRI検査に 
て後頭葉に梗塞のない皮質下白質や灰白質に
可 逆 性 の 浮 腫 を 認 め た こ と か ら，reversible 
posterior leukoencephalopathy syndrome（RPLS）
という診断名を提唱した。同病態をhypertensive 
encephalopathyや，可逆性後頭葉白質脳症（posterior 
reversible encephalopathy syndrome；PRES）な
どともいう37）。RPLSは妊婦に多くみられ，特に
子癇とPEに関連し，必ずしも痙攣発作に至らな
くても頭痛や視力障害を訴えることがある38）。子
癇例のMRIでは可逆性血管原性浮腫を認めること
が多く，同時に可逆性神経障害をみる。しかし，
一部は細胞障害性浮腫を呈し，脳梗塞へと悪化し
後遺症として神経障害を遺す場合がある。

　HDPにおいてPRESと同様に生じうるものに，
可 逆 性 脳 血 管 攣 縮 症 候 群（reversible cerebral 
vasoconstriction syndrome；RCVS）39） が あ る。
RCVSは，以前はCall-Fleming 症候群として知ら
れていたもので40），反復する強度頭痛，頭部画像
における多発性脳血管収縮を呈し，数日あるいは

主病態

可逆性白質脳症（PRES）

可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   182 21.6.7   3:44:52 PM



183

Ⅷ 

解
説
15 

子
癇

a〜e：31歳，1妊0産，分娩4時間後に痙攣発作（子癇）を発症した妊娠高血圧症候群（HDP）合併症例。痙攣発作後に撮像し
たMRI T2強調像（a），拡散強調像（DWI）（b），血管撮像（MR angiography；MRA）（c）にて両側後頭葉に細胞障害性浮腫と
脳血管攣縮を認めた。細胞障害性浮腫は産褥31日目には消失した（d，e）。

n〜q：32歳，1妊0産，分娩中に痙攣発作（子癇）と胎盤早期剥離を発症したHDP合併症例。帝王切開術後2日目に撮像した
MRI T2強調像（n，o），FLAIR画像（p，q）にて多発性脳浮腫を認めた。脳室周囲の評価はMRI T2強調像よりもFLAIR画像
が優れている。

f〜h：34歳，1妊0産，分娩中に痙攣発作（子癇）
を発症した分娩時発症型HDP合併症例。帝王切
開術後4時間時点で痙攣発作再発直後に撮像し
たMRI T2強調像（f），DWI（g）にて両側基底核と
橋に血管原性浮腫を認めたが，術後36日目には
消失した（h）。

k〜m：31歳，1妊0産，分娩直前に痙攣発作（子
癇）を発症したHDP合併症例。分娩2時間後に
撮像したMRI T2強調像（k），DWI（l），拡散係数

（ADC）（m）にて右後頭葉に血管原性浮腫を認め
た。低輝度DWIと高輝度ADCは血管原性浮腫を
表す。

i，j：39歳，1妊0産，妊娠32週の帝王切開術後
に痙攣発作（子癇）を発症したHDP合併症例。痙
攣発作直後に撮像したMRI T2強調像にて両側後
頭葉に脳浮腫を認めたが（i），術後8日目には消
失した（j）。

図1　子癇症例の頭部MRI

（文献36より転載）
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r〜t：30歳，2妊1産， 分 娩5時 間 後 にHELLP
症候群と痙攣発作（子癇）を発症したHDP合併
症例。産褥1日目に撮像したMRI T2強調像（r），
DWI（s），ADC（t）にて右後頭葉に血管原性浮腫
を認めた。高輝度DWIと高輝度ADCは血管原性
浮腫を表す（T2 shine-through）。

矢印：脳浮腫部位
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数週間以内に軽快する症候群である。RCVSは産
褥期に発症することが多く39），子癇症例や細胞障
害性脳浮腫合併症例などにおいて発症する傾向が
ある。RCVSは数日以内あるいは数週間以内と比
較的早期に軽快し，治療法は確立されていないが，
カルシウム拮抗薬やグルココルチコイド，硫酸マ
グネシウムなどが有効との報告がある。

　妊産褥婦が痙攣を発症した場合，診断より治療
を優先する。母体救急処置（人手の確保を行うと
ともに，バイタルチェック，気道確保，静脈ルー
ト確保，酸素投与）を行う。
　『妊娠高血圧症候群の診療指針2015』41）と『産婦
人科診療ガイドライン−産科編2017』42）では，「痙
攣を認めた場合まずは子癇として治療する」と記
載されていたが，『産婦人科診療ガイドライン 産
科編2020』43）では，「痙攣を認めた場合子癇や他疾
患（脳卒中など）を念頭に鑑別診断ならびに治療を
開始する」と変更された。本診療指針では「痙攣発
作が治まった段階で，子癇のみならず他疾患（脳

卒中など）の可能性を念頭に置いて意識レベルや
麻痺などを評価し，頭部CT検査を行う」とする。
　痙攣発作時には適切な抗痙攣治療を開始する。
痙攣抑制に用いる薬剤に関して，『産婦人科診療
ガイドライン−産科編2014』では硫酸マグネシウ
ム水和物を用いるとされていたが，『妊娠高血圧
症候群の診療指針2015』および『産婦人科診療ガイ
ドライン−産科編2017』では，硫酸マグネシウム
水和物，ジアゼパム，フェニトインなどを，『産
婦人科診療ガイドライン 産科編2020』ではジアゼ
パムなどを推奨している。本書ではジアゼパムを
推奨する。痙攣再発予防には硫酸マグネシウム水
和物の持続点滴投与が推奨される。
　痙攣発作時に収縮期血圧160mmHg以上かつ/
または拡張期血圧110mmHg以上を認めた場合は
降圧治療を行う。脳血流量自動調節能が障害され
た状態での急激な降圧は脳虚血を誘発する可能性
があるため，容量を調節しやすい静脈注射薬（ニ
カルジピン持続静脈注射など）で治療を開始する

（p.97 Ⅵ章「CQ1 痙攣を認めた場合の対応は？」
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　世界保健機関（WHO）による系統的解析（n＝
2,231,500）では産科出血（27％）に次いで高血圧合
併症が全世界の妊産婦死亡原因の第2位（14％）1），
わが国の全国調査（n＝213）でも産科出血（23％）
に次いで妊産婦脳卒中が妊産婦死亡原因の第2位

（16％）2）と報告されており，妊産婦脳卒中を含む
高血圧合併妊娠は妊産婦死亡の重要な原因疾患で
ある。

　脳卒中は出血性脳卒中［脳出血，くも膜下出
血，脳動静脈奇形（arteriovenous malformation；
AVM）やもやもや病による出血など］，虚血性脳
卒中（脳梗塞，脳静脈洞血栓症など）に分類され
る。生殖年齢女性における脳卒中発症率は妊娠に
より1.5倍増加するとの報告があり3），妊娠中の

脳卒中は母児にとってきわめて大きなリスクとな
る4 〜6）。脳卒中の発症リスクは非妊娠時に比較し
て妊娠中は減少するが，分娩時（9 〜27倍），産褥
期（3 〜5.5倍）に上昇するとの報告もある7,8）。さら
に，妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）では，妊娠中，分娩時，産褥
期に脳卒中に罹患する危険性が高いことが指摘さ
れている9,10）。
　国内外における妊産婦脳卒中に関する最近の疫
学調査と主要結果を表1に示す7,8,11 〜17）。欧米諸国
では出血性脳卒中に比べて虚血性脳卒中が多くみ
られるが，日本，台湾を含む東アジアでは出血性
脳卒中が多い。わが国における代表的な妊産婦脳
卒中悉皆調査を以下に紹介する。

  日本産科婦人科学会による全国悉皆調査
　日本産科婦人科学会による全国悉皆調査（2007
年，産婦人科および脳神経外科1,582医療機関対
象調査，回答率70％）13）では，87例の妊産婦脳卒
中（出血性脳卒中66％，虚血性脳卒中34％）が報告

Ⅷ解説

解説16 妊産婦脳卒中

妊産婦死亡原因と脳卒中

表1　妊産婦脳卒中に関する最近の疫学調査報告

著者 発表年 国 研究方法 期間
脳卒中
数（件）

発病率※
虚血性脳
卒中（％）

出血性脳
卒中（％）

妊娠中
発症（％）

分娩時
発症（％）

産褥期
発症（％）

死亡率
（/10万）

① Tang11） 2009 台湾 全国調査 1999〜2003年 249 21 43 56 16 - 84＊＊ -

② Kuklina12） 2011 米国 全国調査
1994〜1995年 4,085 22 52 21 29 50 21 -

2006〜2007年 6,293 - 50 28 31 38 31 -

③ Yoshimatsu13） 2014 日本 全国調査 2006年 87 - 34 66 55＊ 19＊ 26＊ 25＊

④ Takahashi14） 2014 日本 全国調査 2010〜2011年 134 - 28 72 62＊ 13＊ 25＊ 10＊

⑤ Leff�ert15） 2015 米国 全国調査 1994〜2011年 31,673 38 - - 32 34 34 6

⑥ Ban7） 2017 英国 人口動態調査 1997〜2014年 71 - 51 35 46 12 42 -

⑦ Ban8） 2017 スウェーデン 全国調査 1992〜2011年 331 - 47 43 32 20 48 -

⑧ Yoshida16） 2017 日本 全国調査 2012〜2013年 151 10 25 74 51 14 35 9

⑨ 大野17） 2018 日本 都道府県別調査 2005〜2015年 63 9 32 68 43 19 38 16

妊産婦脳卒中の疫学

※：分娩10万件あたりの発生率
＊：出血性脳卒中のみの場合
＊＊：出産時および産後の合計

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   186 21.6.7   3:44:55 PM



187

Ⅷ 

解
説
16 

妊
産
婦
脳
卒
中

された（表1③）。出血性脳卒中の内訳は，HDP/
HELLP症候群合併脳出血33％，AVM 18％，くも
膜下出血22％，もやもや病6％，不明18％であった。
妊産婦脳出血の死亡率は25％で，脳出血の26％，
脳出血死亡例の57％にHDPの合併を認めた。妊娠
高血圧腎症，HELLP症候群，発症から診断まで
の所要時間3時間以上が妊産婦死亡のリスク因子
として抽出された。

 日本脳神経外科学会による全国悉皆調査
　日本脳神経外科学会による全国悉皆調査（2010 〜
2011年，脳卒中教育施設755施設対象，回答率
94％）14）では134例の妊産婦脳卒中（出血性脳卒中
72％，虚血性脳卒中28％）が報告された。発症時
期は妊娠中62％，分娩時13％，産褥期25％であっ
た。分娩時〜産褥早期発症は30％で発症密度はむ
しろ高い（表1④）。出血性脳卒中の内訳は，HDP/
HELLP症候群合併脳出血12％，AVM 23％，くも
膜下出血18％，もやもや病11％，不明33％であっ
た。出血性脳卒中は妊娠週数が増すとともに発症
が増加していた。妊産婦脳卒中の死亡率は10％で
すべて出血性脳卒中であった。妊娠32週未満の出
血性脳卒中では90％以上にAVMなどの原因疾患
を有していた。

 日本脳卒中学会による全国悉皆調査
　日本脳卒中学会による全国悉皆調査（2012 〜
2013年，脳卒中教育施設および関連施設862施設
対象，回答率83％）16）では，推定2,115,949分娩中
151例の妊産婦脳卒中（出血性脳卒中74％，虚血
性脳卒中25％）が報告された。発症率は10.2/10万
分娩であった。発症時期は妊娠中50％，分娩時
14％，産褥期36％であった。妊産婦脳卒中の死
亡率は9％（出血性脳卒中死亡率12％，虚血性脳
卒中死亡率3％）であった（表1⑧）。出血性脳卒中
の内訳は，HDP/HELLP症候群合併脳出血28％，
AVM 15％，くも膜下出血18％，もやもや病2％，
不明18％であった。

 愛知県周産期医療協議会による愛知県悉皆調査
　愛知県周産期医療協議会による愛知県悉皆調査

（2005 〜2015年，全分娩施設141施設対象，回答
率100％）17）では，708,547分娩中63例の妊産婦脳卒
中（出血性脳卒中68％，虚血性脳卒中32％）が報告
された。発症率は8.9/10万分娩であった。脳卒中
の発症場所は，高次医療機関30％，一次医療機関
41％，医療機関外29％であった。発症時期は妊娠
中43％，分娩時19％，産褥期38％であった（表1⑨）。

妊産婦脳卒中の死亡率は16％（出血性脳卒中死亡
率19％，虚血性脳卒中死亡率10％）であった。出
血性脳卒中の内訳は，HDP/HELLP症候群合併脳
出血28％，AVM 2％，くも膜下出血33％，もや
もや病9％，不明28％であった。

　妊産婦が意識障害，中枢神経系異常症状，痙攣
などを発症した場合，脳卒中の可能性を念頭に置
いて管理する。まずは救命処置を行いつつ，脳卒
中の有無について頭部CTまたはMRIにて速やか
に鑑別診断する必要がある。出血性脳卒中の場合
は脳神経外科を中心とした共同管理体制，虚血性
脳卒中の場合は脳神経内科を中心とした共同管
理体制に速やかに移行できるよう常日頃から関連
各科との連携を図る必要がある18）（図1）（p.97 Ⅵ
章「CQ1 痙攣を認めた場合の対応は?」，p.100 Ⅵ章

「CQ2 頭痛，視覚障害を認めた場合の対応は?」参照）。

 脳出血
　一般に高血圧性脳出血はほとんどが片側性に発
症し，好発部位は皮質下（15.0 〜40.5％）に比べて
被殻，視床，小脳，橋（45.9 〜77.3％）が多く，な
かでも被殻，視床が70〜80％を占めるとされる19 〜21）。
脳実質内の出血による一次的脳障害や脳浮腫，さ
らに脳圧亢進およびそれに伴う脳ヘルニアが母
体予後を悪化させる。脳出血発症時における重要
な臨床症候として，意識障害，運動麻痺，失語，
痙攣，眼球位置異常，視野障害などが挙げられ
る。痙攣合併妊産婦の場合には，神経学的所見だ
けでは子癇と脳出血の鑑別は必ずしも容易ではな
く22），子癇の40％に脳出血を伴っていたとの報告
もある23）。急性期脳出血の診断にはCTが優れて
おり，高吸収域像が得られる。外科的治療法とし
て，開頭血腫除去術，CT定位的血腫吸引除去術，
内視鏡下血腫除去術がある。分娩前の症例では脳
出血に対する外科的治療/保存的治療法と妊娠終
了（児娩出）のいずれを優先するかなど，脳神経外
科医などと連携して慎重な対応を行う。HELLP
症候群を合併した場合は凝固機能障害により脳
神経外科手術の難易度が格段に上昇するとされ，
HELLP症候群のような周産期特有の病態に対す

妊産婦脳卒中の管理（総論）

妊産婦脳卒中の管理（各論）
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主科：脳外科
副科：産科

主科：脳外科
副科：産科

主科：脳神経内科
副科：産科

主科：産科
副科：脳神経内科

PRES：posterior reversible encephalopathy syndrome（可逆性後頭葉白質脳症），
RCVS：reversible cerebral vasoconstriction syndrome（可逆性脳血管攣縮症候群）

子癇/妊産婦脳卒中疑い症例

緊急帝王切開施行なし 緊急帝王切開施行あり

頭部CT

出血性脳卒中（＋）

手術適応（＋） 手術適応（－）

頭部MRI 虚血性脳卒中，PRES，RCVS（＋）

血栓溶解療法
保存的治療

保存的治療

虚血性脳卒中，PRES，RCVS（－）

出血性脳卒中（－）

頭部MRI
（帝王切開後）

脳外科開頭手術
血管内治療

緊急帝王切開
脳外科手術

出血性脳卒中（－） 出血性脳卒中（＋）

頭部CT

救急救命処置/降圧治療/抗痙攣治療

保存的治療

る知識の共有が重要である。
 くも膜下出血

　妊産褥期におけるくも膜下出血の発症頻度は
5.8 〜17.1件/10万分娩と報告されている24）。くも
膜下出血の主な原因は脳動脈瘤の破裂である。妊
娠中の脳動脈瘤破裂の頻度は3 〜10回/出産10万
回程度と考えられる25 〜27）。脳動脈瘤の部位とし
ては内頸動脈に多い傾向にあり，発症時期は妊娠
後半に多い28）。症状としては，突発する頭痛でし
ばしば嘔吐を伴うが，より重症例では意識障害を
きたす。妊娠中の破裂動脈瘤に対する治療原則は，

「非妊時と同様に検査治療を行う」ことである。胎
児娩出可能な状況であれば，緊急帝王切開を行っ
た後，直ちに脳動脈瘤に対する治療を行うのがよ
いと考えられるが，妊娠初期から中期に発症した
場合は妊娠を継続したまま脳動脈に対する治療を
行う場合も存在する。破裂脳動脈瘤に対する外科
治療は，主に開頭手術による脳動脈瘤クリッピン
グと脳血管カテーテルインターベンションによる
脳動脈瘤コイル塞栓術である。後者においては胎
児への放射線による合併症を低減させる配慮も必

要である。急性水頭症や大きな脳内血腫を伴う場
合は脳外科手術を優先させる場合もある29）。

 脳梗塞
　発症頻度は4 〜11件/10万分娩と推定される9,10）。
妊娠中の脳梗塞発症リスクは非妊娠女性と比較し
た相対危険度（RR）が0.7と報告されるが，産褥期
には発症リスクが高まり，RRは5.4とされる9）。脳
梗塞による母体死亡は脳出血に比べ少なく，発症
時期も産褥期に多い傾向をみる30,31）。症状として
は運動障害や言語障害などがみられやすく，意識
障害を伴うこともある。血圧は必ずしも高血圧を
示すとは限らない。発症4.5時間以内の超急性期に
は，遺伝子組み換え型組織プラスミノゲンアクチ
ベータ（rt-PA）による血栓溶解療法が選択肢にな
る32）が，胎盤早期剥離や子宮内出血を惹起するお
それがあるため，適応については専門医との協議
が必要である。rt-PAは高分子量蛋白であり胎盤
通過性を有せず，動物実験でも催奇形性は報告さ
れていない33）。

 脳静脈洞血栓症
　硬膜静脈洞などの脳静脈洞血栓症は，脳浮腫，

図1　妊産婦脳卒中の管理プロトコール例

（文献18より改変）
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静脈性脳梗塞，脳出血をきたし，頭痛や痙攣発作，
意識障害，片麻痺など種々の症状を呈する34）。周産
期は急性発症が多く，予後は比較的良好で死亡率
は低いとされる35）。危険因子として，妊娠（産褥），
感染，外傷，悪性腫瘍などがある。American 
Heart Association/American Stroke Association

（AHA/ASA）の報告36）によると，脳静脈洞血栓症
は妊産婦脳卒中の約2％を占め，その88％が産褥
期に発症し，感染，急速遂娩，帝王切開が発症リ
スク因子とされた。発病初期には単純CTでは診
断に至らないことも多いため，確定診断まで時間
を要することがある。診断にはCT-venography，
MR-venographyが有用である。また，脳静脈洞血
栓症の既往は以後の妊娠の禁忌とはならず，既往
者においては低分子ヘパリンによる予防が有益と
考えられる36）。

 もやもや病
　もやもや病は両側内頚動脈終末部が進行性に狭
窄閉塞し，代償的に穿通動脈（もやもや血管）の発
達を認める原因不明の疾患である37）。男女比は1：
1.8と女性に多く，小児や若年成人に多いため本
疾患患者が妊娠出産を経験する可能性は少なくな
い。過換気により脳虚血発作が誘発される一方で，
もやもや血管の破綻による脳出血を発症すること
もある。妊娠前にもやもや病の診断がなされた例
では血圧管理やHDP予防により周産期脳血管イベ
ントリスクは概して低いが，妊娠後期に初発し初
めて診断がなされた出血発症例は予後不良である38）。
分娩方法については，分娩時の血圧上昇や過換気
による脳虚血のリスクを避けるため帝王切開が選
択されることが多いが，厳重な血圧管理の下での
硬膜外無痛経腟分娩の選択の可能性も報告されて
いる38）。もやもや病をもつ女性の分娩については，
脳神経外科医との密接な連携が重要である。

 脳動静脈奇形（AVM）
　AVMは動静脈間短絡がみられる先天性異常で，
流入動脈，異常血管塊（ナイダス），流出静脈より
形成され，一般人における発症頻度は1.1 〜1.2/10
万人とされる39）。症状としては，痙攣が27 〜38％，
頭痛が7 〜48％にみられる。妊娠中のAVMの出
血のハザード比は7.91との報告40）があるように，
妊娠によりAVMの出血率は上昇する。日本脳神
経外科学会による調査では，AVMは妊娠関連頭

蓋内出血を起こす既存の脳血管疾患として，脳動
脈瘤を抑えて最も頻度が高かった14）。妊娠前期〜
中期のAVM破裂の場合は母体救命が優先される
ため，非妊娠時と同様のAVM治療（摘出術など）
がなされる傾向が強く，妊娠後期の破裂の場合は
緊急帝王切開で胎児を娩出し，出血に対する急性
期治療を行う傾向にある。AVMの急性期外科治
療はナイダスの根治的摘出，血腫のみの除去，脳
室ドレナージなど，病変に応じて適切な方法を選
択する14）。

　妊産婦が脳卒中を発症した場合に脳神経外科医
や脳神経内科医との連携が重要であるが，全国の
医療機関にこの連携を浸透させるためには関連学
会間の連携が必要である。そこで2013年，日本産
科婦人科学会，日本妊娠高血圧学会，日本脳神経
外科学会，日本脳卒中学会による「妊産婦脳卒中
に関する合同委員会」が発足し，現在7人の委員（産
婦人科医4人，脳神経外科医2人，脳神経内科医
1人）を中心に活動している17）。双方ガイドライン
作成時の査読や助言，双方基幹学会における合同
シンポジウムの開催を活動の中心として，産婦人
科医や脳神経外科医などに対してさまざまな提言
や啓発を行うことを活動目標としている。出血性
脳卒中の基礎疾患に関する全国悉皆調査は本合同
委員会活動の大きな成果を表している。出血性脳
卒中の原因としてのHDPあるいはHELLP症候群
の割合が12％（日本脳神経外科学会全国悉皆調査，
2010 〜2011年）14）から28％（日本脳卒中学会全国
悉皆調査，2012 〜2013年）16）に増加し，不明が
33％から18％に減少している。この結果は，HDP
やHELLP症候群に伴う脳出血に対する脳神経外
科，脳神経内科医の認識が高まったことを表して
いる。また，『脳卒中治療ガイドライン2021』にお
いて「妊産婦脳卒中」という独立したCQが追加さ
れ，内容は合同委員会でも議論される予定である。

日本脳神経外科学会，日本脳卒中学会と
の連携活動

参照 p.97 Ⅵ章「CQ1 痙攣を認めた場合の対応は？」
　　 p.100  Ⅵ章「CQ2 頭痛，視覚障害を認めた場

合の対応は？」
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　溶血（hemolysis），肝酵素上昇（elevated liver 
enzymes），血小板減少（low platelets）を3主徴と
するHELLP症候群は，全妊娠の0.2 〜0.9％，妊娠高血
圧症候群（hypertensive disorders of pregnancy；
HDP）妊産婦の10 〜20％に合併する1）。初発症状と
して，右上腹部痛および心窩部痛（40 〜90％），
嘔気・嘔吐（29 〜84％），HDPに関連した頭痛（33 〜
61％），視野障害（10 〜20％）などの症状が出現す
る2,3）。一方で蛋白尿を認めず，正常血圧の状態で
も10 〜20％に発症する4）。発症病態として，肝臓
への血流障害4）や胎盤由来のFasリガンドを介し
た肝細胞死5），全身における炎症6）がその病態形成
に関与することなどさまざまな報告がある。診断
基準には，Sibaiらの提唱したTennessee system 
classifi cation（テネシー分類）（表1）7,8）と，Martin
らのMississippi classifi cation（ミシシッピ分類）

（表2）9）が用いられている。この症候群は進行性で
突然増悪する疾患であるので，溶血の確認や生化
学検査による肝・腎機能検査，血液凝固検査とと
もに，心窩部痛や肝腫大，腹膜刺激症状が持続す
るときには，画像検査による肝梗塞，血腫，肝破
裂などの画像診断も必要である10）。
　重篤な合併症を表3に示した11）。播種性血管内凝固
症候群（disseminated intravascular coagulation；
DIC）（5 〜56％）とともに1 〜25％が母体死亡の転
帰となることに注目されたい。『母体安全への提言
2019』12）によれば，直接的妊産婦死亡428例の解析

において，HDPが関与しうる死因である脳出血は
14％であり，その半数はHDPあるいはHELLP症
候群が関与していると推定される。また『母体安
全への提言2017』13）において，分娩後に高度意識
障害をきたした11例中8例は脳出血であり，その
なかの7例はHELLP症候群を合併していた。
　なお，partial HELLP症候群という用語は現在
では使用されなくなっている。

　HELLP症候群の鑑別疾患は，急性妊娠脂肪肝
（acute fatty liver of pregnancy；AFLP），肝梗塞，血
栓 性 微 小 血 管 症［thrombotic microangiopathy；
TMA，代表疾患として血栓性血小板減少性紫斑病

（thrombotic thrombocytopenic purpura；TTP）
と非典型溶血性尿毒症症候群（atypical hemolytic 
uremic syndrome；aHUS）がある］，特発性血小板減
少性紫斑病［idiopathic（immune）thrombocytopenic 
purpura；ITP］や，急性胃炎，虫垂炎，胆嚢炎，
胆石などの消化器疾患などがある。表4に主な病態
の鑑別点を挙げる14）。詳細なTMAとの鑑別の説明
は次項に譲るが，臨床症状や所見から鑑別の難し
いAFLPについて概説する。
　AFLPは 初 産 婦 お よ び 多 胎 妊 娠 に 多 く，
1/13,000分娩の発症と報告されており，妊娠30 〜
38週に発症し，second trimesterではまれといわ
れる15 〜17）。初発症状は非特異的で，頭痛，全身
倦怠感，嘔気・嘔吐で，70％に嘔気・嘔吐が，50 〜
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HELLP症候群の病態・診断と分類

LD＞600IU/Lに加え

表2　Mississippi classification（ミシシッピ分類）表1　Tennessee system classification（テネシー分類）

血小板 ASTまたはALT

ClassⅠ ＜5万/mm3
＞70IU/L

ClassⅡ 5万〜10万/mm3

ClassⅢ 10万〜15万/mm3 ＞40IU/L

溶血
血清間接ビリルビン値＞1.2mg/dL，血清LD＞
600IU/L
病的赤血球の出現

肝機能 血清AST（GOT）＞70IU/L，血清LD＞600IU/L

血小板減少 血小板数＜10万/mm3

HELLP症候群の鑑別診断

（文献7，8より引用）
（文献9より引用）
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80％に右季肋部痛の訴えがある。一般的には高血
圧と蛋白尿は伴わない。血清AST，ALT値が上
昇し，白血球は増加，血小板数は減少し，DICも
合併しやすい。PTやaPTT，フィブリノゲン値も
異常を示し，BUN，クレアチニン値も尿酸値ととも
に上昇する。ALP値も正常の3〜4倍を示す18）。一般
的には低血糖とPTの延長がHELLP症候群との鑑

別に有用である19）。超音波とCTによる脂肪肝の
画像診断も有用である20）。AFLPは，治療が遅れ
ると母体が腎不全，肝性脳症，DICとなり母児と
もに危険な病態となるため18），AFLPの診断が確
定されれば可及的速やかに分娩を終了させ，母体
の管理を行うことが望ましい。多くの患者は分娩
後1 〜4週で状態が改善してくる21）。

VWF；von Willebrand factor

表3　HELLP症候群による周産期合併症

表4　HELLP症候群，急性妊娠脂肪肝，血栓性血小板減少性紫斑病（TTP），非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）の鑑別

母体合併症

・播種性血管内凝固症候群（5〜56％）
・常位胎盤早期剥離（9〜20％）
・子癇（4〜9％）
・急性腎不全（3〜10％）
・肺水腫（3〜10％）
・肝被膜下出血・破裂（1.8％）
・脳出血（1.5 〜40％）
・母体死亡（1〜25％）

胎児・新生児合併症

・周産期死亡（7〜34％）
・胎児発育不全（38〜61％）
・早産（70％）
・超早産（15％）
・新生児血小板減少症（15〜50％）
・呼吸窮迫症候群（6〜40％） （文献11より引用）

（文献14より改変）

HELLP症候群 急性妊娠脂肪肝 TTP aHUS

高血圧

蛋白尿

発熱

黄疸

嘔気・嘔吐

腹痛

中枢神経症状

血小板数（/mm3)

溶血

貧血

DIC

低血糖

VWF多量

ADAMTS13＜5％

腎機能障害

LD値（IU/L)

高アンモニア血症

高ビリルビン血症

AST・ALT高値

����85％

90〜95％

����なし�　

�5 〜10％

����40％

60〜80％

40〜60％

2万/mm3以上

50〜100％

50％未満

20％未満

����なし�　

����なし�　

����なし�　

50％

600以上

まれ��　

50〜60％

100％

����50％

30〜50％

25〜32％

40〜90％

50〜80％

35〜50％

30〜40％

5万/mm3以上

15〜20％

なし��　

50〜100％

50〜100％

なし�　

なし�　

90〜100％

不定�　

50％

100％

100％

20〜75％

血尿

20〜50％

まれ

ほとんどあり

ほとんどあり

60〜70％

2万/mm3以下

100％

100％

まれ

なし

80〜90％

33〜100％

30�％

1,000以上

なし

100％

軽度（100�IU/L未満)

80〜90％

80〜90％

不詳

まれ

ほとんどあり

ほとんどあり

不詳

2万/mm3以上

100％

100％

まれ

なし

80％

まれ

100％

1,000以上

なし

ー

軽度（100�IU/L未満）
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　 低 用 量 ア ス ピ リ ン 療 法 は 妊 娠 高 血 圧 腎 症
（preeclampsia；PE）の発症を減少させることが
示されたが22），HELLP症候群への有効性は示さ
れていない。重篤な症状を合併していないHDP
妊婦を対象としたメタアナリシスにおいて，妊娠
35 ～36週以降は待機的な管理を行わないことで，
HELLP症候群または子癇発作発症を有意に減少
させることが報告されている23）。一方で，妊娠35
週での娩出は新生児呼吸窮迫症候群を有意に増加
させるが，妊娠36週以降は増加させなかった23）。
また，カルシウム補充療法はHELLP症候群を予
防する効果がないだけではなく，絶対数は少な
いもののHELLP症候群の発症を増やすことがわ
かっている24）。
　HELLP症候群妊婦の娩出時期に関する検討も
されている。診断後48時間以内に娩出した施設と，
ベタメタゾンを投与して母児の状態を観察しつつ
できるだけ娩出時期までの時間を長くした施設を
比較したコホート研究において，早期娩出群の新
生児における呼吸窮迫症候群の相対危険度3.1，敗
血症2.5，壊死性腸炎4.8，頭蓋内出血5.4，そして
輸血が6.1になると報告されており，HELLP症候
群が安定している場合は必ずしも早期娩出を推奨
するものではない25）。妊娠34週以降にHELLP症
候群が発症した場合，HDPの厳重な管理を行いつ

つ，母体の病態の安定を図り分娩とする。妊娠34
週未満では，母体の病態が安定していれば胎児の
肺成熟目的にステロイドを投与し，24 ～48時間
待機してから妊娠を終結する。胎児肺成熟目的の
ステロイド投与を含めた待機療法には多くの見解
が存在する。HELLP症候群に対して推奨される
分娩方法はないが，帝王切開術が選択されること
が多い。またDICの合併率が高いため（表3），術
後の血小板低下も考慮して，麻酔方法は十分検討
する必要がある（p.86 Ⅳ章「CQ4 分娩時の麻酔管
理は？」参照）。HELLP症候群は，ときに母体の
全身状態が急速に悪化し母体死亡にもつながるた
め，待機療法は慎重に対処する必要がある。この
ようなことからも，HELLP症候群は一次医療機
関では管理せず高次医療機関への搬送も考慮され
るべきである26）。

　ミシシッピ分類は，HELLP症候群の重症化を
念頭に置いて分類されており，下記に示す目的
のための管理プロトコル（ミシシッピプロトコル）
（図1）を提唱している9,27）。ミシシッピ分類のclass 
1は，class 2 ～3，あるいはHELLP症候群を伴わ
ないHDPに比較して有意に高い合併症を有するた
め，特に注意を要する。ミシシッピプロトコルの目
的は，

（文献5，7より改変）

図1　ミシシッピプロトコル

※その他の合併症：腎臓，肝臓，肺や中枢神経系の臓器障害，常位胎盤早期剥離，播種性血管内凝固

HELLP症候群
（Class 1ないし2）

子癇

重症高血圧
中枢神経症状

季肋部痛その他の合併症※

HELLP 症候群
（Class 3ないしpartial HELLP 症候群）

有
有

有

有

有
有

・デキサメタゾン
・硫酸マグネシウム
・降圧療法

・デキサメタゾン
・硫酸マグネシウム
・降圧療法

デキサメタゾンを除いた積極的管理
・硫酸マグネシウム
・降圧療法

無

無

無

無無

無

HELLP症候群の予防および管理

HELLP症候群の治療
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① HELLP症候群のclass 2や3からclass 1に重症化
することを予防すること

②母体合併症を極力予防すること
③それによる母体死亡を予防すること
④HELLP症候群からの速やかな回復を図ること
⑤結果として周産期罹病率を減少させること
の5つとされている。HELLP症候群（class 1また
は2）患者190例を対象とし，このプロトコルの有
用性を前方視的に検討した研究において，母体死
亡，脳出血，肝破裂といった重篤な合併症は一
例も認められなかった28）。一方，メタアナリシス
により，母体ステロイド投与の有用性に関しては
HELLP症候群妊婦における血小板数の回復，肝
逸脱酵素の改善，入院期間の短縮，輸血率の減少
に寄与するものの，母体合併症や死亡率の改善に
は寄与しないと報告され29），わが国においても，
後方視的検討ながらHELLP症候群class 1を対象
に，類似の報告がなされている30）。また，英国国
立医療技術評価機構（NICE）ガイドラインにおい
ても推奨はされていない。総合的管理としてのミ
シシッピプロトコルの有用性については，さらな
る検討が必要である。

 硫酸マグネシウムによる子癇予防
　HELLP症候群では子癇の合併が多いため，硫酸
マグネシウム（MgS04）の持続静注は，子癇発作の
予防と血管抵抗の低下を目的として行う。15 〜20
分かけて4（〜6）g静脈内投与を行い，引き続き1 〜
2g/時で持続投与する。少なくとも分娩後24時間
までの持続静注投与を行う。

 高血圧の管理
　治療の第二の柱は降圧療法である。降圧が不十
分な場合に脳出血をきたす症例もあり，血圧が
140/90mmHgを超える場合は降圧に努める。さら
に160/110mmHgを超える場合は速やかに降圧治
療を開始する。ニカルジピンの持続点滴静注は調
節性に優れている。使用例としては，ニカルジピ
ン0.5 〜1.0mg/時から開始して段階的に増量する。

 ステロイド投与
　ミシシッピプロトコルでは，「分娩前：デキサ
メタゾン10mg静注/12時間ごと」，「分娩後：デキ
サメタゾン10＋10＋5＋5mg/0，12，24，36時間後」
を推奨している27）。

 その他の治療
　HELLP症候群では5 〜56％にDICを発症する。
DIC治療には以下のものがあり，病状に合わせて
使用を考慮する。非常に進行の早い場合もあるた
め，時系列的にデータを追視することも重要である。
▪新鮮凍結血漿（FFP）
　凝固因子の補充とともに不足した凝固線溶系
の改善を目的として新鮮凍結血漿（fresh frozen 
plasma；FFP）を輸血する。通常，フィブリノゲ
ン150mg/dL以下で止血不良となる。FFPの投与
とともに，フィブリノゲンの回復が不十分な場合
は，クリオレシピテートやフィブリノゲン製剤（保
険適用外）の投与も考慮される。
▪血小板濃厚液
　分娩前で出血傾向や急速に進行する血小板減少
を認め，血小板数＜2 〜4万/mm3の場合には血小
板輸血を考慮する。帝王切開前には血小板数を5
万/mm3以上およびフィブリノゲン200mg/dL以上
を維持する。分娩後も血小板減少が進行すること
があるので注意する。
▪アンチトロンビン製剤
　血中アンチトロンビン活性70％以下の場合，ア
ンチトロンビン製剤を補充する。
▪抗凝固療法
　凝固・線溶系の抑制を目的として，遺伝子組み
換えトロンボモジュリン製剤（1日1回380単位/kg
を約30分かけて点滴静注）やセリンプロテアーゼ
阻害薬であるgabexate mesilate（メシル酸ガベキ
サート：20 〜39mg/kg/日）あるいはnafamostat 
mesilate（メシル酸ナファモスタット：0.06 〜
0.20mg/kg/時）の持続点滴投与を考慮する。
▪抗トリプシン療法
　抗トリプシン作用をもつウリナスタチンは，抗
ショック作用が強く，急性循環不全に対して有効
である。
▪抗補体C5a療法
　HELLP症候群に罹患した妊娠26週妊婦にエク
リズマブ（抗C5a抗体）を投与し，肝酵素低下，血
小板の増加により，妊娠期間を17日間延長できた
との報告もある32）。
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文 献

　HELLP症候群は，一般的に妊娠終結によって
治癒に向かうと考えられているが，それによっ
て直ちに肝機能や血小板数が軽快するとは限らな
い。そのため，分娩後も腎不全やDIC病態に進展
がないか，肝機能，血小板数とともに，生化学検査，
凝固・線溶系検査を経時的に追うこと，また，血
圧，尿量，蛋白尿などの基本的観察も怠らないよ
うにする。さらに，HELLP症候群の30％は分娩
後に発症し，その多くは分娩後48時間以内（〜7日）

に発症する33）。従来partial HELLP症候群とよば
れていた病態でも，時間経過とともにHELLP症
候群に進展する可能性があるため注意が必要であ
る。158症例のHELLP症候群の時間的回復に関す
る報告では，血小板は分娩後24〜48時間に減少し，
72時間以内に最下点を示し，6日目までにすべて
10万/mm3以上にまで自然に回復する34）。ただし，
DICや血小板数が2万/mm3未満の場合や，腎機能
障害や腹水を伴う重症例での回復は遅れることが
あるため，肺水腫や腎不全の発生に注意した管理
が重要である。

HELLP症候群の分娩後の管理

参照 p.86 Ⅳ章「CQ4 分娩時の麻酔管理は？」
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　 妊 娠 高 血 圧 症 候 群（hypertensive disorders 
of pregnancy；HDP）， 特 に 妊 娠 高 血 圧 腎 症

（preeclampsia；PE）病 態 に お け る 臓 器 障 害 に
は血管内皮障害が関与しているが，血管内皮障
害に起因するまれな病態に血栓性微小血管症

（thrombotic microangiopathy；TMA）が あ る。
TMAは，血小板血栓，血小板減少，破砕赤血
球に特徴付けられるmicroangiopathic hemolytic 
anemia（MAHA）を呈し，腎障害や中枢神経障害
をはじめとした多臓器障害を呈する病態として知
られている。破砕赤血球の検出には血液塗抹標本が
必要であり，白血球目視分類検査でも確認できる。
　TMAに は， 血 栓 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病

（thrombotic thrombocytopenic purpura；TTP），
非典型溶血性尿毒症症候群［atypical hemolytic 
uremic syndrome；aHUS（ 補 体 関 連HUS）］が 知
られており（表1），妊産褥婦においても発症し，
肝機能障害や高血圧も伴う場合もある。PEや
HELLP症候群の徴候が先行して発症誘因となる
場合や併存する場合があることも報告され，臨床
的な徴候を明確に鑑別できるとは限らず，HDP
管理上重要な病態といえる1）。さらに，TTPや
aHUSを発症すると多臓器不全に至るため，救命
救急，血液内科，周産期，腎臓内科との集学的チー
ムが必要となり2），母児の安全管理上特段の注意
を要する。
　臨床的に重要な指標の1つとしては，一般的に
PE severe featuresやHELLP症候群では分娩後
72時間以上の新規発症はなく，aHUSを考慮すべ

きとされ鑑別に有用な指標となる3）。また，妊
娠関連血栓性血小板減少性紫斑病（pregnancy-
associated TTP；P-TTP）症 例 はLD/AST比 が
77.00±42.17で，HELLP症候群の20.04±2.13と有
意な差があったと報告されている。ROC解析から
22.12以上がTTPと妊娠中のHELLP症候群を区別
で き（AUC＝0.99），third trimesterで のLD/AST比
≧22.12は，HELLP症候群よりTTPを疑う指標と
して臨床診断の一助になるとの報告もある4）。

　TTPの年間発症頻度は3 〜10/100万人，罹患
率は10/100万人で，女性は2 〜3.5倍多い5）。古典
的な5徴候（血小板減少，溶血性貧血，腎機能障
害，発熱，精神症状）が知られている。溶血性尿
毒症症候群にはGasserの3徴候（血小板減少，溶
血性貧血，急性腎不全）があり，症候のみでは他
のTMAとの鑑別が困難な場合があるが，TTPは
ADAMTS13酵素活性の著減（活性値10％未満）と
判明している。現在では保険収載され，一般検
査として測定ができるようになっている。なお
ADAMTS13の欠乏について，妊娠中の高度な欠
乏を20％未満としてTTPの診断を行う考え方も近
年示されている6）。
　TTPの発症機構は以下のように考えられている。
ADAMTS13の基質であるvon Willebrand factor

（VWF）は，血管内皮で産生され超高分子量VWF
多重体(UL-VWFM）として血中に放出される。

Ⅷ解説

解説18 血栓性微小血管症［TMA（TTP，aHUS）］

血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）

表1　血栓性微小血管症（TMA）の分類

1.�血栓性血小板減少性紫斑病（thrombotic�thrombocytopenic�purpura；TTP）
2.�溶血性尿毒症症候群（hemolytic�uremic�syndrome；HUS）
　　1）志賀毒素産生性腸管出血性関連HUS（Shiga�toxin-producing�Escherichia�coli；STEC-HUS）
　　2）非典型溶血性尿毒症症候群（atypical�hemolytic�uremic�syndrome；aHUS）
3.��二次性血栓性微小血管症［代謝異常症，感染症，薬剤性，自己免疫疾患，劇症型抗リン脂質抗体症候群
（catastrophic�antiphospholipid�syndrome；CAPS），悪性腫瘍，移植後，HELLP症候群］
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VWFの血小板血栓形成機能はその分子量に比例
し，UL-VWFMの血栓形成機能は非常に強い。血
中に放出されたUL-VWFMはADAMTS13によっ
て直ちに切断され血栓形成機能は低下し血中か
ら放出される。従って，ADAMTS13活性が低
いとUL-VWFMが血中に蓄積され末梢細動脈で
過剰な血小板凝集を惹起することになる。また
ADAMTS13活性低下の原因は，先天性のほか後
天性に自己抗体（ADAMTS13インヒビター）を産
生することによっても生じる。
　先天性TTPはUpshaw-Schulman症候群とも記載
され，新生児重症黄疸や学童期から成人期に繰り返
す血小板減少や習慣流産の形態をとる場合がある。

　HUSは腸管出血性大腸菌［enterohemorrhagic 
Escherichia coli（EHEC），O-157な ど ］の 志 賀 毒
素産生大腸菌（Shiga toxin-producing Escherichia 
coli；STEC）に 起 因 し て 発 生 し て い る（STEC-
HUS）。ところがHUSでも腸管出血性大腸菌が検
出されないHUS症例が約10％存在するとされてお
り，aHUSとよばれてきた。
　aHUSの発症頻度は年間0.23 〜1.9/100万人，罹
患率は2.21 〜9.4/100万人と，TTPと同様にまれ
である7）。近年の研究により，aHUSが補体の古
典的経路（alternative pathway；AP）での補体C5
の遺伝子変異による機能障害によって発症してい
ることが判明している。また後天性に抗H因子抗
体（H因子は補体C3bの活性化を抑制する因子）に
よる発症や特定できないものもあるとされている
が，日本腎臓病学会，日本小児科学会による『非
典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）診療ガイド2015』
では，先天性および後天性の補体制御異常による
ものがaHUSと定義されている（補体関連HUS）。
　補体関連因子や補体制御因子にかかわる後天
的な自己免疫遺伝子によって発症するのは50 〜
60％ 8）であるが，遺伝子変異や自己抗体が判明し
ないaHUSや二次性TMAとオーバーラップしてい
る場合もあり，分類や診断が混乱してきていると
指摘する報告もある。また，aHUS遺伝子表現型
も発症に関与しているともいわれている9）。
　aHUSの 臨 床 診 断 は，TTP， 二 次 性TMA，
SPEC-TMAの除外診断により診断されるが，播種
性血管内凝固症候群（disseminated intravascular 

coagulation；DIC）病態やヘパリン起因性血小
板 減 少 症（heparin-induced thrombocytopenia；
HIT）も鑑別疾患に挙げられる。
　二次性TMAにはHELLP症候群も含まれてお
り，aHUSと早期の鑑別は困難な場合がある。
HDPやHELLP症候群は妊娠終結により直ちにで
はないにしても数日のうちに軽快に向かうが，
aHUSでは分娩後（48 〜72時間後）に多く発症し，
進行する高度な血小板減少や高度な腎機能障害

（血清クレアチニン値の上昇），急性腎障害（acute 
kidney injury；AKI）に特徴付けられる。
　確定診断は先天性補体関連遺伝子異常や後天性
自己抗体の検出になるが，特定の施設でのみ研究
的に行われており，遺伝子異常や自己抗体が判明
しないものもある。

 妊娠関連血栓性血小板減少性紫斑病（P-TTP）
　 成 人 発 症TTPの う ち7 ％ にP-TTPを 認 め，
P-TTPのうち先天性TTPの頻度は24％で，非妊
娠時に比べ有意に頻度が高い。また，次回の妊娠
時に予防的治療が行われていない症例は高い再発
や流産を示している10）。初回発症P-TTPをみると
66％が先天性TTPで，初発症状はthird trimester
に出現する症例が多いが，胎内死亡はsecond 
trimesterで最も多いと報告されている11）。また，
先天性TTPが未診断であったP-TTPで42％に胎
内死亡があったが，次回妊娠では子宮内胎児死亡
はなく，後天性TTPの28％の子宮内胎児死亡より
も高いと報告されている11）。
　後天性P-TTP 16症例（10女性）の報告では，PE
は31％（95％ CI：11-59）に合併し，米国の2.1 〜3.2％
のPE発症率に比べ高いものの，81％は健児を得
ている。また，10妊娠中60％で再発していた12）。
　これらの報告から，未診断の先天性P-TTPは胎
児死亡リスクが，後天性P-TTPはPEの合併リス
クがあるといえる。

 妊娠関連非典型溶血性尿毒症症候群（P-aHUS）
　aHUS全体の約7％が妊娠関連非典型溶血性尿毒
症症候群（pregnancy-associated aHUS；P-aHUS）13）

であるが，25,000妊娠に1例の頻度と報告されてい
る14,15）。P-aHUSは79 〜94％が産褥期に発症し16,17），特
に70％が帝王切開後に発症している。また，58％

非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）

妊娠に関連した血栓性血小板減少性紫斑病，
非典型溶血性尿毒症症候群
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が初産婦に発症し，血清クレアチニン値が1.5mg/
dLを超えている場合には予後不良であることが
報告されている17）。
　病態としては，高血圧，貧血の急速な進行（平
均6.7g/dL），LD（平均2,953IU/L），破砕赤血球，
血小板減少，急性腎障害を認めていた。多臓器障
害を認め，80％の症例にFFPの投与と血漿交換，
40％には引き続きエクリズマブが投与されていた
が，母体死亡は35％，胎児死亡は25％と高率であっ
たことが報告されている18）。
　aHUS既往妊婦ではP-aHUSの発症は18 〜52％ 19）

で，16％でPEまたはHELLP症候群を合併してい
た20）。P-aHUSを発症した33％は予防的治療が行
われていなかったが，11％はFFPの管理が行われ
ていた21）。遺伝子変異が判明しているP-aHUSで
は74％で妊娠が成立し，そのうち71％で合併症な
く90％で生児を得ている20）。
　妊娠前にTMA発作がみられなかった症例では
多くが妊娠に成功し，胎児予後も良好であったが，
慎重な観察と専門ユニットでの管理が必要とされ
ている22）。
　しかし，いったんP-aHUSを発症した場合はほ
ぼ急性腎障害を発症している。45例のP-aHUS症
例の検討では急性腎障害（血清クレアチニン値521
±388μmol/L，無尿または乏尿であり血液透析
の開始が必要であった）を示し，93.3％の患者に
TMAの症状と多臓器不全への進行がみられた。
aHUSの進行は，産科合併症，手術，感染などが
先行していた。早期のエクリズマブなどの治療
によって53.4％で完全な腎機能の回復がみられた
が，11.1％で慢性腎臓病（chronic kidney disease；
CKD）stage 4 〜5，35.5％で透析が必要な末期腎
不全に至った。母体死亡は23.9％で，周産期死亡
は32.6％であった23）。
　ただし，一般にaHUSを合併する女性の腎機能
に関する長期予後は不良だったが，妊娠が影響し
ているかどうかは不明であった。しかし，最近の
妊娠にaHUSを合併した27例の報告では，産後も
正常腎機能が保たれていたのは2例のみであり，4
例がCKD stage 1 〜4に相当し，8例が末期腎不全
に移行していた19）。またP-aHUSでは発症後1カ月
で62％に，最終的には76％が末期腎不全に移行し
ていたとする報告もある24）。
　P-aHUSでは，産褥期に多い発症頻度と急性腎
障害を中心とした臓器障害が高度なこと，分娩後

の腎機能の悪化，末期腎不全のリスクがあるとい
える。なお，遺伝子変異が判明していて妊娠直前
に発症がなかった場合では妊娠に至り生児を得て
いる症例も多い。

 血栓性血小板減少性紫斑病
　TTPの 治 療 は 新 鮮 凍 結 血 漿（fresh frozen 
plasma；FFP）によるADAMTS13補充である。
　後天性TTPは自己抗体による病態であり，FFP
のみでは不十分で血漿交換が第一選択であり，免
疫抑制のためステロイドパルス療法が実施され
る。また，B細胞性非ホジキンリンパ腫などに用
いられるリツキシマブ製剤（抗CD20モノクローナ
ル抗体，妊婦使用可）が有効である。
　血小板減少発作は散発的に発症し，そのタイミ
ングは不明であるが妊娠も契機になる。また高度
な血小板減少による緊急的な血小板補充を除い
て，予防的な血小板輸血は火に油をそそぐ治療で
あるとされ基本的に禁忌である25）。
　First trimesterに 発 症 し た 全 身 性 エ リ テ マ
トーデスに関連した重症難治性TTP既往症例に
対し，副腎皮質ホルモン投与と予防的血漿交換

（prophylactic plasma exchange；PLEX）を 妊 娠
期間中に行い，33週で陣痛発来し生児を得た報告が
ある。妊娠中や分娩後のTTP再発徴候はなかった26）。
　遺伝子組み換えADAMTS13投与，遺伝子治療
によるADAMTS13発現療法を含む抗VWF治療も
将来的な治療として期待される27）。

 非典型溶血性尿毒症症候群
　aHUSの有効な治療法は血漿交換やFFPとなる
が，その他副腎皮質ホルモン投与や血液透析が行
われる。近年ヒト化抗C5モノクローナル抗体（エ
クリズマブ）も用いられているが，高価（2021年時
点300mg 604,716円，成人導入期1回900mg，週1回）
である。エクリズマブを使用した場合，使用しな
かった場合に比べ病態の緩解を得ることができた

（88％ vs. 57％，p＝0.02）。
　乳汁中にはエクリズマブは検出されず，臍帯血
中にも新生児に影響を与えるような濃度は検出さ
れないため，妊娠中・授乳期の使用は安全である
と報告されている28）。
　妊娠前からエクリズマブが投与されていた
aHUSの報告では4妊娠について29 〜34週まで投

治療
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与され，1妊娠でHELLP症候群，他の2妊娠でPE
の発症を認めた。エクリズマブの妊娠投与は安全
であったが，HELLP症候群やPEを防止できると
はいえなかったとも報告されている29）。
　また，早期のエクリズマブ治療（aHUS発症から
1 〜2週間以内）は3週間以降の治療開始に比べて
母体の予後良好の可能性は5.3倍に増加し，腎機能
の正常化の可能性は48.7倍に増加した。患者の生
命を救うのは時宜を得た診断と，エクリズマブに
よる早期の治療開始であることが報告されている23）。

 HELLP症候群との関連
　TTPのADAMTS13活性値は10％未満が診断基
準であるが，HELLP症候群では中央値31％（12 〜

43％），妊娠経過良好例は71％（48 〜105％），非
妊娠女性は101％（45 〜152％）で，HELLP症候群
でも低活性の傾向を示したが分娩後6カ月後115％

（90 〜170％）に回復している30）。

　HELLP症候群とP-TTP，P-aHUSの診断および
管理プロトコールを，2018年のRamadanら31）の報
告の図を引用し示した（図1，2）。降圧管理などに
も言及し，わが国の医療環境も考慮して一部改変
している31）。

診断，管理プロトコールの一例

文献31より改変を行い，血小板製剤輸血と高血圧管理の注意についても記載した。

図1　妊娠中の多臓器不全を伴う血栓性微小血管症病態時の治療プロトコール例

妊娠高血圧腎症/HELLP
症候群の高い可能性

適切な分娩時期
の決定

分娩後の管理，治療継続

血栓性血小板減少性
紫斑病を考慮

HELLP症候群と血栓性血小板減少性紫斑病双方の
臨床的および臨床検査所見

脳梗塞または脳梗塞が疑われる場合を除いて
高血圧治療（140/90mmHg未満）

血栓性血小板減少性紫斑病の高い可能性
血小板製剤輸血は高度な血小板減少時
または分娩の場合を除いて禁忌

HELLP症候群か血栓性血小板
減少性紫斑病かの診断
どちらともいえない

血漿交換
胎児，母体の管理

±ステロイドおよびリツキシマブ投与

分娩の準備
胎児・母体の管理

24～48時間以内の分娩

分娩後の管理

分娩の準備
血漿交換を試験的に実施（1～2回）

24～48時間管理

妊娠中

多臓器不全および臨床検査値の高度な異常

ADAMTS13 検査

＞10％

限定的な反応

HELLP 症候群を考慮

分娩

分娩後の管理

劇的な反応

＜10％

（文献31より改変）
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図2　産褥期の多臓器不全を伴う血栓性微小血管症病態時の治療プロトコール例

血小板製剤輸血禁忌である血栓性血小板
減少性紫斑病の可能性を認識する

HELLP症候群の
可能性

高度な血小板減少時や出血リスクがある場合を除き
高血圧がある場合は降圧管理を優先し，
血小板減少に対しては拙速なまたは過剰な

血小板製剤輸血を避け，その必要性について検証する

脳梗塞または脳梗塞が否定できない場合は
降圧目標を脳神経外科などと協議する

産褥期

血小板減少および血栓性微小血管症

降圧管理 140/90mmHg 未満

多臓器不全と臨床検査値の強い異常値No

回復

血栓性血小板減少
性紫斑病を考慮
血漿交換継続
±ステロイドおよび
リツキシマブ投与

血小板製剤
輸血原則
禁忌

HELLP症候群を考慮
血漿交換中止
保存的治療

非典型溶血性尿毒症
症候群を考慮
エクリズマブ投与
±血漿交換

検査を実施していなかった場合

48～72時間集中管理

Yes

ADAMTS13検査

多臓器不全と臨床検査値の強い異常値

回復しない

＞10％

＜10％劇的な反応限定的な反応

血漿交換の試験的施行（1～2回）
24～48時間反応性を観察

文献31より改変を行った。わが国ではADAMTS13測定に数日を要するため，多臓器不全や強い検査値の異常を伴う血小板
減少時には当初からADAMTS13検査を考慮してよいとして図を改変した。また血小板製剤輸血と高血圧管理の注意につい
ても記載した。

（文献31より改変）
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分類 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5

主病態 肺水腫 全身性浮腫 低灌流 急性冠症候群 右心機能不全

収縮期血圧 ＞140mmHg 100〜140mmHg ＜100mmHg ー ー

病態生理

・�充満圧上昇による急
性発症

・血管性要因が関与
・全身性浮腫は軽度
・�体液量が正常または
低下している場合も
ある

・�慢性の充満圧/静脈圧/
肺動脈圧上昇による
緩徐な発症
・�臓器障害（腎・肝障害/
貧血/低アルブミン血
症）
・肺水腫は軽度

・�発症様式は急性ある
いは緩徐
・�全身性浮腫/肺水腫は
軽度
・�低血圧/ショックの有
無により2つの病型あ
り

・�急性心不全の症状・徴
候

・�トロポニン単独の上
昇ではCS4に分類し
ない

・�発症様式は急性ある
いは緩徐

・肺水腫なし
・右室機能障害
・�全身的静脈うっ血徴
候

　肺水腫は，肺胞を取り巻く毛細血管から血液の
液体成分が肺胞内へ滲み出した状態をいう。この
水分の滲み出しはまずは間質部分に起こり，さら
に進行し肺胞に流入する。水分に満たされた肺胞
では酸素の取り込みが障害され息切れなどの症状
を呈し，重症化すると呼吸不全に陥る。肺水腫は
大きく2種類に分類することができる。心臓に原
因がある心原性肺水腫と心臓以外の原因（重症肺
炎，敗血症，重症外傷など）で生じる非心原性肺
水腫である。重度の肺水腫では動脈血中の酸素分
圧が60mmHg未満になり呼吸不全となり，さらに
重症化するとショック状態になる。

　心原性肺水腫は左心不全による左房圧の上昇に
よって生じる。左房圧の上昇は肺静脈還流を障害
し，肺毛細血管内圧を上昇させる。その結果，血
液の水成分が肺胞内に滲み出し肺水腫をきたす。
つまり，心原性肺水腫では肺胞毛細血管領域で
血液量が増加した状態である肺うっ血が先行す
る。心不全の初期対応に用いられる血圧を参考と

したクリニカルシナリオ分類では，肺水腫の出現
をもってclinical scenario（CS）1とされる1,2）。起座
呼吸，SpO2 90％未満を呈し，呼吸管理と血管拡
張による肺うっ血の解除が行われるステージであ
る（表1）。この場合，左室駆出率（left ventricular 
ejection fraction；LVEF）が 低 下 し て い る こ と
が多く，治療経過中に低心拍出に陥るリスクが
ある2,3）。このことは重要で，妊娠高血圧症候群

（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）に
心不全を併発している場合，HDPにより血管内脱
水をきたしていることが考えられ，低心拍出の状
態に陥りやすい。通常の心不全管理に加えてこの
点を考慮した治療戦略が求められる。後に詳述す
るが，この状況に当たるのはHDPに引き続き周産
期心筋症を発症する場合である。
　心不全の病態把握には急性心不全の病型分類

（Nohria-Stevenson分類）4）も用いられる（p.109 図2
参照）。この分類の基準はうっ血所見の有無（dry/
wet）と低灌流所見の有無（warm/cold）による。
HDPに周産期心筋症を発症した場合には，病態
的にはwet-coldでもHDPによる高血圧のためwet-
warmと評価されることになる。周産期心筋症に
よる心不全にHDPが加わることによって，その病
態が修飾されることを示している。

Ⅷ解説

解説19 肺水腫

肺水腫とは

心原性肺水腫

（文献1,2より引用）

表1　急性心不全の初期対応におけるクリニカルシナリオ（CS）分類
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　心臓以外に原因のある肺水腫を非心原性肺水腫
とよぶ。肺毛細血管の壁に病的な変化が生じ，血
液の液体成分が滲み出すものである。重症肺炎，
敗血症，重症外傷，急性呼吸窮迫症候群などさま
ざまな疾患に引き続いて生じる。妊娠高血圧腎症

（preeclampsia；PE）の診断基準では蛋白尿がみら
れない場合でも新規発症の高血圧に加え臓器障害
として，血液凝固障害，腎障害，脳卒中，神経障
害，肝機能障害を挙げている。これはPEではさ
まざまな臓器で血管内皮障害による症状を呈する
からである。肺では肺毛細血管の血管内皮障害の
ため血管透過性が亢進する。そこに輸液過多など
で肺静脈圧が上昇すると肺水腫を生じる。診断基
準には含まれていないが，HDPの関連疾患として
挙げられている。

　重度の呼吸困難と断続性ラ音，胸部X線検査
で多くの場合は診断できる。胸部X線検査では
butterfly shadow（図1）を呈する。これは肺均等影
が肺門部から肺野中層部に限局するもので，その
外側は正常陰影となる。正面像では右肺の水平葉

間溝部に上葉と中葉の外套部肺が合わさって均等
影が陥入し，蝶形を呈するためbutterfly shadow
とよばれる。肺水腫はまずは間質部分に起こる（間
質性肺水腫）。
　その後，肺胞内を水分が満たす（肺胞性肺水腫）。
間質性肺水腫では所見が目立たない場合がある
が，肺胞性肺水腫に進展すると明確になる。胸部
CT検査も肺水腫の診断には有用で，中枢側優位
な浸潤陰影が認められる（図2）。
　胸部X線検査では肺野同様に心陰影の評価も重
要である。心陰影の拡大がみられる場合には心原
性肺水腫を考えた検査を行う。心原性肺水腫では
心陰影の拡大が認められる。血清脳性ナトリウム
利尿ペプチド（BNP）またはN-terminal-pro BNP

（NT-pro-BNP）の上昇は有用な情報となる。BNP
やNT-pro-BNPは心不全のマーカーとして用いら
れるペプチドで，心電図・心臓超音波検査で単な
る血管透過性の亢進に加えた容量負荷によるもの
なのか，そこに周産期心筋症のようにポンプ機能
の低下が加わっているのかを評価する。HDPでは
全身の血管抵抗が増加しており，心臓への後負荷
は高い。PEでは超音波計測による左室重量係数

（left ventricular mass index；LVMI）が増加して
いる症例もみられ，後年の慢性高血圧の発症リス
クとなるという報告もある5）。

肺門部の陰影とその末梢の血管影が蝶形に広がっている。 両側の中枢側優位の浸潤影がみられる。

図1　胸部X線検査 図2　胸部CT検査

非心原性肺水腫

肺水腫の診断
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　非心原性肺水腫の場合には，まずリザーバーマ
スクによる100％酸素投与，起座位，利尿薬の投
与が行われる。急性心不全を伴う場合には呼吸管
理と血管拡張による肺うっ血の解除を行う。非侵
襲的陽圧換気療法（noninvasive positive pressure 
ventilation；NPPV）が動脈血の酸素化と血行動
態の改善に効果的であり，症状を軽減させる2,6）。
LVEFの低下に対してはカテコラミンが使用され
るがHDPではさらなる血管透過性の亢進をきたす
場合があり，肺水腫を増悪させることがある。こ
のように，HDPにおける肺水腫の治療にはその病
態を考慮した対応が必要である。さらに，HDPは
多臓器に障害を与える症候群であることも管理を
難しくする。腎実質に障害が存在している場合，
血管内脱水で腎血流量が低下すると腎前性腎不全
を発症しうる。腎血流量を確保するため輸液を行
うが，血管透過性の亢進により投与量に見合う腎
血流量の増加が得られない。そこで過剰な輸液が
なされると肺水腫の増悪につながる。妊娠終結直

後からはthird spaceに貯留した水分の体循環への
還流が始まる。これは心臓への前負荷の増大とな
り心不全を増悪させる。水分貯留に対して自然利
尿により適切に水分出納がなされていれば酸素化
を維持しながら過剰な脱水を避けることができる
が，腎障害のため尿産生能力が低下していると利
尿薬を投与せざるをえない。HDPの経過によって
は血管内脱水が存在し，尿量が過剰となると血管
内皮障害とともに血栓症を起こしうる。特にフロ
セミドは再吸収阻害による利尿であり，利尿効果
は腎血流量に依存しないため過剰とならないよう
注意が必要である。血管内水分量を維持しながら
血管外に貯留した水分を排泄させるにあたって，
心臓や腎臓の機能を考慮した対応が必要である。

　周産期心筋症の詳細は別項（p.206 Ⅷ章「解説20 
周産期心筋症」）に譲るが，おさえておきたいのは，
周産期心筋症の約40％はHDPが先行するというこ
とである7）。
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妊娠高血圧症候群における肺水腫の治療
の困難さ

周産期心筋症を発症している場合の肺水腫

参照 p.206 Ⅷ章「解説20 周産期心筋症」
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　周産期心筋症とは，心筋疾患の既往のなかった
女性が妊娠中から産後に心不全を発症し，検査上
心拡大と心収縮力の低下を認める特異な心筋症で
ある。現時点では，心筋梗塞や心筋炎などの鑑別
疾患を除外し，他に原因がない場合に周産期心筋
症と診断されるため，多様な病因・病態を背景と
した症候群と考えられる。高齢，妊娠高血圧症候
群（hypertensive disorders of pregnancy；HDP），
多胎，子宮収縮抑制薬の使用などが危険因子として
知られており，なかでも，周産期心筋症患者のうち
37％がHDPを合併しており1）最大危険因子である。

　1971年にDemakisらが提唱した診断基準を基
に，心エコー上の左室収縮能低下や拡大所見の具
体的な数値を付け加えた診断基準が頻用されてい
るが，いまだ国際的に画一された診断基準はない

（表1）2 〜7）。もともとDemakisらは，既存の心筋症
合併妊娠と鑑別するために，周産期心筋症の診断
時期を妊娠最終月から半年間に定めた。その後，
妊娠最終月以前の妊娠17 〜36週に心不全を診断
された症例も，従来の診断基準で周産期心筋症と
診断された症例と臨床像が同じであることが報告
され，最近は妊娠後半から産後半年など，診断時
期を広く設定する傾向にある。日本においては，
2019年『周産期心筋症診療の手引き』7）が発行さ
れ，既往の心疾患が除外されず，心不全が必須診
断項目でないなどの独自項目を挙げている。
　息切れ，浮腫，体重増加などの心不全症状は健
常妊産婦も自覚する症状と似ており，周産期心筋
症の診断は遅れがちである。他の先進国同様，周
産期心筋症はわが国における主な母体死亡原因の
1つであり，早期診断は母児の生命予後にも直結
する重大事項である。そこで（特に後述の危険因
子をもつ），妊産婦で心不全様症状の訴えがあれ

Ⅷ解説

解説20 周産期心筋症

診断

表1　周産期心筋症の診断基準

Demakisの診断基準2）
①分娩前1カ月〜分娩後5カ月以内に新たに心不全の症状が出現
②心疾患の既往がない
③他に心不全の原因となるものがない

欧州心臓病学会の心筋症分類3） 非家族性で拡張型心筋症の遺伝背景をもたない，妊娠に関連した心筋症

米国心臓協会の心筋症の分類と診断基準4） 左室機能障害と拡張，心不全を呈する，希少性後天性の原発性心筋症

米国NHLBIと希少疾患対策局のワークショップ
グループ5）

①分娩前1カ月〜分娩後5カ月以内に新たに心不全の症状が出現
②心疾患の既往がない
③他に心不全の原因となるものがない
④左室駆出率＜45％もしくは左室短縮率＜30％

欧州心臓病学会の心不全部門の周産期心筋症
ワーキンググループ6）

①�妊娠の最後のほうから産後数カ月までの間に，左室収縮機能障害により心不全を呈
する，特発性心筋症
②そのほかに心不全の原因がない（常に除外診断である）
③左室はあまり拡張していないが，ほぼ全例で左室駆出率＜45％

日本の周産期心筋症診療の手引き7）

①妊娠中から分娩後6カ月以内に新たに心収縮機能低下・心不全＊を発症
②ほかに心収縮機能低下・心不全＊の原因となる疾患がない
③発症まで心筋疾患の既往がない
④左室収縮機能の低下（左室駆出率≦45％）
＊心不全は必須診断項目ではない

NHLBI：National Heart，Lung，and Blood Institute
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ば，心筋症・心不全を鑑別疾患に挙げて検査を行
う。心不全マーカーとして有用性の高いBNPや
NT-proBNPの測定は，妊産婦でも簡便に行える
スクリーニング検査である。

　2010年に実施された全国調査では，日本におけ
る診断頻度は推定15,533分娩に1例であり，1,000〜
3,000分娩に1例の米国など，すでに報告のある他
国に比べ最も少ない8）。その原因として，人種差
や多産の減少，生活習慣（妊娠年齢期の女性の高
血圧が少ないなど）の差異などが考えられる。妊
婦の高年齢化，生殖技術の向上，疾患概念の普及
に伴う診断率の向上などを背景に，米国では年々
発症率が上昇している。わが国においても，今後
の増加が見込まれる。
　高年齢，HDPの合併，子宮収縮抑制薬の使用
や多胎が，わが国における周産期心筋症の危険因
子であった9）。これらの危険因子の保有率は欧米
とほぼ同等であり，日本と欧米の周産期心筋症の
臨床像が相似していることがわかる。なかでも，
HDPは周産期心筋症の最大危険因子である。22研
究979人を検討した総説では，周産期心筋症患者
の37％がHDPを合併しており，この率は人種にか
かわらず同等であった1）。わが国とドイツにおけ
る調査では，HDPを合併した周産期心筋症患者は
心機能回復度が有意に高く9,10），多様な疾患背景
をもつ疾患群のなかで，HDPを背景とする周産期
心筋症は， 周産期心筋症のなかでも1つのサブグ
ループととらえてよいかもしれない。

　近年，HDPの1つである妊娠高血圧腎症（preeclampsia；
PE）の一部では，妊娠初期の胎盤形成不全が原因
と考えられている。血流不全から低酸素状態に
陥った胎盤では，血管の新生や弛緩を抑制する因
子の産生が促進され，これらが母体血中に移行す
る。これらの因子が，母体の血管内皮細胞機能を
障害し，高血圧や臓器障害を引き起こすとされて
いる。
　周産期心筋症においても，血管障害因子が病態
に関与しているという基礎研究成果が報告されて
いる。2007年，Hilfiker-Kleinerら11）は，心筋内酸

化ストレスの増加が母体血中のプロラクチンを切
断化すること，この切断プロラクチンは血管新生
を抑制するなどの血管障害性をもつため心筋症が
惹起されることを報告した。2012年，Pattenらは，
VEGFなどの分泌を促すことで血管新生に関与す
るPGC-1αを心筋特異的にノックアウトしたマウ
スが，複数回の妊娠・出産により，HDPと心筋症
を発症すると報告した12）。興味深いことに，この
モデルマウスにVEGFを投与しても心筋症の発症
は抑制されないが，VEGFに加えてブロモクリプ
チンを投与すると心筋症の発症が抑制される。そ
こで，切断プロラクチンの産生やVEGFの減少など，
複数の因子が血管新生を抑制することで周産期心
筋症が発症するのではないかと推測されている。
　遺伝子研究も進んでいる。米国，ドイツ，日本
3カ国の遺伝子研究では，周産期心筋症患者172人
において，拡張型心筋症関連43遺伝子変異をスク
リーニング検査したところ，26人（15％）で陽性で
あった13）。この陽性率は，拡張型心筋症コホート
における陽性率と同等であり，一般コホートにお
ける4.7％より有意に高値であった。なかでもタ
イチン遺伝子変異をもつ者が2/3を占め，タイチ
ン遺伝子異常をもつ11人ともたない68人を比較し
たところ，タイチン遺伝子異常をもつ者の1年後
の心機能は有意に回復度が低いことが判明した。
これら拡張型心筋症に関連していると考えられる
遺伝背景をもつ患者を「周産期心筋症」に含めるか
否かについては，いまだ結論が出ていない。ヨー
ロッパ心臓病学会の心筋症分類で，周産期心筋症
は「非家族性で拡張型心筋症の遺伝背景をもたな
い，妊娠に関連した心筋症」と定義されている。
一方，妊娠前に無症状の拡張型心筋症合併妊娠の
多くが，妊娠・出産を合併症なく終えるため，こ
れら遺伝背景をもつ患者にも，なんらかの周産期
心筋症に特化した心機能増悪因子が関与している
可能性はあるだろう。

　周産期心筋症の治療は，一般的な心不全に対す
る治療が広く行われている。妊娠中に強く疑われ
る場合には，妊娠週数と心機能低下重症度にもよ
るが，早期の妊娠終了も考慮する。妊娠中の急性
心不全に対する，フロセミド，ヒト心房ナトリウ
ムペプチド製剤（human atrial natriuretic peptide；

疫学

病因

治療
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hANP），カテコラミンの使用は可能である。利
尿薬の使用においては，過度の利尿による子宮循
環減少，羊水過少，胎児利尿による脱水や電解質
バランスの異常に注意が必要である。アンジオテ
ンシン変換酵素（angiotensin-converting-enzyme；
ACE）阻害薬，もしくはアンジオテンシン受容体
拮抗薬（angiotensin receptor blocker；ARB）は，胎
児の腎障害や羊水過少をきたすため，妊娠中期以
降の使用は禁忌である。アルドステロン拮抗薬は，
通常の投与量では安全であると考えられている。
　重症例の急性期にはカテコラミン治療に加え，
大動脈内バルーンパンピングや経皮的心肺補助装
置を使用し，慢性期には，ACE阻害薬やARB，β
遮断薬，利尿薬などの内服治療が行われる。治療
抵抗性の症例では心臓移植や死に至ることもある。
　近年，プロラクチン病因説に基づき，抗プロ
ラクチン療法が提唱されている。2010年にSliwa
ら14）が南アフリカにおける周産期心筋症患者20人
を対象に，8週間の抗プロラクチン療法が予後を
改善したと報告した。その後，診断時左室駆出率

（left ventricular ejection fraction；LVEF）≦35％
の患者のみを対象に，1週間と8週間の2群に分け
て抗プロラクチン療法を実施したところ，両群で
LVEFの回復度に有意差を認めなかった15）。また，
同報告では，米国からの診断時LVEF≦30％患者
の心機能回復度と比較し，抗プロラクチン療法の
有効性を説いている。
　ブロモクリプチンは，古くから高プロラクチン
血症などの治療や母乳分泌停止目的に使用されて
いるドパミン受容体作動薬である。血管攣縮や血
圧上昇の副作用があり，妊産褥婦への使用で脳血
管障害や心筋梗塞の合併報告がなされたため，米

国食品医薬品局（FDA）は妊産褥婦への使用は厳
重注意であり，特にHDPや心血管疾患合併例では
使用禁忌としている16）。わが国においても，「HDP
の患者や産褥期高血圧の患者では，産褥期におけ
る痙攣，脳血管障害，心臓発作，高血圧が発現す
るリスクが高い」ため，添付文書上使用禁忌とさ
れている。同様の作用をもつ薬剤には，テルグリ
ドとカベルゴリンがあり，ブロモクリプチンより
副作用が少ないといわれているが，使用禁忌事項
は同じである。抗プロラクチン療法適応について
は，今後の重要な課題である。

　わが国においては，周産期心筋症患者の約60％
が1年以内に正常心機能に回復する一方，約10％
が母体死亡や心臓移植待機の転帰をたどり，約
30％に心機能低下が残存する。これまでに予後
予測因子として，初診時もしくは発症2カ月後の
LVEF，左室拡張末期径，左室内血栓の有無，右
室機能低下の有無，人種などが挙げられている。
　心機能回復症例で，慢性期心不全治療の継続の
是非については，定まった見解はない。慢性期内
服治療を中止後，再度心機能が低下する症例があ
るため，薬剤を漸減・中止する際には，注意深い
経過観察が必要である。また，エキスパートオピ
ニオンとして，中止後の心機能が保たれていても，
10年間は年1回の経過観察が勧められている17）。
　次回妊娠時の再発リスクが高いことも知られて
いる。心機能が正常化していない（LVEF＜50％）
症例の次回妊娠においては，再発率が約50％で，
母体死亡リスクもあるため，妊娠が推奨されない。
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　凝固線溶系の調節には，凝固系・線溶系とと
もに凝固制御因子が関与している。凝固系は正
常妊娠における分娩時の出血に対応するため，非
妊時に比べて亢進していることが知られている1）。
妊娠中著増するエストロゲンによる肝臓での凝
固因子産生亢進に伴い，第ⅩⅢ因子を除くほとん
どすべての凝固因子が増加する2）。凝固活性の指
標であるthrombin antithrombin complex（TAT）
も妊娠中増加している3）。妊娠高血圧症候群

（hypertensive disorders of pregnancy；HDP）で
は正常妊娠よりもさらに凝固系が亢進し4），HDP
の病態の1つ「血管内皮細胞障害」によって血液成
分は血管外に漏出し，組織因子（tissue factor；
TF）と反応して血液凝固機転（外因系）が進行す
る。さらに，TFは第Ⅶ因子と結合し，好中球に
よる炎症性サイトカインの産生を促進する。TF
は組織の低酸素状態とともに血管内皮細胞障害を
さらに促進することが知られている5）。また，TF
によって活性化された第Ⅹa因子はトロンビン6）・
フィブリン産生によってHDP患者の凝固系を活
性化する4,7）。その結果，HDP患者の血小板数は低
下する傾向にある8 〜10）。しかしながら，HDP患者
の血漿TF濃度については，変わらないとする報
告11）や上昇するという報告がある12,13）。また，TF
活 性 を 抑 制 す るtissue factor pathway inhibitor

（TFPI）は妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）で
増加するという報告11,12）と変化しないという報告
があり13），HDPに対するTFの影響については議
論のあるところである。
　凝固制御因子は，血管傷害部位以外で血栓形
成を抑制し，血液の流動性を維持している。PE
患者のトロンボモジュリン濃度は正常妊婦に比
べて変化しないとする報告と14），低下していると
いう報告がある15）。さらにトロンビン−トロンボ
モジュリン複合体の形成はPEにおいて抑制され
ている。これらの変化は，PEにおけるプロテイ
ンC（protein C；PC）・プロテインS（protein S；

PS）・アンチトロンビン（antithrombin；AT）の
減少に関連していると考えられている16）。PCは，
トロンビンによって分解され活性化プロテインC

（activated protein C；APC）となり，補酵素であ
るPSと結合して活性化第Ⅴ因子や活性化第Ⅷ因
子を抑制する。従って，PCの活性化が起こらな
ければ活性化第Ⅴ因子と活性化第Ⅷ因子は抑制
されず17），トロンビン産生が増加し，フィブリン
形成は持続的に刺激されることになる。さらに，
PCが減少すると線溶系のプラスミノゲン・アク
チベーター・インヒビター1（plasminogen activator 
inhibitor-1；PAI-1）活性化が阻害されてPAI-1は増
加する18）。
　一方，正常妊娠では凝固系亢進によって産生
されたフィブリンを分解するために線溶系は亢
進するはずであるが，分娩時の出血に備えて全体
的に抑制されている。線溶系の指標であるD-ダ
イマーは妊娠週数とともに増加しているが19），線
溶系を阻害する血漿トロンビン活性化線溶抑制
因子（thrombin activatable fi brinolysis inhibitor；
TAFI）も妊娠週数とともに増加している19）。組
織 型 プ ラ ス ミ ノ ゲ ン・ ア ク チ ベ ー タ（tissue 
plasminogen activator；tPA）やウロキナーゼ型
PA（urokinase-type plasminogen activator；uPA）
は妊娠中増加するが20），血管内皮細胞から産生さ
れるPAI-1や胎盤から産生されるPAI-2が増加し1），
tPAの機能を阻害している21）。HDPではさらに線
溶系が抑制される。PEではTAFIやPAI-1が正常
妊娠に比べて著明に増加することが報告されてお
り18,20,22），tPAの作用を強く抑制していることが推
測される。一方，uPAとPAI-2はPEにおいて減少
するとされている。uPAは受容体であるuPA受容
体（uPA receptor；uPAR）を介してVEGFを誘導
し，血管新生に関与することが知られている23,24）。
PEにおけるuPA減少は胎盤における血管新生障
害と関係しているかもしれない。
　前述のように，正常妊婦では凝固系が亢進し線

Ⅷ解説

解説21  妊娠高血圧症候群による凝固障害
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溶系が抑制されているが，この傾向はHDP患者で
増強されていると考えられる。しかし，HDPにお
ける凝固活性亢進に伴う血栓形成は，比較的長い

時間を経てHDPの病態を形成しているのではない
かと考えられる。
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　日本産科婦人科学会編『産科婦人科用語集・用
語解説集 改訂第4版』によると，常位胎盤早期剥
離（早剥）は「正常位置，すなわち子宮体部に付着
している胎盤が，妊娠中または分娩経過中の胎児
娩出以前に，子宮壁より剥離するもの」と定義さ
れている1）。しかし，その発症機序（病因）はいま
だ解明されておらず発症予知や予防も不可能と報
告されている。妊娠高血圧症候群（hypertensive 
disorders of pregnancy；HDP）にしばしば合併す
る早剥症例では脱落膜の螺旋動脈の攣縮により血
流が阻害され血栓形成が起こり，脱落膜の間質が
壊死した後に出血することにより胎盤後血腫が形
成されるのがその本態といわれている2,3）。かつて
はHDPが早剥発症の主たる原因と考えられていた
が，高血圧と無関係の早剥が全体の半数以上あっ
たとの報告4）もあり，早剥の原因は多岐にわたる
ことも明らかになってきた。また，HDPのなか
でも高血圧のみを認める妊娠高血圧（gestational 
hypertension；GH）と高血圧に加えて蛋白尿を伴
う妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）では，同じ
ような病態なのかまったく異なる疾患なのかはこ
れまで論争の対象となってきたが，早剥の合併と
いう観点からその発生率に違いがないとの報告が
ある5）。このように，HDPはそのタイプによらず
早剥に少なからず影響していると考えられ，その
ことを考慮した妊娠管理が重要である。
　本項ではHDPを背景とした早剥について，その
病態や管理について概説する。

　HDPは，GH，PE， 加 重 型 妊 娠 高 血 圧 腎 症
（superimposed preeclampsia；SPE）， お よ び 高
血 圧 合 併 妊 娠（chronic hypertension；CH）に 分
類される6）。早剥は全妊婦の0.5 〜1.3％に発症す
るが3）CHを除いたGH，PE，SPEにおいては，拡
張期血圧が120mmHg以上になるとその発症率が

9.5％まで上昇したという報告がある7）。
　一方，妊娠20週未満より高血圧を合併するCH
の場合も160/110mmHg以上のほうが160/ 110mmHg
未満に比べて10倍近く早剥の発症率が高く（非重
症0.7 〜1.5％ vs. 重症5 〜10％），SPEを発症した
場合にはさらに早剥を起こしやすいという報告も
ある8）。
　2009年4月から2015年10月までの期間に総合周
産期母子センターである昭和大学では，分娩し
た6,168例のなかで早剥と診断された症例が2.1％

（129例）あった。GH，PE，SPEと診断された症例
は早剥の11.6％（15例）を占めており，それらを合
併しなかった場合に比べOR 2.7（95％ CI：1.5-4.7，
p＝0.001）であり，HDPは早剥のリスクファクター
として重要である。
　早剥の半数の症例が高血圧状態であり，全体の
1/4はCHであったと報告されている9）。さらに，
CHの1.5％が早剥を発症したという報告10）や，CH
の早剥合併頻度は約1％で通常の発症頻度0.3％の
3倍高いという報告がある11）。SPEや胎児発育不
全はさらなる早剥のハイリスクである12）が，高血
圧の重症度と早剥の発生率には必ずしも相関関係
があるわけではない11,13）。CHの長期的な影響とし
て，早剥の既往がある場合に心臓および大血管の
障害による死亡リスクが有意に上昇するとの報告
がある14,15）。また，硫酸マグネシウムを投与した
PEは早剥のリスクが低下する可能性があるとの
報告もある16）。
　表1は早剥のリスクファクターを示したもので
ある。これをみても，PEやCHを認めていた場合
の早剥の発生頻度は約2 〜4倍に上昇することが
わかる17）。
　表1に示すように，早剥既往とHDP合併での早
剥発症のORはそれぞれ3.2-25.8と1.5-2.5であり，早
剥既往妊婦はその後の妊娠での早剥発症リスクが
HDP以上に高い。早剥既往のある妊婦がHDPを
合併した場合には，早剥発症のリスクがさらに高

Ⅷ解説

解説22 常位胎盤早期剥離

妊娠中の高血圧と早剥との関係
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くなることが推測される。そのため早剥既往妊婦
の管理は厳重に行う必要があるが，標準化された
管理法はないため早期の診断および介入が母児の
予後に寄与すると思われる。早剥の症例では，胎
児心拍数モニタリング波形異常所見が超音波検査
による胎盤後血腫の顕在化といった所見よりも早
期に出現することが多い。早剥の早期診断には胎
児心拍数モニタリング波形異常に注意する必要が
ある。
　表2によると子宮動脈の拍動係数（pulsatility 
index；PI）お よ びpregnancy-associated plasma 
protein A（PAPP-A）ではそれぞれのPEや早剥の
陽性的中率に違いはないものの，いずれも早剥に
対する感度が高い18）。

　妊娠中の高血圧に関連した早剥では，
① 胎盤床の血管が断続的に収縮（血管攣縮）するこ

とにより血栓や壊死性変化が生じる。
② その結果，壊死した血管が破綻して出血が起こる。
③ 出血によって胎盤の母体側に血腫（胎盤後血腫）

が形成され胎盤が子宮から剥がれていく。
といった病態が考えられている19,20）。
　この①，②の機序の裏付けとなる可能性のある，
母体循環血漿中の胎児由来cell-free DNA発現量に
ついて報告した研究がある。男児を妊娠した症例
を対象にした胎児選択的なY染色体特異的遺伝子
について検討した研究によると，正常妊娠中の胎

表2　 平均子宮動脈PI≧95パーセ
ンタイルとPAPP-A≦10パー
センタイルであった症例の
妊娠高血圧腎症および早剥
の感度および陽性的中率

表1　常位胎盤早期剥離のリスク因子とオッズ比

アウトカム 感度[％（n）] 陽性的中率［％（n）］

子宮動脈pulsatility�index
＞95パーセンタイル

妊娠高血圧腎症 23.1％（3/13） 6.7％（3/45）

早剥 42.8％（3/7） 6.7％（3/45）

PAPP-A＜10th�
centile

妊娠高血圧腎症 23.1％（3/13） 3.4％（3/88）

早剥 42.8％（3/7） 3.4％（3/88）

リスク因子 オッズ比

社会的背景因子

35歳以上 1.3-2.6

20歳未満 1.1-1.5

経産≧3回 1.1-1.4

黒人 1.3

未婚またはシングルマザー 1.2-1.5

行動背景因子

喫煙 1.5-2.5

飲酒 1.6-2.8

コカイン 3.9-8.6

原因不明の不育・不妊 1.2-2.4

母体背景因子

慢性高血圧 1.8-2.4

高ホモシステイン血症 1.8-5.3

血栓症 1.4-7.7

妊娠前からの糖尿病 2.7

甲状腺機能低下 3.0

貧血 2.2

子宮形態異常 8.1

既往

帝王切開 1.3-2.4

流産 1.4-3.4

妊娠高血圧腎症 1.9

死産 1.6-13.1

常位胎盤早期剥離 3.2-25.8

リスク因子 オッズ比

妊娠関連因子

妊娠高血圧症候群 1.5-2.4

妊娠高血圧腎症 1.9-4.4

加重型妊娠高血圧腎症 2.8

絨毛膜羊膜炎 2.5-3.3

前期破水 1.8-5.9

羊水過少 2.1

羊水過多 2.5

前置胎盤 3.2-5.7

妊娠28週未満の性器出血 2.0-3.1

妊娠28週以降の性器出血 12.3-18.7

多胎 2.0-2.9

男児 1.2-1.3

SGA児 1.3-4.1

臍帯卵膜付着 2.5

妊娠高血圧症候群における早剥発症の病態生理

（文献18より引用）

（文献17より引用）
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児由来cell-free DNAは妊娠7 〜16週の平均で母体
血漿1mL中に37細胞相当量含まれている。胎児由
来cell-free DNAは妊娠経過中に漸増し，妊娠後期
には母体血漿1mL中300細胞相当量まで増加する
ことが知られている21）。この胎児由来DNAの大部
分は絨毛細胞表面から剥離した絨毛細胞に由来す
ると考えられており，その量から直接絨毛障害の
程度が評価可能であると考えられる。HDPに起こ
る絨毛障害を評価できるか確認するため，男児を
妊娠している妊婦を対象に母体血漿中からDNA
を抽出し，Y染色体特異的なDYS14遺伝子をマー
カーとした定量的PCR法で母体血漿中胎児由来
DNAを定量した。そのMoM値を求め，HDPの臨
床症状との関係を解析した研究では，コントロー
ルのMoM値に対して，GH，PEとそれぞれ病状の
悪化に伴って胎児DNAのMoM値が有意に増加し
たということが示された（図1）22,23）。
　さらに，妊娠20週（20.4±2.12週）に母体血を採
取し正常経過をたどった症例と，後にHDPを発症
する症例との間で胎児由来DNA濃度を比較した

結果ではHDP発症例でその濃度が2.4倍高かった
ことから，HDPの臨床症状が出現する10週間以上
前からすでに絨毛障害が起こっていたことが示唆
され，早剥発症のリスクと関連している可能性が
ある24）。
　以上のようなことから，HDP発症には先行した
絨毛に対するダメージを背景に壊死に陥った血管
が破綻することで早剥が起こると仮定すると，胎
児DNA発現量を評価することによってHDPに関
連する早剥の予知が可能との意見もある。
　 ま た，HDPを 背 景 と し た 血 管 内 皮 障 害 は，
VEGFやPlGFなどの血管増殖因子とsFlt-1などの
血管増殖に拮抗する因子のアンバランスが関与
することが知られている25）。これらの血管増殖
関連因子のアンバランスの程度がHDPのタイプ
を決定しており，GHはPEの前段階でsubclinical 
preeclampsiaという状態で早剥やHELLP症候群の
発症頻度にも差がないといわれていることから，
周産期合併症の発症に関してGHも厳重に管理する
必要がある。
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図1　母体血漿中胎児DNA濃度の変化
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　＜0.001

妊娠高血圧腎症
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p

胎児 DNA 濃度は，妊娠週数に伴う変化を補正するため multiple of median（MoM）値で表示し，正常妊娠経過を示す症
例の濃度を 1 とすると，妊娠高血圧の症例では 2.9，妊娠高血圧腎症では 4.3 と上昇することを示す。

（文献22より引用）
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　 深 部 静 脈 血 栓 症/肺 血 栓 塞 栓 症（deep vein 
thrombosis；DVT/pulmonary thromboembolism；
PTE，合わせてVTEと表記する）は，すべての診
療科において遭遇しうる疾患であるが，周産期で
はその特性を考慮して妊娠関連VTEと呼称され，
診断治療が行われている。
　妊娠関連VTEは，妊娠時，分娩後の血栓形成と
いう生理的現象が病的破綻した状態である。近年
の妊娠関連VTEは，妊娠分娩産褥期のエストロゲ
ンの変動と凝固因子（凝固線溶因子ならびにその抑
制因子）の量的変化のみならず，妊婦の高齢化，帝
王切開率の上昇，肥満など，VTE背景因子の様相
を急激に変化させてきている。産科領域における
VTEの診断治療の特殊性は，妊娠自体が後天性血
栓傾向を示す時期であるとともに，発症時の胎児
への影響も同時に考慮する必要がある点である1）。
　一般的に臨床症状はPTEでは胸部違和感から始
まり，呼吸困難を訴えることが多い。帝王切開後
であれば，術後初回歩行後に突然，広範囲のPTE
となり，ショック状態となる例もある。帝王切開
術後のDVTの場合，子宮筋切開層縫合部の圧痛と
鑑別が困難であることが多い。妊娠産褥例では腸
骨静脈領域のDVTが中心となるため，時期によっ
ては明らかな下肢DVTの所見のないPTEもある。
　 妊 娠 高 血 圧 症 候 群（hypertension disorders of 
pregnancy；HDP）では腎機能の低下を伴う例も多
く，VTEの予防もしくは治療において腎排泄型の
ヘパリンをはじめとした抗凝固薬の投与は，過剰
投与による出血事象に十分留意する必要がある。

　一方，HDPではトロンビン産生の亢進を示す凝
固線溶マーカー値の上昇が観察されてきており2），
過凝固状態3）とHDPの病態との因果関係の検討も
なされてきた。一部の病態で血栓性素因によるト
ロンビン産生亢進とHDP発症の関連性が指摘され

ており（図1）4），HDPがVTEの発症のオッズ比を上
昇させることも報告されている。また，VTE発症
は血栓傾向を背景とすることから両者への対応を
関連付けてとらえる考え方がある。確かに共通の
背景に依存する病態は存在すると考えられるが，
十分に解明されているわけではない4,5）（図2）。その
ため，HDPとVTEという異なる疾患概念の関連性
については，疫学的研究に基づいて重み付けを正
確に知る必要がある。

　HDPの病態形成には凝固線溶系の病的変動を
伴うことが多く，慢性播種性血管内凝固症候群

（disseminated intravascular coagulation；DIC）の
経過をたどる凝固亢進，線溶抑制状態であると古
くより考えられてきている。正常妊娠と比較して
血小板数は減少し，トロンビン産生亢進の結果，
アンチトンビンの減少，トロンビン・アンチトロ
ンビン複合体（thrombin antithrombin complex；
TAT）の増加が起こる6）。増加したフィブリン形
成の結果，線溶亢進が起こりD-ダイマーの上昇7）

やプラスミン-α2プラスミンインヒビター複合体
（plasmin-α2 plasmin inhibitor complex；PIC）の
増加が認められる。そのため，凝固線溶系マー
カーの変化は早期発症予知や重症度の推測に用
いられてきた8）。重症HDP患者ではウロキナー
ゼ型プラスミノゲン・アクチベータ（urokinase-type 
plasminogen activator；uPA）とplasminogen activator 
inhibitor（PAI）-2は有意に低下し，組織型プラスミノ
ゲン・アクチベータ（tissue plasminogen activator；
tPA）とPAI-1は有意に増加する9）。PAI-2レベルの
低下は胎盤機能障害を反映し，PAI-1レベルの増
加は血管内皮障害と血小板活性化を反映している
とされる。重症HDP患者は，PAI-1の増加に伴い
線溶抑制が相対的に高度となり，微小循環での血

Ⅷ解説

解説23 深部静脈血栓症/肺血栓塞栓症（DVT/PTE）

妊娠高血圧症候群とVTEの関連性

妊娠高血圧症候群発症例における凝固線
溶関連マーカーの変動
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トロンビン

トロンビン
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絨毛間腔
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絨毛細胞

絨毛細胞
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弓状動脈

螺旋動脈

組織因子発現

脱落膜層
還流と酸素化低下還流と酸素化低下

フィブリン血栓形成増加

マクロファージの遊走亢進

リンパ球活性化

子宮静脈

絨毛外絨毛細胞浸潤亢進

弓状動脈

螺旋動脈

組織因子発現

マクロファージの遊走亢進

sFlt-1 産生増加sFlt-1 産生増加

フィブリン血栓形成増加

HDP発症に重要な役割を演じている妊娠初期胎盤絨毛構築時におけるトロンビンの作用を示す。①絨毛外絨毛細胞の遊走
促進，②sFlt-1の産生増加，③血栓形成による絨毛間腔の還流低下を誘導する。絨毛細胞膜上に豊富に存在する組織因子は
血液第Ⅶ凝固因子の受容体であり，トロンビン産生を促進するが，同時に産生するアネキシンA5により抑制されている。

HDP 発症機序における
トロンビンの役割を示す。
凝 固 系 の み な ら ず， ト
ロンビン受容体 PAR1，
PAR2 を介した情報伝達
系により sFlt-1 の産生増
加にも関与し，多彩な生
理活性を示している。

図1　妊娠高血圧症候群（HDP）発症機序におけるトロンビンの役割

図2　妊娠初期胎盤絨毛構築時におけるトロンビンの作用と妊娠高血圧症候群（HDP）発症病態

（文献4より改変）

sEng 増加

遺伝的要因と環境的要因

・AT減少
・TAT増加

1st stage 2nd stage

・高血圧
・蛋白尿

末梢血管攣縮

腎機能障害

絨毛細胞浸潤障害 胎盤循環血流低下，
虚血

血管内皮障害sFlt-1増加

SFMC増加

・FDP-DD増加
・PIC増加

PIGF，
VEGF減少

血小板減少

HIF-1α増加 AT1自己
抗体増加 ET-1増加

炎症性サイトカイン
増加

フィブリン形成
トロンビン増加

SFMC:soluble fi brinmonomer complex（可溶性フィブ
リンモノマー複合体）
ET-1：endothelin-1（エンドセリン-1）
HIF-1α：hypoxia inducible factorα（低酸素誘導因子α）
FDP-DD：fi brin degradation products-D-dimer（フィ
ブリン分解産物Dダイマー）

PIC：plasmin-α2 plasmin inhibitor complex（プラ
スミンα2プラスミンインヒビター複合体）
PLT：platelet（血小板）
AT：antithrombin（アンチトロンビン）
TAT：thrombin antithrombin complex（トロンビン・
アンチトロンビン複合体）
AT1：angiotensin II receptor subtype 1

（文献4より引用）
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栓形成傾向を示す潜在的DIC状態と考えられている8）。
　しかしながら，TATの増加はトロンビン抑制の
結果であり，D-ダイマーの増加は形成されたフィ
ブリンに対する線溶亢進の結果を意味するのみで，
VTEを形成する病態を必ずしも意味するものでは
ない。深部静脈の血栓塞栓を本態とするVTE発症
の直接的機序とは区別して考える必要がある。

　HDP発症患者における妊娠関連VTE発症につい
て，HDPを伴わない妊婦と比較したオッズ比が示
されている。
　米国胸部疾患学会議（ACCP）ガイドライン2012
では，表110）に示すように妊娠に関連したVTEにつ
いて示されている。妊娠高血圧腎症（preeclampsia；

PE）を合併した妊婦におけるVTE発症のaOR（95％
CI）は3.1（1.8-5.3）となっている。
　英国王立産婦人科医協会（RCOG）ガイドライン
2015では，PE11）におけるVTE発症のaOR（95％ CI）
は2.9（2.1-3.9）で，産褥期には3.1（1.8-5.3）となる12）。
胎児発育不全を伴うPE11）では，aOR（95％ CI）は5.8

（2.1-16）である。これらは主として北米・欧州で生
活する人種を対象とした検討であり，日本人にお
けるオッズ比を示すものではないが，HDP患者で
はVTE発症オッズ比が上昇すると考えられる。

　一方，VTE発症のリスクを上昇させる先天性およ
び後天性血栓性素因保因者例について，保因のない
例と比較したHDP発症のオッズ比が報告されている。

リスク因子 調整オッズ比 95％CI

運動制限（妊娠中の1週間以上の床上安静ならびにBMI�
25kg/m2以上）

62.3 11.5-337.0

運動制限（産褥期の1週間以上の床上安静ならびにBMI�
25kg/m2以上）

40.1 8.0-201.5

VTE既往 24.8 17.1-36

経腟分娩後産褥感染（臨床症状＋発熱＋白血球上昇） 20.2 6.4-63.5

手術に伴う1,000mL以上の産褥出血 12.0 3.9-36.0

全身性エリテマトーデス 8.7 5.8-13.0

輸血 7.6 6.2-8.3

帝王切開後産褥感染（臨床症状＋発熱＋白血球上昇） 6.2 2.4-16

胎児発育不全を伴う妊娠高血圧腎症 5.8 2.1-16

多胎 4.2 1.8-9.7

BMI�30kg/m2以上 5.3 2.1-13.5

アンチトロンビン欠乏症 4.7 1.3-17.0

生殖補助医療 4.3 2.0-9.4

1,000mL以上の産褥出血 4.1 2.3-7.3

胎児発育不全（妊娠週数：性差補正出生児体重が2.5パーセン
タイル未満）

3.8 1.4-10.2

喫煙（1日10〜30本，妊娠前または妊娠中）産褥期 3.4 2.0-5.5

プロテインS異常症 3.2 1.5-6.9

妊娠高血圧腎症 3.1 1.8-5.3

緊急帝王切開 2.7 1.8-4.1

21kg以上の体重増加 1.6 1.1-2.6

1回以上の分娩 1.5 1.1-1.9

35歳以上 1.3 1.0-1.7

予定帝王切開 1.3 0.7-2.2

表1　 妊娠に関連したVTEリスク
因子（2012 ACCP ガイドラ
イン改変）

妊娠高血圧症候群発症例における妊娠関
連VTEの疫学

先天性および後天性血栓性素因保因者例か
らみた妊娠高血圧症候群発症の疫学

（文献10より改変）
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　早発型重症HDP患者の基礎疾患として血栓性素
因が指摘されてきており13），その後もPEと母体血
栓性素因についての報告があり14），ACOG Practice 
Bulletin No.202 2019（Gestational Hypertension and 
Preeclampsia）15）ではPEのリスク因子として血栓性
素因を挙げている。
　ACCPガイドライン2012では，表210）に示すよ
うに妊娠合併症と血栓性素因との関連性について
触れている。HDP発症のOR（95％ CI）は，プロト
ロンビン遺伝子変異（heterozygous）では2.54（1.52-
4.23），MTHFR C677T（homozygous）では1.37（1.07-
1.76），抗カルジオリピン抗体陽性では2.73（1.65-4.51）
で統計的に有意とされる。一方，アンチトロンビ
ン欠乏症，プロテインC欠乏症，プロテインS欠乏
症は95％ CIが統計的に有意となっていない16）。
　他方，英国国立医療技術評価機構（NICE）ガイド
ライン2010では表317）のデータを示したうえで，あ

る血栓性素因をもつ女性は素因を保有していない
女性と比較してPEを発症するOR（95％ CI）は1.91

（1.60-2.28）としているが，PEを発症した患者に対
し，費用対効果の観点から血栓性素因のスクリー
ニング検査を機械的に行うことは推奨していない18）。
NICEガイドライン201919）においても同様の推奨と
なっている。
　日本においては日本人に多いプロテインS変異と
HDP発症の関連性についての検討はないが，一般
的には血栓性素因保因者ではHDP発症のオッズは
上昇すると考えられる。
　遺伝性血栓性素因に関して欧米で報告のあった第
Ⅴ因子ライデン変異やプロトロンビンG20210Aの変
異については，日本人での報告はない。また，メチ
レンテトラヒドロ葉酸リダクターゼ（MHTFR）遺
伝子変異は母児への影響はないとされており，遺
伝子変異に関する解釈には注意が必要である。

表2　妊娠合併症と血栓性素因との関連性

血栓性素因の型 早期流産
繰り返す
初期流産

中期胎内
死亡

後期胎内
死亡

妊娠高血圧
腎症

常位胎盤
早期剥離

胎児
発育不全

プロトロンビン遺伝子変異
（heterozygous）

2.49
（1.24-5.00）

2.70
（1.37-5.34）

8.60
（2.18-33.95）

2.66
（1.28-5.53）

2.54
（1.52-4.23）

7.71
（3.01-19.76）

2.92
（0.62-13.70）

MTHFR C677T
（homozygous）

1.40
（0.77-2.55）

0.86
（0.44-1.69）

NA
1.31

（0.89-1.91）
1.37

（1.07-1.76）
1.47

（0.40-5.35）
1.24

（0.84-1.82）

アンチトロンビン欠乏症
0.88

（0.17-4.48）
NA NA

7.63
（0.30-196.36）

3.89
（0.16-97.19）

1.08
（0.06-18.12）

NA

プロテインC欠乏症
2.29

（0.20-26.43）
NA NA

3.05
（0.24-38.51）

5.15
（0.26-102.22）

5.93
（0.23-151.58）

NA

プロテインS欠乏症
3.55

（0.35-35.72）
NA NA

20.09
（3.70-109.15）

2.83
（0.76-10.57）

2.11
（0.47-9.34）

NA

抗カルジオリピン抗体陽性 3.40
（1.33-8.68）

5.05
（1.82-14.01）

NA
3.30

（1.62-6.70）
2.73

（1.65-4.51）
1.42

（0.42-4.77）
6.91

（2.70-17.68）

ループスアンチコアグラン
ト陽性

2.97
（1.03-9.76）

NA
14.28

（4.72-43.20）
2.38

（0.81-6.98）
1.45

（0.70-4.61）
NA NA

ホモシステイン血症
6.25

（1.37-28.42）
4.21

（1.28-13.87）
NA

0.98
（0.17-5.55）

3.49
（1.21-10.11）

2.40
（0.36-15.89）

NA

データはオッズ比（95％ CI）で表示16)，MTHFR：methylene tetrahydrofolate reductase variant 
NA：データなし。FV Leidenn変異を除いて改変
早期流産はfirst trimester，second trimester時の自然流・死産，初期流産はfirst trimester時の自然流産，中期胎内死亡
はsecond trimester時の自然流・死産，後期胎内死亡は妊娠24週以降の死産

以下の血栓性素因は妊娠高血圧腎症との関連性は
統計学的に有意ではない。
・第Ⅴ因子ライデンホモ接合
・アンチトロンビン欠乏
・プロテインC欠乏
・プロテインS欠乏
・ループスアンチコアアグラント
・後天性活性化プロテインC抵抗性

表3　各種血栓性素因の妊娠高血圧腎症の発症リスクの要約

血栓性素因 オッズ比（95％CI）

ホモシステイン血症 3.49（1.21-10.11）

プロトロンビンヘテロ接合 2.73（1.65-4.51）

抗カルジオリピン抗体 2.54（1.52-4.23）

第Ⅴ因子ライデンヘテロ接合 2.34（1.56-3.51）

MTHFRホモ接合 1.32（1.05-1.66）
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　VTEの予防もしくは治療において，腎排泄型の
ヘパリンをはじめとした抗凝固薬の投与は過剰投
与による出血事象に十分留意する必要がある。
　妊娠中の急性VTE治療の第一選択は抗凝固療法
である。VTE予防もしくは治療において用いられ
るヘパリンなどの抗凝固薬は腎排泄型であること
から，HDPで伴いやすい腎機能低下例での投与は
慎重に行い高度出血事象の回避を心がける。
　治療的抗凝固療法は，未分画ヘパリンによるfull-
dose抗凝固療法もしくは用量調節抗凝固療法であ
る。投与開始後2週間前後で血栓の評価を再度行い，
器質化し新たな血栓形成が認められなければ再発
防止のための予防的抗凝固療法（維持治療）へ移行
する。
　経口抗凝固薬の1つであるワルファリン（ビタミ
ンK依存性凝固因子産生阻害薬）は，妊娠初期は催
奇形性のため，妊娠中期以降は胎児凝固因子の低
下による体内での頭蓋内出血の可能性があるため
使用しない。唯一の例外は心臓弁置換術後の妊婦
例でのワルファリンの使用である。
　妊娠中に予防的抗凝固療法を行う場合，胎盤通

過性のない未分画ヘパリン，低分子ヘパリン，合
成Xa阻害薬などが使用できるが，妊娠中で保険適
応があるのは未分画ヘパリンのみである。低分子
ヘパリンは未分画ヘパリンと比較して，出血，ヘ
パリン起因性血小板減少症などの副作用の危険度
が低い利点があり，欧米では妊婦に治療的・予防
的抗凝固療法として第一選択薬となっている。日
本においては産科領域では帝王切開術後に限り妊
婦に対して保険適応となっている。
　分娩後産褥期での急性VTE例では，薬物治療
の第一選択は未分画ヘパリンによる抗凝固療法で
ある。急性期初期治療に引き続く予防的抗凝固
療法（維持治療）については短期間のヘパリン併用
後，ワルファリンに移行する。国際的に標準化さ
れたPT-INR（international normalized ratio）にお
いては2.0 〜3.0を目標に投与する。先天性血栓性
素因のない場合は10 〜12週間程度の投与を考慮
する。VTE再発予防のための長期抗凝固療法と
して一般的に用いられる直接作用型経口抗凝固薬

（direct-acting oral anticoagulant；DOAC）は，胎
児への安全性が不明であり乳汁移行が認められて
いるため，妊娠中や分娩後においても使用しない。
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）は妊産婦死亡の主要原因の1つ
である1,2）。HDPの発症頻度は妊産婦の年齢ととも
に増加するため，妊産婦の高齢化が進むわが国に
おいは重要な問題となる。HDPの早期診断，血圧
管理，適時の妊娠終結が妊産婦死亡を防ぐ点にお
いて重要であることが指摘されている。しかし，
これまでのわが国におけるHDP関連妊産婦死亡症
例の血圧の推移，生化学データ，死亡回避率に関
する報告はない。そこで本項では，HDPが妊産婦
死亡の原因となった症例の具体的状況などを提示
するとともにその管理の問題点について述べる。

　日本産婦人科医会は2010年より妊産婦死亡症例
届け出システムを開始した。日本産婦人科医会に
郵送されてきた調査票は，厚生労働省科学研究班
の妊産婦死亡症例検討委員会にて評価される3）。

　2010 〜2015年にわが国での妊産婦死亡例277件
中HDPを合併していた症例は47例であった。そ
の内HDPが死亡原因であったのは30例であり，
その内訳は脳実質内出血22例，くも膜下出血3
例，肝被膜下血腫2例，周産期心筋症（peripartum 
cardiomyopathy；PPCM）2例，子癇1例であった（図
1）。同時期の厚生労働省の統計による妊産婦死亡
数は231例である。患者背景を表1に示す。HDPに
よる妊産婦死亡の発症率は図2に示すように母体
年齢とともに上昇し，40歳以上では20 〜34歳の約
7倍の発症率であった。初発症状は心窩部痛33％，
意識障害30％，頭痛20％，呼吸困難10％であった。
発症から死亡原因となる疾患の診断までの時間は
中央値95分（20 〜360分）で，7例（23％）は24時間
以内に心肺停止となった。図3は疾患別の発症数，
preventability（妊産婦死亡回避の可能性）につい
て示している。Preventabilityは妊産婦死亡症例
検討委員会（産科医17名，麻酔科医4名，病理学医
2名，法医学医2名，救命救急医1名で構成される）

Ⅷ解説

解説24 妊産婦死亡や重篤な後遺障害
　　　　 －厚生労働省科学研究班 妊産婦死亡検討委員会報告より－

妊産婦死亡症例報告事業

表1　 2010 〜 2015年におけるHDPによる妊産婦死亡
30名の患者背景

HDPによる妊産婦死亡数（名） 30

HDPによる妊産婦死亡率 4.8/100万分娩

年齢（歳） 34.5±5.0

初/経産（名） 17/10

分娩週数（週） 37.4±3.1

高血圧合併妊娠（名） 1

妊娠糖尿病（名） 1

喫煙者（名） 2

非妊娠時BMI≧25（名） 6

2010～2015 年：妊産婦死亡 277名

妊娠高血圧症候群47例

死亡原因不明3例

偶発事例自殺2例

羊水塞栓症7例
常位胎盤早期剥離1例
大動脈解離1例
肺動脈血栓症1例
致死性不整脈1例
子宮内感染1例

死亡原因が妊娠高血圧症候群
以外12例

死亡原因が
妊娠高血圧症候群30例

死亡率は死亡者数/2010 〜2015年の出産数
（30/6,198,373）より算出した。

2010 〜2015年の妊産婦死亡数は277例で，そのうち妊娠
高血圧症候群（HDP）は47例に認めた。死亡原因が不明な
ものや自殺，羊水塞栓症などの症例を除外し，妊娠高血圧
症候群を死亡原因とする症例は30例であった。

図1　対象・方法
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母体の年齢が上がるにつれ死亡率も
上昇する。40歳以上では20 〜34歳
の7倍の死亡率であった。

図2　 母体年齢と妊娠高血圧症候群
（HDP）による妊産婦死亡率の

関係

図3　 疾患別の発症・分娩時期とpreventability

30

25

20

15

10

5

0

年齢

年齢と妊産婦死亡数（/100万分娩）

（人）

/100万分娩
あたり

20～24 25～29 30～34 35～39 ≧40 （歳）

7倍 ＜0.05p

妊娠週数

a
a

a
p

p

p

p

p

p

p
p

p
p

p
a

a
a

a

i

i
i

i
i
i
i

i
i
i

i

i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

脳実質内出血

子癇

周産期心筋症

痙攣，意識障害の発症時期
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未分娩
医療行為上の課題点を
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くも膜下出血
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で十分検討し，各症例ごとに回避可能性なし（0％），
少ない（10 〜30％），ある程度あり（40 〜70％），高
い（80％以上）とその可能性について多数決で決定
している。図3では，医療行為上の問題点や今後の
改善の余地ありと判断される症例［回避可能性が

「ある程度あり（40 〜70％）」以上とされるもの］を
preventabilityありとした。HDPが死亡原因とさ
れた30例の発症時期は妊娠35 〜41週が多かった。
検討委員会の協議の結果，preventabilityなしと
判断されたものが11例，preventabilityの可能性

縦軸に死因の病態，横軸に妊娠週数を示す。 が発症時期， 先端は分娩時期，点線の19例は妊産婦死亡症例検討委員会
で医療行為上の課題点を指摘され，preventabilityありと判断された症例である。症例のほとんどは妊娠35〜41週に発症し，
preventabilityありと判断された症例は30例中半数以上の19例にのぼる。
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があるとの意見が多かったものが19例と半数以上
を占めていた。発症時期については，分娩前7例，
分娩中12例，分娩後11例であり，分娩中発症が12
例と最も多く，そのうち11例が脳実質内出血で
あった（図4）。Preventabilityありとされた19例の
具体的な内容を表3に示す。

　Preventabilityありと判断された症例の多く
は，分娩前の管理に問題があると判断されてい
た。医学的課題としては，血圧管理不十分，入院
管理の遅れ，妊娠終結の遅れ，母体搬送の遅れ，

HELLP症候群・脳実質内出血の診断の遅れが挙
げられた（図5）。Preventabirityありと判断された
19例中，入院管理が必要だと考えられたのは7例
であった（表3）。すべての診療施設において常日
頃からのHDPについての患者教育と，「妊娠高血
圧腎症（preeclampsia；PE）では原則入院管理」と
いう認識が最も重要である。次に分娩前発症の具
体例を示す。

 症例①
　30歳台の妊婦。総合病院で管理されていた。妊
娠14週で血圧180/128mmHg，妊娠20週で血圧が
220/132mmHgであったが，ヒドララジン40 〜
60mg/日のみ処方されていた。3日後，路地で倒
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血圧管理
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妊娠終結の遅れ

母体搬送の遅れ

HELLP症候群・
脳卒中診断の遅れ

30例の発症時期は分娩前7例，分
娩中12例，分娩後11例であった。
分娩中の発症が12例と最も多く，
そのうち11例が脳実質内出血で
あった。脳実質内出血はすべての
時期で最も多かった。

Preventabilityありと判断された
課題は分娩前に最も多く集中し，
血圧管理の問題，入院管理が遅い，
妊娠終結の遅れ，母体搬送の遅れ，
HELLP症候群・脳卒中の診断の遅
れ，呼吸・循環管理の問題，血液
検査未施行が指摘されている。最
大の問題点は血圧管理である。

図4　発症時期と疾患

図5　医学的課題とその発生時期

分娩前の発症事例
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表2　死亡に至った分娩中発症12例の概要

発症時のJCS 頭部CT所見 再CT所見 治療 輸血量

Ⅲ-300 脳室穿破 ー ドレナージ術 RBC：76，FFP：62，PC：20

Ⅲ-200 側頭葉出血 脳浮腫 血腫除去術 RBC：72，FFP：104，Plt：80

Ⅲ-300 側頭葉出血 全脳低濃度 減圧術 RBC：24，FFP：12，Plt：30

Ⅲ-300 頭頂葉出血 全脳低濃度 血腫除去術 RBC：40，FFP：34，PC：45

Ⅲ-300 前頭葉出血 全脳低濃度 血腫除去術 RBC：28，FFP：28，PC：35

Ⅲ-200 基底核出血 脳浮腫 保存的 なし

Ⅲ-300 基底核出血 全大脳梗塞 保存的 なし

Ⅲ-200 脳幹部出血 ー 保存的 なし

Ⅲ-300 基底核出血 出血域拡大 保存的 なし

Ⅲ-300 脳幹部出血 ー 保存的 なし

Ⅲ-300 脳室穿破 ー 保存的 なし

Ⅲ-300 低酸素性虚血性脳症 ー 保存的 なし

表3　具体的課題（医療行為上の問題点）

病態 医療行為上の問題点

脳実質内出血 重症HDPで帝王切開後。HELLP症候群，DIC増悪するも降圧，Mg，FFP，Plt投与なし。

脳実質内出血 重症HDPの入院が遅い。

脳実質内出血 血圧166/108mmHg，尿蛋白3＋の入院遅い。180/116mmHgからメチルドパは不適切。Mgなし。

脳実質内出血 血圧142/94mmHg，尿蛋白3＋の入院遅い。202/126mmHgでメチルドパ内服は不適切。Mgなし。

脳実質内出血 血圧158/108mmHg，尿蛋白3＋入院遅い。173/114mmHgでヒドララジン内服は不適切。Mgなし。

脳実質内出血 分娩中血圧190/104mmHg降圧処置なし，Mgなし。

脳実質内出血 帝王切開後HELLP症候群増悪，血圧187/118mmHgも降圧処置およびMgなし。

脳実質内出血 脳実質内出血，脳梗塞の診断が遅い。

脳実質内出血 血液検査がなくHELLP症候群の診断が遅い，高次医療機関への搬送が遅い。

脳実質内出血 帝王切開後HELLP症候群増悪，血圧180/110mmHgも降圧処置およびMgなし。

脳実質内出血 分娩中HELLP症候群増悪（血圧174/102mmHg，Plt�2.5万）するも降圧，Mg，Plt輸血なし。

脳実質内出血 血圧148/88mmHg，尿蛋白＋入院遅い。血圧210/122mmHg，上腹部痛もHELLP症候群鑑別の採血なし。

脳実質内出血 重症HDPを帝王切開後経腟分娩。血圧184/138mmHgで降圧処置なし。昏睡あるも放置。

脳実質内出血 帝王切開後高血圧続くが，採血なし，降圧，Mgなし。

くも膜下出血 妊娠14〜20週血圧180/128mmHg，220/132mmHg。外来でヒドララジン60mg/日のみ。

くも膜下出血 血圧200/128mmHg，降圧処置，Mgなし。

周産期心筋症 双胎，リトドリン塩酸塩使用，浮腫，呼吸苦あるも入院精査なし。

肝被膜下血腫 帝王切開後HELLP症候群増悪するも降圧遅い。

肝被膜下血腫 帝王切開後HELLP症候群増悪するも降圧遅い。

JCS：Japan Coma Scale，RBC：red blood concentrate（赤血球液），FFP：fresh frozen plasma（新鮮凍結血漿），
Plt：platelet（血小板），PC：platelet concentrate（血小板濃厚液）

DIC：播種性血管内凝固症候群，Mg：硫酸マグネシウム，FFP：新鮮凍結血漿，Plt：血小板
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入院時 発症時

149（118-205）mmHg 188 （170-230）mmHg
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れているところを通行人に発見され搬送された。
搬送時は心肺停止状態であり，autopsy imaging
では広範囲のくも膜下出血が確認され死因と判断
された。
　本症例ではfirst trimesterにおいて診察室血圧
が180/120以上mmHgであったが家庭血圧が正常
で家庭血圧との乖離があり，経過観察されていた。

 症例②
　40歳台の妊婦。一次医療機関にて妊娠35週で血
圧166/108mmHg，尿蛋白が3＋のPEと診断され
自宅血圧測定を指示されていた。頭痛を自覚し自
宅血圧も180/110mmHgに上昇したため来院。メ
チルドパ投与が開始されたがその後意識消失し母
体搬送となった。広範囲の脳実質内出血と診断さ
れ死亡が確認された。妊娠35週で入院管理が必要
であった。入院管理としていれば，血圧上昇の判
断や母体搬送の判断ができた可能性がある。

　HDPが死亡原因とされた30例のうち分娩中発
症例は12例にのぼり，死因は11例が脳実質内出
血，1例が子癇であった。12例の分娩週数は妊
娠36 ～41週で来院時の収縮期血圧は149（118 ～

205）mmHgであったが，発症時は188（170 ～230）
mmHgと有意に上昇していた（p＜0.05）（図6a）。
最終外来受診時と比較すると血圧は144（118 ～
152）vs. 188（170 ～230）mmHg，p＜0.01とさらに
その差は拡大していた。図6bに陣痛発来後の子
宮口の開大と血圧の推移を示す。12例中10例は子
宮口6cm以上の分娩活動期（active phase）に高度
意識障害が発症していた。前述したように発症時
の血圧は188（170 ～230）mmHgで，高血圧緊急症
レベルであった。収縮期血圧が160mmHgを超え
てから発症までの時間は，もともと非重症域の
血圧であった4例で67分（0 ～174分），症例全体の
83％で120分以内であった。このうちニカルジピ
ンは2例で使用されていたが十分な降圧効果は得
られていなかった。また，全体として分娩進行が
速いのが特徴的であった。子癇予防の硫酸マグ
ネシウムは3例のみに使用され，高度意識障害の
発症のそれぞれ10，15，45分前にローディング
なしで開始されていた。意識障害後のCTGは1例
でIUFD，4例で胎児心拍数60 ～80bpmのsevere 
prolonged deceleration，1例で胎児心拍数55bpm
のbradycardiaが出現していた。6例が経腟分娩，
6例が帝王切開で出生した。死亡原因の確定診断
はすべて分娩後であった。収縮期血圧160mmHg

a：分娩中 12 例の収縮期
血圧の推移

図6　分娩中発症例の入院後と発症時の血圧の比較

分娩中発症事例
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では降圧を考慮することはACOGなどのガイドラ
インにも添っている4）。ガイドラインに明記され
ているにもかかわらず，現場では12例中2例しか
ニカルジピンを導入されていなかった。担当医師
の自由記載欄には1/3の医師が「ニカルジピンの必
要性を感じ，指示を出したが実行されないままに
急変した」と記載しており，各施設で医療スタッ
フへのHDPに関する認識が重要と考えられた。
2020年発行の『産婦人科診療ガイドライン 2020産
科編』にはHDPの分娩例では陣痛発来時2時間以
内の血圧測定を行うよう記載されている。しかし，
分娩中発症12例のうち4例は非重症域の血圧値で
ありながら，収縮期血圧が160mmHg以上となっ
てから高度意識障害発症までの平均時間が67分と
短く，重症域ではない高血圧であっても頻回の血
圧測定が必要であることが示された。またこれら
の結果からも，分娩時の収縮期血圧160mmHg以
上が繰り返し計測された場合は速やかにニカルジ
ピン点滴静注を開始することが必要である。
　発症時の意識レベルはJCSⅢ-300が10例，Ⅲ-200

が2例であった。表2に12例の画像所見と治療につ
いて示した。5例はドレナージ術，血腫除去術が
施行され，その他7例は全身状態とも合わせて手
術適応がないと判断され保存的加療となった。手
術が施行された5例の輸血量は赤血球液24 〜76単
位，新鮮凍結血漿10 〜62単位，血小板濃厚液20 〜
45単位とかなり多い。凝固異常をもつなかでの開
頭術は出血が多く難易度が高いとされている。そ
の後再検されたCTでも，脳浮腫，全脳虚血の状
態となっており，全例意識が改善することなく死
に至った。

　分娩後発症11例の原因疾患は，脳実質内出血8
例，PPCM 1例，肝被膜下血腫2例であり，そのう
ち7例はHELLP症候群も合併していた。7例の収縮
期血圧は分娩前183（170 〜179）mmHgと比べて分
娩後は155（125 〜166）mmHg（p＜0.05）と有意に下
がっていたが，原因疾患の発症時は159（130 〜182）

分娩後発症事例

b：分娩中発症例の入院後の血圧の推移
図6　分娩中発症例の入院後と発症時の血圧の比較（つづき）
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mmHgと再上昇していた（図7）。分娩前後の比較で
AST，ALT，LDは有意に上昇し，血小板は有意に
低下していた（図8）。分娩後の収縮期血圧は160 〜
180mmHgと十分にコントロールされておらず，硫
酸マグネシウムは全例で使用されていなかった。
ニカルジピンは3例で発症前から使用されていた
が，分娩後早期に減量や中止とされていた。
　分娩後発症の11例中7例はHELLP症候群の増悪
による死亡と考えられる。また，分娩後発症のほ
とんどの例で硫酸マグネシウムが使用されておら
ず，ニカルジピンの中止も早すぎる傾向にあっ
た。妊産婦死亡症例届出システムにある調査票の
自由記載欄では報告医による「突然，意識障害が
発生」との記載例が目立つが，検討委員会の報告
では6時間以上血圧測定間隔があいていた例での
夜間発症が多かった。HDP妊婦では，特に分娩後
24時間は母体の慎重な経過観察が必要であり，厳
重な血圧管理とともに適宜血液検査を行い，急
な血圧上昇やHELLP症候群発症に留意する。ま
た，HELLP症候群発症例に対する降圧目標は

140/90mmHg未満とすべきである。硫酸マグネシ
ウムは脳実質内出血を必ずしも予防できるわけで
はないが，脳の血管攣縮を抑制することで脳実質
内出血のリスクを減少させる効果がある5）。

　HDPに関連した妊産婦死亡の70％が脳実質内
出血であった。母体年齢が高くなるにつれ死亡率
も上昇する傾向がみられた。また，23％の症例が
急性症状発症後24時間以内に心肺停止に至ってい
る。このような重症例での救命は困難であるが，
多くの症例で脳実質内出血のリスクを軽減できる
可能性があると考えられる。早期診断，適切な入
院管理，早期の母体搬送，適時の妊娠終結，適切
な降圧薬の使用がわが国におけるHDP妊産婦死亡
を減少させうると考えられる。死亡事例検討委員
会では，HDP妊婦の死亡症例の特徴を理解し，各
施設でのメディカルスタッフを含めた再教育が最
も重要であると考えている。

分娩中 分娩直後 発症前

183（170～ 199） 155（125～ 180） 159（130～ 182）mmHg
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図7　分娩後脳実質内出血発症例における収縮期血圧の推移
分娩後脳実質内出血発症例における収
縮期血圧の推移を示す。9例のうち7例
はHELLP症候群で血圧は分娩中と比べ
て分娩直後は有意に下がったが，発症前
には軽度上昇していた。発症前の血圧が
140未満の2症例は血小板が5万以下の症
例である。これらの8症例では「突然の意
識障害が発症」と記載される例が多かっ
たが，妊産婦死亡症例検討委員会では，
HELLP症候群であり分娩後24時間以内
の綿密な血圧管理がなされれば救命でき
た症例が約半数あると判断した。
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図8　分娩後死亡症例におけるHELLP症候群発症例のAST，ALT，LD，PLTの推移
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AST，ALT，LDは分娩前と比べて分娩後は有意に上昇し，PLTは有意に低下していた。
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　2018年に妊娠高血圧症候群の新たな定義・臨床
分類が承認された。その内容については多くの読
者もすでにご存じのことと思われるので詳細は別
項（p.6Ⅰ章「総論1 2018年の定義改定による新定義・
分類」）に譲るが，この病型分類のなかで「妊娠20
週以降に初めて発症した高血圧に，蛋白尿を認め
なくても子宮胎盤機能不全（胎児発育不全，臍帯
動脈血流波形異常，死産）を伴う場合」にも妊娠
高血圧腎症（preeclampsia；PE）と定義されるこ
ととなった。なお，胎児発育不全（fetal growth 
restriction；FGR）の定義は，日本超音波医学会
の分類「超音波胎児計測の標準化と日本人の基準
値」に従い胎児推定体重が−1.5SD以下となる場合
で，染色体異常も奇形症候群もないものとされた。
また，臍帯動脈血流波形異常は，臍帯動脈血管抵
抗の異常高値や血流途絶あるいは逆流を認めるも
の，死産については染色体異常のない，もしくは
奇形症候群のないもの，と定義されている。本項
では，この定義に至った背景について解説する。

　子宮胎盤機能不全のうち，FGRと臍帯動脈血流
波形異常については，すでに別項（p.75 Ⅲ章「CQ1 
妊娠高血圧症候群における胎児発育不全（FGR）の
管理は？」）で詳述されているので，ここではFGR
のスクリーニングについて要点のみを簡略に述べ
ることとする。『産婦人科診療ガイドライン 産科
編2020』1）のCQ307-1「胎児発育不全（FGR）のスク
リーニングは？」では，基本的なスクリーニング
法から紹介しているが，本項では，妊娠初期に胎
児計測値により妊娠週数が確認あるいは修正され
ており，その後も定期的に超音波計測による胎児
発育の評価を継続しているという前提でFGRのス
クリーニングの要点を述べるにとどめたい。
　FGRの定義については，上記ガイドラインでは
診断基準として日本超音波医学会公示2）および日

本産科婦人科学会周産期委員会報告3）における胎
児体重基準値を使用し，「胎児体重基準値の−1.5 
SDを当面の目安とし，その他の所見（羊水量，腹
囲の測定値など）や，再検による経時的変化の検
討から，総合的にFGRと臨床的に診断する」1）とし
ている。
　FGRのスクリーニングについては，欧米では単
回超音波検査による研究が多く，妊娠32 〜34週
での単回超音波スクリーニングによるFGR検出感
度は70 〜85％，特異度は96％，それ以前では感
度が低下する4）。わが国では，多くの施設で多数
回の胎児超音波検査を実施しているという特徴が
ある。このような頻回の超音波検査・推定体重測
定は，結果として，胎児発育の不良，あるいは羊
水量の減少など，FGR検出の感度上昇には寄与す
るものの，それらと予後改善の関連は必ずしも明
らかとはなっていない5）。また，FGRの発症時期

（胎児発育鈍化が顕在化する時期）は病態によって
さまざまであり，スクリーニング時期や頻度を一
概に決定することは困難である。さらに，PEに
おいてFGRの発症時期，すなわち胎児発育の鈍化
がいつから顕在化するのかについてはいまだ結論
は出ていない。

　 子 宮 内 胎 児 死 亡（intrauterine fetal death；
IUFD）の原因の検索には，母体，胎児，さらに
は胎児付属物の評価が求められる。詳細は，『産
婦人科診療ガイドライン 産科編2020』1）のCQ804

「子宮内胎児死亡（妊娠22週以降）における原因検
索と産婦・家族への対応については？」を参照さ
れたい。本項では，「妊娠20週以降に初めて発症
した高血圧」の妊婦が，「蛋白尿を認めなくても」
IUFDに至った場合にPEが原因であると診断する
に至るまでの原因検索の進め方について概説す
る。

Ⅷ解説

解説25 子宮胎盤機能不全と子宮内胎児死亡

胎児発育不全（FGR）のスクリーニング

子宮内胎児死亡（IUFD）の原因検索
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　まずは「妊娠20週以降に初めて発症した高血圧
に，蛋白尿を認めなくても死産を伴う」妊産婦に
遭遇した場合に，PEがそのIUFDの主たる原因で
あると結論付けるためには，母体側要因として不
規則抗体がないこと，ヘモグロビンFが低値であ
ること，母子感染が否定されることが必要である。
母体の内科的疾患の合併症ではPEの原因となり
うる。次に胎盤や臍帯については，肉眼的観察で
異常がないことは勿論であり，常位胎盤早期剥離
や臍帯過捻転，臍帯真結節あるいは高度の巻絡が
ないことの確認を行う。さらに，胎盤梗塞，胎盤
血栓，絨毛膜羊膜炎などが死産と関連する可能性
があるため，最終的には病理学的検査による評価
を別途実施する必要がある。
　最後に胎児側要因として，「染色体異常のない，
もしくは奇形症候群のないもの」であることを極
力証明する必要がある。児の視診（外表の評価）
で外表の形態異常が契機となって染色体異常が
IUFDの原因と考えられる場合も少なくない。外
表の形態異常の評価に難渋する場合は，必要に応
じ臨床遺伝学などの専門家に相談することも考慮
する。ただし死産児では，すでに死後変化が顕著
で視診だけではIUFDの死因を特定できない場合
も少なくない。外表以外の形態異常の評価のため
には死産児の病理解剖を実施することが望ましい
が，子どもを失ったばかりの親たちにとって病理
解剖に同意することは心情的に困難な場合がほと
んどであろう。そのような場合には，死産児の全
身X線検査あるいはautopsy imagingを代替案とし
て提示することもできる。
　米国では，妊娠20週以降のIUFD・死産の頻度
は約1/160と報告されている6）。その原因を解析す
ることは，再発リスクの評価や妊婦の胎児死亡に
ついての理解の促進，死産に至ったことに対する
罪の意識の緩和などに有用である7）。妊娠20週以
降のIUFD・死産において，染色体核型分析によっ
て異常が指摘されるのは6 〜13％であり，正常発
育児では4.6％である一方，形態異常児や発育不全
児では20％を超えるという報告がある8）。従って，
臨床経過，死産児の外表所見，剖検時の所見など
だけでは染色体異常の否定はできない。染色体異
常のなかで多いのは，21トリソミー（31％），Xモ
ノソミー（22％），18トリソミー（22％），13トリソ
ミー（8％）とされる8）。
　従来は，死産児における染色体異常の検査方法

としてG-band法が用いられてきた。G-band法に
よる染色体核型検査のための検体としては，無菌
的に採取した児の組織（皮膚など）や臍帯，胎盤あ
るいは臍帯血が用いられることが一般的である。
しかし，IUFD・死産の場合，G-band法による染
色体核型分析では胎児組織細胞の培養が不成功に
終わることで診断率が低下するという技術的な課
題があるため，予め家族に説明しておく必要がある。
　近年，染色体マイクロアレイ（chromosomal 
microarray；CMA）法による染色体構造異常の
解析が普及している。CMA検査はヒトゲノム
全域にわたってDNA量の増減を調べる方法であ
り，組織を培養することなくDNAを直接分離
して50 〜200Kb以上の領域に及ぶより細かなコ
ピー数多型（copy number variants；CNVs）の検
出が可能である9）。より迅速に結果が得られるう
え，G-band法で確認困難な5 〜10Mb未満の微細
構造異常を疑う場合や培養不成功例においても
結果を得られる可能性が格段に向上する10）ため，
わが国においても臨床検査として実施する医療
機関が増えている。CMA検査には，対照DNA
と比較することで量的変化のみを検出するarray 
comparative genomic hybridization（aCGH）法と，
染色体領域の量的変化に加えて一塩基多型（single 
nucleotide polymorphism；SNP）も同時に検出す
るSNPマイクロアレイ法とがある。
　一方，CMA検査の欠点として，均衡型染色体
転座の検出ができないこと，不均衡型の染色体異
常が検出された場合においても構造異常の種類を
同定できないことなど，染色体核型分析では検出
可能であるがCMA検査では検出できないことに
も留意する必要がある。しかし，均衡型染色体転
座は切断点が重要な遺伝子にかかっている場合な
どを除き，原則として胎児の表現型に影響を及ぼ
さないことから出生前検査における重要性は高く
ないこと，妊娠16週以降のIUFDを対象とした検
討では，G-band法で異常所見を検出できるのは
5.8％であるのに対し，CMA検査では染色体数的
異常を含むpathogenicなCNVsが8.3％と有意に多
く検出されること10），さらに陣痛発来前のIUFD
に限定しても，G-band法とCMA検査で異常所見
を検出する確率はそれぞれ6.5％と8.8％，形態異
常を伴う場合には19.4％と29.9％であり，いずれ
もCMA検査で有意に高値を示すこと10）を考慮す
ると，IUFD・死産の場合，遺伝学的検査として
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CMA検査をG-band法に代わる第一選択肢として
用いることが有用であろう。妊娠初期の流産で確
認される染色体異常の大部分はG-band法で検出
可能な染色体数的異常であり，妊娠週数が早いも
のほどその頻度は高い。一方，CMA検査によっ
て同定される染色体数的異常以外の変化について
は，胎児死亡の妊娠週数との間に傾向は認められ
ず，染色体核型正常な症例の6.9％にCNVsが検出
される7）。
　以上の理由から，米国産科婦人科学会（ACOG）
においてもIUFD・死産の場合，遺伝学的検査と
してCMA検査を1st lineとして利用することが推
奨されている6）。ただし，IUFD・死産例に対し
てのCMA検査の結果によっては，さらなる検査
が必要となることがある。すなわち，検出された
CNVs変異がde novoの変化か，親から引き継いだ

変化かを調べることが重要な場合には両親の検査
が必要となる11 〜13）。さらに，検出されたCNVs変
異がはたして本当にIUFD・死産の原因になった
のかどうか，その結果が次回の妊娠に影響するか
どうかについても評価が必要になるため，CMA
検査の実施に当たっては十分な専門知識をもつ臨
床遺伝専門医などとの連携が必要である。
　以上の遺伝学的検索を実施して初めて，「染色
体異常のない，もしくは奇形症候群のない」死産
であることが明らかとなることに留意する必要が
あろう。
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参照 p.6 Ⅰ章「総論1 2018年の定義改定による新定
義・分類」

　　 p.75  Ⅲ章「CQ1 妊娠高血圧症候群における胎
児発育不全（FGR）の管理は？」
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　妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of 
pregnancy；HDP）では，早産，低出生体重，特
にsmall for gestational age（SGA）が起きる頻度が
高いことが報告されている。これまで本疾患と児
の関係が多く報告されているものの，対応する焦
点が絞りこめないこともあり，さまざまな結論が
導き出されている。HDPそのものの影響のみなら
ず，出生児の未熟性，これに合併する胎児発育不
全（fetal growth restriction；FGR）において，ど
の要素が最も影響するのか対象集団によって異な
るため，諸家の報告に一定の方向が見い出せない
のがその理由と考えられる。
　HDPの発症時期，治療効果なども年代が経過す
ると異なり，周産期センターでの疾患に対する認
識などの違いが影響すると考えられる。
　新生児の短期予後・長期予後に関する国内外の
報告では，母親に焦点を当てた治療，きめ細かい
モニタリング，本疾患による児へのストレスに伴
う諸臓器の成熟など多くの交絡因子があり，詳細
は明確になっていない（表1）。さらに，HDPの定

義が変更された2018年を境に，対象となる新生児
のプロフィールが異なることを念頭に置く必要が
ある。HDPの定義についてはp.6Ⅰ章「総論1 2018
年の定義改定による新定義・分類」を参照された
い。新生児予後，特に学童期以降成人へ至る報告
には，2018年以降に加えられた高血圧合併妊娠に
ついては検討されていない。
　わが国では，在胎32週以降出生となる早産児の
なかでも，在胎が進んだ対象での多施設での検討
はほとんどみられない。

  わが国の妊娠高血圧症候群母体から出生した超
早産児の検討

　河野1）は，わが国の出生体重1,500g未満の極低
出生体重児の登録システムである新生児臨床研
究 ネ ッ ト ワ ー ク（Neonatal Research Network；
NRN）のデータを用い，HDP母体から出生した超
早産児（在胎28週未満）をsmall for dates（SFD＝そ
の在胎での出生体重10パーセンタイル未満），と
appropriate for dates（AFD＝その在胎での出生体

Ⅷ解説

解説26  妊娠高血圧症候群における新生児予後と
児の長期予後

妊娠高血圧症候群と新生児

表1　 妊娠高血圧症候群（HDP）母体から出生
した新生児の短期・長期予後

●新生児期，乳児期
　・�わが国での極低出生体重児に占める頻度は10.8％ 1），諸外国では13〜

15％ 2,4），徐々にその比率は増加しつつある
　・�SFDのリスクはAFDのそれよりも，また非妊娠高血圧症候群母体からの

AFD児との比較でも，死亡をはじめリスクが高い項目がある1）

　・22〜25週児での死亡リスクは高い1）（NRNデータ）
　・FGRの頻度は多い1,3）

　・CLDとの関連は，調査対象時期，コホートによって関連は一定しない1,3〜5）

●学童期前までの発達追跡
　・神経学的合併症，異常は指摘されていない1,6）

●学童期以降の長期予後
　・妊娠高血圧症候群母体の子孫の血圧は高い1）

　・ASD，ADHDとの関連が指摘されてきている9,10）

　・認知障害との関連についても可能性が指摘されている9）

●病態解明への動き
　・エピジェネティクスを基にした，長期展望7,8）

　・胎盤臍帯血のDNAメチル化への影響に関する研究7,8,10）

SFD：small for dates，AFD：appropriate 
for dates，FGR：fetal growth restriction

（胎児発育不全），CLD：chronic lung disease
（ 慢 性 肺 疾 患 ），ASD：autism spectrum 
disorders（ 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 ），
ADHD：attention-deficit/hyperactivity 
disorder（注意欠陥/多動性障害）

新生児・乳幼児の短期予後
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重10 〜90パーセンタイル）に分け，同時に非HDP
母体から出生の超早産AFD児を対照群とした3群
間で比較検討を行った。ただし，2018年の定義が
見直される前の2003 〜2012年までの10年間に登
録された症例を対象とした検討である。
　この論文では，HDP母体から出生の超早産SFD
児に焦点を置き，前述の10年間にNRNに登録さ
れた超早産児15,284名について分析を行っている。
10.8％にあたる1,652名がHDP母体からの出生児で，
残り13,632名が非HDP母体からの出生児である。
　検討は，在胎を22 〜24週，25週，26週，27週
の4期 間 に 分 け，HDP-SFD，HDP-AFD，Cont.-
AFDの3群間について，短期予後と，2 〜3歳での
死亡または神経学的後遺症について行われている。
▪新生児の短期予後
　HDP-SFD児はHDP-AFD児と比較して在胎22 〜
24週，25週で死亡のリスクが高く，Cont.-AFD
との比較では全4期間の週数で有意に高い結果と
なった。いずれも在胎が短くなるほどその比率は
高くなっている。
▪3歳までの予後（死亡または神経学的後遺症）
　HDP-SFD児は，HDP-AFD児や，Cont.-AFD児
と比較して在胎25週で有意に死亡率が高く，特に
Cont.-AFDと比較すれば，すべての在胎週数で神
経学的予後リスクが高いと報告されている。わが
国のHDP母体から出生した超早産児の3歳までの
予後を検討した報告である。

  国外での妊娠高血圧症候群母体から出生した児
の短期予後

　一方，オーストラリアでは10周産期施設に登録
された在胎29週未満，2004年までの7年間にわた
る2,549名を対象とした後方視的コホート研究報
告2）がある。周産期の合併症と2 〜3歳までの追跡
結果をまとめた本報告では，HDP母体からの出
生児比率は14.9％（379名）で，そのうち74.8％が
2 〜3歳でのフォローアップを受けている。HDP
のなかでも妊娠高血圧腎症（preeclampsia；PE）
母体からの出生児は，サーファクタント投与の必
要性，人工換気日数，慢性肺疾患（chronic lung 
disease；CLD）発症とそれに伴う在宅酸素療法

（home oxygen therapy；HOT）のオッズが高い
ものの，多変量解析では，このコホートにおける
HDPとCLD発症には有意な相関は見い出せない
結果であった。同様に2 〜3歳までの神経学的予
後についても，リスクを増加させなかったと結論

している。
▪慢性肺疾患との関連
　報告により関連はさまざまである。前述のオー
ストラリアからの報告では有意な相関は見い出せ
ていないが，Biら3）は787の研究を特定し，条件を
満たした15の研究（20,779症例）でシステマティッ
クレビューを行った。母体の合併疾患研究全体の
対照群間の母体合併症のさまざまな変数によって
サブグループのCLDに対するオッズ比が変動す
るものの，条件を調整すると慢性肺疾患の発症と
の間に高いオッズが示された。わが国の報告1）で
は，HDP母体から出生した在胎25 〜27週のSFD
児の場合には，非HDPのAFD児と比較して有意
にCLDの発症頻度が高く，HOTへの移行も高い
結果となっている。
　このレビューの後，国際コホートを利用して
2007 〜2010年に出生した在胎24 〜28週の早産
児死亡率および主要な罹患率との関係が報告さ
れている4）。27,000例あまりの登録症例中，13％
のHDP母体からの出生児では，HDP母体から
出生した新生児は，死亡率，重度の脳損傷，治
療された網膜症の確率は低かったが，broncho 
pulmonary dysplasia（BPD）＊発症の確率は高かっ
たと報告された。
　2019年 米 国Neonatal Resource Services（NRS）
からのHDP母体から出生した極低出生体重児
5,400名あまりを対象とした報告5）では，脳室内出
血（intraventricular hemorrhage；IVH）のⅢ/Ⅳ度
とBPD発症リスクはむしろ低いと報告している。
このように調査対象時期によってそのリスクの変
動がみられており，同じコホートでの経時的な変
化の検討も興味がもたれる。

　＊ 早産児の新生児の慢性肺疾患を表現する用語として，
CLDとBPDが登場する。わが国ではCLDをⅠ〜Ⅵ型
の6つに分類している。診断評価時期は生後28日での
酸素を必要とする状況と胸部X線像所見を基にしてい
る。欧米では評価時期を修正36週または生後56日の早
いほうを用いている。一方BPDは，主に呼吸窮迫症候
群（respiratory distress syndrome；RDS）に罹患した
児を対象としたCLD分類ではⅠ/Ⅱ型に相当する。論
文により2種類の用語が登場するため，記載する。
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　短期予後，長期予後各々について各疾患，合併
症の分析を基に，出生する児への影響がどのよう
に違うのか，その原因はどこにあるのかを考える
近年の報告を紹介する。
　わが国の周産期センターでケアされた低出生体
重児を対照にしたNRN登録児からの報告はきわ
めて貴重である。HDPが遺伝的影響にて次の世代
にも及んでいるとする考え方を裏付けるような報
告がみられる。

 妊娠高血圧症候群母体から出生した児の血圧
　以下に紹介する報告は，HDP母体と，その出生
児の血圧，BMIデータを比較し，世代を引き継い
で影響する因子が何かを示している。
　欧州では，HDPの子孫が成長とともに高血圧発
症に至るかという点に注目した前向きコホート研
究がなされ，HDP，とりわけPEを対照に，出生
児の12歳での収縮期および拡張期血圧と関連する
新生児要因，環境やライフスタイル，および家族
要因を見つけ出す目的でBeukersら6）が報告して
いる。HDP母体から出生した在胎24 ～34週の単
胎FGR児で，12歳まで定期的にフォローアップさ
れた母児92組が本研究の対象とされた。性別，年
齢，身長を補正したアルゴリズムを使用して，血
圧値を標準偏差スコア（SDS）およびパーセンタイ
ルに変換した検討を行い，HDP母体から出生した
12歳児の収縮期血圧は，
①�在胎32週未満早産では在胎が短くなるほど高く

なり，
②その児のBMIが高いほどさらに高く，
③児12歳時での母体のBMIが25kg/m2以上である
こととも有意な相関が見い出されている。本研究
に用いられた比較対象として，その国のSDSが引
用された。さらに拡張期血圧も母体のBMIが高い
ほど上昇していることが判明し，在胎32週未満で
さらに在胎週数が短くなるほど強い関連が示され
た。一方，FGRの程度（body�weight�ratio）と血圧
値には関連がみられないことも重要なポイントと
いえる。HDP母体出生ではない低出生体重児の出
生時体重SDSは血圧と関連せず，HDP母体からの
なんらかの因子による影響があることを示唆した
結果となった。世代を引き継いだなんらかの因子
による影響を示唆する興味深い着目点と考えられる。
　出生児と母体の両方を含む多変量解析では，児

が12歳時点でのHDP母体の過体重と肥満について
も，その子供の高血圧との有意な関連があったこ
とが指摘されている。この結果は，HDP母体から
出生した児のその後の高血圧のリスクを軽減でき
る糸口になるのではと述べている6）。

 妊娠高血圧症候群とエピジェネティクス
　HDPにおける胎児への低酸素症ストレス子宮内
環境が，出生児成人期の心血管系のリスクを高め
るかどうかという疫学研究がなされている。胎内
での酸化ストレス変化がDNAメチル化に変化を
及ぼしてエピゲノム変化を起こす結果，心血管系
の異常を引き起こすことを指摘した動物実験報告
がある7）。DNAメチル化のエピジェネティックな
修飾，心臓に関連する遺伝子抑制のプログラミン
グに対する低酸素の直接的な影響が，成人した子
孫の心臓の病態を作り出していると説明されてい
る。このような世代を超えた影響についての長期
的視野からの分析が最近報告され，注目を集めて
いる。
　母子HDPとエピゲノムとの関連を調査研究する
ため，妊娠および小児エピジェネティクスコンソー
シアムでメタアナリシスが行われ報告された8）。10
のコホート（5,242名の新生児が対象となり，HDP
母体は476名）を利用した前方視的研究で，以下の
2項目についてメタアナリシスが行われた。1つ目
はHDPと臍帯血におけるエピゲノム全体のDNA
メチル化との関連，2つ目はPEと臍帯血のDNAメ
チル化のみの関連についてであった。ここでは，
HDPと子孫のDNAメチル化とのエピゲノム全体
の関連は，PEと子孫のDNAメチル化と同等のエ
ピゲノム全体の関連とわずかな一致がみられてい
る（R2＝0.26）。550名を対照とした108例のHDPか
らの縦断的分析では，HDP関連部位に位置する
遺伝子が，発生経路，胚発生経路，または神経経
路に関与している可能性が示唆されていることか
ら，HDPは，発生に関連する可能性のある子孫の
DNAメチル化に関連していると述べている。

  妊娠高血圧症候群母体から出生した児と長期神
経学的合併症

　近年，HDPと自閉症スペクトラム障害（autism�
spectrum�disorders；ASD），注意欠陥/多動性障
害（attention-deficit/hyperactivity�disorder；ADHD），
および他の神経発達障害との関連が示唆されてい
る9）。しかしながら，妊娠中の高血圧の有病率増
加を考慮するとさまざまな診断が交錯するなかま

妊娠高血圧症候群と長期予後
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とまった見解は得られていないものの，神経発達
とHDPの関連には注目が集まっている。
　妊娠中の高血圧障害の胎児への曝露が，曝露な
しの場合と比較して，出生後のASDおよびADHD
の発症において，小さいオッズ比ながらも有意な
統計的関連を示すことを指摘したMaherら9）のシ
ステマティックレビューがある。これまでに報
告された関連のある1,166件の研究から条件をさ
らに絞った61件とし，ASDやADHDを中心とし
た神経発達障害についてメタアナリシスが行わ
れている。HDPでは，非HDP妊婦から出生した
児と比較してASDは35％増加し，特にPEから出
生した児ではオッズが1.50と述べている。さらに
ADHDでも，同様の検索条件では30％増加してい
た。PEからの出生児で，FGR，低出生体重，早
産が加味されると，認知面についても影響が及ぶ
と報告している。
　また，ASDに関連し，650万人あまりの集団に
おいて約31,000人の患者を対照とした21個の研究
からのメタアナリシスがある10）。2017年6月まで
の論文報告が対象となっており，高血圧合併妊娠
も含まれている。目的は，①HDPと子孫のASD
のリスクとの関連を体系的に評価すること，②HDP
患者の疾患重症度のサブグループ分析を具体的に

引き出すことの2つに重点が置かれた。その結果，
HDPと子孫のASDのリスクとの関連性があるこ
とが報告されており，男児は女児よりも，また
HDP母体から出生した未熟性の高い児は，マッチ
された対照群と比較してASDのリスクが高い結果
が報告されている。

　HDP母体から出生した新生児の現状と，短期・
長期予後について述べた。
　妊娠中の母体胎児管理の進歩とともに，出生し
てくる新生児のプロフィールは年々変化している
可能性がある。新生児期，乳児期の体系だった研
究に基づく考察は，疾患の割合に比較して少ない
と考えられる。胎児期からのエピジェネティクス
を背景とした治療ストラテジーは，今後注目され
る分野と思われる。世代を超えての研究報告から
考察すると，学童期後半に神経学的影響を指摘す
る内容が増え，低出生体重児のフォローアップで
の3歳以降，6歳，さらにその先にわたる検討が必
要と思われる。
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　本項では，最近の妊娠高血圧症候群（hypertensive 
disorders of pregnancy；HDP）の治療に役立つと考
えられるいくつかの治療薬と，3世代コホートの臨
床研究について簡単に記載する。さらに，妊娠高
血圧腎症（preeclampsia；PE）モデル動物を使ったin 
vivoの実験と細胞培養によるin virtoの基礎的研究
の最近の進歩について概説する。

 タダラフィル
　タダラフィルはシルデナフィルよりも半減
期が長く，より安全なホスホジエステラーゼ5

（phosphodiesterase type 5；PDE5）阻害薬であり，
妊娠期間を延長する1）。臨床研究において，タダ
ラフィル投与により妊娠期間が14日延長し，高血
圧，尿蛋白も減少した患者が観察されたことか
ら，タダラフィルは胎児発育不全（fetal growth 
restriction；FGR）のある重症PE患者の新規治療
薬となることが期待される2）。タダラフィルは後
述するマウス子宮灌流圧低下（reduced uterine 
perfusion pressure；RUPP）PEモデルを用いた基
礎研究においてもPE様症状を改善した3）。

 ニコチンアミド
　ニコチンアミドは水溶性ビタミンで，ビタミン
B3である。Liらは，後述するPEモデルマウスであ
るsFlt-1過剰発現マウス，RUPPマウス，ankyrin 
repeat and SOCS box containing 4（Asb4）欠損マ
ウスを用いて，ニコチンアミドが血圧・尿蛋白を
減少させ，血管内皮障害を改善して母体のPE様
症状を改善するのみならず，FGRを改善し，妊娠・
母児予後を改善する初めてのPEの薬物療法であ
ることを明らかにした4）（特開2015-30721）。2021
年1月現在，臨床研究の準備中である。

 スタチン
　スタチンは動物実験ではPEの治療に有効である
とされている。その機序として，一酸化窒素（nitric 

oxide；NO）の関与5），ヘムオキシゲナーゼ1の誘導6），
ERK/MAPKの関与7），内皮・栄養膜・胎盤からの
sFlt-1分泌の減少8）などが報告されている。しかし，
異なるPEモデルでは別の効果があることが報告さ
れている9）。例えば，NOS阻害薬L-NAMEによる
PEマウスモデルでもリポ多糖（lipopolysaccharide；
LPS）によるPEマウスモデルでも血圧が上昇した
が，プラバスタチンはL-NAMEモデルで降圧され
たが，LPSでは降圧されなかった9）。一方，スタチ
ンのPEに対する臨床的効果は明らかでない10 〜12）。

 アスピリン
　アスピリンはPEの予防・治療，FGR改善に有
用である13 〜15）。その機序として，sFlt-1/VEGF比
の減少16），栄養膜の浸潤・sFlt-1の産生の抑制17）

などが報告されている。COX阻害薬であるアス
ピリン（低用量）はPEのハイリスク妊娠の予防に
推奨されている18,19）。エンドトキシンによるPE様
症状も低用量アスピリンで改善する20）。

　HDPの原因を明らかにするには遺伝学的な大規
模解析が必要である。近年のゲノム科学の進展に
より，大規模な関連解析が実現可能となってきた。
東北メディカル・メガバンク機構は，2万人以上
の妊婦を中心とした3世代コホート研究基盤を構
築した。本基盤の活用によって，家系情報付きの
ゲノムコホート研究が可能となり，周産期疾患
の発症原因の探索，発症予測モデルの構築，そし
てDevelopmental Origins of Health and Disease

（DOHaD）研究などに大きく貢献することが期待
される21）。

Ⅷ解説

解説27 妊娠高血圧症候群に関する最近の研究の動向

臨床研究

3世代コホート研究

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   236 21.6.7   3:45:17 PM



237

Ⅷ 

解
説
27 

妊
娠
高
血
圧
症
候
群
に
関
す
る
最
近
の
研
究
の
動
向

 sFlt-1過剰発現モデル
　sFlt-1を組み込んだアデノウイルスを静脈に
投与したり，浸透圧ポンプを皮下に埋め込んだ
りすることでsFlt-1を過剰発現させることによ
り，HDPモデルを作製することが広く行われて
いる22 〜25）。sFlt-1の過剰発現によりアンジオテン
シンⅡへの感受性が内皮型一酸化窒素合成酵素

（endothelial nitric oxide synthase；eNOS）の リ
ン酸化障害などにより増加し，シルデナフィルに
よってこれらの効果が減弱する26）。

 子宮灌流圧低下（RUPP）モデル
　RUPPモデルは，銀のクリップで卵巣動脈と腹
部大動脈を狭窄させて作製するラットRUPPが広
く用いられてきた27 〜31）。このモデルでは下肢の
血流不全が問題であり，尾動脈での血圧の測定に
よる血圧変化の評価が困難である。
　一方，遺伝子改変動物がすでに多数あるマウス
でのRUPPモデルは作られてこなかった。これは
手術が困難であることが1つの原因と考えられる。
そこでFushimaらは，マウスのRUPPモデルを開
発した（図1）32）（特開2017-18070）。このモデルは，
卵巣枝分岐後の卵巣動静脈および子宮動静脈を動

脈と静脈を剥離せずに，ナイロン糸とともに結紮
し，直後にナイロン糸を抜去することにより作製
した。この方法では，ナイロン糸の直径を変える
ことにより，狭窄の程度を容易に変えることが可
能である。さらに，尾動脈での血圧の測定による
血圧変化の評価が容易であることから広く使われ
始めている3,33）。また，この方法はsFlt-1アデノウ
イルスなどを用いて，過剰発現させるPEモデル
よりも表現型が出やすい。さらにウイルスを使わ
ないので持ち運びに制限がかからないなど，いく
つもの点で優れている。

　細胞は蛋白質合成と分解のバランスによってそ
のクオリティをコントロールする。分解はオート
ファジー−リソソーム系あるいはユビキチン−プ
ロテアーゼ系による。オートファジーは胚発生，
着床，胎盤維持において重要な働きをもっており，
絨毛外栄養膜細胞（extravillous trophoblast cells；
EVTs）が脱落膜に浸潤するのをサポートする。胎
盤オートファジー阻害は，着床不全，妊娠時高血
圧を起こす34 〜40）。

妊娠高血圧症候群研究のための動物モデル

妊娠におけるオートファジー

卵巣枝分岐後の卵巣動静脈
O，O’，および子宮動静
脈U，U’を動脈と静脈を
剥離せずにナイロン糸とと
もに結紮し，直後にナイロ
ン糸を抜去することにより
作成する。この方法ではナ
イロン糸の直径を変えるこ
とにより，狭窄の程度を容
易に変えることが可能であ
る。詳細は本文を参照され
たい。

図1　マウス子宮灌流圧低下（RUPP）モデル

卵巣動脈

O’O

U’U

腎臓

子宮動静脈

腹部大動静脈

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   237 21.6.7   3:45:17 PM



238

　一酸化窒素による血管拡張作用は妊娠によって
大きくなり，子宮胎盤への血流量が増加し，血
管抵抗が低下する。eNOS欠損マウス41）はアデノ
ウイルスによるsFlt-1による過剰発現により，PE
様の表現型を示し，エンドセリン1（ET-1）の増加
がみられる42）。また，ETA受容体の阻害薬により
eNOS欠損によるPE様の表現型は抑制されること
が報告されている42,43）。eNOSヘテロ欠損マウスの
一酸化窒素産生量は野生型の1/2であり，一酸化
窒素産生量が減少するポリモルフィズムをもつヒ
トの病態の理解・治療法の検討に有用である44）。
　L-NAMEを妊娠マウスなどへ投与すると，PE
様の症状を呈する。また，その投与時期によって
early-onset，late-onsetのPEを作製することが可
能である45）。PDE5阻害薬であるタダラフィルも
L-NAME誘発PEモデルにおけるPE様症状を改善
する46）。

　遺伝子の3’-UTR（非翻訳領域）を変えて，その
mRNAの安定性を変えることによって，その遺
伝子の発現量を増減することができる47）。ET-1の
3’-UTRを変えることによってその発現量を増加
させた高発現マウスでは，妊娠時のみHDP類似
の表現型を示す48）。ET受容体の阻害はマウスモ
デルでHDPを改善する42）。しかし，ETA受容体，
ETB受容体，ET-1の各遺伝子の欠損マウスはす
べて致死であり49,50），ET受容体阻害薬は妊婦に禁
忌である。

　Catechol-o-methyltransferase（COMT）は カ テ
コールアミンの不活化を行う。COMTの欠損マ
ウスは血圧の上昇をもたらし，エストラジオール
からできる2-methoxyestradiol（2-ME）が欠損し，
妊娠時PE様の症状を示す51）。2-MEは細胞性栄養
膜の浸潤や血管の発達を低酸素下でもたらす52）。
COMT欠損はアンジオテンシンⅡへの反応性が亢
進する53）。COMTのポリモルフィズムは血圧と関
連する54）。

　Asb4 は，transcriptional regulator inhibitor of 
DNA binding 2（ID2）の分解により転写を促進し，
栄養膜細胞の分化・着床および胎盤の発育を促進
する。その欠損はPEの発症をもたらす55）。

 ヒト栄養膜細胞株
　これまでBeWo，JEG-3，JARといったヒト栄
養膜細胞株が実験に使われている56,57）。

 ヒトTS細胞の樹立
　胎盤幹細胞（trophoblast stem cell；TS細胞）は，
自己複製能と胎盤の細胞に分化する能力をもった
胎盤由来の特殊な細胞である。マウスでは，TS
細胞の培養法は確立され58），広く利用されている。
ヒトTS細胞の作製は困難であったが，ようやく
ヒトトロフォブラスト幹細胞から樹立できた。ヒ
トTS細胞は，胎盤の発生や機能，胎盤異常によ
る疾患を理解するうえで有用であるのみならず，
ヒト胎盤の発生や機能を研究するうえで有用な
ツールになり，胎盤の異常によるヒト疾患の病態
解明や治療法開発にも役立つ可能性がある。さら
に将来，生殖医療や再生医療などの医療産業に向
けて，医薬品や医療技術の創出につながると期待
される59）。

 Placenta-on-a-chip
　マイクロ流体チップ内における臓器細胞培養
をorgan-on-a-chipとよんでおり，近年盛んに用い
られてきている。典型的な例として，船本ら60）

の報告がある。胎盤の研究においても，ごく最近
placenta-on-a-chipを用いた研究が始まっている61 〜68）。
この方法により，ゲルなどをはさんで複数の細胞
を培養し，それぞれの細胞を培養する培養液を変
えたり，片方の細胞のみ低酸素環境にして培養し
たりすることが可能である。また，環境のサイズ
や形状をin vivoの状態に近いものにすることが可
能である。HDP関連研究では，例えばトロフォブ
ラストの浸潤のアッセイでは，既存の方法ではあ
る時点1点での解析しかできないが，placenta-on-
a-chipを用いると1つのサンプルで時間経過を追っ
て観察することが可能となり，飛躍的な研究の発
展が期待される。

妊娠高血圧症候群研究のための 
in vitroモデル

ET過剰発現マウス

Asb4欠損マウス

COMT欠損マウス

一酸化窒素合成酵素（NOS）阻害と
内皮型NOS（eNOS）欠損マウス
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　今まで広く用いられてきたHDP研究のためのin 
vivo，in vitroモデルは，より使いやすく，有用な
モデルとなってきている。また，新たなモデルも
開発されてきた。これらのモデルは，すでに多数
存在する遺伝子改変マウスに応用することができ

るものが多く，HDPの病態解明，治療薬の開発
に寄与している。特にin vivoでのみでしか評価で
きなかったものがin vitroで評価できる手法も開
発されてきた。これらの研究手法の進歩により，
HDPの新たな薬物療法の確立に拍車がかかること
が期待される。
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　52,62,65,73,75,78,125,139,176,229
子宮胎盤血流・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67,71,75,143
糸球体濾過量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,91,158
子宮内胎児死亡・・・・・・・・ 51,127,144,178,198,229
試験紙法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91,158
自己免疫疾患・・・・・・・・・・ 98,116,138,176,181,197
脂質代謝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118
自由行動下血圧・・・・・・・・・・・・・ 9,18,62,121,141
　――測定（ABPM）・・・・・・・・・・・・・・62,122,142
周産期心筋症・・・・9,16,32,66,71,79,106,133,203,206,221
周産期予後・ ・・・・・・・・・・・・・・1,21,28,66,168,178
収縮期血圧・ ・・・・・ 9,17,27,45,53,55,62,71,84,88,95,
　97,121,131,142,148,151,173,184,203,225,234
重症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
重症高血圧・ ・・7,24,29,66,68,78,83,84,142,147,151,193
循環血液量・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32,37,89,106

循環血漿量・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 110,131,147,166
常位胎盤早期剥離・ ・・・16,28,33,66,73,79,84,98,112,
　・114,116,127,139,161,164,171,178,181,192,212,219,
221,230
漿液性網膜剥離・・・・・・・・・・・・・・・・・79,100,155
静脈血栓塞栓症（VTE）・・・・・・・・・・・・・・ 88,216
腎移植・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,80
心エコー検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
腎機能障害・ ・・・・・・・ 13,15,28,33,44,73,80,92,104,
　107,115,155,162,192,197,215
心血管疾患・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118,208
腎血管性高血圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,143
診察室（外来）血圧
　・・・・・・・・・・・17,62,67,70,95,119,121,141,167,225
心疾患・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 9,16,107,118,133,206
腎実質性高血圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
新鮮凍結血漿（FFP）・・・・・・・・・・ 115,194,199,224
心拍数・ ・・・・・・・・35,70,88,97,112,131,155,172,225
腎皮質壊死・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111
深部静脈血栓症（DVT）・・・・・・・・・・・・・・・・ 216
心不全・ ・・・・・・・・・・ 9,47,79,106,111,133,147,161,
　166,171,203,206
心房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP）・・・ 47,133

す

睡眠時無呼吸症候群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
頭蓋内出血・ ・・・・・73,75,86,97,101,154,189,193,220

せ

性器出血・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,112,213
生殖補助医療（ART）・ ・・・・・・・・・・・・・・ 54,218
脊髄くも膜下麻酔・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
染色体マイクロアレイ法・ ・・・・・・・・・・・・・ 230
全身性エリテマトーデス（SLE）・・・・・ 34,46,53,65,
　98,117,127,138,161,165,178,181,199,218
全身麻酔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
選択的帝王切開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82

そ

臓器障害・・・・・・・・ 8,15,19,22,27,31,41,50,52,62,65,
　67,73,78,84,88,95,100,125,145,151,197,204,207
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早発型・ ・・・・・・ 2,9,24,35,44,55,60,127,152,178,219
組織因子（TF）・・・・・・・・・・・・・・・39,177,210,217

た

胎児機能不全（NRFS）・・・・・・・・ 38,67,70,76,83,98
胎児血流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
胎児健常性・ ・・・・・・・・・・・・・・ 35,75,79,83,84,97
胎児死亡・・・・ 28,37,51,105,127,139,144,164,178,198,229
胎児心拍数陣痛図・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 35,79,84
胎児心拍数モニタリング・ ・・・・・・・・・70,112,213
胎児発育不全（FGR）・・・・・・・・・・ 2,16,22,25,28,31,
　・38,45,50,66,75,78,83,116,127,139,144,147,168,178,・
192,212,218,229,232,236
大動脈炎症候群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
胎盤増殖因子（PlGF）・・・・・・・・・ 24,33,38,44,55,60,
　79,133,173,214
多胎妊娠・・・・・・・・・・・・・・ 53,56,116,133,172,191
蛋白尿・ ・・・・・ 1,6,13,21,27,31,41,44,51,55,65,71,73,
　78,84,91,95,103,124,131,143,145,152,158,176,181,
　191,204,212,217,229
　――の多寡・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,21,22,27

ち

遅発型・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,9,24,46,130,152
中枢性交感神経抑制薬・・・・・・・・・・・・ 68,94,146
長期予後・・・・・・・・・・・ 80,91,119,149,169,199,232
治療的抗凝固療法・ ・・・・・・・・・・・・・179,180,220

て

帝王切開・・・・・・・・・ 28,74,80,82,86,89,101,114,145,
　152,160,165,183,188,193,198,213,216,224
低蛋白血症・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158
低分子ヘパリン・・・・・・・・・・・・・・90,180,189,220
低用量アスピリン（LDA）
　・・・・・・・・・・・・・44,56,59,69,116,148,176,193,236
テネシー分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191

と

特発性血小板減少性紫斑病（ITP）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,34,79,96,191
トロンビン産生・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210,216

な

内科疾患の合併・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
ナトリウム利尿ペプチド・ ・・・・・・・47,71,133,204

に

ニカルジピン・・・・・・・・・ 72,94,97,153,184,194,224
二次性高血圧・・・・・・・・・・・・・・ 2,62,65,73,95,141
日内変動・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19,63,121,125,144
ニフェジピン・・・・・・・・・・ 67,68,72,94,147,151,161
入院管理・・・・・・・・・・・・・・・ 4,66,70,73,75,88,223
尿酸値・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,23,65,115,192
尿蛋白・ ・・・・・・・・・・21,33,44,65,71,78,88,116,118,
　124,158,166,235,236
尿蛋白/クレアチニン比（P/C比）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,21,65,71,91,124
尿路感染・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159
妊娠終結・・・・・・・・・・3,21,32,75,78,88,103,110,151,
　195,198,205,221,223
妊娠性一過性甲状腺機能亢進症・・・・・・・・・・ 172
妊娠性血小板減少症・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14,34
妊娠高血圧（GH）・2,13,21,29,45,53,55,65,67,70,80,82,
84,95,116,118,141,148,167,212
妊娠高血圧腎症（PE）・ ・・・・ 6,13,18,21,24,27,31,37,
　・44,50,52,55,59,65,67,70,73,76,78,82,84,88,91,95,100,・
103,114,116,118,122,124,132,139,142,145,151,158,
167,172,176,181,193,197,204,207,210,212,218,229,
233,236
妊娠蛋白尿・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 9,21,55,124,181
妊娠中毒症・ ・・・・・・・・・・・・ 1,6,21,24,37,124,131
妊娠中の明らかな糖尿病（ODP）・ ・・・・・・・・ 167
妊娠中の体重増加・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 139,168
妊娠糖尿病（GDM）・・・・・・・・・・ 45,53,161,167,168
妊娠によるリスク・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

ね

ネフローゼ症候群・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158

の

脳梗塞・ ・・・・・・・・ 35,100,135,151,182,186,200,224
脳出血
　・・・・9,35,68,84,98,101,114,135,148,151,182,186,191
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脳静脈血栓症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98,101
脳静脈洞血栓症・・・・・・・・・・・・・・・・138,186,188
脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）・・・・71,106,204
脳卒中・ ・・・・・・・・・・・・ 7,16,30,31,44,65,71,79,84,
　97,100,135,151,181,186,223
脳動静脈奇形（AVM）・・・・・・・・・・・・・・ 138,186

は

肺血栓塞栓症（PTE）・・・・・・・・・・・・・・・ 106,216
肺水腫・ ・・・・・・・ 1,6,16,30,32,66,71,79,88,106,133,
　155,161,181,195,203
白衣現象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,62
白衣高血圧・ ・・・・・・ 2,14,18,55,62,122,141,145,167
播種性血管内凝固症候群（DIC）・・・・・ 15,28,31,34,
　103,111,115,164,181,191,198,216,224

ひ

非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）・・・・ 47,66,90
非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,33,114,165,191,197
ヒドララジン・・・・・・・・・・ 68,72,94,97,147,153,225
肥満・・・・・・・・・ 46,53,66,68,73,93,106,116,118,130,
　139,144,146,167,173,216,234
非薬物療法・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67,145

ふ

フィブリノゲン・・・・・・・・・・・・・ 112,115,192,194
副腎皮質ホルモン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199
腹水・・・・・・・・・ 79,89,104,109,110,115,154,166,195
浮腫・・・・・・・・・ 1,6,28,35,66,86,89,100,104,106,110,
　124,129,131,135,139,151,158,182,187,203,206,224
プロスタグランジン・・・・・・・・・・・・ 37,59,84,131
プロテインC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210,219
プロテインS・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210,218
分娩時高血圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
分娩誘発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,82,84
分娩様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82

へ

ヘパリン・・・・・・・・・・・・・・・・ 90,176,189,198,216

ほ

母児予後・・・・・・ 4,6,22,31,52,65,80,103,213,145,236
母体条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
母体年齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,56,145,221
母体予後・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28,71,103,187,200
母乳栄養・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93
本態性高血圧・・・・・・・・・・・・・・・ 2,62,65,117,144

ま

慢性甲状腺炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 171
慢性腎炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
慢性腎臓病（CKD）
　・・・・・・・・・ 33,67,92,117,118,144,145,154,158,163

み

ミシシッピプロトコル・・・・・・・・・・・・・ 193,194
ミシシッピ分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191,193
未分画ヘパリン（UFH）・・・・・・・・・90,179,180,220

む

無痛分娩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83,86

め

メチルドパ・ ・・・・・・・・・・・・・67,68,72,93,146,225

も

網膜症・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,167,233
もやもや病・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・138,186,189

よ

溶血・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,15,28,31,79,104,191
溶血性尿毒症症候群（HUS）・・・・・・・15,34,111,197
羊水過少・・・・・・・ 10,16,50,67,72,76,78,146,208,213

ら

螺旋動脈のリモデリング不全・ ・・ 25,35,37,38,39,42
ラベタロール・・・・・・・・・・・・・・・67,68,94,147,153

り

硫酸マグネシウム（MgSO4）
　・・・・・・ 71,76,78,88,94,97,100,152,184,193,212,225
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わ

ワルファリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,179,220

数字

1型糖尿病・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,159,167,169
2型糖尿病・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,117,167,169
24時間尿蛋白量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21,125

A

ABPM（自由行動下血圧測定）・・・・・・・62,122,142
ACE（アンジオテンシン変換酵素阻害薬）・
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67,72,93,208
ACOG（米国産科婦人科学会）・ ・・・2,6,13,23,28,35,
　50,53,60,68,70,74,82,86,90,91,116,125,148,154,231
Act-FAST・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98,135,181
ADAMTS13・ ・・・・・・・・・・・・・・ 114,165,192,197
AFLP（急性妊娠脂肪肝）・・・・・・・・ 33,79,103,110,
　・112,114,166,191
aHUS（非典型溶血性尿毒症症候群）・・・ 15,33,114,
　・165,191,197
AKI（急性腎障害）・ ・・・ 15,90,110,154,162,163,199
ALT・・・・・・・・・・ 8,15,31,32,73,97,103,115,191,227
ANP（心房性ナトリウム利尿ペプチド）・・・ 47,133
APC（活性化プロテインC）・ ・・・・・・・・・・・・ 210
ARB（アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67,72,93,144,146,208
ARF（急性腎不全）・・・・・・ 11,110,114,163,192,197
ART（生殖補助医療）・ ・・・・・・・・・・・・・・ 54,218
AST・・・・・・・・・・ 8,15,31,32,73,97,103,115,191,197
AT1-AA・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,46,
AVM（脳動静脈奇形）・・・・・・・・・・・・・・ 138,186

B

Basedow病・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 171
BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）・ ・・ 71,106,204

D

DIC（播種性血管内凝固症候群）・・・・・ 15,28,31,34,
　103,111,115,164,181,191,198,216,224
dipstick・test・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124
DOHaD説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 139

DVT（深部静脈血栓症）・・・・・・・・・・・・・・・・ 216

F

FDA（米国食品医薬品局）・・・・・・・・・・・・・・ 208
FFP（新鮮凍結血漿）・・・・・・・・・・ 115,194,199,224
FGR（胎児発育不全）・・・・・・・・ 2,16,22,25,28,31,38,
　・45,50,66,75,78,83,116,127,139,144,147,168,178,・
192,212,218,229,232,236
FORECAST研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59,61

G

GDM（妊娠糖尿病）・・・・・・・・・・ 45,53,161,167,168
GH（妊娠高血圧）・ ・・・・・・・ 2,13,21,29,45,53,55,65,
　67,70,80,82,84,95,116,118,141,148,167,212
GT（妊娠性血小板減少症）・・・・・・・・・・・・・・・ 14

H

HBP（家庭血圧）・・・・・・・・・・・ 9,14,17,62,67,91,95,
　116,118,121,141,145,161,167,225
HBPM（家庭血圧測定）・・・・・・・・ 9,14,62,63,64,67,
　91,116,118,121,142,145,161
hCG（ヒト絨毛性ゴナドトロピン）・・・・・・・・ 171
HDPの発症率・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52,173
HELLP症候群・・・・ 9,15,22,28,33,53,55,66,71,79,86,
　・88,92,98,101,103,110,112,114,151,165,176,181,187,
191,197,214,223
HIT（起因性血小板減少症）・・・・・・・・・・ 198,220

I

ISSHP（国際妊娠高血圧学会）・ ・・・1,8,13,18,24,27,
　35,50,65,68,70,73,74,82,84,89,91,95,117,124,148
ITP（特発性血小板減少性紫斑病）
　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,34,79,96,191

J

JSSHP（日本妊娠高血圧学会）・ ・・・・・ 1,8,13,24,35

L

LDA（低用量アスピリン）・・・・・・ 44,56,59,69,116,
　148,176,193,236
LFD（large-for-date）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,167

2010妊娠高血圧症候群本文.indb   245 21.6.7   3:45:19 PM



246

M

MgSO4（硫酸マグネシウム）・ ・・・71,76,78,88,94,97,
　100,152,184,193,212,225
MVM（maternal・vascular・malperfusion・of・the
　placental・bed）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127

N

NICE（英国国立医療技術評価機構）・ ・・・ 13,28,35,
　60,68,70,83,84,91,95,116,124,148,194,219
NRFS（胎児機能不全）・・・・・・・・ 38,67,70,76,83,98
NRN（新生児臨床研究ネットワーク）・・・・・・ 232
NSAIDs（非ステロイド性抗炎症薬）・・・・ 47,66,90

P

PAI-1（プラスミノゲン・アクチベーター・
　インヒビター1）・ ・・・・・・・・・・・・41,44,210,216
P/C比（尿蛋白/クレアチニン比）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,21,65,71,91,124
PlGF（胎盤増殖因子）
　・・・・・・・・・・・・ 24,33,38,44,55,60,79,133,173,214
PRES（可逆性後頭葉白質脳症）・ ・・・16,35,101,182
PTE（肺血栓塞栓症）・・・・・・・・・・・・・・・ 106,216

R

RCOG（英国王立産婦人科医協会）・ ・・・・・ 90,218
RCVS（可逆性脳血管攣縮症候群）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101,138,182,188
RPLS（reversible・posterior・leucoencephalopathy・
　syndrome）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182

S

sEng（可溶性エンドグリン）・・・・25,38,44,56,61,217
sFlt-1（可溶性FMS様チロシンキナーゼ）・・・24,33,
　37,44,55,61,74,78,132,173,177,214,217,236

Sibaiの診断基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
SLE（全身性エリテマトーデス）・・・・・ 34,46,53,65,
　98,117,127,138,161,165,178,181,199,218
SOGC（カナダ産科婦人科学会）・・・・・・・・・ 13,95
SOMANZ（Society・of・Obstetric・Medicine・of
　Australia・and・New・Zealand）・・・・・・ 7,13,27,95
SPE（加重型妊娠高血圧腎症）・・・・・2,6,13,22,27,31,
　・46,51,53,55,62,65,69,73,78,84,88,91,95,112,116,141,
145,168,212
Swansea・criteria・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104,115

T

TAT（thrombin・antithrombin・complex）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210,216
Tenny-Parker・change・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 129
TFPI（tissue・factor・pathway・inhibitor）・ ・・・ 210
TGH（transient・gestational・hypertension）・・・・ 14
thrombophilia・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
TMA（血栓性微小血管症）・・・ 15,110,114,165,191,197
tPA（組織型プラスミノゲン・アクチベータ）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210,216
two・stage（disorder）theory・・・・・・・・ 38,42,44,56

U

UFH（未分画ヘパリン）・・・・・・・・・90,179,180,220
uPA（ウロキナーゼ型プラスミノゲン・アクチベータ）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210,216

V

VEGF（血管内皮細胞増殖因子）・・・・・ 33,39,44,61,
　133,207,210,214,217,236
VTE（静脈血栓塞栓症）・・・・・・・・・・・・・・ 88,216
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　本診療指針は，初版にあたる『妊娠高血圧症候群（PIH）管理ガイドライン2009』，
第2版にあたる『妊娠高血圧症候群の診療指針2015−Best Practice Guide−』に続く
第3版として，今回ようやく刊行の運びとなりました。2018年の妊娠高血圧症候群
定義分類の大幅な改定に伴い第2版の早期改定が望まれていたことから，本書は当
初2020年3月刊行を目指して編集作業を開始しました。第1回編集委員会は定義分
類の大まかな骨子が固まった2016年12月11日に開催され，以来粛々と編集作業を
進めてまいりましたが，2020年から2021年にかけて流行した新型コロナウイルス
感染症は本書の編集作業にも大きな影響を及ぼすこととなりました。社会の風潮
として，これまでのように編集委員が全員集合しての編集作業はとてもできない
状況となり，予定していたコンセンサスミーテイングもことごとく開催中止に追
い込まれました。こうして編集作業は遅れに遅れ，当初予定していた刊行日も大
幅延期を余儀なくされました。新型コロナウイルス感染症で先のみえない状況の
なか，果たしてこのまま編集作業を続けていけるのか危惧された時期もありまし
たが，一時的に収束に向かうかにみえた2020年7月19日，なんとか編集委員会再開
に漕ぎ着けました。そして，その場で以後の編集委員会やコンセンサスミーテイ
ングについては原則的にweb形式で行うことが決定されました。その結果，計4回
開催されたコンセンサスミーテイングではCQ＆Aの全項目について議論すること
ができ，学会員の皆様をはじめ関連される多くの先生より貴重なご意見を多数頂
戴することもできました。そして，こうしたご意見を反映した著者校正原稿を基に，
本年1月からは週2回の編集会議が行われました。毎週水曜日は18時から，土曜日
は13時から毎回4 〜5時間に及ぶ熱い熱いweb会議でした。こうした編集作業の末
になんとか本書を刊行できたのですが，予想だにしなかった新型コロナウイルス
感染症蔓延下とはいえ，これまでとはまったく異なるweb主体の編集作業，これも
また時代の流れなのかとも思っております。
　今回，新型コロナウイルス感染症蔓延下にありながら，学会員の皆様を含め多
くの先生に多大なご助力をいただき本書を刊行できました。ご協力いただいた皆
様には改めて深く御礼申し上げます。そして，本診療指針が，関連する医療関係
者の皆様にお役立ていただくことにより，妊産婦の皆様の予後改善に少なからず
貢献できることを心より祈念しております。
　最後に，本書刊行にあたって最後の最後までお付き合いいただいたメジカル
ビュー社の浅見直博氏，松田史征氏に深謝致します。

妊娠高血圧症候群の診療指針2021編集委員会
編集委員長　中本　收

渡辺員支

編 集 後 記
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