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I．ガイドラインの作成にあたり

心血管疾患の主原因である動脈硬化病変には，プラーク

血管機能検査法が，心血管疾患管理におけるバイオマー

画像診断の進歩により，正確な評価ができるようになっ

る，②心血管疾患の発病リスクないし予後の推定ができ

た．血管機能不全を評価する血管機能検査には，血管内皮

る，③介入による効果が評価できる，④結果が改善すれば

と血管機能不全の 2 つの側面がある．プラークについては，

，心臓足首血管指数
機能検査，脈波伝播速度（PWV）

，
中心血圧，
増大係数（AI）
，
足関節上腕血圧比（ABI）
（CAVI）

予後の改善につながる，などが必要とされる．また，こう
いった検査法が臨床応用されるためには，①非侵襲的で簡

などがあり，普及はしているが，測定方法，結果の解釈，臨

便に計測でき，②低コストで普遍化が可能である，③精度

床的意義，臨床応用など，一定の見解が示されていない．

および再現性が高く，④計測法が標準化されている，など

そこで，日本循環器学会では，血管機能検査法が心血管疾
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カーとなるためには，①血管機能不全の進展程度がわか

が必要である．本ガイドラインでは，そういった観点から，

患管理において標準的に利用されることを目的として，複数

血管機能不全の病態生理，血管機能検査の測定原理，測定

の学会と共同で，血管機能検査法ガイドラインを作成するこ

方法，測定の標準化，臨床的意義，臨床での利用法などを

とになった．

まとめた．
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表1

本ガイドラインで使用した略語

ABI

ankle brachial index

足関節上腕血圧比

ACC

American College of Cardiology

米国心臓病学会

ACCF

American College of Cardiology
Foundation

米国心臓病学会財団

ACE

angiotensin converting enzyme

アンジオテンシン変換酵
素

ACh

acetylcholine

アセチルコリン

ADMA

asymmetric dimethyl arginine

心臓 - 大腿動脈間脈波伝
播速度

hfPWV

heart-femoral pulse wave velocity

hsCRP

high sensitive C-reactive protein

高感度 C 反応性蛋白

IMT

intima-media thickness

内膜中膜複合体厚

IP3

inositol-triphosphate

イノシトール三リン酸

J-TOPP

Japanese Trial On the Prognostic
implication of pulse wave velocity

非対称型ジメチルアルギ
ニン

L-NMMA

N-monomethyl-L-arginine

NG- モノメチル -L- アル
ギニン

LDL-C

low density lipoprotein cholesterol

LDL コレステロール

NHANES

National Health and Nutrition
Examination Survey

NIPPON
DATA80

National Integrated Project for
Prospective Observation of Noncommunicable Disease And its Trends
in the Aged 1980

NMD

nitroglycerine-mediated dilation

AGE

advanced glycation end products

終末糖化産物

AHA

American Heart Association

米国心臓協会

AI

augmentation index

増大係数

ANBP2

The Second Australian National
Blood Pressure Study

APG

acceleration plethysmogram

加速度脈波

ARB

angiotensin II receptor blocker

アンジオテンシン II 受容
体拮抗薬

ASCOT

Anglo-Scandinavian Cardiac
Outcomes Trial

ASCOTCAFE

Anglo-Scandinavian Cardiac
Outcome Trial―Conduit Artery
Function Evaluation

ASO

arteriosclerosis obliterans

ATP

adenosine triphosphate

アデノシン三リン酸

baPWV

brachial-ankle pulse wave velocity

上腕 - 足首間脈波伝播速
度

BMI

body mass index

肥満指数

CAFELLA

Conduit Artery Function EvaluationLipid-Lowering Arm Study

CAVI

cardio-ankle vascular index

CE

ニトログリセリン誘発性
内皮非依存血管拡張反応

NO

nitric oxide

一酸化窒素

NTG

nitroglycerin

ニトログリセリン

MESA

The Multi-Ethnic Study of
Atherosclerosis

MRI

magnetic resonance imaging

磁気共鳴画像

PAD

peripheral arterial disease

末梢動脈疾患

%MAP

％ mean artery pressure

PI3K

phosphatidylinositol-3-kinase

ホスファチジルイノシ
トール 3 キナーゼ

PLC

phospholipase C

ホスホリパーゼ C

PP

pulse pressure

脈圧

心臓足首血管指数

PTG

photoplethysmogram

光電式容積脈波記録法

cholesterol ester

コレステロールエステル

PVR

pulse volume recording

容積脈波記録

cfPWV

carotid-femoral pulse wave velocity

頸動脈 - 大腿動脈間脈波
伝播速度

PWV

pulse wave velocity

脈波伝播速度

cGK

cyclic guanosine monophosphatedependent protein kinase

サイクリック GMP 依存
性蛋白キナーゼ

RA

renin-angiotensin

レニン・アンジオテンシ
ン

cGMP

cyclic guanosine monophosphate

サイクリック GMP

REASON

CKD

chronic kidney disease

慢性腎臓病

pREterax in regression of Arterial
Stiffness in a contrOlled double-bliNd
study

CRIC

The Chronic Renal Insufficiency
Cohort

RHI

reactive hyperemia index

CRP

C reactive protein

C 反応性蛋白

RH-PAT

reactive hyperemia peripheral
arterial tonometry

CT

computed tomography

コンピュータ断層撮影法

SDPTG

DECODE

The Diabetes Epidemiology:
Collaborative Analysis of Diagnostic
Criteria in Europe Study Group

second derivative of
photoplethysmogram

SDPTGAI

second derivative of
photoplethysmogram aging index

加速度脈波加齢指数

EDHF

endothelium-derived hyperpolarizing
内皮由来過分極因子
factor

SNP

sodium nitroprusside

ニトロプルシドナトリウ
ム

EDRF

endothelium-derived relaxing factor

内皮由来弛緩因子

STI

systolic time interval

心収縮時間

eGFR

estimated glomerular filtration rate

推定糸球体濾過率

TAO

thromboangiitis obliterans

閉塞性血栓血管炎

eNOS

endothelial nitric oxide synthase

内皮型一酸化窒素合成酵
素

TASC II

Trans Atlantic Inter-Society
Consensus II

ESC

European Society of Cardiology

欧州心臓病学会

TBI

toe brachial index

ESH

European Society of Hypertension

欧州高血圧学会

TGF-β

transforming growth factor beta

形質転換増殖因子ベータ

FMD

flow-mediated dilation

血流介在血管拡張反応
（血
流依存性血管拡張反応）

TP

toe pressure

足趾血圧

UKPDS

UK Prospective Diabetes Study

GC

guanylate cyclase

グアニル酸シクラーゼ

UT

upstroke time

GPCR

G protein-coupled receptor

G 蛋白共役受容体

HDL-C

high density lipoprotein cholesterol

HDL コレステロール

閉塞性動脈硬化症

反応性充血指数

二次微分光電式指尖脈波
（加速度脈波）

足趾上腕血圧比
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II．検査編

ドラインの本項を参照．

1．

1.2

血管内皮機能検査1：

プレチスモグラフィ

測定の実際

（ストレインゲージ式プレチスモグラフィ）

1.2.1

測定条件

1.1

外的刺激による影響を排除して適正な測定結果を得る

測定原理，測定方法

ため，測定条件を整える必要がある．

①閑静で温度が一定（22 〜 26 ℃）の部屋で測定する．

1.1.1

ストレインゲージ式プレチスモグラフィ
（ストレインゲージ式脈波記録法）とは

② 30 分程度の安静の後に測定を開始する．

③内皮機能には日内変動があるため，異なる日に反復測

プレチスモグラフィは，プレチスモグラム（容積脈波）
を用いて身体部分の容積変化を測定する容積変化記録法
である．プレチスモグラフィを用いた内皮機能評価には，

アセチルコリン（ACh）など各種の血管作動物質を注入

して血流量変化を評価する観血的方法と，虚血性反応性充

定する際は，同じ時間帯に測定する．

④原則，
朝食前の空腹時に測定する（可能な限り食後 8 〜

12 時間あける）
．運動，たばこ，ビタミン類，カフェイン，

アルコール飲料は 6 〜 12 時間以上休止して測定する．
⑤測定中は，会話や睡眠は避ける．

血による非観血的方法がある（図 1）
．

⑥白衣現象の影響など，被検者の緊張を取り除くことが
望ましい．装置の装着時に目的や方法について簡単に説明

1.1.2

プレチスモグラフィを用いた血流測定の手順

することで精神的不安を取り除き，できるだけリラックス

手技が煩雑で日常診療での使用機会は少なく，手順はガイ

測定機器

血圧計 上腕用カフ

(Hokanson system)

ストレイン
ゲージ
前腕用カフ

させる．

血圧計 上腕用カフ

測定機器
(Hokanson system)

ストレイン
ゲージ
前腕用カフ

薬剤注入用カテーテル

( および圧力トランスデューサー )

血管作動性物質注入による測定法

図1
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2 つの測定方法
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⑦閉経以前の女性の場合には，月経周期を考慮して，月

経周期第 1 〜 7 日に測定することが望ましい．

⑧薬剤の影響を除外するために，
四半減期，
あるいは 1 〜

3 日の服薬休止とするガイドラインもある．しかし，倫理
的な問題もあり，服薬休止に関しては主治医の判断に委ね

る．
なお，項目②と④は，明確な時間制限の規約はない．
1.2.2

適応
循環器合併症（心血管疾患）の発症や死亡などを予測
するサロゲートマーカーとして用いることは困難である．
1.2.3

精度，再現性

1 か月後の再検では基礎的前腕血流量の片側測定の再現

性変動係数は平均 10.5％（下腿は 11.5％）と報告されて

いる．ACh による血管拡張反応についての変動係数は約

24 〜 27 ％であり，虚血性反応性充血による再現性は高く

（変動係数は低く）
，約 6％と報告されている．
1.3

測定結果の解釈
1.3.1

測定値の評価
プレチスモグラフィによる測定値の評価をする際の重
要なポイントは，①測定肢の容積変化の記録波形が安定し
ていること（周径の記録波形の傾き，すなわち変化率が計
測しやすいこと）
，②安静時の基礎的血流量が安定してい
ること，の 2 点であるが，明確な定義はないため，実施に

おいては一定以上の技量と経験が必要となる．
1.3.2

基準値
現在まで，明確な基準値は定義されていない．診断法と

るには今後さらなる検討が必要である．

2.
血管内皮機能検査2：

FMD（flow-mediated dilatation）
血流介在血管拡張反応（血流依存性血管拡張反応）
血流介在血管拡張反応（血流依存性血管拡張反応）
2.1

測定原理，測定方法
2.1.1

FMD 測定の方法
超音波装置を用いて上腕動脈を描出し，安静時の上腕動
脈血管径を測定する．安静時血管径の測定後，前腕部をマ
ンシェットにて 5 分間駆血する．動脈血流を完全遮断する

ため，通常カフは収縮期血圧プラス 30 〜 50 mmHg 以上の

圧にて加圧・維持する．

阻血状態から動脈血流を開放することによって血流の
増加が短時間のうちに上腕動脈で生じ（反応性充血）
，血

管内皮へのずり応力（shear stress）が増大する．その結果，

NO に代表される血管拡張物質が血管内皮から放出され，

血管平滑筋細胞に作用することによって上腕動脈拡張が
生じる．

FMD は安静時血管径に対する最大拡張血管径（通常，

阻血解放後おおむね 60 秒前後）の比率であり，下記の式
で表される．

FMD（％）
＝

最大拡張血管径−安静時血管径
安静時血管径

上腕肘窩より中枢側上腕動脈の血管径測定が標準とさ

れる．
その測定は，
心電図 R 波に同期させた拡張末期イメー

ジにて計測する．現在，血管径決定は 2 種類の方法で実施

されている．一つは中膜外膜境界（外膜間径）にて血管径
を決定する方法であり，もう一つは血管内腔縁（内腔径）

して確立されていないため，対照群との比較によってのみ

にて決定する方法である（図 2）
．

評価が可能となる．

a. 外膜間径測定法

1.4

診療への応用
内皮機能障害は動脈硬化の初期像である．しかし，ACh

を用いた検査は侵襲的であり，正常値も定義されておら

実際の解剖学的血管径より大きく測定されるが，明瞭な
画像の得やすい中膜外膜境界での血管径の決定であり，技
術的に血管描出が比較的容易である．しかし，分母となる

安静時血管径が大きくなるため，算出される FMD 値は，

後述する血管内腔径測定法より絶対値で 1％程度小さくな

ず，多施設研究や大規模研究には不適切である．虚血性反

る．

応性充血は非侵襲的であるために繰り返しの検査が可能

b. 血管内腔径測定法

であり，再現性も高く大規模臨床試験にも有用である可能
性はある．しかし，血管内皮機能よりも血管構造を評価し
ている可能性があること，NO 非依存性である可能性があ

るなどの問題点もあり，サロゲートマーカーとして利用す

×100

血管内腔径測定では解剖学的血管径と近似の血管径評

価が可能となる．しかし，10 〜 13 MHz のプローブでも内
膜中膜複合体が明瞭に描出困難な症例が，ある程度の割合
で存在する．
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Aモード

内膜中膜複合体信号

内腔径

中膜外膜境界
（外膜間径）

外膜の信号

図3

A モード画像

白抜き矢印は内膜中膜複合体信号のピーク．

図2

血管内腔径測定法

血管描出には A モードと B モードを用いる機器が使用

されている（図 2，図 3）
．同じ外膜間径測定法または血管

内腔径測定法にて血管径を測定する場合でも A モードと

B モードでは血管径が若干異なることに注意する必要が
ある．

近年，高解像度プローブが使用され，画像解析精度が向
上した．したがって，今後は可能な限り血管内腔径測定法
を用いた FMD 測定が推奨される．血管内腔径測定法によ

る実施が困難な場合は，外膜間径測定法で FMD を測定し
たことの記載が望まれる．
2.1.2

血管の描出
．
プローブは高解像度のものが望ましい（10 MHz 以上）

前腕駆血

上腕駆血

NO 依存性

大

小

反応性充血（FMD 測定値）

小

大

容易

やや難

適

適

手技
予後予測
2.1.3

測定腕，阻血の部位，阻血時間，加圧
阻血圧迫用の加圧カフ装着部位は，前腕と上腕肘窩の中
枢側（上腕）のいずれがよいかは，
まだ結論が出ていない．

表 2 に両方法の特徴をまとめたが，今後，FMD 検査が診

療指標として一般臨床で使用されるには手技的に簡便で
あることは必須であり，NO 依存性も高いことから加圧カ

上腕動脈長軸に沿って可能な限り長い範囲（最低 3 〜 4

フは前腕装着が適切と考えられる．

管径を正確に計測するためには上腕動脈長軸画像がプ

とも＋ 30 〜＋ 50 mmHg の圧を加え，動脈血流を完全に

cm 以上）の長軸血管像を画面上に確保する．さらに，血

ローブと直交して描出されることが望ましい．
a. 安静時血管径決定

安静時血管径を測定する際には，カフ加圧前に 1 分間ほ

ど時間をかけて測定する．血管径の決定については 10 心

阻血のためのカフ圧は原則的には収縮期血圧に少なく

遮断することが必要である．
2.1.4

FMD の問題点
FMD は血管径の変化率としてとらえるために，分母であ

拍以上の測定での平均値を使用する．マニュアルトレース

る血管径基礎値が大きければ，たとえ内皮機能が正常でも

の平均値を用いる．

由来の NO 動態評価の指標として臨床研究などにて使用する

の場合は 1 つのイメージについて複数ポイント計測しそ
b. 最大拡張径の決定

阻血解放後はすみやかに血管径の再測定を開始する．安
静時径と同じ部位で血管径が測定されていることが望ま
しい．一般的に最大拡張血管径は，反応性充血による最大
血流到達後 45 〜 60 秒後に最大になることが多く，血管径

を経時的に記録することが望ましい．用手的に最大拡張径
を測定する場合は，複数回測定し最大径に変動がないこと
を確認する．
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FMD は相対的に低く算出される．したがって，FMD を内皮

際の結果の発表時に最小限必要なデータには，ベースライン

血管径，測定時の血圧・心拍数，FMD 最大拡張径およびベー

スラインに対する拡張率などがあげられる．一方，検査機器・
手技の統一がなされていないことも FMD 測定値の普遍性に

影響する．
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2.2

測定の実際
2.2.1

測定条件
「プレチスモグラフィ」の項（116 ㌻）参照．
2.2.2

適応（除外対象）

FMD 測定では，上腕動脈描出が必須であるが，肥満者

など上腕径自体の大きい症例や高齢者では，画像描出不良

な症例が存在する．また，多少の苦痛も伴うため検査実施
にはインフォームドコンセントを得ることが勧められる．
2.2.3

精度，再現性

FMD 検査実施数の多い施設での再現性を表す指標であ

る変動係数はおおむね 5 〜 10 ％であり，信頼できる再現
性を有する．エッジ検出ソフトを用いた解析と手動で解析

した場合の再現性について検討した論文では，ほぼ同等の
検査結果が得られ，検査者間のばらつきは少ないことが報
告されている．
2.3

測定結果の解釈
2.3.1

測定値の評価
画像の鮮明度の確認が重要であり，可能な限り血管がプ

2.4.2

リスク評価における価値

Halcox らは，健常者に対する FMD は超音波で評価さ

れる頸動脈動脈硬化進展（内膜中膜複合体肥厚）予測に
有用であることを報告している．
高血圧，メタボリック症候群に加え，冠動脈疾患，末梢

動脈疾患，心不全，透析症例など，リスクの高い症例では，

FMD が古典的心血管疾患危険因子とは独立した予後予測
指標であることが示されている．Inaba らがメタ解析を実

施し，FMD が古典的心血管疾患危険因子とは独立した予
後予測指標として有用であることを報告した．
2.4.3

治療効果の反映
今までの多くの研究で，薬剤や食物摂取，運動などの生

活習慣の改善により FMD が改善することが報告されてい

る．リスクの高い症例では，FMD の改善が予後の改善と
相関するとの報告もいくつかある．
2.4.4

FMD 測定を考慮する症例
冠動脈疾患，末梢動脈疾患，心不全症例では，前述のよ
うに従来の危険因子に対して付加価値を有する結果が得
られている．診療指標として FMD を応用する妥当性は確

立されておらず，日常診療で推奨される症例や測定間隔は

明確でない．しかし，とくに冠動脈疾患，心不全の症例で

は予後予測に有用であり，治療に伴う FMD の改善は予後
改善と関連し，予後および治療効果評価の検査として有用

ローブと直交して描出されていることを確認する必要が

である可能性がある．また，症状やその他の検査にて冠動

ある．プローブの解像度にもよるが，鮮明な画像では最大

脈造影検査実施が決定している症例についても，冠動脈疾

径が得られると遠位側・近位側ともに内膜中膜複合体像

患の存在や，重症病変の推測に有用である可能性がある．

が描出される．この事項は中膜外膜境界で血管径を決定す
る場合でも重要である．
2.3.2

基準値
現在までのところ明確な基準値は存在しない．

しかし，測定には熟練を要し，被検者には多少の負担を強

いる検査方法であり，FMD 検査を実施する症例の適応は，

個々の施設の環境（機器，検査スタッフ）を配慮して施行

する．また，被検者に検査実施の目的を説明し，十分なコ
ンセンサスを得て実施すべきである．

2.4

2.5

診療への応用

まとめ

2.4.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）

内皮機能は早期血管障害を反映する指標であるが，

FMD は手技的に大規模人数への応用は困難である．また，

血管内皮機能低下は動脈硬化の初期病変とされ，FMD

検査手技・機器も統一されておらず，早期血管障害検査方

は形態的な血管障害の変化が生じる以前の機能的な障害

法としては一般臨床に応用するには限界がある．しかし，

ととらえることが可能であり，動脈硬化初期段階の病態を

多くの前向き研究で予後予測指標としての有用性が示さ

比較的鋭敏に反映しやすい検査と考えられる．

れており，検査の標準化，基準値の設定が課題である．
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の血管拡張反応も減弱することから，NO を中心とした血

3.
血管内皮機能検査3：

RH-PAT(reactive hyperemia peripheral

arterial tonometry）
3.1

測定原理，測定方法
3.1.1

RH-PAT

RH-PAT は，左右の指各 1 本に指尖細動脈血管床の容積

脈波を検出する専用プローブを装着し，両側の 5 分間の脈

波基礎情報をとり，その後 5 分間片腕を駆血したあとの再

メータであると考えられる．
3.1.4

測定原理
本法の測定原理は，両手指尖に密着する柔軟な膜と硬い
外殻とのあいだの空気圧を電圧に変換して容積脈波とし
て表示することである．膜と外殻のあいだの空気圧は指尖
動脈血管床の体積変化を反映し，体積変化はトーンとして
の脈波変化へと変換される．
3.1.5

検査の問題点
検査上で問題となるのはプローブ内径で，内径を超える

灌流刺激に反応する容積脈波の経時的増加から，動脈の拡

指では測定できないこと，また，小児など指尖が極度に細

張機能を測定する検査法である．

い場合や，短すぎてセンサー部分に届かない場合にも測定

3.1.2

非侵襲的血管内皮機能評価の変遷

RH-PAT 法は，指尖を測定部位とする特殊な局所プレチ

スモグラフィであるが，ゲージの代わりに堅い外殻と柔ら

かい膜で構成する専用プローブを用いることで検査再現
性を高めている．人為的な容積変動のない外殻と内側の膜
とのあいだの容積変化は，内側の膜に密着する指尖の容積
変化だけを反映するものであり，他の要素は介在しない．
指尖の容積には静脈血液量が含まれる可能性があるが，拡

張期血圧− 10mmHg の空気加圧によって静脈血貯留によ

る容積の増加を避けるとともに，プローブ内空気圧変化を

ができないことである．また，測定区間のノイズが異常に
多いときや，異常な脈波の場合は自動解析できないことが
ある．
3.2

測定の実際
3.2.1

測定条件
詳細はプレチスモグラフィの「測定条件」
（116 ㌻）を

参照．

さらに RH-PAT 検査実施の注意事項として，被検者は

脈波（トーン）として検出し，脈波の一定区間における変

仰臥位とし，
アームサポートを用いてプローブ位置（高さ）

化から血管の拡張能力を算出する（図 4）
．

を心臓の位置に合わせる．

指尖動脈血管床は FMD の測定部位である上腕動脈より

末梢に位置し，上腕動脈の血流反応性血管拡張機能を反映
するとされる．
3.1.3

検査の反映する病態生理

NO は血管拡張の中心的役割を持ち，eNOS（内皮型一

酸化窒素合成酵素）阻害薬の投与によって RH-PAT 検査

図4

RH‒PAT の原理

プローブ内を加圧し，静脈うっ血を防いでいる．
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3.2.2

検査の実情と再現性

22 名の健常被検者を用いた検討では，1 時間および 2 時

間間隔の検査では変動係数が 16.1 〜 22.6％であった．
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3.3

4.

測定結果の解釈

動脈スティフネス1：

3.3.1

測定精度の評価

RH-PAT を臨床検査に用いた場合の測定精度には，検査

システムや機器精度による精度変動より，環境変化に伴う被
検者の生理的変動が大きく影響する．
3.3.2

基準値
基準値はない．
3.4

診療への応用
3.4.1

疾患，病態の影響

Framingham 研究では RH-PAT と FMD を測定し心血管

cfPWV

(carotid-femoral pulse wave velocity）

頸動脈-大腿動脈間脈波伝播速度
4.1

測定原理，測定方法
4.1.1

PWV とは
心臓からの血液駆出により生じる動脈の脈動が末梢へ

と伝播する波が脈波であり，これが伝わる速度が PWV

（pulse wave velocity：脈波伝播速度）である．PWV は，2

か所で検出した脈波の立ち上がり時間差と測定部位間距
離から算出される指標（図 5）であり，動脈スティフネス

を反映すると考えられている．cfPWV は，動脈長（L）を

頸動脈と大腿動脈の脈波の立ち上がりの時間差（Tcf）で

疾患危険因子との関連を検討した．年齢，性，収縮期血圧

．
除して計算する（cfPWV ＝ L/Tcf）

に対しては年齢，
収縮期血圧，
心拍数，
BMI，
総コレステロー

するトランスデューサーを置くと，AB 間の PWV ＝ DAB/

が FMD への大きな影響因子であったのに対し，RH-PAT

ル /HDL 比，糖尿病，喫煙が有意な影響因子となった．こ

のように両検査で危険因子の影響は異なることが示され
た．
3.4.2

付加価値

RH-PAT による血管内皮機能検査で得られた RHI（反

応性充血指数）を，Framingham リスクスコアに加えるこ

とにより心血管イベント発症予測精度が有意に上昇する
ことが報告されている．
3.4.3

予後改善
現時点で RH-PAT 検査実施による予後改善効果は不明

である．
3.5

まとめ
動脈硬化初期に起きる血管内皮機能障害を早期に発見
し，適切に介入することで患者に大きなメリットが期待さ

れる．RH-PAT 検査は特殊プローブを使用することで検査
精度，再現性を向上させ簡便なデジタル測定で血管内皮機

能検査を可能にした．この検査により多施設研究が可能に
なると考えられ，今後のデータ蓄積による臨床応用が期待

される．しかし，FMD と同様に手技的に大規模人数への
応用は困難であり，早期血管障害検査方法として一般臨床

に応用するには限界がある．

動脈の近位側（A 点）と遠位側（B 点）に脈波を計測

．ここで，T AB は A から B ま
T AB で求められる（図 6a）

で脈波が伝播するのに要した時間，DAB は AB 間の距離で

ある．大動脈脈波速度の重要性が認識されているが，大動

脈上の 2 点間で脈波を直接計測することは不可能である．

A 点を枝分かれした動脈の Á 点で代用する（図
その場合，

．
6b）

すなわち，A，Á の上流の脈波の起点を O とすると，

AB 間 の PWV ＝ D AB /T AB ＝
（D AB）
（
/ T OB− T OA） ＝
DAB /（TOB-TOÁ）＝ DAB /TÁB となる．cfPWV，baPWV

（後述）のいずれもこの原理に従って計測される．しかし，
脈波 A と Á の速度は同じではなく，Á の脈波速度が A
に比べ遅い場合，時間軸上でみると，脈波 Á の発生は A

に比べ遅れることから，脈波伝播時間は過小評価され，

PWV は過大評価される（図 7）
．逆に，代用脈波が真の脈

，反対の現象が起こる．
波に比べ速いと（Á）
4.1.2

PWV の測定原理（PWV を決定するメカニズム）

PWV は心臓の拍動によって生ずる大動脈の振動（脈波）

が末梢に向かって伝播する速度である．PWV は Moens と

Korteweg による次式で表される．
PWV2＝E・h/D・ρ

，
ここで，E は Young 率（弾性体に内在する硬さの指標）

h は動脈壁厚，D は動脈内径，ρ は血液粘度である．
Young 率は次式で表される．
E＝ΔP/h・ΔD
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L

脈動

例
上腕‒橈骨動脈間 PWV
大腿‒足背動脈間 PWV
a. 1 本の連続的な動脈上の近位側と遠位側で脈波を計測する方法
PWV ＝ L/T
L: 動脈長
T: 時間差

例
総頸‒大腿動脈間 PWV
総頸‒橈骨動脈間 PWV
上腕‒足首動脈間 PWV

近位動脈波
遠位動脈波

T
図5

PWV 測定の原理

A

b. 枝分かれした動脈の脈波で近位側脈波を代用する方法

図 6 PWV の測定方法

近位の動脈波と遠位の動脈波の時間差（T）で，それら 2 点間の距
離を除して求める（PWV ＝ L/T）．

ΔP とΔD はそれぞれ血管内圧と内径の変化量である．

PWV は動脈壁の硬さおよび厚さに比例し，動脈内径およ

真の脈波伝播時間
過小評価
脈波 A

脈波 A

脈波 A

脈波 B

び血液粘度に反比例すると考えられる．血管内径の影響が

大きく出るのは，異なる部位で PWV を測定した場合であ

る．動脈は末梢へ進むほど狭小化し，相対的壁厚（動脈壁
厚 / 内径比）が大きくなるため，PWV は高値になる．その

過大評価

ため，PWV の値の大小が持つ臨床医学的意義は動脈壁の

時間

硬さおよび厚さによるところが大きい．
4.1.3

cfPWV の測定方法

PWV の精度は脈波の伝播時間と伝播距離をいかに正し

く評価するかで決まる．脈波移動の指標は foot といわれ

脈とのあいだの長さを用いる必要がある．簡便性の点か

る脈波の立ち上がり点で評価されることが多い．foot の同

ら，布製メジャーを用いた体表面での長さ測定が一般に用

定法は微分法やフィルタリング処理など，コンピュータに

いられる．その際の大動脈長の推定法としては，①［総頸

よる自動計算が主流であり，検査者のバイアスがかかるこ

動脈および大腿動脈波記録部位間の直線距離］と，②［胸

脈波の記録については，カテーテル先トランスデュー

頸動脈波記録部位間距離］を差し引いた長さを用いた先

となく foot が同定され脈波伝播時間が計算される．

サーを用いた観血的方法と，センサー（applanation

tonometry センサー，光電脈波センサー，容積脈波センサー

など）を用いた非観血的方法がある．

動 脈 長（arterial path length） に つ い て は， と く に

cfPWV 測定時において注意が必要である．総頸動脈で記

録される脈波は，大腿動脈方向へ向かう脈波とは異なる方
向へ進むため，下行大動脈における脈波の代用とみなされ

る．したがって，測定部位間の距離も下行大動脈と大腿動
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図 7 代用脈波を用いることにより脈波伝播時間に生じう
る誤差

循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013

骨上端 - 大腿動脈波記録部位間距離］から［胸骨上端 - 総

行研究が多い．また，報告数は少ないが，③［総頸動脈お

よび大腿動脈波記録部位間距離］から［胸骨上端 - 総頸動

脈波記録部位間距離］を差し引いた長さを用いたものも
ある（図 8）
．

ヨーロッパの共同研究グループ（The Reference Values

［頸動脈 - 大腿動
for Arterial Stiffness Collaboration）は，

脈の直線距離］が MRI を用いて実測した動脈長に比べ

20％程度長いという研究の結果を踏まえ，
［頸動脈 - 大腿

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

car

car

car
ssn

ssn

図8

fem

fem

a.

b.

fem

c.

体表面における動脈長（arterial path length）の推定法

a：「総頸動脈および大腿動脈波記録部位間の直線距離」．
b：「胸骨上端 - 大腿動脈波記録部位間距離」から「胸骨上端 - 総頸動脈波記録部位間距離」を差し引いた長さ．
c：「総頸動脈および大腿動脈波記録部位間距離」から「胸骨上端 - 総頸動脈波記録部位間距離」を差し引いた長さ．
動脈長の推定には a, b, c などが用いられている．図中の car（総頸動脈），fem（大腿動脈），ssn（胸骨上端）は，それぞれ総頸動脈お
よび大腿動脈の脈波記録部位と胸骨上端を示す．

動脈間距離］
× 0.8 を cfPWV の脈波伝播距離として採用

cfPWV を測定するには，計測が煩雑であるとともに，

した．患者のフォローアップではいつも同じ動脈長測定法

測定者の計測スキルが必要になる．また，頸部および大腿

を用いるとともに，先行研究のデータを含め，他の施設で

部を検査するという患者の精神的負担も問題となる．

測定された cfPWV との比較の際には，大動脈長の測定法
を確認することが不可欠である．
4.1.4

測定装置
（オムロンコーリン社）
測定装置としては form PWV/ABI

および VaSera（フクダ電子社）があり，オプションのセ
ンサーを取り付けることで測定が可能になる．そのほかに

は，フランスの Complior（ALAM Medical 社）やオース

トラリアの SphygmoCor（AtCor 社）がある．2 つの圧電

センサーを頸部および大腿部に圧着固定し測定するが，

SphygmoCor では 1 本のペンシルタイプの applanation
tonometry センサーと心電図同期にて測定する．
4.1.5

検査の問題点
動脈壁の組成は部位によって異なり，同じ大動脈でも部

位ごとに PWV は異なり，心臓から離れるほど PWV は上

4.2

測定の実際
4.2.1

測定条件

PWV は血圧，脈拍の影響を受けるので，測定前に十分

に安静をとったあと，記録を開始する必要がある．欧州高
血圧学会の非侵襲的動脈機能検査ワーキンググループが
策定した日常診療における cfPWV の測定に関する最新の

合意文書（consensus document）では，適切な測定条件と
して以下の項目があげられている．

①閑静で温度が一定の部屋（22 〜 26 ℃）で行う．
②最低 10 分の安静ののちに記録する．

③右総頸動脈および右大腿動脈で測定するのが望まし
い．
④日内変動があるので，反復測定する際は，時刻を同じ

昇する．cfPWV は頸動脈方向への逆行成分を差し引いた

にする．

している可能性がある．

こは控える．

評価値であるため，下行大動脈 - 大腿動脈の PWV を評価

⑤原則として測定前 3 時間は，食事，カフェイン，たば
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⑥測定中，会話，睡眠は避ける．

⑦脈波は最低 1 呼吸周期（5 〜 6 秒）以上記録する．

⑧白衣現象の影響など，被検者の緊張を取り除くことが
望ましい．そこで，装置の装着時に目的や方法について簡
単に説明し，リラックスさせる．

⑨最低 2 回測定し，0.5 m/sec 以上誤差がある場合には

追加測定し，中央値を用いる．

⑩不整脈，不安定型重症頸動脈狭窄，頸動脈洞反射亢進

症候群などでは cfPWV の測定を避ける．

cfPWV の測定に関しては，わが国でも，ある程度これ

に準拠するのが望ましい．まず，事前に測定の手順を十分
に説明し，白衣現象を含め，患者の不要な緊張を避けるこ

とが必要である．cfPWV 測定における技術的な留意点は，

大腿部の拍動がよく触れる部位をできるだけ早く（可能
であれば手のひらで，無理であれば指先で）確認し，セン
サーを固定する．頸部を強く圧迫すると頸動脈洞反射によ

る血圧低下で失神する場合があるので注意が必要である．
センサーを取り付ける順番は大腿動脈から頸動脈の順と
し，頸動脈を圧迫している時間をできるだけ短くする．最

安定した値（測定値の差が 5 ％未満を目安）
低 2 回測定し，

を示した 2 回の平均値を PWV 値とする．高い測定精度と

再現性を保障するためには，測定者の技術はもとより，

cfPWV 測定では上記①〜⑩の測定条件は必須である．
4.2.2

標準的測定法の有無，適応（除外対象）

cfPWV は動脈長の計測距離の定義や脈波立ち上がり点

の同定方法がさまざまであり，標準的測定法の有無という

4.3

測定結果の解釈
4.3.1

測定値の評価

PWV を正確に評価するためには，下記の条項を確認す

る必要がある．

①心電図上で不整脈の有無を確認する．
②脊柱の湾曲や腹部大動脈の湾曲が進んでいると，

PWV は過小評価される．

③総頸動脈や腸骨動脈などに狭窄がある場合は，PWV

は不正確となる．
4.3.2

基準値

2010 年に，16000 人を超えるデータで，距離と脈波の立

ち上がり点の同定法を標準化して，年齢，血圧別の cfPWV

の基準値が初めて報告され，このエビデンスをもとに，臓

器障害指標としての cfPWV 値は 10 m/sec と決定された．

しかし，加齢や血圧の影響が大きい指標であり，すべての
疾患，病態にてこの基準値が妥当であるかは今後の検討が
必要である．
4.4

診療への応用
4.4.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）
，メタボリック症
高血圧，糖尿病，CKD（慢性腎臓病）

点では課題がある．心房細動など不整脈の症例では測定精

候群，冠動脈疾患，脳梗塞，また，睡眠時無呼吸症候群，慢

度が低下する．また，左室収縮能障害症例では測定値が低

性閉塞性肺疾患，全身性エリテマトーデスなどの疾患を有

値となると考えられる．
4.2.3

妥当性，精度，再現性
（121 ㌻）で記載したが，PWV が動
「PWV の測定原理」

脈スティフネスを反映することは物理学的に示されてい
る．そして，cfPWV とカテーテルを使用し，大動脈中の 2

点間で脈波の伝播速度を測定した大動脈 PWV とのあいだ

する患者で cfPWV は高値となる．慢性心不全患者では左

室駆出率が低下している場合は，左室駆出率が低下してい

ない場合に比べて cfPWV は低値を示す．
4.4.2

リスク評価における価値

cfPWV の上昇は，高血圧発症，認知機能増悪の予測指

標であることが報告されており，臓器障害進展の予測指標

には良好な相関関係があることが確認されている．

となる．最近のメタ解析（分析された縦断研究 17，追跡期

されているが，測定者の熟練した技術のうえに成り立って

位で比較すると，cfPWV が高まると指数関数的にすべて

cfPWV は，臨床上問題のない再現性を有することが示

いる成績であることを付しておく．

間平均 7.7 年，対象者数 15877 人）では，cfPWV を三分

のクリニカルイベント（脳心血管疾患の発症，脳心血管疾

患死亡，および全死亡）の相対リスクが増大することが示
唆されている．
4.4.3

治療効果の反映

cfPWV は，運動，降圧薬，スタチン系薬剤，持続陽圧呼
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吸で改善することが報告されている．とくに，レニン・ア
ンジオテンシン系阻害薬や Ca 拮抗薬，血管拡張性 β 遮

断薬の効果が大きいとされる．末期腎症患者に対するペリ

ンドプリル投与により，血圧の変化と独立して cfPWV が
低下し，予後の改善が確認されている．

定の煩雑さと，測定者の熟練した技術を要することから，
わが国では使用できる施設が限られている．また，動脈長
の決定方法が統一されておらず普遍性に問題がある．

5.
動脈スティフネス2：

4.4.4

baPWV（brachial-ankle pulse wave velocity）

PWV（cfPWV，baPWV）測定を考慮する症例
，透析症例およびステージ 3 〜
高血圧，糖尿病（cfPWV）

5 の CKD，左室収縮能低下を合併しない冠動脈疾患症例

（baPWV）では cfPWV，baPWV 測定が有用である可能性
が高い．baPWV は症状やその他の検査にて冠動脈造影検

査実施が決定している症例についても冠動脈疾患の存在
や，病変重症度の推測に有用である可能性がある．PAD

（peripheral arterial disease：末梢動脈疾患）症例では脈波

波形解析精度の問題から baPWV の測定は推奨できない．
生活習慣の改善や薬物治療にて比較的短期間で動脈ス

ティフネスを改善できることが複数の介入研究で確認さ
れており，治療開始半年後前後で，その効果を確認するこ
とも有用であろう．

上腕-足首間脈波伝播速度
5.1

測定原理，測定方法
5.1.1

測定方法

baPWV では，脈波伝播距離を身長の一次関数で表現す

ることで，計測誤差を最小化し，普遍性を確保している．
体表面上，
［大動脈起始部に相当する胸鎖関節（中心）〜

足首までの距離］＝［中心〜大腿までの距離］
（c）× 1.3

＋［大腿〜足首までの距離］
（d）である．ここで，脈波伝

播距離（a）＝［中心〜足首までの距離］−［中心〜上腕

までの距離］とみなす（図 9）
．
［中心〜上腕までの距離］
（b）

4.5

を中心から上腕カフの中央までの直線距離で代用すると，

まとめ
多くの疫学的研究や大規模臨床研究によって得られた
知見に基づき，欧米を中心に大動脈スティフネス評価の
ゴールドスタンダードとして認知されている．しかし，測

上腕カフ中央

b，c，d はそれぞれ，身長の一次関数で表現されることから

（図 9）
，
［上腕〜足首間の脈波伝播距離］
（a）＝ c× 1.3 ＋

d − b ＝ 0.603 × 身長＋ 13.7 cm で近似される．体表面上

の計測に比べ，煩雑さはないが，この推定値がどの程度，

胸鎖関節 ( 中心）
b
b

上腕〜足首 (a) ＝（中心〜足首 ）−（中心〜上腕）
＝ c × 1.3 + d − b

c

a

d

大腿部

各部位間の距離の換算式
中心〜上腕 (b) ＝ 0.2195 × 身長 − 2.0734
中心〜大腿 (c) ＝ 0.5643 × 身長 − 18.381
大腿〜足首 (d) ＝ 0.2486 × 身長 ＋ 30.709

足首カフ中央

図9

baPWV の距離計算の方法
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真の動脈長と相関するかを検討した基礎的研究はない．さ
らに，体表面上の計測と同様，動脈の蛇行などによる脈波
伝播距離の変化については考慮できないという限界があ
る．
5.1.2

baPWV 測定装置
現在，正式に認証された baPWV 測定装置は，form

PWV/ABI（BP-203PRE，オムロンコーリン社）だけであ

る．脈波の立ち上がり点（foot と呼ばれる）の同定法は，

phase velocity 法による．動脈脈波はいくつかのサイン波

の合成波として表現される．
5.1.3

baPWV 検査の問題点

baPWV でしばしば問題とされるのが，絶対値の大きさ

である．その理由として大動脈長を過大評価している可能

性，心臓 - 上腕間の距離を過小評価している可能性などが

考えられる．現在，MRI で実測した血管長との関係が検討
されている．
5.2

測定の実際
5.2.1

測定条件
（123 ㌻）参照．
詳しくは cfPWV の「測定条件」

form PWV/ABI では脈波を 10 秒間取り込み，その間の

値をすべて平均することから，通常 1 呼吸サイクル以上の

平均値を求めている．したがって，cfPWV 計測のように，
ルーチンに 2 回以上測定を行う必要性はない．
5.2.2

検査の標準的測定法の有無，適応（除外対象）

baPWV 測定装置は現在，認可されたものは 1 機種しか

ないので，cfPWV のように機種の相違による計測距離の

測定結果の解釈
5.3.1

測定値の評価

baPWV を正確に評価するためには，下記の条項を確認

する必要がある．

①不整脈の有無を確認する．

②上腕の血圧の左右差，足首の血圧の左右差，ABI

（ankle-brachial index：足関節上腕血圧比）
の左右差をみる．
いずれにしても，baPWV が臨床評価に値するか否かを

波形の形状から確認することが必要である．
5.3.2

基準値

PWV は年齢，血圧の影響を大きく受ける指標である．

cfPWV と同様に，
健常者
（心血管疾患リスク因子非保有者）

での年齢別，血圧レベル別のノモグラムが考案されてい
る．
わが国の代表的疫学研究である久山町研究やその他の
長期的な前向き研究の結果から，心血管疾患発症リスクが

高まる高リスクの目安として 18 m/sec が妥当と考えられ

る．また，baPWV ＝ 14 m/sec は Framingham リスクスコ

アの中等度リスクに相当し，高血圧発症のリスクも上昇す
ることから，生活習慣改善が推奨される血管リスクレベル
とみることができる．
5.4

診療への応用
5.4.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）
加齢，高血圧，糖尿病，閉経，メタボリック症候群，慢性

腎臓病，睡眠時無呼吸症候群，冠動脈疾患での baPWV の

相違，脈波伝播時間の変動はない．PAD（末梢動脈疾患）

上昇が報告されている．しかし，日本人一般住民での検討

cfPWV 同様に左室収縮能障害症例では測定値が低値とな

きていない．

や心房細動など，不整脈の症例では精度が低下する．また，
る．

5.2.3

妥当性，精度，再現性

cfPWV との相関は，
2 つの研究で一致してr ＝ 0.76 であっ

では総コレステロールと baPWV の有意な関連は確認で
5.4.2

リスク評価における価値

baPWV の上昇は，高血圧発症，腎機能障害進展の予測

指標であることが報告されており，臓器障害進展の予測指

た．したがって baPWV の 58 ％が cfPWV 成分で説明さ

標となる．

り観血的に測定された大動脈 PWV と baPWV の相関は良

ことが示されており，1 m/sec の上昇に伴い心血管疾患発

3.6〜
計測者内変動，
計測者間変動はそれぞれ 3.8〜10.0 ％，

を議論するにあたっては，同時に測定された ABI を参考

れうる．また，カテーテルマノメータを使った直接法によ
好（ r ＝ 0.87，p ＜ 0.01）と報告されている．baPWV の

8.4 ％と報告されている．
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メタ解析でも baPWV は独立した予後予測指標である

症が 12 ％増加するとしている．baPWV と予後との関連
とし，baPWV 測定値が評価に値するか否かの確認が重要

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

である．
5.4.3

治療効果の反映

baPWV は，減量，禁煙，降圧薬，スタチン系薬剤，経口

糖尿病薬，閉塞性睡眠時無呼吸では持続陽圧呼吸療法で改
善することが報告されている．治療介入による変化と予後
が相関することを示したデータは少ない．
5.4.4

日本人における baPWV 測定を考慮する症例

cfPWV の「PWV（cfPWV，baPWV）測定を考慮する

症例」
（125 ㌻）参照．
5.5

まとめ
測定は簡便で，普及度の高い検査方法であり，メタ解析
での独立した予後予測指標であることが示されている．し
かし，病態生理学的には弾性動脈のスティフネス評価が重
要であるが，本法は弾性・筋性動脈両者のスティフネスを

反映する指標である．また，cfPWV と比較して高値で表
示され，動脈長の推定式の精度の検証が必要である．

6.
動脈スティフネス3：

CAVI（cardio-ankle vascular index）

心臓足首血管指数
6.1

測定原理，測定方法
CAVI は，大動脈起始部から，下肢，足首までの動脈全

体の弾性を表す指標であり，特徴は測定時の血圧に依存し
ないことである．
6.1.1

CAVI 測定式

CAVI の原理は，測定時の血圧に依存しないスティフネ

スパラメータ β である．

［
/（Ds−Dd）/Dd］
スティフネスパラメータβ＝ln（Ps/Pd）

（Ps：収縮期血圧，Pd：拡張期血圧，Ds：収縮期血圧時

の血管径，Dd：拡張期血圧時の血管径，ln：e を底とする

自然対数）

スティフネスパラメータ β は，局所の動脈スティフネ

スを示すが，これを長さのある血管に応用したのが CAVI

PWV2＝
（ΔP/ρ）
・
（V/ΔV）

・・・・・・・・
（式1）

（ΔP：脈圧，V：血管容量，ΔV：血管容量の変化，ρ：

血液密度）

V/ΔV ＝ D/（2ΔD）であるから，
（式 1）から（式
ここで，

2）が求められる．

D/ΔD＝
（2ρ/ΔP）
・PWV2

・・・・・・・・
（式2）

（D：血管径，ΔD：血管拍動幅，ρ：血液密度，ΔP：Ps

− Pd，PWV：脈波伝播速度）

スティフネスパラメータ β の式は，

（Ps/Pd）
×
（D/ΔD）
スティフネスパラメータ β ＝ ln

であり，D/ΔD を置き換えると，
スティフネスパラメータ β

（Ps/Pd）
×2ρ（Δ
/ P×PWV2）
＝ln

が得られ，これを用いて次のような CAVI の式とした．

CAVI＝［
a（2ρ/ΔP）
×ln
（Ps/Pd）
PWV2］
＋b

（Ps ＝収縮期血圧，Pd ＝拡張期血圧，PWV ＝脈波伝播

速度，ΔP：Ps − Pd，ρ：血液密度）

ここで，a と b は，吉村・長谷川式 hfPWV 値（拡張期

血圧 80mmHg で補正した値）と互換性を持たせるための

定数である．

脈波が伝播する距離（L）は，胸骨角から鼠径部までの

直線距離と剖検例で実測したものとの比率が約 0.79 であ
ることから，大動脈弁から大腿動脈までは，胸骨右縁第 II

肋間から対側の鼠径部までの直線距離の 1.3 倍であり，さ

らに鼠径部から足首のカフの中央までの距離を足して算
出する．

脈波が伝播する時間（T）は，大動脈の長さを大動脈弁

の位置から測定することから，大動脈弁の閉鎖音である第

II 心音から上腕で測定する脈波の重拍（複）切痕までの

時間（tb）と，上腕の脈波の立ち上がりと足首の脈波の立
ち上がりの時間差（tba）を足し合わせて求める．
6.1.2

CAVI の測定方法

CAVI を測定できる機器は VaSera VS-1000，VS-1500，

VS-1500A，VS-3000（フクダ電子社）である．CAVI の

算定には，脈波速度と血圧が必要である．脈波速度は，大
動脈起始部から足首までの長さを，脈波伝播時間（T）で

除して求まるが，大動脈の起始部で脈波が発生した時間

を，第 I 心音から特定することは困難なため（スタートが

緩徐で特定しにくい）
，この T を VaSera では 2 つに分け，

大動脈起始部から上腕動脈まで（tb́）と，上腕動脈から腓

であり，局所の値を対象血管全体に対して加算平均した値

骨動脈（tab）とし，この前者 tb́ の代わりに，第 II 心音か

式で，血管径変化は PWV の 2 乗に関係するという原理で

求めている．

と考えられる．それを可能にしたのは，Bramwell-Hill の

ある．

ら上腕動脈脈波切痕までの tb を計測し，T ＝ tb ＋ tab を

実際には，血管長 L を，胸骨右縁第 2 肋間から対側の鼠
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径部動脈までの直線距離を 1.3 倍した長さを L1，鼠径部

動脈から膝までを L2，膝から踝までを L3 と計測し，L ＝

L1 ＋ L2 ＋ L3 で求めている．一方，この L を身長に係数

をかけて求める方法の 2 つがある．VaSera では，立ち上が
り点の同定には接線（tangent）法を採用している．
6.1.3

CAVI の問題点

CAVI は，上腕血圧と四肢の容積圧脈波を用いているこ

とから，心房細動などの不整脈の影響を受け，計測誤差が

大きくなる場合がある．また，第 II 心音立ち上がり点と上
腕脈波切痕を検出することから，心雑音や大動脈弁閉鎖不

全などのため，それらの点が明確でない場合には，計測誤
差が大きくなる，または，計測が困難な場合がある．また，

CAVI はスティフネスパラメータ β の式の中の血管径変
化を PWV と血圧変化との関連式から算出する．本来，局

所の血管径変化と血圧変化から求めるスティフネスパラ
メータ β を長さのある血管に当てはめてよいかの議論が

ある．さらに，CAVI の付加価値を検証するには，CAVI 算

出の基礎となる心 - 足首間脈波伝播速度（haPWV）との

有用性の比較検討が必要である．
6.2

測定の実際
6.2.1

測定条件
（123 ㌻）参照．なお，
詳しくは cfPWV の「測定条件」

CAVI 計測に適合させるため，以下の項目を追加する．
①振動のない部屋で行う．

②十分に広く水平な検査用ベッドを用い，仰臥位で行
う．
③心電図，心音図，四肢脈波の異常，または検査結果の

信頼性が十分でないと認められる場合は，1 〜 2 分の間隔

を空けて再び計測する．
6.2.2

検査の標準的測定法の有無，適応（除外対象）

CAVI を測定する機器は VaSera の 1 機種であり，当機

器が標準的測定法となっている．

精度が低下するのは，PAD，とくに ABI ≦ 0.90 の症例，

心房細動などの不整脈の症例，第 II 心音開始が明確に記

録できない大動脈閉鎖不全症例である．
6.2.3

妥当性，精度，再現性

CAVI と吉村・長谷川式 hfPWV との相関性は r ＝ 0.818

で有意である．健常者 22 名で 5 回の異なった日に CAVI
を計測した結果，変動係数は 3.8％と良好であった．
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6.3

測定結果の解釈
6.3.1

基準値
予後予測指標としての有用性を検討した追跡研究は

2012 年 8 月現在で，CAVI ≧ 10.0 の冠動脈疾患と脳卒中

のイベント発症予測における有用性を肯定した報告と維
持透析患者における有用性を否定した報告が各 1 報ある

だけで，明確な基準値はまだ示されていない．
6.4

診療への応用
6.4.1

疾患，病態との関連

CAVI は加齢，内臓肥満，喫煙，高血圧，糖尿病，慢性腎

臓病，腎透析，脂質異常症，メタボリック症候群，冠動脈

疾患，脳血管障害，睡眠時無呼吸症候群などで高値を示す．
6.4.2

リスク評価における価値

CAVI が 10 以上である脳血管障害や認知症のない高齢

者は，CAVI が 10 未満の例に比べ，4 年間の追跡で認知機
能が低下した．慢性透析患者における予後予測指標を検討

CAVI との関係は認められなかっ
した 1 つの追跡研究では，

たが，別の 3 年間の追跡研究では，CAVI が 10 以上の群で

は 9 未満の群に比べ，脳心血管イベントの発生が有意に高
かった．
6.4.3

治療効果の反映

CAVI は，降圧治療，糖尿病治療，脂質異常症治療（ス

タチン系薬剤，エゼチミブなど）
，減量，禁煙，適応型サー
ボベンチレーション，持続陽圧呼吸で改善することが報告
されている．
6.4.4

測定を考慮する症例

CAVI は，動脈硬化性疾患で高値であり，また，冠動脈

疾患危険因子保有者で高値を示したことから，これらが疑

われる疾患患者が測定対象となる．しかし，心血管疾患リ
スクとしての付加価値を確認する追跡研究の結果は，

CAVI では十分でない．症状やその他の検査にて冠動脈造
影検査実施が決定している症例については，冠動脈疾患の

存在や，病変重症度の推測に有用である可能性がある．し
かし，CAVI が冠動脈造影実施の可否を考慮する指標とな

るとの根拠はない．

生活習慣の改善や高血圧，糖尿病，脂質異常症の薬物治
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療にて 6 か月程度で動脈スティフネスを改善できること
が複数の介入研究で確認されており，治療開始 6 か月前後

で，その効果を確認することも有用と考えられる．

7.
動脈スティフネス4：

スティフネスパラメータ β

（stiffness parameter β）

血管径の測定方法には，エコートラッキング法で用いられ

る動脈壁の前壁（near wall）の外膜から後壁（far wall）

の内膜中膜と外膜の境界部までの血管外膜間距離を測定
する方法（media-adventitia to media-adventitia）と血管

内腔の内膜中膜の境界部間の距離を測定する方法（lumen

to lumen）がある．

以下に，総頸動脈におけるスティフネスパラメータ β

の標準的な測定方法を示す．総頸動脈における B モード

（intima-medial thickness：内膜中膜複合体厚）
法による IMT

7.1

測定原理，測定方法
スティフネスパラメータ β は，収縮期および拡張期の

測定やプラーク病変の検索と同時に行われることも多い．
①安静仰臥位で上腕血圧を測定したあと，頸部を軽く伸
展し，スキャンする頸動脈の反対側へ頸部を軽く傾斜させ

心拍動に伴う血管径の変化と測定時の血圧から算出され

る（顎を軽く上方に上げ，検査側と反対側へ少し傾斜させ

る，局所の動脈壁の固有の硬化度（硬さ）を示す指標であ

る感じがよい）
．

る．同一局所の血管でも，血圧の変動により血管壁の伸展

②高周波リニアプローブ（10 MHz プローブ）で観察可

性は変化するが，測定時血圧で補正することにより血圧の

能な頸動脈に対して，できるだけ血管を圧迫しないように

影響を受けにくい指標として提唱された．臨床においては，

プローブを軽く当てる．

①エコートラッキングシステムを装備した超音波法によ
る総頸動脈，大腿動脈の体表動脈，腹部大動脈の局所の血
管径の変化，および②局所動脈内血圧の代替として上腕動
脈の収縮期血圧および拡張期血圧の測定値を用いた定義
式から算出される．
7.1.1

測定原理

③総頸動脈では分岐部から中枢側へ 10 〜 20 mm 付近で

IMT 測定やプラーク病変の検索を行う．

④長軸像にて，血管とトラッキングカーソルが直角に交

差するように設定する．トラッキングゲートを内膜中膜と
外膜の境界部分に設定し，心拍による血管径変化を追跡
し，安定した波形を保存する．検査者は，トラッキングし
ている際に，プローブが動かないようにしっかり固定する

動脈壁における局所の血圧と血管径の伸展の変化との

ことと，強く当てすぎないようにすることが大切である．

関係は直線的ではなく，指数関数関係を示すことから，血

⑤上肢での収縮期および拡張期血圧を測定し，所定の画

管内圧変化（P/Ps：内圧比）を対数変換することにより，

面に入力する．

の式で表現される．

パラメータ β が定義式より自動算出される．

血管径伸展（Ro/Rs：膨張比）とは直線関係となり，以下

ln（P/Ps）＝β（Ro/Rs−1）

（ln：自然対数，P：血管内圧，Ro：血管外半径，Ps：任

意の基準内圧，Rs：P ＝ Ps の時の血管外半径）

この関係における係数 β が スティフネスパラメータ β

であり，血管壁の見かけの弾性を示す．さらに，心拍動に

⑥集約平均化された血管径変化波形からスティフネス
7.1.3

測定装置
高解像度（7.5 MHz 以上）プローブを搭載した汎用超

音波機器で測定は可能であり，内蔵プログラムを利用する
ことで 0.1 mm 単位での血管径の測定が可能である．しか

伴う血管壁の変位幅と血圧に置換することにより，スティ

し，マニュアル計測では普遍性・再現性などの問題が指摘

フネスパラメータ β は以下の式で定義される．

され，コンピュータ半自動解析にて測定が実施されるよう

スティフネスパラメータ β

［
/（Ds−Dd）/Dd］
＝ln（Ps/Pd）

（ln：自然対数，Ps：収縮期血圧，Pd：拡張期血圧，Ds：

収縮期血管径，Dd：拡張期血管径）
7.1.2

測定方法
総頸動脈，大腿動脈，腹部大動脈の局所動脈において，

血管径の変化の測定には超音波 M モード法による測定方

になってきた．
7.1.4

検査の問題点
心拍動に伴う血管径変位の追跡を安定して得ることが
必要である．本来スティフネスパラメータ β 測定部位で
ある動脈局所の収縮期および拡張期血圧値より算出する
べきであるが，上腕動脈の血圧値で代替している点も問題
点である．

法とエコートラッキング法を用いた超音波変位法がある．
循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013
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7.2

8.

測定の実際

AI（augmentation index：増大係数），
中心血圧

7.2.1

測定条件
基本的には脈波速度測定と同様の設備・条件が必要で

（123 ㌻）参照）
．
ある．詳しくは cfPWV の「測定条件」
7.2.2

普遍性，精度，再現性

8.1

測定原理，測定方法
中心血圧とは一般に，上行大動脈（狭義）ないし胸腹部

頸動脈のスティフネスパラメータ β 測定の測定者間変

動係数は 19％である．

大動脈（広義）の血圧を指す．中心血圧は「心臓，脳，腎
臓のレベルで作動する血圧」を意味し，従来から広く用い

られている上腕血圧としばしば対比して論じられる．AI

7.3

は，中心血圧や橈骨動脈血圧などの波形分析に基づいて算

測定結果の解釈
基準値は設定されていない．FMD と同様に血管径の決

定方法（内膜中膜と外膜の境界部までの血管外膜間距離
を測定する方法と，血管内腔の内膜中膜の境界部間の距離
を測定する方法）で基準値は異なり，さらに較正する血圧

（上腕測定血圧，中心血圧）でも基準値は異なると考えら
れる．今後，統一した測定方法の確立が望まれる．

出される反射波（後述）の指標である（図 10）
．中心血圧

や AI は，太い弾性動脈から末梢の小・細動脈に至る全身

的な動脈のスティフネスやトーヌスを反映する ．
8.1.1

検査の反映する病態生理
中心血圧の波形は，心臓からの駆出波（投射波）と，末
梢で生じた反射波との合成波として観測される．大動脈が
硬化し，動脈スティフネスの亢進した症例では，反射波の

7.4

戻るタイミングは収縮期となり，反射波が駆出波を押し上

診療への応用

げる結果，中心脈圧は上昇する．また，反射波の発生する

現時点では心血管疾患およびその危険因子に関連した

部位（小細動脈）での収縮やリモデリングによって反射

病態評価の検査方法であり，心血管疾患の発症予防や治療

係数（駆出波高に対する反射波高の割合）が上昇する場

介入における臨床サロゲートマーカーとしての十分な臨
床エビデンスが乏しく，現状では日常診療への応用につい
て十分に確立されていない．

a. 中心大動脈

合でも，中心収縮期血圧の上昇，AI 増加が生じる．このよ

うな反射波のタイミングの短縮や反射波の大きさの増高
に伴って，中心収縮期血圧上昇や AI 増加が生じると，心

b. 橈骨動脈

pulse pressure
ampliﬁcation

図 10

中心大動脈と橈骨動脈の血圧波形

注 1：AI（augmentation index）は，大動脈（a）と橈骨動脈（b）で計算式が異なることに注意．
注 2：脈圧増幅（pulse pressure amplification）は，一般に P1/PP（％）あるいは P1 − PP（mmHg）として算出される．
注 3：中心収縮期（最大）血圧は，橈骨動脈第 2 ピーク圧（P2 ＋拡張期血圧）に近似する（破線）．
PP：大動脈脈圧，AP（augmented pressure）：増大圧（反射波によって押し上げられる血圧成分），P1：橈骨動脈第 1 脈圧，
P2：橈骨動脈第 2 脈圧．
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Operator
index

図 11

SphygmoCor による実測例

臓後負荷増大，冠血流減少，脳や腎臓の微小血管障害が生
じる．
8.1.2

測定原理，測定方法
現在，中心血圧や AI を間接的（非侵襲的）に測定する

さまざまな方法が開発され，臨床応用されている．脈波を
記録する部位としては，背部の骨や靭帯など硬い組織で支
持された可動性の少ない動脈が適しており，橈骨動脈や頸
動脈が用いられることが多い．
次いで，記録した脈波形から中心血圧を推定するには，

おもに以下の 3 つの方法が用いられる．

a. 橈骨動脈波形を伝達関数で大動脈波形に変換する方法

橈骨動脈の圧波形を，周波数解析（伝達関数）を用いて
大動脈圧波形に変換する方法である．カフ血圧計で測定し

b. 橈骨動脈血圧波形の収縮期第 2 ピーク圧を用いる方法

橈骨動脈血圧波形の収縮期第 2 ピーク圧（あるいは「肩」

shoulder）は，中心大動脈血圧波形の収縮期最大血圧に一

致することが経験的に知られている（図 10）
．この事実に
基づいて，橈骨動脈の波形から，伝達関数を用いることな

しに直接，中心収縮期血圧を推定する方法である．橈骨動
駆出波による第 1 ピークの波高（脈
脈の AI（％）は一般に，

（図
圧）
（図 10 の P1）上端で第 2 ピークの波高（脈圧）

10 の P2）上端を除して算出する．そのため，橈骨動脈 AI

は中心 AI とは異なる値を示すが，両者間には強い相関が

あり，一方から他方を推定することができると考えられて
いる．
c. 動脈波形を用いる方法

最も古くから用いられてきた方法であり，頸動脈圧波形

た上腕収縮期・拡張期血圧の値に基づいて，applanation

は上行大動脈圧波形と基本的に同一であるとする見方に

る．次いで，大動脈の平均血圧は橈骨動脈と同等であるこ

で補正することにより，中心血圧を得ることができる．

tonometry で得られる橈骨動脈波形から平均血圧を算出す

とに基づき，較正済み橈骨動脈血圧波形に伝達関数を適用
して中心血圧波形を推定し，中心収縮期血圧などを求め
る．
駆出波に反射波が重合するために生じる変曲点を検出
し，変曲点での血圧と中心収縮期血圧の差を求め，これを

反射波による augmented pressure（増大圧）として計測す

る．中心 AI（％）は，augmented pressure を中心脈圧（中

心収縮期血圧と拡張期血圧の差）で除することによって
算出する（図 10）
．

基づく．上述したように，頸動脈圧波形を上腕カフ血圧値
以 上 の 3 つ の 方 法 の 他 に， 最 近 で は，applanation

tonometry の代わりに上腕カフのオシロメトリック波形か

ら中心血圧を推定する方法や，橈骨動脈から applanation

tonometry で記録した波形を移動平均法で変換し中心収縮期
血圧を推定する方法，などが開発されている．
8.1.3

測定装置
現在，中心血圧測定のために用いられる装置は，おもに

以下の 2 つである．
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AI の SD と押圧

図 12

HEM-9000AI による実測例

a. SphygmoCor（AtCor Medical 社）（図 11）

られる．そのため，推定した中心血圧は，実際にカテーテ

を手動で押し当て，最良の波形が得られる部位で約 11 秒

圧診療の基本となっている上腕カフ血圧と比較可能な中

を内蔵するペンタイププローブ（トノメータ，Millar 社）
間の記録を行う．トノメータが手動式であるため，安定し
た脈波を記録するには習熟を必要とする．
b. HEM-9000AI（オムロン社）（図 12）

この装置は，脈波検出用の 40 個の並列する微小圧セン

サーを含むセンサーユニットを手首に装着すると，適切な

橈骨動脈波形が得られるように最適なセンサー位置と押
圧の強さとを自動的に選択する．したがって，測定の客観
性が担保され，検査者の習熟度依存が比較的少ないことに

特徴がある．この装置で測定した橈骨第 2 ピーク圧は，

SphygmoCor で計測した中心収縮期血圧とよく一致する．

また，直接法で測定した中心収縮期血圧とも相関すること
が確かめられており，その回帰式から直接法で測定した場

合の中心収縮期血圧を推定することもできる．また，橈骨
動脈 AI は，第 1 ピークの脈圧（図 10 の P1）で第 2 ピー

クの脈圧（図 10 の P2）を除した値（％）として表示する．
以上の 2 装置のほか，橈骨トノメトリに基づく PulsePen

（DiaTecne 社）や N 点移動平均法を利用した腕時計型の

BPro（HealthSTATS 社）
，上腕オシロメトリック法に基づ

ル法で測定した中心血圧より低い値を示すが，従来の高血
心血圧値として理解しておく必要がある．
8.2

測定の実際
8.2.1

測定条件
脈波解析が基本であり，脈波速度と同様の測定条件が望
まれる．

①閑静で温度が一定（22 〜 26 ℃）の部屋で行う．
②最低 10 分間の安静ののちに記録する．

③日内変動があるので，反復測定する際は，測定時間を
同じくする．

④原則として測定前 3 時間は，食事，カフェイン，たば

こは控える．

⑤測定中，会話，睡眠は避ける．
⑥白衣現象の影響など，被検者の緊張を取り除くことが
望ましい．そのため，装置の装着時に目的や方法について
簡単に説明し，リラックスさせる．

，BPPlus（Pulsecor 社）
，
く Arteriograph（TensioMed 社）

AI，中心血圧測定における追加事項

海外で開発されている．

回以上の測定が望ましい）
．

BPLab（Petr Telegin 社）などが中心血圧測定装置として
8.1.4

検査の問題点
非侵襲的に求められる中心血圧は，実測値ではなく，上
腕カフ血圧で較正した末梢動脈の圧波形からの推定値で
ある．カフ法で測定した上腕収縮期血圧は，直接法で測定
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した場合よりも平均して 5 〜 15 mmHg ほど低いことが知

橈骨動脈上に applanation tonometry 用の単一圧センサー
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①脈波は最低 1 呼吸周期（5 〜 6 秒）以上記録する（2

②測定姿勢は一般に，SphygmoCor では（半）臥位また

は座位，HEM-9000AI では座位で行われることが多い．

AI は姿勢によって変化するため，脈波記録と上腕血圧測
定は同一の姿勢で測定する．

③ applanation tonometry による脈波の記録は，上腕血

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

圧の測定と同様に，心臓と同じ高さで行う．

の立ち上がりの観点から定量化され，最終的に Operator

tonometry による脈波記録と同時またはその直前ないし直

が 80％以上の場合，得られた波形の精度は許容できるも

④較正のために必要な上腕血圧の測定は，applanation

後に行うが，できる限り時間差を少なくするよう努める．
上腕血圧の測定手技は，
『高血圧治療ガイドライン 2009』

に準じる．

⑤脈波検出用プローブ（またはセンサー）は，動脈上に
正確に置き，動脈壁面に対して垂直に圧迫を加える必要が
ある．手動で脈波記録を行う際は，適切な押圧を施して振
幅の最も大きい最適な波形が得られるようにする．
8.2.2

検査の標準的測定法の有無，適応（除外対象）
，
妥当性，精度，再現性
ここでは 2 つの主要な測定装置について，以下に記載す

る．

a. SphygmoCor

この装置で使用される Millar 社製のトノメータの正確

性について検証した研究では，橈骨動脈血圧波形の初めの

8 調波まで，直接法で測定した血圧波形とわずか 0.4

mmHg 未満の誤差を示すだけである．また，この装置で使
用される一般化伝達関数に基づいて，直接法によって測定

した橈骨波形から推定した中心血圧の精度は高く，直接法

との差は 1 mmHg 以下（標準偏差〈SD〉＜ 4.5 mmHg）
であるという．AI，中心血圧とも良好な再現性が示されて

いる．

b. HEM-9000AI

この装置で記録した橈骨動脈波形は，SphygmoCor で記

録した波形とほぼ同一であることが確かめられている．本

．一般に Operator index
index として表示される（図 11）
のと判断される．

一方，HEM-9000AI では，最適な波形が得られるよう

に自動的に選択されたセンサーの位置や押圧値がトノグ
ラムとして表示される（図 12）
．押圧値が最高血圧値を超

える場合は，適切な applanation がなされていない可能性

があり，再測定を要する．また，1 拍ごとの波形のばらつ

きを AI の標準偏差（SD）として表示しており，この SD
が 6％を超える場合は安定した波形が得られていない場合

があり，再測定の必要性を検討する．

SphygmoCor，HEM-9000AI のいずれでも，記録された

血圧波形を直接肉眼的に観察し，不自然なノッチや歪みが
認められていないかをチェックすることが必要である．
『高
較正に用いる上腕血圧測定の精度評価については，

血圧治療ガイドライン 2009』に準じる．
8.3.2

基準値
現在のところ，中心血圧や AI に関する基準値は定めら

れていない．
8.4

診療への応用
8.4.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）

AI は加齢，女性，高血圧患者，糖尿病患者，睡眠時無呼

吸症候群で高値を示し，中心血圧を上昇させ，左室肥大の

装置で測定される橈骨第 2 ピーク圧は，直接法で測定した

要因となる．ただし，加齢に伴う AI の増加は男性では 60

SphygmoCor
には 12 mmHg 程度の差を認める．この差は，

係については，肥満者で AI が減少する傾向がある．脂質

中心収縮期血圧と強い相関を示す．しかし，両者のあいだ
の場合と同様に，上腕カフ血圧を較正に用いるために生じ

歳代，女性では 70 歳代でプラトーとなる．肥満と AI の関

異常症については，一般住民を対象とした検討では総コレ

ると考えられる．AI，中心血圧とも良好な再現性を示す．

ステロールや LDL コレステロールの AI 増加への関与は

窄，大動脈弁疾患（狭窄症，閉鎖不全症）では，適切な波

剤は有意な AI 改善を示さなかった．

いずれの測定装置で測定する場合でも不整脈，動脈狭

形解析が困難な場合がある．波形評価と同時に，問診，診
察所見から，こうした疾患合併の有無を確認する必要があ
る．
8.3

測定結果の解釈
8.3.1

測定値の評価

SphygmoCor 内で記録された脈波の精度は，脈波の平均

波高，波高の変動，拡張期血圧の変動，波形の変動，脈波

小さく，また，ASCOT-CAFE-LLA 試験ではスタチン系薬
8.4.2

リスク評価における価値
中心血圧は末梢血圧である上腕血圧と比較して臓器障
害との関連が強く，心血管イベント発症の予測や予後の指
標として優れているとする成績が，正常血圧および未治療
高血圧の高齢者，一般住民，血液透析を受けている末期腎
不全患者，冠動脈疾患患者などを対象とした研究で報告さ
れている．

このように，報告の大多数が中心血圧や AI は末梢血圧

と比較して強力で独立した心血管イベントの予測指標で
循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013
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あることを示すものであるが，一部に否定的な報告もあ
る．
8.4.3

治療効果の反映
減塩，減量などの非薬物治療，高血圧，糖尿病の薬物治

療で中心血圧や AI が改善することが報告されている．各

種降圧薬の中心血圧に対する効果については，Ca 拮抗薬
やレニン・アンジオテンシン（RA）系阻害薬といった血

管拡張性の降圧薬は中心血圧や AI の改善作用が大きく，

血管拡張作用を有しない β 遮断薬や利尿薬はその改善効
果が弱いことが示されている．
8.4.4

AI，中心血圧測定を考慮する症例

Vlachopoulos らのメタ解析では中心血圧上昇に伴い心

血管疾患発症が増加し，また，ASCOT-CAFE 試験で中心

9.
加速度脈波：

SDPTG（second derivative of

photoplethysmogram：二次微分光電式指尖脈波）
photoplethysmogram：二次微分光電式指尖脈波）
加速度脈波は簡便な手法であり，機序を理解して使用す
れば臨床的有用性は高い．動脈硬化に関連した病態の評
価，循環器疾患および高血圧疾患の診断および治療効果の
判定に有用である．
9.1

測定原理
9.1.1

加速度脈波の呼称
すべての脈波は，基本的には大動脈起始部圧波を反映し

血圧の低下が心血管疾患発症減少と有意な関連を示した．

たものである．したがって，伝導していく途中の血管に極

したがって，高血圧では中心血圧測定は有用である可能性

度の狭窄や閉塞がないかぎりは，それぞれの場所において

が高い．現時点では基準値は確立されていないが，降圧治

大動脈起始部圧波，つまり全身の血管の状態を反映した脈

療での変化をみることは予後予測に有用と考えられ，必要

波を読み取ることができる．そしてこれは指尖細動脈の容

に応じて測定を実施する．また，血圧の有意な変化が認め

積変動を記録した指尖容積脈波，およびその二次微分波で

られたときは，その時点で測定を検討する．一方，冠動脈

ある加速度脈波においても可能である．

疾患症例の予後予測や透析およびステージ 3 〜 5 の CKD

（慢性腎臓病）症例の腎機能障害進展予測にも中心血圧や

AI は有用である可能性がある．
8.5

まとめ

加速度といっても血流の加速を意味するのでなく，

単純に元の波形を 2 回微分したものである．つまり元波

形の変曲点をより明瞭にして目鼻立ちをはっきりさせた
ものと捉えることもできる．英文の名称も，かつては
直訳して acceleration plethysmogram（APG）として

用いていたこともあるが，物理学的な意味での加速度でな

AI，中心血圧が末梢の上腕血圧以上に優れた臓器障害の

く，幾何学的な意味での微分（二次微分）であるという

あることが，これまでの臨床研究から証明されてきてい

photoplethysmogram：二次微分光電式指尖脈波〈加速度

指標であるとともに強力な心血管イベントの予測指標で
る．とくに高血圧症では，AI，中心血圧の測定により心臓

への後負荷の程度を把握することができるため，左室肥大

を始めとした臓器障害を予防するための早期介入が可能
となる．さらに，血管拡張作用を持つ降圧薬は上腕血圧よ
りも中心血圧を下げるため，上腕血圧だけでは的確に評価
できない心血管イベントの抑制効果の評価ができる可能
性がある．
中心血圧の現在の問題点としては，①非侵襲的な中心血

圧の測定法が複数あり中心血圧や AI の基準値が明確でな

いこと，②心血管リスクの増加をもたらすカットオフ値が
明らかでないことがあげられる．

ことを明確にするために，SDPTG（second derivative of

脈波〉
）と国際的には呼称されている．
9.1.2

加速度脈波の波形と評価方法
図 13 に示すように，指尖容積脈波上で第 1 収縮期成分

（PT 1）と第 2 収縮期成分（PT 2）が検出される．この第 1

収縮期成分に対する第 2 収縮期成分の比が指尖容積脈波
における AI である．加速度脈波の波形には収縮初期陽性

，
収縮初期陰性波（b 波）
，
収縮後期再上昇波
（c 波）
，
波（a 波）

，そして拡張初期陽性波（e 波）
収縮後期再下降波（d 波）
が存在する．a 波，b 波は第 1 収縮期成分に含まれ，c 波，d

波は第 2 収縮期成分に含まれる．波形の解釈においては b

波から e 波までの波高を a 波高で除した値（b/a，c/a，d/a，

e/a）を用いる．

加齢に伴う変化として，健診センター受診者について，

30 代から 70 代まで男女それぞれ 50 名ずつ記録した結果，
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Y ＝ 0.023 x − 1.515
r ＝ 0.80
p ＜ 0.001

SDPTG

歳

図 14 加齢と SDPTG aging index の関係

図 13

指尖容積脈波と加速度脈波の波形と名称

上段：指尖容積脈波（PTG）
，下段：PTG の加速度脈波
（SDPTG）．
PTG の第 2 収縮期成分（PT2）を第 1 収縮期成分（PT1）で除
した値が PTG の AI である．
SDPTG の波形には収縮初期陽性波（a 波），収縮初期陰性波（b
波），収縮後期再上昇波（c 波），収縮後期再下行波（d 波）およ
び拡張初期陽性波（e 波）が存在する．収縮初期陽性波（a 波）
に対するそれぞれの波高比をもって各波形を数値化している．
SDPTGAI（SDPTG aging index：加速度脈波加齢指数）は (b −
c − d − e)/a である．

加齢とともに b/a は上昇し，c/a，d/a，e/a は下降し，いずれ
も 有 意 で あ っ た．そ こ で b/a − c/a − d/a − e/a を

SDPTGAI（second derivative of photoplethysmogram

aging index：加速度脈波加齢指数）と名付けて年齢と比

較したところ，図 14 に示すように，加齢に伴って有意に
上昇した．このグラフを用いて記録された SDPTGAI の値

から逆に年齢を算出したのが「血管推定年齢」である．

脈波から求めた血管推定年齢は，素材そのものの硬さを
反映した器質的血管壁硬化のみならず，血管内圧の上昇や
血管収縮によって起こる機能的な血管壁緊張による硬さ
も含まれることに注意しておく必要がある．
さらに注意しなければならないのは，小児における血管
年齢の扱いであり，身長が伸び続けている年齢までは

SDPTG の値は AI と同様に加齢現象よりも身長の影響を
強く受ける．つまり低身長により反射点が短いために収縮

期に戻る反射波が多くなり，AI および SDPTGAI の上昇
が起こるのである．したがって加齢に伴う変化として血管

推定年齢が使えるのは 18 歳以上である．

血管拡張薬投与前後の加速度脈波の特徴的な変化とし

て，投与後に d 波が浅くなるのは血管拡張薬投与による反

20 代から 70 代に向かって加齢に伴う SDPTG aging index（AI）
の直線的な上昇がみられる．この SDPTGAI の値（Y 軸）に一致
する X 軸上の値から算出したのが「血管推定年齢」である．
（Takazawa K, et al. Hypertension 1998; 32: 365-370 より）

9.1.3

測定機器について
加速度脈波計として，わが国でいくつかの機器が販売さ

れている．SDP-100（フクダ電子社）は周波数特性が 20

dB/decade のローカットフィルタによって得られた微分波

形を表示している．この微分特性は，それ以前に使用され
ていたアナログ式加速度脈波計において 10 msec の時定

数で記録した波形に相当する．これにより，それまで使用
されていたアナログ式加速度脈波計との波形比較も可能
である．また 10.6 Hz のハイカットフィルタによりノイズ

除去を行っていることが公開されている．その他の機種に
ついては今のところ公開されていない．
9.2

加速度脈波の測定環境について
9.2.1

測定条件
通常，左（または右）の第 2 手指（人差し指）で計測す

る．測定環境などは他の脈波測定と同様である．詳細は

cfPWV の「測定条件」
（123 ㌻）参照．
9.2.2

再現性

Kimura らは，1 か月のあいだをおいて検討した血管年

両者の差が 4.16
齢の測定において相関が y ＝ 0.92X ＋ 4.51，
± 7.09（mean± 1 SD）歳であったと報告している．

射波の減少を反映したものである．したがって d/a を用い
た血管拡張薬の効果判定が可能である．
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9.3

加速度脈波の臨床成績
SDPTG としては大動脈起始部圧波と加速度脈波の関係，

ならびに加齢に伴う加速度脈波の変化と血管推定年齢算
出方法についての記載から始まり，高血圧症例における血
管年齢と脈波速度との比較，小児における特徴，左室肥大
との関係，思春期における動脈伸展性との関係，脈波速度

との関係，血管内皮機能との関連，高血糖との関連，

baPWV との関連などが報告されている．APG としては血

管拡張薬の効果判定，鉛被曝との関連，Raynaud 病におけ
る治療効果の判定，α 遮断薬の動脈スティフネス改善効

果，人工心肺使用時における末梢血行動態の評価などが報
告されている．

10.

ABI

（ankle brachial index：足関節上腕血圧比）

（photoplethysmogram：PTG）を用いた脈波法，オシロメ

トリック法（振動法）が用いられる．いずれの場合も仰臥
位，安静状態で測定を行い，血圧測定する部位の直上にカ
フを装着する．

Doppler 聴診器を用いて用手的に測定する Doppler 法で

は，必ず後脛骨動脈，足背動脈の両者を測定し，高値のほ

うを ABI 計測の足関節血圧とする．上腕血圧は通常の血
圧測定と同様に上腕にカフを装着し，肘部の上腕動脈で同

様に Doppler 聴診器を用いて上腕動脈の収縮期血圧を測

定する．上腕については必ず左右両側を測定して，高値で

．
あるほうを ABI 測定の上腕血圧として採用する（図 15）

オシロメトリック法を用いた ABI 自動測定機器では，

両上腕，両下腿にカフを装着し，機械的にそれぞれの血圧
を同時に測定する．ABI は Doppler 法と同様に，上腕の高

い側の血圧で，両足関節の血圧を除して計測する．この方
法では，足背動脈，後脛骨動脈をべつべつに測定すること

はできない．その他，血圧の同定を PTG による脈波を用

いて検出する方法も用いられている．

TBI

（toe brachial index：足趾上腕血圧比）
10.1

測定原理，測定方法
10.1.1

ABI 異常の反映する病態

ABI が 0.90 以下の場合，下肢動脈に 50 ％以上の有意

な狭窄を示す感度は 90 ％で特異度は 95 ％とされる．した
がって 0.90 以下の場合には，なんらかの狭窄または閉塞

性病変が疑われ，値が小さければ小さいほど狭窄または閉
塞性病変が高度である．
一方，糖尿病症例や維持透析症例のなかには，足関節レ
ベルの主幹動脈の石灰化が非常に高度で，カフで圧迫して

も圧迫しきれない場合があり，ABI が 1.40 以上の異常高

値を呈する症例や足関節血圧が 300 mmHg 以上で振り切
れてしまう症例が存在する．こうした例では足趾血圧を測

定して，ABI の代わりに上腕動脈の血圧で足趾レベル血圧
を除した TBI を用いて評価する．足趾動脈は細く，血流に

対する抵抗が主幹動脈よりも強いため，TBI の正常値は

右側 ABI

＝

高いほうの右側足関節収縮期血圧
（後脛骨動脈または足背動脈）
高いほうの上腕収縮期血圧
（左側または右側）

0.70 以上とされ，ABI よりも低く設定されている．
10.1.2

ABI 測定

ABI は，両側の上肢ならびに足関節レベルの収縮期血圧

左側 ABI

＝

高いほうの左側足関節収縮期血圧
（後脛骨動脈または足背動脈）

を測定することで計測できる．ABI 測定では Doppler 聴

診 器 を 用 い た Doppler 法， 光 電 式 容 積 脈 波 記 録 法
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（左側または右側）
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一方，TBI は足趾用の小さなカフを第 1 趾に装着して

駆血が困難な例

ABI と同様に測定するが，
Doppler 法，
PTG，
オシロメトリッ

ク法のいずれにおいても測定可能である．
10.1.3

ABI 測定装置

Doppler 法では 5 〜 10 MHz の Doppler 聴診器を用いて

おり，使用する血圧計は水銀を用いた血圧計など，用手的に
圧を上下可能なものが望ましい．

PTG やオシロメトリック法を用いた自動 ABI 測定装置

は数種類販売されており，TBI の測定可能な機種も揃えら

変曲点が不明瞭

収縮期血圧の検出点

図 16 オシロメトリック法で測定したエンベロープ

れている．

UT

10.2

測定の実際
10.2.1

測定条件

P1

ABI，TBI のいずれもその基本は血圧測定である．この

P2

ため，測定に際しては血圧測定の基本的条件を守る．PAD

（末梢動脈疾患）症例では，歩行後に ABI の低下がみられ

&

ることから，ACCF/AHA ガイドラインでは室温下（22 〜

26 ℃）10 分間（最低 5 分間）の仰臥位で安静ののちに測

定することが推奨されている．
10.2.2

検査の標準的測定法の有無，適応（除外対象）
上腕ならびに足関節部のカフは幅 10 〜 12 cm のものが

一般に使用されている．AHA ではカフの圧がかかる部位

（ゴム製の袋の部分）の幅は測定部位の周径の 40 ％，長さ

は 80 ％のカフが推奨されている．一方，TBI 測定に際し
ては，幅 2cm 程度の足趾用のカフを用いる．
10.2.3

妥当性，精度，再現性

ABI 0.91 を閾値として，下肢動脈造影で 50％以上の狭

特異度は 96％である．
窄を認める PAD の診断感度は 79％，

%MAP = P2/P1 × 100（%）

図 17 ％ MAP 算出

は高いとされる．
10.3

測定結果の解釈
10.3.1

基準値

2007 年に改訂された TASC II において ABI 0.90 以下

は異常値として扱い，下肢閉塞性病変を認め PAD 症例と

判断するとしている．一方で ABI が 1.40 より高いものに
ついては，TBI，速度波計，容積脈波などの機能検査やデュ

プレックス超音波検査を行い，異常がないか確認し，異常

オシロメトリック法で測定した足関節血圧と Doppler 法

がある場合には PAD と判断するとしている．2008 年に報

ロメトリック法による足趾血圧は良好な相関を示す．オシ

亡率が ABI 1.01 〜 1.40 のグループに比べて高く，2011

を用いた後脛骨動脈，および PTG による足趾血圧とオシ

ロメトリック法では，測定精度をエンベロープ（脈波信号
の大きさをグラフ化したもの）で確認する（図 16）
．拍動
を感知しづらい場合や，動脈石灰化が高度で駆血が困難な
例では，最高血圧の感知点が不明瞭になる．

再現性については，専門医，家庭医，看護師の 3 者で

告されたメタ解析では，ABI 0.91 〜 1.00 のグループの死

年に改訂された ACCF/AHA のガイドラインにおいては，

ABI 0.91 〜 0.99 を境界値とし，正常範囲を 1.00 〜 1.40
としている．

オシロメトリック法による測定では，PVR（pulse

volume recording：容積脈波記録）も異常を示す．閉塞性

ABI を Doppler 法でそれぞれ 2 回測定し，その 2 回の誤

病変より末梢側では波形が平坦化し，基線から上の波形面

均で 8 ％であった．TBI の再現性については，PTG と

未満）は高値になる．また，脈波の立ち上がりからピーク

差はそれぞれ 8.5％，7.7％，7.5％と差は認めず，SD も平

Doppler 法による足趾血圧測定が検討され，両者の再現性

積平均値を脈波振幅で除した割合（％ MAP，正常値 45 ％

に達するまでの時間（upstroke time：UT，正常値：180
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msec 未満）が延長する（図 17）
．UT は大動脈弁狭窄症，
心拍数などの影響を受ける．
10.4

診療への応用
10.4.1

疾患特異性および疾患，病態との関連（検査値に影
響する疾患，病態）

PAD 症例において，そのほとんどは閉塞性動脈硬化症

Framingham リスクスコアの一般臨床への応用は実施され

ていないが，その他の動脈硬化危険因子を合併する高血

圧，メタボリック症候群，50 歳未満の糖尿病症例，また，

複数の動脈硬化危険因子を合併する症例については ABI
測定が有用である可能性が高い．
10.4.4

運動負荷 ABI
跛行症状を認めるが，ABI が正常範囲内に近い状態で，

症例である．しかし，閉塞性血栓血管炎（Buerger 病）や

神経性跛行もしくは血管性跛行のいずれかの鑑別ができ

のような症例においては，足趾に虚血性の潰瘍を認めても

では，PAD 病変の同定に，運動負荷後の ABI 測定が有用

とも多い．このような場合には TBI や皮膚灌流圧，経皮酸

される．

膠原病に起因する各種血管炎，さらには blue toe syndrome

足背動脈や後脛骨動脈は触知良好で，ABI も正常であるこ

素分圧などの他の血管機能検査を行う必要がある．

一方，閉塞性動脈硬化症に分類される症例中，糖尿病症

例や維持透析症例の一部の症例は Monkeberg 型の動脈硬

化を呈し，下腿主幹動脈の石灰化が非常に高度になる．こ

ない場合や，跛行症状を認めない無症状の ABI 低下症例

であり，このような症例には運動負荷 ABI の測定が推奨
10.5

まとめ
ABI は PAD の診断検査であると同時に，心血管疾患お

のような症例で測定された ABI は，下腿動脈の圧迫が十

よび多くの心血管疾患危険因子疾患での予後予測指標と

れていることに注意が必要である．

ドスタンダードは Doppler 法であるが，医療機器精度の向

分に効かないため，足関節血圧が実際よりも高値に測定さ
10.4.2

リスク評価における価値

ABI は PAD の診断やスクリーニングに用いられるが，

ABI 0.50 以下が重要な下肢の予後予測指標であるとされ
る．

PAD 症例は，虚血性心疾患，脳血管疾患の合併が多いこ

とは経験的に知られてきたが，改訂 TASC II においても

70 歳以上の高齢者においては，症状に関わらず ABI を測
定することで，ABI を窓口として閉塞性動脈硬化症，虚血

性心疾患，脳血管障害のスクリーニングを行うことができ

ABI 0.90 以下と同様に ABI 1.40
ると報告されている．また，

以上で全死亡率ならびに心血管死亡率が増加する．
10.4.3

ABI 測定を考慮する症例
わが国における ABI 測定の対象として心血管疾患の既

往を有する症例，間欠性跛行などの労作時の下肢症状のあ

『高
る症例，下肢の難治性潰瘍症例，65 歳以上の高齢者，

（JSH2009）の脳心血管リ
血圧治療ガイドライン 2009』
スク層別化で高リスクの高血圧症例，冠動脈疾患症例，50

歳以上の糖尿病症例もしくは喫煙者において ABI 測定が

推奨される．また，わが国における維持透析症例の高い有
病率を考慮すると，わが国では透析症例および ステージ

3 〜 5 の CKD 症例でも ABI 測定が推奨される．

TASC II では Framingham リスクスコアが 10 〜 20 ％で
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しての有用性が確立された検査である．ABI 測定のゴール

上に伴いオシロメトリック法にても ABI が簡便に測定で

きるようになった．このように心血管疾患予後評価にはき
わめて有用な検査方法であるが，心血管疾患危険因子の治
療に伴う予後改善評価の指標としては限界がある．

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

III．病態編

1.

高血圧

異なり，降圧薬クラス間の差が大きい．一般的には，ACE
阻害薬や ARB，Ca 拮抗薬の AI，中心血圧低下作用が大き

く，血管拡張作用を有さない β 遮断薬では上腕血圧を同
程度に低下させても中心血圧に対する効果は小さい．

PAD 合併高血圧患者に対する厳格な降圧は，下肢虚血

1.1

高血圧と血管機能検査
高血圧患者では，FMD は低下し，PWV およびスティフ

ネスパラメータ β は上昇している．高血圧は PWV 上昇
の最も主要な要因であるが，血圧上昇そのものの直接的な

．AI，中心
影響を補正した指標も報告されている（CAVI）

血圧も高値を示し，その上昇は高血圧性臓器障害と関連す

る．高血圧患者では ABI 低値を有する患者の割合が多い．
1.2

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
1.2.1

心血管イベント予測
高血圧では FMD および PWV が，死亡を含む心血管事

故の予測指標であることが報告されている．ASCOT-

CAFE 試験は，中心血圧が末梢血圧とは独立した心血管事

故の予測指標であることを示したが，AI そのものは心血
管事故のリスクとはならなかった．一方，ANBP2 研究で

は AI，中心血圧とイベントには有意な関連性がなかった．
高血圧患者では，ABI 低値は，全死亡，心血管死亡の独立

した危険因子である．
1.2.2

治療介入による効果
降圧治療で FMD は改善する．最近のメタ解析では，

FMD 改善効果は ACE 阻害薬とアンジオテンシン II 受容

症状の改善に対しては無効な場合が多く，禁煙を含めた高
血圧以外のリスクの調整が重要である．
1.3

診療における血管機能検査実施のストラ
テジー
高齢者高血圧（65 歳以上）または JSH2009 の脳心血管

リスク層別化で高リスクの高血圧症例では，ABI 異常（≦

0.90 または≧ 1.40）は予後予測指標となり有用である．

その他の動脈硬化危険因子を合併する高血圧症例でも，

ABI 測定は有用である可能性が高い．

高血圧例では PWV 測定が有用である可能性が高い．

PWV 高値（cfPWV ≧ 10 m/sec，baPWV ≧ 18 m/sec）を

示す症例では，非異常例に比べて予後不良と考えられる

（ただし，PWV は加齢とともに高値を示し，後期高齢者で
の基準値は明確でない）
．ABI 異常あるいは PWV 高値を

示す症例では，高リスク症例として適切なアプローチが必
要である＊．
＊：高リスク症例へのアプローチとして以下を提案する

心血管疾患危険因子コントロール状況の確認，潜在的
心血管疾患合併の確認のための十分な問診，診察（四肢
の脈，腹部腫瘤，過剰心音・心雑音，頸動脈などの血管雑

音など）
，通常検査（血液生化学検査，胸部 X 線写真，心

電図）所見の確認を行う．さらに必要に応じて精査を実
施する．

ASCOT-CAFE 試験で降圧治療に伴う中心血圧低下は上

体拮抗薬（ARB）には差がないとされる．降圧薬による

腕血圧より心血管疾患発症抑制と密接に関連することが

cfPWV についてはレニン・アンジオテンシン系阻害薬や

圧薬の心血管疾患発症予防効果を反映する指標と考えら

血圧コントロールは PWV の改善に有用である．とくに，

Ca 拮抗薬，血管拡張性 β 遮断薬の効果が大きい．

AI，中心血圧に対する効果は，末梢血圧に対する効果と

報告されている．すなわち中心血圧は，上腕血圧以上に降
れ，降圧治療のモニターとして有用である可能性がある．

CAVI および FMD について測定の有用性は十分確立さ
循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013
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れていない．

2.

糖尿病，メタボリック症候群

高値 ABI ≧ 1.40 の頻度も高いことに注意が必要である．

異常高値例では TBI など他の方法での PAD 評価が必要で
ある．ABI 異常高値も心血管疾患発症のリスクである．一

方，メタボリック症候群，50 歳未満の糖尿病では ABI 異
常を示す頻度が高いかは明確でない．

糖尿病では cfPWV 測定も有用である可能性が高い．し

2.1

糖尿病，メタボリック症候群と血管機能
検査
糖尿病，メタボリック症候群で FMD は低下し PWV，

かし，心血管イベント発症の予測指標として PWV を測定

する場合は，IMT など他のバイオマーカーに比較しての
有用性は確立されていない．

ABI 異常あるいは PWV 異常（cfPWV ≧ 10 m/sec，

baPWV ≧ 18 m/sec）症例は高リスク症例として取り扱う

CAVI および スティフネスパラメータ β は高値を示す．

（高血圧の「診療における血管機能検査実施のストラテ

が増大する．一方，メタボリック症候群では圧脈反射異常

baPWV，CAVI の上昇は報告されているが，予後予測指標

糖尿病では動脈のスティフネス増加に伴い，圧脈反射異常

．メタボリック症候群で cfPWV，
ジー」
〈139 ㌻〉参照）

は増大しないとのデータが多い．この原因として，圧脈反

としての有用性は不明であり，検査としての有用性は明確

射に肥満が多彩に影響することが示唆されている．糖尿病

でない．

ている患者は高率であるが，糖尿病患者を除いたメタボ

が，その測定を推奨できる根拠は十分でない．FMD は糖

およびメタボリック症候群で PAD（ABI 低値）を合併し

リック症候群の患者とメタボリック症候群を認めない患
者とを比較すると ABI 低値を示す患者の割合は同程度で

ある．また，糖尿病では，異常高値（ABI ≧ 1.40）を示す
患者は 5 〜 10 ％程度に存在する．
2.2

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義

FMD は糖尿病，メタボリック症候群で障害されている

尿病治療薬，糖代謝改善のための生活習慣の改善（運動，
減量）により改善することが示されており，こうした糖尿
病治療の効果判定や，生活習慣改善のバロメーターとなる
可能性がある．

肥満に伴い AI は低下するため，メタボリック症候群で

の AI，中心血圧測定の意義は低いことが示唆される．肥満

合併の頻度の高い糖尿病でも AI，中心血圧測定を推奨で
きる根拠は十分でない．

2.2.1

心血管イベント予測
糖尿病の予後予測指標として FMD の有用性は明確でな

いが，メタボリック症候群での FMD 低値は予後予測指標

3.

脂質異常症

であることが示されている．PWV は，糖尿病患者では従

来の危険因子と独立した予後予測指標であることが示さ
れている．メタボリック症候群については，PWV の予後

予測能は明らかになっていない．また，AI，中心血圧の予

後予測指標としての有用性は不明である．糖尿病患者で

ABI は優れた予後予測指標である．
2.2.2

治療介入による効果
経口糖尿病薬で FMD，PWV，CAVI は改善する．
2.3

診療における血管機能検査実施のストラ
テジー
50 歳以上の糖尿病例では，ABI 測定は PAD のスクリー

ニングや予後予測指標として有用である．糖尿病では異常
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3.1

脂質異常症と血管機能検査
FMD は高コレステロール血症，高中性脂肪で低値を示

すが，HDL の内皮障害への関与は明確でない．高コレス

テロール血症では PWV および CAVI は上昇し，AI も増

加することが報告されている．一方，最近のメタ解析では
コレステロール，HDL，中性脂肪の PWV 上昇への関与程

度は小さいことが確認されており，日本人において脂質異

常症が PWV および AI に及ぼす影響は十分明らかでない．
脂質異常症における ABI 低下の頻度を検討した報告はな

い．

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

3.2

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
血管機能指標が脂質異常症の症例の予後を反映する指
標であるか，また，スタチン系薬剤での各指標の改善が予

後改善を反映するかは検討されていない．CAFE-LLA 試
験は ASCOT 試験のサブ試験であり，症例数も 891 例と

比較的多数例での検討であるが，本試験ではアトルバスタ

チンは AI に有意な影響を与えなかった．一方，スタチン

系薬剤の FMD 改善作用はメタ解析でも確認されている．
しかし，この改善が予後を反映するかは不明である．
3.3

診療における血管機能検査実施のストラ
テジー
その他の動脈硬化危険因子を合併する脂質異常症症例

においては ABI 測定が有用である．しかし，ABI 以外の

るが，否定的な報告もある．CKD 症例および透析症例で

ABI 1.30 以上および ABI 0.90 以下の頻度は高く，そうし

た症例の予後は不良である．
4.3

診療における血管機能検査実施のストラ
テジー
透析患者およびステージ 3 〜 5 の CKD 症例では，ABI

測定は予後評価に有用である．透析患者およびステージ

3 〜 5 の CKD 症例では PWV 測定が予後予測に有用であ

る 可 能 性 が 高 い．PWV 異 常（cfPWV ≧ 10 m/sec，

，または ABI 異常（≦ 0.90 または≧
baPWV ≧ 18 m/sec）

1.40）を示す症例では，非異常例に比べて心血管疾患発症

リスクが高いと考えられる．したがって，ABI 異常あるい

は PWV 異常を示す症例では，高リスク症例として適切な

アプローチが必要である（高血圧の「診療における血管
．
機能検査実施のストラテジー」
〈139 ㌻〉参照）

AI，中心血圧測定については，ステージ 3 〜 5 の CKD

血管機能検査が脂質異常症症例に有用である根拠は十分

症例，透析患者で，予後予測指標としての有用性は確立さ

ではない．

れていないが，腎機能障害進展予測指標として有用である
可能性がある．

4.

腎疾患

透析患者およびステージ 3 〜 5 の CKD 症例における

FMD の有用性は不明である．また，CAVI については腎機

能障害と関連するとする報告はあるが，予後との関連は不
明であり，有用性は確立されていない．

4.1

慢性腎臓病と血管機能検査
FMD はステージ 5 の CKD で低下する．PWV は CKD

5.

冠動脈疾患，心不全

で上昇しているとされるが，腎機能障害の進行は PWV に

影響を与える因子かについては明確な解答が得られては
いない．一方，PWV は腎機能障害進行，微量アルブミン尿

増悪の予測指標とする報告もある．AI，中心血圧は CKD

で上昇し，末期腎不全への進展を予測する最もよい指標は

中心血圧であるとされる．CKD および透析症例で ABI 低

下症例の頻度は高い．
4.2

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
透析症例で FMD は独立した予後予測指標とされている

5.1

冠動脈疾患，心不全と血管機能検査
冠動脈疾患での FMD 低下は肯定的報告と否定的報告

（随伴する動脈硬化危険因子による FMD 低下）がある．
心不全では，FMD は低下する．冠動脈疾患で PWV およ

び AI は上昇するが，心不全と PWV および AI の関連は
明確でない．冠動脈疾患では PAD（ABI 低値）の合併頻

度が高く，PAD 合併の有無を確認することが重要であり，

ABI 測定が望まれる．

が，わが国の検討では，CKD では FMD より PWV，ABI

が予後予測に有用としている．PWV も糖尿病，非糖尿病
の CKD 症例および透析症例で予後予測指標となる．透析

症例では，AI は予後予測指標であることが報告されてい
循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013
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5.2

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
5.2.1

冠動脈疾患のスクリーニング法としての意義

FMD，PWV，CAVI，AI のいずれもが冠動脈疾患で異常

値を示すとする報告が多いが，否定的な報告もあり，スク
リーニング法としての有用性は確立されていない．
5.2.2

冠動脈疾患の発症および予後予測における意義

FMD，PWV および AI は冠動脈疾患の予後予測指標と

分な根拠がない．

ABI 異常（≦ 0.90 または≧ 1.40）あるいは PWV 異常

（cfPWV ≧ 10 m/sec，baPWV ≧ 18 m/sec）の症例は高リ

スク症例として取り扱う（高血圧の「診療における血管
．CAVI に
機能検査実施のストラテジー」
〈139 ㌻〉参照）

ついては予後との関連は不明であり，有用性は確立されて
いない．

FMD については冠動脈疾患症例および心不全で予後評

価に有用との研究報告が多く，また，治療に伴う FMD の

改善が予後改善を反映する指標であることも報告されて
いる．しかし，統一された検査方法がなく，基準値は未定
であり，FMD が実施された個々の症例において治療に伴

して有用とされる．一方，The Rotterdam Study の無症状

う予後改善を推測する指標となる可能性がある．

古典的危険因子に追加情報を与えるのは CT の石灰化スコ

中心血圧については，予後評価に有用との研究報告が多く

住民 5933 人において，冠動脈疾患発症の予測指標として，
アだけであり，PWV の有意性は見いだせなかった．一方，

ABI 低値は冠動脈疾患の予後予測指標となる．
5.2.3

心不全との関連

FMD の低下が心不全の予後を規定する因子になると報

心収縮能低下を合併しない冠動脈疾患患者における AI，

有用である可能性がある．

6.

大動脈疾患，末梢動脈疾患

告されている．PWV 高値が心不全による再入院を予測す
ることが報告されているが，PWV，AI は心機能の影響を

受ける指標であり，対象の左室駆出率低下の有無を確認す
る必要がある．
5.3

診療における血管機能検査実施のストラ
テジー
各種血管機能検査は，動脈硬化の重症度に関連する情報
を提供してくれるが，冠動脈疾患の診断の目的に推奨され

動脈疾患と血管機能検査
上肢で測定する FMD は PAD 患者での反応低下が認め

られている．閉塞性病変が高度になると脈波伝播遅延が生

じ，PWV は低値となる．上腕から足関節までを測定する

baPWV はこの影響を受けやすく，ABI が 0.95 以下にな

cfPWV は高値である．
ると低下する．このような症例でも，

PAD で AI が高値を示すかは明確でないが，一般住人の検

る検査はない．症状や他の検査所見から冠動脈造影検査実

討では ABI 低下に伴い AI は上昇する．大動脈瘤および大

1.40）
，baPWV 高値，CAVI 高値，FMD 低値は冠動脈疾患

ことが多い．動脈は内腔の断面積に 50 〜 60 ％以上の狭窄

施が決定されている症例では ABI 異常（≦ 0.90 または≧
の存在や，病変重症度の推測に有用である可能性がある．
しかし，これら血管機能検査が冠動脈造影実施の可否を考
慮する指標となるとの根拠はない．

冠動脈疾患例では ABI 測定は有用である．ABI 0.90 以

下は PAD 合併が示唆される．baPWV は，心収縮能低下を
合併しない冠動脈疾患患者，心不全患者では予後予測指標

であり，また，こうした冠動脈疾患症例では，心血管疾患

危険因子の治療にて baPWV が改善した症例の予後が非

改善例に比べて良好であることが報告されている．した

がって，baPWV 測定は予後予測，心血管疾患危険因子の
治療効果評価に有用である可能性が高い．cfPWV につい

ては baPWV と同様の有用性を有すると考えられるが十
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動脈解離の患者では，AI および中心血圧は高値を呈する

を生じると，それより末梢側の血圧が低下する．下行大動
脈から足首までの動脈に該当する病変を有する患者では，

ABI が低値となる．
6.2

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
PAD 患者の，PWV，AI と予後の関連は不明であるが，

FMD の低値が心血管予後不良の予測指標であることが示
されている．

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

・50〜64 歳で喫煙または糖尿病
・65 歳以上
・労作時の下肢症状または身体機能の低下
・下肢血管検査の異常
・心血管系のリスク評価
ABI（足関節上腕血圧比）の測定

≧1.40

0.91〜1.39

血管検査
・TBI または VWF
・デュプレックス検査画像
・PVR

跛行症状
・ABI トレッドミルテスト

正常な結果：PAD は否定

≦0.90

運動後 ABI 低下
運動後 ABI 正常：
PAD は否定

異常な結果

他の原因を評価
末梢動脈疾患（PAD）

図 18

末梢動脈疾患診断のアルゴリズム

TBI：足趾上腕血圧比，VWF：速度波形，PVR：容積脈波記録．
（TASC II Working Group, 2007〈日本脈管学会訳〉より一部改変）

6.3

診療における血管機能検査実施のストラ
テジー
6.3.1

虚血肢の診断のためのストラテジー

ASO（閉塞性動脈硬化症）の診療ガイドラインである

TASC II における慢性閉塞性末梢動脈疾患の診断アルゴリ

ズムを図 18 に示す．当初の指針では，ABI が 1.30 以上
の患者では TBI や容積脈波，Doppler 速度波形解析を行う

こととなっているが，今後 1.40 以上に改訂されると考え

られる．オシロメトリック法では，PVR（容積脈波記録）

UT（upstroke time）の延長，
の波形の異常，
％ MAP の増加，

6.3.2

心血管疾患リスク評価のためのストラテジー

ABI は低値であるほど予後不良であることが報告され

ており，PAD の予後評価に有用である．FMD については

PAD 症例での予後予測指標として有用との報告は多く，

薬物治療や遺伝子治療に伴い改善することも報告されて

いる．
しかし，
基準値や検査手技が統一されておらず，
また，
こうした治療での改善が予後改善と関連するかは不明で
あり，有用性は十分確立されていない．

PWV，AI，中心血圧については有用性を示す根拠は十

分でない．とくに PAD では baPWV，CAVI の測定精度は
低下しており推奨されない．

エンベロープの不整や波形のやせ細りがないかにも注意
する．ABI が正常値でも間欠性跛行を訴える患者に対して

は運動負荷 ABI が有用で，ABI が低下すれば閉塞性病変

の存在が疑われ，回復時間からは予備能力を評価できる．
これらの結果，PAD と診断されたすべての患者に対して

は，下肢へのさらなる精査治療と同時に，心血管関連疾患
や基礎疾患（高血圧，糖尿病など）の検索および治療を行
う．
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