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I．ガイドラインの作成にあたり

で，血管機能検査法ガイドラインを作成することになっ

1．

た．

ガイドライン作成の背景および作
成の基本方針

カーとなるためには，①血管機能不全の進展程度がわか

血管機能検査法が，心血管疾患管理におけるバイオマー
る，②心血管疾患の発病リスクないし予後の推定ができ
る，③介入による効果が評価できる，④結果が改善すれば

心血管疾患の主原因である動脈硬化病変には，プラーク

予後の改善につながる，などが必要とされる．また，こう

画像診断の進歩により，正確な評価ができるようになっ

便に計測でき，②低コストで普遍化が可能である，③精度

た． 血管は血液を末梢臓器に効率的に運搬し，その効率

および再現性が高く，④計測法が標準化されている，など

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，

を維持する機能を有する ものであり，血管機能不全を評

が必要である．本ガイドラインでは，そういった観点から，

価する血管機能検査には，血管内皮機能検査，脈波伝播速

血管機能不全の病態生理，血管機能検査の測定原理，測定

，心臓足首血管指数（CAVI）
，中心血圧，増大
度（PWV）

，足関節上腕血圧比（ABI）などがあり，普及は
係数（AI）
しているが，測定方法，結果の解釈，臨床的意義，臨床応

方法，測定の標準化，臨床的意義，臨床での利用法などを
まとめた．血管機能検査法の歴史は比較的浅く，十分なエ
ビデンスが揃っておらず，コンセンサスドキュメント的な

用など，一定の見解が示されていない．そこで，日本循環

点も多いが，血管機能検査が正しく普及し，正しく実施さ

器学会では，血管機能検査法が心血管疾患管理において標

れることを目指して作成した．

準的に利用されることを目的として，複数の学会と共同

4

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
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わが国であまり実施されておらずエビデンスはないが，

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

海外では有効性，有用性について十分なエビデンスがある
もの，専門家の見解が広く一致しているものについても，

3．

適宜記載した．また，わが国の保険診療で適応となってい

ガイドラインの構成

ない検査，薬剤についても必要に応じ言及した．

本ガイドラインは検査編と病態編の 2 部に分けて作成

2．

エビデンスの分類

した．

検査編では，わが国でおもに行われている以下の血管機
能検査について，それぞれの概要，血管機能検査としての

本ガイドライン作成にあたっては，各診断法の適応に関

する推奨基準として，原則的に ACC/AHA のガイドライ

ンに準拠したクラス分類およびエビデンスレベルを用い
た．
クラス分類（クラス分類は基準値が設定されている検査に

ついてのみ記載した）

クラス I：その検査法が有効，有用であるというエビデ
ンスがあるか，あるいは見解が広く一致して

いる．

クラス II：その検査法の有効性，有用性に関するデータ
または見解が一致していない場合がある．

クラス IIa：データ，見解から有用，有効である可能性が
高い．

クラス IIb：データ，見解から有用性，有効性がそれほど
確立されていない．

クラス III：検査が有用でなく，ときに有害であるという

特徴と問題点，その有用性を活かせる病態を解説した．
①血管内皮機能検査（プレチスモグラフィ，血流介在血

，reactive hyperemia peripheral arterial
管拡張反応〈FMD〉

）
．②動脈スティフネス（頸動脈 - 大
tonometry〈RH-PAT〉
，上腕 - 足首間脈波伝播
腿動脈間脈波伝播速度〈cfPWV〉

，心臓足首血管指数〈CAVI〉
）
，スティフネ
速度〈baPWV〉

．③増大係数（AI）
，
スパラメータ β（stiffness parameterβ）

，足趾
中心血圧，加速度脈波．④足関節上腕血圧比（ABI）
．
上腕血圧比（TBI）

病態編では，血管機能検査をいかせる病態として日常の

循環器の臨床で遭遇する頻度の高い以下の病態について，
それぞれの検査の有用性，問題点をあげた．
①高血圧，
②糖尿病，
メタボリック症候群，
③脂質異常症，
④慢性腎臓病，⑤冠動脈疾患，心不全，⑥大動脈疾患，末
梢動脈疾患．

可能性が証明されている，あるいは有害との

4．

見解が広く一致している．

略語

エビデンスレベル

レベル A：複数の無作為介入試験，またはメタ解析で実証
されたもの．

レベル B：単一の無作為介入臨床試験，または大規模な無作

本ガイドラインで使用した略語を表 1 にまとめた．

為介入でない臨床試験で実証されたもの（本ガ

イドラインではおおむね対象症例数 1000 例以
上を大規模追跡研究とした）
．

レベル C：専門家，または小規模臨床試験（後ろ向き試験
および登録を含む）で意見が一致したもの．

なお，今回のガイドラインでは広く利用され基準値を有
する標準的となっている検査のみエビデンスクラス分類
をサマリーシートに記載した．また，今日の日常臨床にお
いて十分普及していないものについては推奨基準を示さ
ず紹介にとどめた．

循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013

5

循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2011-2012 年度合同研究班報告）

表1

6

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

閉塞性動脈硬化症

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

UT

upstroke time

GC

guanylate cyclase

グアニル酸シクラーゼ

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
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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

張する測定部位の周径変化を，シリコーンチューブ（スト

1．

レインゲージ）に流れる微量電流の電気抵抗の変化とし

血管内皮機能検査1：

て捉える．周径変化と容積変化は比例するために，周径変

プレチスモグラフィ

化を測定することで容積（血流量）変化を計測すること

（ストレインゲージ式プレチスモグラフィ）

が可能となる．
プレチスモグラフィを用いた血管内皮機能測定法には，

1.1

，メサコリン，ブラ
動脈内に直接アセチルコリン（ACh）

検査の概要と歴史的背景

ジキニン，サブスタンス P，セロトニン，ヒスタミン，エル

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
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

ゴノビンなどといった血管作動性物質を注入して血流量
変化を評価する観血的方法と，虚血性反応性充血による非
観血的方法とがある（図 1）
．前者は，血管内皮機能評価と
しての特異性に優れるが，侵襲的であるために反復して血
流量変化を測定する方法としては劣る．後者は，血管内皮

である．現在，臨床で血管内皮機能測定法として用いられ

機能評価としての特異性では劣るが，非侵襲的であるため

ているストレインゲージ式プレチスモグラフィは 1，2)，前

に反復測定が可能となる．

腕，下腿，指尖，陰茎など，人間の四肢を始め，さまざまな

プレチスモグラフィによる血管内皮機能評価は，血管作

部位の血流量，血流量変化を測定する．水銀やインジウム

動性物質注入および虚血性反応性充血のいずれの測定法

ガリウムを満たした細いシリコーンチューブ（水銀式ス

においても，末梢の抵抗動脈における血管内皮機能（一酸

トレインゲージなど）を測定部位に巻き付け，静脈還流を
カフにて遮断した際に，流入し続ける動脈血流によって拡

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

）
，プロスタグランジン I 2，内皮由来過分極
化窒素〈NO〉

因子〈EDHF〉など）を反映する．一方で，虚血性反応性

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

虚血性反応性充血による測定法

2 つの測定方法
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充血による血流介在血管拡張反応を血管エコー法にて上
腕動脈などの血管径を評価する flow-mediated dilation

（FMD）は，導管動脈における NO を主として反映する．
1.1.2

静脈閉塞ストレインゲージ式プレチスモグラフィの
発見
プレチスモグラフィは，1800 年代後半に容積変化記録

法として始められた．1900 年代初めには，カフで静脈還流

を遮断した際に，流入し続ける動脈血流によって増加する
容積変化を測定する方法として発展した．当初は深部静脈
血栓症の診断モダリティとして使用されていた．水，空気，
光電を用いたプレチスモグラフィによる容積変化の測定
様式を経て，現在，臨床ではおもにストレインゲージ式プ
レチスモグラフィが用いられている（図 2）
．

者における FMD による血管内皮機能の低下を報告したこ

とから始まり，簡便，非侵襲的であるという長所・利点の
ために，一般臨床における血管内皮機能測定法として，プ
レチスモグラフィに代わって広く用いられつつある 4)．
1.2

測定原理
1.2.1

血管内皮機能測定法の反映する病態生理
血管内皮は，解剖学的には血管の最も内層に位置する 1

層の細胞層である．血管内皮は血管内腔と血管壁を隔てる

バリアーのようなものと考えられていたが，1980 年に

Furchgott らにより内皮由来弛緩因子（EDRF）が内皮か
ら分泌されることが報告され，7 年後には Palmer らによ

り EDRF の本体が NO であることが証明された 5, 6)．その

1.1.3

血管内皮機能測定法の変遷
血管作動性物質の注入，とくに 1990 年から報告された

プレチスモグラフィを用いた ACh 注入による血管内皮機

能評価は特異性が高く，これまでの臨床研究において多く
報告されてきたが，手技の侵襲性が高いために日常臨床で
の使用には至らなかった ．
3)

虚血性反応性充血によるプレチスモグラフィは非観血
的・非侵襲的手技である一方で，手技が多少煩雑であるた

後も血管内皮由来の血管拡張因子としてプロスタグラン
ジン I 2，C 型ナトリウム利尿ペプチド，EDHF，血管収縮

因子としてエンドセリン，アンジオテンシン II，プロスタ

グランジン H 2，トロンボキサン A 2 といったさまざまな
生理活性物質が産生・分泌されることが明らかとなって

きた．これらの生理活性物質のなかでも，とくに NO は動
脈硬化において重要な役割を担っている．正常な血管内皮

は血管の収縮と拡張作用，血管平滑筋細胞の増殖と抗増殖

めに習熟と経験を必要とし，また血管内皮機能評価として

作用，凝固と抗凝固作用，炎症と抗炎症作用，酸化と抗酸

の特異性に問題が残るなどの理由から，日常臨床の場で真

化作用を有し，それぞれのバランスにより血管トーヌスや

のエンドポイント（動脈硬化によって惹起される循環器

血管構造維持における調節をしている．血管内皮細胞が多

合併症や心血管疾患の罹患や死亡）を正確に予測しうる

様な生理活性物質の産生制御能を有することから，血管内

サロゲート（代替）エンドポイントとしてのマーカー（サ

皮は脂肪細胞と並んで全身に存在するヒト最大の内分泌

ロゲートマーカー）として用いられるには至っていない．

器官とも称される．

一方，FMD は 1992 年に Celermajer らが脂質異常症患

血管内皮機能が障害されると，正常な血管内皮が有する

上腕用カフ

ストレイン
ゲージ

薬剤注入用
カテーテル

手首用カフ

Hokanson system

図2
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圧力トランス
デューサー

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

動脈硬化と抗動脈硬化のバランスが崩れて血管トーヌス

ら測定し，その測定された周径変化率から血流量を算出す

や血管構造の破綻へとつながる．血管内皮機能を障害する

る機器へと改良されて現在に至っている 7,8)．

病態や因子はよく知られており，高血圧，脂質異常症，糖

i. 血管作動性物質による血管拡張の原理

尿病，喫煙，肥満，運動不足，塩分の過剰摂取，閉経などが
その代表的なものである．動脈硬化は血管内皮機能障害を
初期段階として発症・進展し，さらに進行すれば循環器合
併症（心血管疾患）が出現する．したがって，早期に血管
内皮機能障害を発見することは，動脈硬化の発症・進展の
予防に重要となる．
ヒトにおける血管内皮機能測定法は大きく分けて，①内

皮活性化 / 障害マーカーの生化学的検討（von Willebrand

factor，P-selectin，E-selectin，vascular cell adhesion

molecule，intercellular adhesion molecule，circulating

直接，動脈内に血管作動性物質を注入する方法は，①

ACh，メサコリン，ブラジキニンなどによる内皮依存性血

管拡張反応の評価，②内的対照として，NO ドナーである

ニトロプルシドナトリウム（SNP）やニトログリセリン

（NTG）による内皮非依存性血管拡張反応（血管平滑筋な

どの NO ドナーへの反応性）の評価，③ヒトにおける NO

合成酵素阻害薬 L-NMMA 投与後に血管作動性物質を注

入することによる NO 活性の評価（血管作動性物質によ

，などがある．特異性
る血管拡張反応の NO 依存性評価）
は高く，また薬剤の用量依存性の評価もできるために信頼

endothelial progenitor cells，high sensitive C-reactive

性は高い．

endothelial microparticle など）
，② in vivo または ex vivo

ACh 受容体の一種のムスカリン受容体を介して内皮型一

類される．しかし，血管内皮機能測定法のゴールドスタン

ギニンを基質として NOS を介して NO が生成されること

，
asymmetrical dimethylarginine〈ADMA〉
，
protein〈hs-CRP〉

における血管反応性（血管拡張 / 収縮反応）の検討とに分

ダードとしては，血管反応性に基づく血流や血管径の変化
をとらえる生理学的手法が望ましい．血管反応性は刺激の
種類（薬理学的，生理学的など）
，内皮細胞の局在（動脈，
静脈，
導管血管，
抵抗血管など）
，
血管床（冠動脈，
末梢動脈，
腎動脈など）により異なるために，さまざまな病態におけ
る血管内皮機能障害の検討や，薬剤や生活習慣の改善と
いったインターベンション（介入）による血管内皮機能
の検討などを行う際には，どの方法を用いるかを十分に理
解したうえで選択する必要がある．臨床的に広く用いられ
ているのは，血管作動性物質や生理的刺激による刺激に対
する導管動脈や末梢抵抗動脈の血管反応性の評価である．
末梢抵抗動脈におけるプレチスモグラフィを用いた薬理
学的検討は，従来から血管内皮機能測定のゴールドスタン
ダードとされている．
1.2.2

測定原理，測定方法
a. プレチスモグラフィによる血流量測定の原理

プレチスモグラフィの測定原理は，カフで静脈還流を遮
断した際に，流入し続ける動脈血流によって増加する測定
部位の容積変化を測定するものである．当初は，水を満た
した容器の中に測定部位を入れ，容器から出ている測定部

位の近位部に巻いたカフを約 40 mmHg の圧で加圧した際，

測定部位の容積の増加分だけ水かさが増すことを応用し

．その後，
た装置であった（water-filled plethysmography）

水銀を満たした細いチューブ（水銀式ストレインゲージ：

mercury-in-silastic strain gauge）を測定部位に巻き，拡張

する周径変化を微量電流を流した際の電気抵抗の変化か

ACh 注入によって，G 蛋白共役受容体（GPCR）である

酸化窒素合成酵素（eNOS）/ NO 経路が活性化し，L- アル

で血管が拡張して血流量が増加すると考えられている．そ

して，ヒトにおいても L-NMMA 投与後には ACh による

血流量増加反応が著明に抑制されるため，eNOS/NO 経路
を介した血流増加反応であることが確認されている．プレ

チスモグラフィで評価する末梢抵抗動脈は，FMD で評価
する導管動脈とは異なり，NO だけではなく EDHF の強い

関与も考慮しなければならないため，研究目的に応じた使

い分けが必要となる 1, 2, 4, 11)．これまでに，ACh 投与による
血流増加反応の低下については，心血管疾患の危険因子や

予後との関連などが報告されている 7, 8)．

ACh，ブラジキニンなどの血管作動性物質は，血管内皮

における GPCR，G 蛋白，ホスホリパーゼ C（PLC）など
を活性化してイノシトール三リン酸（IP3）を生成し，内

皮細胞内の貯蔵 Ca2+ を遊離させる．また受容体刺激は，

Ca2+ の内皮細胞内への流入を促進して，内皮細胞内 Ca2+

濃度を上昇させる．内皮細胞内 Ca2+ 濃度が上昇すれば，

eNOS が活性化されて NO の産生が増加する．内皮細胞か

ら放出された NO は，隣接する血管平滑筋細胞に作用し，
グアニル酸シクラーゼ（GC）の活性化を介して GTP か

らサイクリック GMP（cGMP）の合成を促進させ，最終

的には cGMP による cGMP 依存性蛋白キナーゼ（cGK）

の活性化を介した血管平滑筋の弛緩，血管拡張反応をもた
らす．
しかし，すべての血管作動性物質に対する血管反応性の
低下が動脈硬化の初期段階から出現するわけではない．た
とえば，ブラジキニンによる内皮依存性冠動脈拡張反応

は，初期の冠動脈硬化では減弱せず，ACh と比較して障害
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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されにくい．また，ACh に対する血管反応は，内皮細胞に

が，これは手の血流はとくに温度に影響を受け，調節機構

平滑筋弛緩（血管拡張）反応と，血管平滑筋における

70％が骨格筋の血流で，残りが皮膚の血流とされている．

おけるムスカリン受容体による EDRF/NO を介した血管

ACh 受容体を介した血管平滑筋収縮（血管収縮）反応の

総和と考えられる．内皮機能障害の存在する冠動脈では，

ACh の低濃度負荷においても内皮細胞における EDRF/

NO を介した血管拡張反応が起こらないために，血管平滑
筋の収縮反応が出現する．また，ACh に対する血管反応性

は自律神経の影響を受けており，種族，年齢でも異なるこ
とが報告されている

．

前腕におけるプレチスモグラフィの測定は，血腫などの

合併症が出現する可能性を考慮して，通常は利き腕の反対
側で測定する 2)．被検者を仰臥位，上肢を伸展位とし，肘
と手首を台の上に置き脱力させる．前腕の末梢をわずかに

拳上し，肘は角度が 150 〜 170°程度となるように柔らか
いパッドなどの固定具の上に置き，手は枕などの上に置い

て支える．前腕の最大周径（外周径）を測り，その周径と

9, 10)

ii. 阻血による血管拡張の原理

同等もしくはやや短めのストレインゲージを同部位に巻

プレチスモグラフィを用いた虚血性反応性充血による

血管内皮機能測定は，測定部位を収縮期血圧より 50

mmHg 高い圧で一定時間駆血したあとに解放し，容積（血

き（測定機器と繋がったストレインゲージが床と接触して
いないことを確認する），さらに上腕と手首に駆血カフを
巻く．反対側の上腕に血圧計を巻いて準備ができたあと，

流量）変化を測定する．駆血後の解放に伴う血流増加は，

血行動態の安定化と交感神経系による影響を除外するた

，低酸素，NO，
アデノシン，アデノシン三リン酸（ATP）

血圧測定後，前腕血流量測定の 1 分前から手首の駆血カ

ずり応力（shear stress）となって血管内皮細胞に作用し，

めに，30 分程度安静ののちに測定を開始する．

EDHF などが機序として関与すると考えられている ．血

フを収縮期血圧よりも 50 mmHg 高い圧で加圧し，手の血

に応じて内皮細胞内への Ca2+ 流入が増し，内皮細胞内

血用カフを 40 mmHg にて 8 秒間加圧し血流を測定，その

11)

管内皮細胞がずり応力を認識する機構として，①ずり応力

流の影響を除く．記録器の作動を開始したのち，上腕の駆

Ca 濃度が上昇して eNOS が活性化されることによって

後 7 秒間加圧を解放する．この加圧と解放を交互に繰り返

る機械的進展受容体を介する刺激となり，GPCR を介して

を 1 サイクルとして行い，基礎的血流量の測定値が安定し

③ずり応力が血管内皮細胞のホスファチジルイノシトー

i. 血管作動性物質注入による測定法

2+

NO の産生が増加する，②ずり応力が血管内皮細胞におけ
G 蛋白発現を活性化させ，
最終的に eNOS を活性化させる，
/Akt の活性化を介した eNOS のリ
ル 3 キナーゼ（PI3K）

ン酸化による活性化を促す，などが推定されている．

プレチスモグラフィは駆血解放直後の最大血流量を用

して測定を行う．この一連の加圧と解放を 4 回（約 1 分間）

たことを確認したあとで手首の駆血カフを解放する．

血管作動性物質を注入して血管内皮機能を測定する際

には，測定開始前（30 分安静の前）に上腕動脈に 23 G 以
下の細い針（エラスタカテーテル針）を穿刺し，薬剤注入

いて血管内皮機能（内皮依存性血管拡張反応）を評価し，

用カテーテルを留置する．ACh は，10 〜 400 nmol/min を

価する．導管動脈における内皮依存性血管拡張反応は，お

血流量）を測定する．各薬剤は低用量から開始し，各用量

NO より EDHF が優位であると考えられている 12)．した

8 回）の血流量を用いる．
られる最後の 2 分間（2 サイクル，

FMD では血管径の最大変化率を用いて血管内皮機能を評
もに NO が主役と考えられているが，末梢の抵抗動脈では

注入し，各用量における血流量と血管抵抗（平均血圧 ÷

をそれぞれ 5 分間注入する．測定には安定したデータが得

がって，FMD が導管血管レベルでの NO 依存性内皮機能

安定した測定値が得られたことを確認した後に手首の駆

抵抗動脈レベルの内皮機能を評価しており，NO やプロス

測定する際にも，測定開始の 1 分前から手首カフを駆血す

を評価しているのに対して，プレチスモグラフィは末梢の

血カフを解放し，投与量を増量する．薬剤の投与増量後に

タグランジン I 2 のみならず，EDHF などにも依存した血

る．

b. プレチスモグラフィを用いた血流測定の手順

40 nmol/min）を注入し，内皮非依存性の血管拡張による

管内皮機能を反映する．

ストレインゲージ式プレチスモグラフィは，測定部位に

巻いたカフを 40 mmHg に加圧することによって静脈還流

を遮断した際に，流入し続ける動脈からの血流量を測定部
位の周径変化として測定する．前腕におけるプレチスモグ
ラフィでは，手首に巻いた駆血カフを収縮期血圧よりも

50 mmHg 高く加圧することによって手の血流を遮断する

10

も骨格筋血流とは異なるためである 13)．前腕血流量のほぼ
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（1 〜
内的対照として NO ドナーである SNP または NTG

前腕血流量の増加反応を測定する．NO ドナーを用いた内

皮非依存性血管拡張反応を測定することにより，ACh に

よる血管拡張反応の低下が内皮機能の低下によるものか，
血管平滑筋などにおける NO への反応性の低下によるも

のかの判定が可能となる．NO ドナーの投与は，血管作動
性物質の投与終了後から 30 分以上間隔をあけ，基礎的血

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

流量が血管作動性物質の投与前と同等に戻ったことを確
認後に開始する．

L-NMMA は 4 〜 64 µmol/min（通常は 8 µmol/min）で

2 分間以上持続投与したあとに，ACh を同時に注入する．
L-NMMA 投与下における ACh による血管拡張反応の減
弱の程度を評価することにより，ACh による血管拡張反

応が NO 依存性かどうかの確認が可能となる．L-NMMA

の投与も，NO ドナー投与開始の際と同様に，基礎的血流

量が血管作動性物質投与前と同等に戻ったことの確認後
に開始する．
手技には一定以上の技量と経験が求められる．
測定値は，前腕血流量，同側の基礎的血流量との比率

（％）
，両側の測定をする際には反対側（非薬剤注入側）と
の血流比率（％）
，血管抵抗（平均血圧 ÷ 血流量）などに

plethysmography）
．D. E. Hokanson，Inc．の model EC-5R

や EC-6 では，流れる微量電流に対するストレインゲージ

の電気抵抗の変化を用いて周径変化を測定し，その傾き
（周径変化率）から血流量を算出する．
1.2.4

検査の問題点

ACh への血管拡張反応の低下が血管内皮機能の低下に

よるものと結論するには，内皮非依存性血管拡張反応が正

常であることが前提条件となる．そのためには NO ドナー

である SNP や NTG への血管拡張反応を検討する必要が

あるが，NO ドナーに対する血管拡張反応が低下している
場合がある．その際の ACh 投与による血管拡張反応の低

下は，血管内皮機能の低下と NO ドナーに対する（血管平

滑筋細胞を主とした）血管拡張反応の低下の総和と考え
られる 16)．

よって示される．
ii. 虚血性反応性充血による測定法

前腕における虚血性反応性充血による血管内皮機能測

虚血性反応性充血における血管内皮機能測定法は NO

非依存性の可能性もあり 14)，血管拡張 / 血流増加の機序が

定の手順として，上腕の駆血カフを収縮期血圧より 50

明らかでないために，内的対照が存在しない．たとえば，

から手首の駆血カフを収縮期血圧よりも 50 mmHg 高い圧

滑筋などの血管反応性が正常であるといった前提がない

mmHg 高く加圧し，5 分間完全駆血する．駆血解放 1 分前
で加圧し，手の血流の影響を除く

．記録器の作動を開始

14)

したのち，
駆血 5 分後から急速に上腕の駆血カフを解放し，
直後から上腕の駆血カフを 40 mmHg で 8 秒間加圧し，7

秒間加圧を解放する．加圧と解放を交互に繰り返し，血流
量が記録前値に戻るまで 3 分間以上測定を行う．虚血性反

応性充血により，最大血流量，最小血管抵抗（平均血圧 ÷

最大血流量）
，反応性充血による血管反応の持続時間が求
められる．本手技にも一定以上の技量と経験が求められ
る．

虚血性反応性充血における内的対照として，NTG 75 µg

（1/4 錠）〜 300 µg（1 錠）を舌下し，舌下後 2 〜 5 分後ま
での前腕血流量を測定することがある．しかし，NTG の

ような NO ドナーに対する反応性は虚血性反応性充血に

よる反応性に比較して著しく小さいこと，虚血性反応性充
血による血管拡張反応は NO 以外の反応を評価している

可能性があることなどから，本ガイドラインでは推奨しな
い

．

12, 15)

測定値は，前腕血流量，同側の基礎的血流量との比率
（％）
，両側の測定をする際には反対側（非虚血性反応性充
血側）との血流比率（％）
，
血管抵抗（平均血圧 ÷ 血流量）
などによって示される．
1.2.3

測定装置について
現在は，おもに水銀式ストレインゲージ式プレチスモグ

ラフィが使用される（mercury-in-silastic strain gauge

NO ドナーや EDHF といった生理活性物質による血管平
ために，虚血性反応性充血による血流量評価が ACh によ

る血管拡張反応と相関していたとしても 17)，血管内皮機能
を純粋に評価しているかどうかについては疑問が残る．

前腕の長さによって ACh による血管拡張反応が異なる

といった報告 18)，手技には一定以上の技量と経験が必要で

あること，測定のための交絡因子（confounding factor）
が明らかでないこと，現在までに正常値が定義されていな

いことも今後の課題となる．
1.3

測定の実際
1.3.1

測定条件
外的刺激による影響を排除して適正な測定結果を得る
ため，測定条件を整える必要がある 2, 3, 19-22)．

①閑静で温度が一定（22 〜 26 ℃）の部屋で測定する．
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
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．

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
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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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
させる．

価では，測定部位の周径より若干小さいサイズのストレイ

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．

ンゲージを使用する．適切なサイズでない場合には，前腕
血流量変化を正確に捉えることができず，精度は低下す

⑧薬剤の影響を除外するために，
四半減期，
あるいは 1 〜

る．また，異なる日時で，繰り返し測定する際には同サイ

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

前腕における再現性の検討では，1 か月後の再検で基礎

3 日の服薬休止とするガイドラインもある．しかし，倫理
る

．

21)

なお，項目②と④は，明確な時間制限の規約はない 4，19，
．

21, 23)

1.3.2

標準的測定法の有無，適応（除外対象）
ストレインゲージのサイズ，測定部位の位置が重要であ
り，検査の途中で測定部位を動かすとデータが変わる可能
性がある．したがって，基礎的血流量測定の際に安定した

ズのストレインゲージを使用する．

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 25)．また，Petrie らは，

1 週間後の再検において片側測定（基礎的血流量との比率）

（左）39 ％であるが，左右の血
の変動係数は（右）31 ％，

流量比（反対側基礎的血流量との比率）の変動係数は 19
％であると報告している 26)．

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，ACh の際には絶対血流量のほうが血流量比

データが得られることの確認，そして測定中は測定肢と測

より再現性が高い（変動係数は小さい）と報告されてい

定部位の位置を動かさない細心の注意が重要である．

る 27)．

血管作動性物質注入における各種薬剤の標準的投与量
は決まっていない．正常値も定義されていない．また侵襲
的であることから，繰り返しの検査は困難である．多施設
間での比較，そして大規模臨床研究に用いることは困難で
ある．小規模臨床研究においては，対照群との比較ができ
るために，薬剤や生活習慣の改善などといったインターベ

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 28)．
1.4

測定結果の解釈
流れる微量電流に対するストレインゲージの電気抵抗

ンションによる血管内皮機能の検討などには有用である．

の変化曲線を用いて周径変化を測定し，周径の傾き（変化

循環器合併症（心血管疾患）の発症や死亡などの真のエ

率）から血流量を算出する（図 3）
．絶対血流量の単位は，

ンドポイント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．
虚血性反応性充血を用いた測定法では，駆血カフ解放直

後 1 回目の測定が最大血流量となるために，1 回目の測定

に不具合が生じた際に，1 回目の代わりとして 2 回目以降

の血流量値を用いることは困難となる．また，30 分以上あ

とでの再検においても基礎的血流量が軽度低下している
ことも報告されているため，1 回目の測定を失敗しないこ

とが大切となる．したがって，駆血カフの解放直後に前腕
の位置がずれないように注意することが測定における重
要なポイントである 24)．
1.3.3

妥当性，精度，再現性
虚血性反応性充血による最大前腕血流量は，ACh によ

る血管拡張反応と相関するために代替法となりうる可能
性がある

．しかし，血管内皮機能よりもむしろ血管構造

17)

を評価している可能性があること，また L-NMMA の投与

でも最大前腕血流量が抑制されないとの報告もあるため
に NO 非依存性である可能性もあり，今後さらなる検討が

必要である 12)．

12

ストレインゲージ式プレチスモグラフィによる血流評

循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013

mL/min/100 mL tissue と表現される．同側の基礎的血流量

との変化率，または反対側（非薬剤注入側，非虚血性反応
性充血側）との変化率は％で表現される 29)．
1.4.1

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，すなわち，周径の記録波形の傾き（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．実施にお
いては，一定以上の技量と経験が必要である．
1.4.2

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
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
評価が可能となる．
1.5

診療への応用
内皮機能障害は動脈硬化の初期像である．Schachinger

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン
傾き（変化率）
p < 0.0001

ベースライン

傾き（変化率）

前腕血流量
(mL/min/100 mL tissue)

7
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ストレインゲージ式プレチスモグラフィによる基礎的血流量の測定

らは，冠動脈への ACh 投与による内皮機能低下例では，

1.5.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）

10 年間における心血管イベントの発症率が高かったこと
を示している 30)．ストレインゲージ式プレチスモグラフィ

血管内皮機能障害は動脈硬化の初期段階より出現する

を用いた前腕血流量の検討では，高血圧患者における血管

ために，心不全や冠動脈疾患患者のように対象血管に形態

内皮機能を 3 群に分け，予後を平均 31.5 か月に渡り追跡

したところ，心血管イベント発症率が血管内皮機能低下群

的な血管障害が進展していなくとも，高血圧，脂質異常症，
糖尿病，喫煙などの古典的動脈硬化危険因子を有する患者

にて有意に高かったと報告されている 7)．平均観察期間 4.5

においても，血管内皮機能障害を認める．また，スタチン

血流量の反応を中間値で 2 群に分けたところ，ACh 低反

タミンや食品などの補充療法，生活習慣の改善などによっ

年の冠動脈疾患患者における検討では，ACh による前腕

系薬剤，降圧薬，血糖降下薬などの一部の薬物，一部のビ

応群では心血管イベント発症率が高かったと報告されて

て血管内皮機能障害が改善することが報告されている 2，32-

いる 8)．

38)

．

しかし，血管作動性物質を用いた検査は侵襲的であり，
正常値も定義されておらず，多施設研究や大規模研究には
不適切である．一方で，小規模臨床研究における薬剤や生

1.5.2

測定間隔

ACh や SNP などの血管作動性物質の作用時間には注意

活習慣の改善などといったインターベンションによる血

が必要である．したがって，先行する予備的研究によって

管内皮機能の検討には有用となる．

血管作動性物質の特性を知ることが重要となる．また，先

虚血性反応性充血は非侵襲的であるために繰り返しの

行投与された血管作動性物質の影響が残っていないか，基

検査が可能であり，再現性も高く大規模臨床試験にも有用

礎的血流量が投与前と同等であるかの確認も必要となる．

である可能性はあるが，多少煩雑な手技であること，これ
までに心血管疾患の予後や介入試験の研究が少ないこと，
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るには今後さらな

血管作動性物質を用いた評価同様，
る検討が必要である ．
12)

薬剤や生活習慣の改善などといったインターベンション
による血管内皮機能の検討には有用である．
また，前腕におけるプレチスモグラフィの報告が多い
が，下腿でも同様の手技によって血管内皮機能測定が可能
である 31)．

1.6

臨床に応用する検査としてのまとめ
1.6.1

ACh などの血管作動性物質の注入によるプレチス
モグラフィ
a. 利点

プレチスモグラフィを用いた ACh などの血管作動性物

質の注入による血管内皮機能測定法は，これまで多くの臨

床研究で報告されている．内的対照として NO ドナーであ

る SNP や NTG による内皮非依存性血管拡張反応の評価
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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や，L-NMMA による NO 活性の評価などが可能であるた

めに，血管内皮機能測定法としての特異性は高い．小規模
臨床研究においては，対照群と血管内皮機能を比較できる
ために，薬剤や生活習慣の改善などといったインターベン
ション介入による血管内皮機能への効果の検討にも有用
である．
b. 欠点

手技が観血的であり侵襲性が高く，また一定以上の技量
と経験を必要とする．正常値の定義がなく，検討には対照
群を必要とする．人種差もあるが，若年者などの健常者で
は ACh などの血管作動性物質に対する反応性が高いため

に，高用量では過剰な測定値を得ることもあり，投与量に

は注意が必要となる．また，ACh や SNP など血管作動性
物質のスタンダードな投与量はなく，各施設間で一定して

いない．繰り返しの検査，多施設間での比較，大規模臨床
研究に用いることは困難である．
1.6.2

虚血性反応性充血によるプレチスモグラフィ
a. 利点

血管作動性物質を用いた検査と比較して，プレチスモグ

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）
2.1

検査の歴史的背景，反映する病態生理
阻血による血管拡張の原理については血管内皮機能検

査 1「プレチスモグラフィ」の項（10 ㌻，ii）参照．
2.2

FMD 測定の方法
2.2.1

検査の概要
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）
．

ラフィを用いた虚血性反応性充血による評価は，非観血

阻血状態から動脈血流を開放することによって血流の

的，非侵襲的であり，再現性も高いために繰り返しの検査

増加が短時間のうちに上腕動脈で生じ（反応性充血）
，血

が可能である．また，血管作動性物質を用いた検査と同様
に，薬剤や生活習慣の改善などといったインターベンショ

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，

ン介入による血管内皮機能への効果の検討にも有用であ

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

る．

生じる 39)．

b. 欠点

血管作動性物質を用いた検査と比較して，プレチスモグ
ラフィを用いた虚血性反応性充血による評価は，特異性に
問題が残る．生理的である反面，虚血性反応性充血による
血流量増加の機序は明らかではなく，また血管機能と血管

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

×100

構造のいずれを主として評価しているかも明らかではな

また，血管機能検査では，内皮非依存性血管拡張を測定

いため，得られた結果の解釈が困難である．手技が多少煩

する方法もある（ニトログリセリン誘発性内皮非依存性

雑であるために一定以上の技量と経験を必要とし，簡便と
はいえない．正常値の定義がなく，検討には対照群を必要
とする．また，心血管疾患の予後や介入試験などにおける
報告は少ない．駆血カフ解放後 1 回目の測定に不具合が生

じた場合に，同日再検の適正性・精度に疑問が残るため，
日を改めての再検が望ましい．

）
．この検査は，ニトログリセリンを
血管拡張反応〈NMD〉

用い血管平滑筋自体の血管拡張反応を評価する．FMD と

NMD の両者を評価することで，血管機能障害が内皮障害

に特異的なものか，血管平滑筋機能障害や血管構造の変化
に由来するものかを判断することが可能である．方法とし

て，FMD 施行後，上腕動脈径が前値に回復したあと（通

，NTG 75 μg（1/4 錠）〜 300μg（1 錠）舌
常 15 分程度）
下後，連続的に動脈径を拡張（3 〜 5 分程度で最大拡張が

得られる）から基礎値に戻るまで記録する．この NMD は，
現在までに多くの研究で測定されている．しかし，内皮機
能に比べて NMD は異常を示さない報告も多く，純粋に血

管機能検査としては測定意義が乏しいこと，臨床の現場で
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は手技が煩雑であることなどから，本ガイドラインでは必
ずしも必須としては推奨しない．
2.2.2

血管径の評価
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

内腔径

ジにて計測する．最近 wall tracking system による自動計

中膜外膜境界
（外膜間径）

測が開発されているが，必ず記録データをみてノイズを

拾っていないことを肉眼的に確認する必要がある．
a. 血管径の決定

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）にて決定する

図 4 血管内腔径測定法

方法である（図 4）
．
近年，高解像度プローブが使用され画像解析精度が向上
したため，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．血管内腔径測定法で実施が困難
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．

i. 外膜間径測定法

FMD は 20 年の歴史を有する検査方法である．開始当初，

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が明瞭に描出困
難な症例がある程度の割合で存在する．

b. A モード，B モードの血管径決定の互換性について

外膜間径測定法の場合，A モードでの中膜外膜境界は内

膜中膜複合体信号と境界が明瞭でない場合や，外膜信号の
振幅が大きく，ピークが多峰性のこともあり，血管径決定

超音波プローブは 7.5 MHz が使用され B モードによる明

．このため，B モード
が容易でない症例が存在する（図 5）

にプローブ近位側での動脈壁内膜側が描出困難な症例が

されている 41) ．

瞭な上腕動脈画像描出には限界があった．すなわち，とく
少なからず存在した．このため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
にて血管径の決定が行われた．
本測定法では，血管内腔径測定法に比べて血管径決定が
技術的に比較的容易であり，現在も多施設共同研究や大規
模臨床試験で使用されている．若年者で内膜中膜複合体厚

（IMT）が薄い症例，肥満で上腕自体の太い症例，内膜中膜
複合体描出が困難な症例（高齢者など）では，本法で動脈

によるエッジ検出法と比較して再現性が劣ることが指摘
血管内腔径測定法の場合，A モードでの内膜中膜複合体

信号はおおむね 1 つのピークを有する信号となり，その
ピークの頂点で血管径を決定することが可能である（図

B モードによる測定ではプローブ近位側にて 尾
．一方，
5）

引き現象 が生じる．真の血管径測定には 尾引き を加
味して測定する必要があるが，
多くの場合は 尾引き現象
を含まない近位側内腔縁で血管径が測定されている（図
．このように，同じ外膜間径測定法または血管内腔径測
6）

径が決定される．この場合，分母となる安静時血管径が大

定法にて血管径を測定する場合でも，A モードと B モー

Jarvisalo らの検討では動脈内腔径測定法で算出した FMD

Aモード

き く な る た め， 算 出 さ れ る FMD 値 は 小 さ く な る．

と外膜間径測定法で算出した FMD では絶対値で 1％の値

の差を有する 40) ．

通常，最大径で上腕動脈が描出されると内膜中膜複合体
が遠位・近位側ともに描出される．したがって，本法を使

内膜中膜複合体信号

用して血管径を決定するに際しても検査精度・再現性維
持には内膜中膜複合体の描出が重要である．
ii. 血管内腔径測定法

近年，超音波検査機器の性能が向上し 10 〜 13 MHz に

て上腕動脈を描出可能となり，プローブ近位側でも動脈壁
内側の内膜中膜複合体描出が可能となった．血管内腔径測

外膜の信号

図 5 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．
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ドでは血管径が若干異なることに注意する必要がある．
c. 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）
．

上腕動脈長軸に沿って可能な限り長い範囲（最低 3 〜 4

cm 以上）の長軸血管像を画面上に確保する．また，上腕

動脈分枝の存在にも注意する．さらに，血管径を正確に計

測定される内腔径

測するためには上腕動脈長軸画像がプローブと直交して
描出されることが望ましい．最大径で上腕動脈が描出され
ると画像が鮮明な場合，内膜中膜複合体が遠位・近位側と
もに認められる．最大径で血管径が測定されていることを
確認するため遠位側の内膜中膜複合体描出は必須である．
d. 安静時血管径決定

図 6 B モード画像

i. カフ加圧前

安静時血管径を測定する際には，カフ加圧前に 1 分間か

けて測定する．血管径の決定については 10 心拍以上の測

定での平均値を使用する

．マニュアルトレースの場合は

21)

1 つのイメージについて複数ポイント計測しその平均値を

タが得られやすいが，阻血による拡張反応が小さく（前腕

，また，
駆血では上腕駆血に比べて FMD 測定値が小さい）

皮下出血などの合併症も生じやすい．前腕駆血のほうが，

より NO 依存性拡張反応を表しているという報告もある

用いる．

が，予後予測能は前腕駆血，上腕駆血で同等とされている

ii. カフ加圧後

43)

最近，カフ加圧後の安静時径の測定も注目されている
が，有用性を示す十分な根拠はない 23)．
e. 最大拡張径の決定

．一方，上腕駆血の場合は反応性充血の程度が大きい反

面，カフ解放時の 血管像のずれ などの問題を有する．
上腕カフ装着の場合，カフは小児用の細めのものをできる
だけ近位側にセットする．カフはタオルなどでつねに浮い

阻血解放後はすみやかに血管径の再測定を開始する．カ

た状態にし，プローブとのあいだをできるだけ離すことで

フ開放により測定部位がズレることがある．安静時径と同

カフ開放に伴う血管像のずれを防止できる 43)．表 2 に両

じ部位で血管径が測定されていることが望ましく，そのた
め安静時画像の動脈周辺の画像の特徴を確認しておき，ず
れが生じた場合は，そうした画像の特徴を参考に同じ部位
で血管径測定が実施されるようにプローブの位置を調節
する．一般的に最大拡張血管径は，カフ開放後 60 秒後も

しくは反応性充血による最大血流到達後 45 〜 60 秒後に最

大になることが多い．高齢者では最大拡張到達時間が遅く

（120 秒以上後）なることも報告されており 42)，血管径を
経時的に記録することが望ましい．自動血管追尾機能を有

する機器を用いると誤差等は少ない．自動解析装置を使用

方法の特徴をまとめた．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が
必須であり，NO 依存性も高いことから加圧カフは前腕装

着が適切と考えられる．

5 分以上の阻血を行っても，阻血後の最大拡張反応には

影響がないとされ，現実的には被検者の不利益を考慮し 5

分間の阻血が合理的である 21, 22)．阻血のためのカフ圧は原
則的には収縮期血圧に少なくとも＋ 30 〜＋ 50 mmHg の
加圧カフ

せず，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．
2.2.3

上腕阻血

測定腕，阻血の部位，阻血時間，加圧

FMD 測定では利き腕，非利き腕のいずれかの規定はな

い．しかし，上腕動脈径は被検者の右側にて測定を実施す
るのが便利であり，多くは右腕での測定となる．

前腕阻血

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
（図 7）
．
上腕駆血に比べて前腕駆血のほうが再現性の高いデー
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表2

しており，FMD 専用機器として，プローブを改良し，3 画

前腕阻血と上腕阻血の特徴

面同時表示により立体的に血管を描出し複数箇所で血管

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

しかし，これらの機能は誤差を最小限に抑えるための技

容易

やや難

術であり，最終的な測定結果や検査の信頼度に関しては，

適

適

手技
予後予測

径をとらえることができる．このため適切な上腕動脈血管
径の描出が容易である．

連続記録画像の直接視による確認が重要である．
その他の自動解析方法として，わが国では使用されてい
ないエッジ検出法がある．これは連続記録した画像をオフ

圧を加え，動脈血流を完全に遮断することが必要である．
この際，Doppler またはカラー Doppler を用いて阻血が完

ラインで解析装置に取り込み阻血前後の血管径の変化を
連続解析する．本解析ソフトの利点は，血管径を複数点で

全であることを確認することが望ましい．

同時計測可能であることである．複数点の血管径の記録を

流変化も評価可能である．血流と血管径から内膜ずり応力

る．

FMD 測定時には同時に Doppler にて阻血前後の前腕血

の変化も評価可能であるが，前述のように精度の高い血管
径を測定するには超音波プローブに対して上腕動脈が直
交することが望まれる．しかし，こうした条件下では，

Doppler 血流信号を得るプローブ角度が十分でなく

Doppler 血流測定の精度は十分でない．そのため，Doppler
での血流評価の臨床応用には限界があり，本ガイドライン

では詳細の記載は省略する（FMD 測定時 Doppler 血流測

．
定に関しては参考文献 22, 23）参照）
2.2.4

測定装置の特徴
従来は，超音波検査装置を用いて B モードで血管径を描

出し，マニュアルもしくは手作りの器具でプローブを腕に
固定することが一般的であった．しかし，急速にカフ圧を
変化させる必要がある場合にも手動で行うなど誤差を生
じる余地が大きく，測定の標準化がなされていなかった．

平均評価することで血管径決定の精度・再現性が向上す
2.2.5

FMD の問題点
基本的に FMD は，①阻血解除後の血流増加，②血流増

加刺激によるずり応力を介した内皮由来 NO 産生放出，③

内皮由来 NO による血管平滑筋の弛緩による血管拡張，か

ら構成され，理論的にはこの 3 つのいずれかの異常により

FMD は変化する 21, 23)．FMD は内皮由来 NO 活性に関連
した指標であるが，その他の因子の影響も大きいことを念

頭に置く必要がある．たとえば，Framingham 研究では

FMD 施行時のずり応力の程度が FMD に影響することを

報告している 46) ．

FMD は血管径の変化率としてとらえるために，分母で

あ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 FMD は相対的に低く算出される．したがって，FMD を

内皮由来の NO 動態評価の指標として臨床研究などにて

最近の専用の測定機器や，エッジ検出法や wall-tracking

使用する際の結果の発表時に最小限必要なデータには，

定と比較して観察者間の誤差を有意に低下させることが

FMD 最大拡張径およびベー
メータ，
測定時の血圧・心拍数，

software が組み込まれたコンピュータ計測により，手動測

可能となり，精度および再現性が従来より向上した 44，45) ．
こういった機種は現在のところ限られており，下記に代表
的な自動測定装置を紹介することにする．

ALOKA の 超 音 波 検 査 装 置（ProSound 2 6500SV，

ベースライン血管径，ずり応力を規定する流体学的パラ
スラインに対する拡張率，NTG 最大拡張径およびベース

ラインに対する拡張率，FMD Doppler 血流％増加率があ
げられる．しか し，血管障害評価の臨床指標として

Doppler 血流評価や NTG 最大拡張反応評価の必要性は明

5500SV）には eTRACKING（エコートラッキング）機

らかでない．また，血管トーヌスに影響する自律神経機能

である．B モード画像上で，トラッキングゲートを設定す

一方，検査機器・手技（測定条件，カフの位置，血管径

能があり，高い精度で血管径の変化を評価することが可能

る と 自 動 的 に 拍 動 に よ る 血 管 壁 の 動 き を 追 尾 す る．

radiofrequency（RF）信号を用いることで，10 MHz 探触

子で 0.01mm の精度にて血管径の測定が可能とされてい

る．また，1 秒間に 1000 回の高いサンプリングレートであ

の影響も念頭に置く必要がある 47) ．
の測定方法，安静時径・最大拡張径の評価方法）の統一が

なされていないことも FMD 測定値の普遍性（施設間での
ばらつき）に影響する 23) ．

ることから高い時間分解能を有する．

UNEX の機器（UNEX EF）では半自動解析装置も内蔵
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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ングを行い，共通プロトコールで FMD を測定しエッジ検

2.3

出ソフトを用いて解析した．その結果，このような方策を

測定の実際

実施した場合，FMD 検査の多施設間の再現性は良好とし

ている 52) ．

2.3.1

測定条件
「プレチスモグラフィ」の項（11 ㌻）参照．
2.3.2

標準的測定法の有無，適応（除外対象）
測定法標準化には手技的な要因と計測に関連した要因

（17 ㌻）も参照）
．手技
が問題となる（
「FMD の問題点」

測定結果の解釈
2.4.1

測定値の評価
測定結果の確認については以下の事項の確認が重要で

的要因として加圧カフ装着部位，カフサイズがあげられ

ある．

る．たとえば，肘窩をメルクマールとしてカフ装着端まで

a. 画像の鮮明度

の距離を統一することも普遍性を高める一方法と考えら

可能な限り血管がプローブと直交して描出されている

れる．一方，計測に関連した要因として血管径の決定方法

ことを確認する必要がある．プローブの解像度にもよる

があげられる．FMD は血管径の相対的変化を評価する指

標であり，阻血前の血管径が FMD の大きな決定因子であ

測定超音波モー
る．
「血管径の評価」
（15 ㌻）で記載したが，

が，鮮明な画像では最大径が得られると遠位側・近位側と
もに内膜中膜複合体像が明瞭に描出される．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．とく

，血管径決定部位（中膜外膜境界 /
ド（A モード /B モード）

に遠位側で内膜中膜複合体画像の描出されない場合は動

る必要がある．

解像度が低い場合（7 〜 8 MHz）でも遠位側の内膜中膜複

内膜境界）で血管径測定値が異なるため，これらを統一す

FMD 測定では，上腕動脈描出が必須であるが，肥満者

脈が最大径で描出されていない可能性がある．プローブの
合体画像の描出は必須である．

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

また，自動解析装置では血管信号を的確に解析し，ノイ

な症例が存在する．また，多少の苦痛も伴うため検査実施

ズ信号をとらえていないことを確認する（ノイズ信号の

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．

場合，血管径のトレンドグラフの変動が大きい）
．

2.3.3

妥当性，精度，再現性

NO 合成阻害薬（L-NMMA）の検討から FMD での血

管拡張には NO が関与することが報告されており 48)，その

b. 安静時血管径の確認

安静時血管径の決定には 10 心拍以上の画像の血管径の

平均を使用することが望ましい．自動解析装置で血管径を
連続して評価する場合は，安静時血管径のトレンドが変動

関与の程度は前腕阻血のほうが上腕阻血に比べて大きい

せず一定の数値を示している部位で決定されていること

49)

を確認する．

造影での血管径と近似することを報告しており，また，両

c. 最大拡張径の確認

告した 50) ．したがって，B モード内腔評価法は実際の解剖

あるので，必ず画像の鮮明度，および安静時と同じ部位で

．Pala らは B モードによる内腔評価法での血管径は血管

指標を用いて評価した FMD は良好な相関を示すことを報
学的血管径に近い値を示すと考えられる．ファントムモデ

阻血カフ解放後，血管が正確に描出されていないことが
血管径が測定されていることを確認する（可能な限り安

ルを用いた検討では 0.1 mm の血管径の変化の評価が可能

．自動解析
静時の B モード画像を記録しておき対比する）

FMD 検査実施数の多い施設での再現性を表す指標であ

る必要があり，必ず複数回測定し，最大径が決定されてい

であることが示されている 51)．

る変動係数はおおむね 5 〜 10％であり，信頼できる再現性

装置を用いない最大径の決定には画像を連続して確認す
ることを確認する．自動解析装置の場合は血管径のトレン

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

ドグラフを視認し，血管径の変化が連続していること（急

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

な径の変化の場合は最大径が正しく認識されていないこ

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

とがある）を確認する．

されている．そのため，コンピューターソフトを用いて半
自動測定・解析を実施することは，従来のように熟達する
までに多くの経験を要することなく，検査の質を高められ
ることが期待される
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2.4.2

基準値
現在までのところ明確な基準値は存在しない．測定方法
（血管径測定方法および阻血部位による反応）
，年齢，性差

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

などによって結果が異なってくることが報告されている．
若年者に比較して高齢者は FMD が低下しており，さらに

Witte らは，FMD と心血管疾患発症の危険因子の関連

について，211 の文献から 11984 例を対象にメタ解析して

閉経前であれば女性のほうが男性よりも FMD はよいこと

いる 80)．FMD は Framingham リスクスコアと良好な関連

るものと考えられている．また，運動習慣がある集団では，

あった．そこで，FMD は低リスク症例でのリスク評価に

が報告されているが，この要因の一つはエストロゲンによ

運動習慣のない集団に比べて FMD がよいことなどが明ら
かになっており

53)

，これらの結果を考慮し，今後，基準値

を構築していく必要がある．

無症状の症例
（低・
有用であろうと結論している 80)．そして，

中等リスク）を対象とした追跡研究では，FMD が予後予
測指標となることが報告されている 77-79) ．しかし，FMD

が古典的心血管疾患危険因子によるリスク評価を凌駕し

2.5

て有用であるかは十分な結論が得られていない．

診療への応用
これまで FMD は，心血管疾患の新しい危険因子の同定

や動脈硬化と血管機能異常発症，進展プロセスの解明のた
めに用いられてきたが，近年，介入試験におけるイベント

のサロゲートマーカーとする報告が増えている．今後，測
定法標準化や機器の進歩により，FMD が診療指標として

用いられる機会も増えると考えられる．
2.5.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）
血管内皮機能低下は動脈硬化の初期病変とされ，FMD

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
ととらえることが可能である．現在まで，喫煙，高血圧，脂
質異常症など古典的な動脈硬化危険因子を有する被検者
は，血管内皮機能が低下していることが報告されている 21，
．Framingham 研究では，とくに加齢，肥満，喫煙，血圧

54)

が FMD 障害と相関する因子としてあげられており

を示すが，その関連はスコアの低いレベルでより密接で

，日

55)

本人健常者における検討でも同様の結果が得られている
．以上から，FMD は動脈硬化初期段階の病態を比較的

56)

鋭敏に反映する検査と考えられる．
2.5.2

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 57) ．一方，MESA 研究で
は FMD は腎機能障害進展の予測指標とはならないことが

一方，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

でも 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 68, 70, 72)．
2.5.3

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 81，82)．

リスクの高い症例で，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．冠動脈疾患症例で治療に伴

う FMD 改善例は非改善例に比べて予後が良好であること
が報告されている 83)．同様な報告は高血圧症例でも行われ

．このように，単なる FMD の絶対値より
ている 84)（表 4）

も FMD 反応の改善に重要な意味があり，心血管イベント
と関連している可能性がある 43)．また，最近のメタ解析で

は FMD 反応が 1 ％改善することで心血管イベント発症リ

スクを 13 ％低下させることが報告されている 59)．しかし，
こうした治療に伴う FMD の変化と予後の関連を検討した

また，
研究は対象数が 100 〜 400 例と比較的小規模であり，

治療法や治療後の FMD 評価の時期も一定でなく，十分な
エビデンスレベルには至っていない．
2.5.4

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，従来の危

報告されている 58) ．

険因子に対して付加価値を有する結果が得られているが，

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

ず，日常診療で推奨される症例や測定間隔は明確でない．

ことを報告した．しかし，彼らはメタ解析の対象とした研

しかし，とくに冠動脈疾患，心不全の症例では予後予測に

Inaba らがメタ解析を実施し，FMD が古典的心血管疾

究 に は デ ー タ の 片 寄 が あ り（6 つ の 研 究 で の み

Framingham リスクスコアが算出可能であった）
，さらな

診療指標として FMD を応用する妥当性は確立されておら

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である可能性

る確認が必要と述べている 59)．表 3 に各疾患における

がある．また，冠動脈造影検査実施が決定している症例に

指標としての有用性をリスクの低い症例，高い症例に分け

ある可能性がある．しかし，測定には熟練を要し，被検者

FMD と予後の関連をまとめたが，以下 FMD の予後予測
て述べる．

ついても，冠動脈疾患の存在や，重症病変の推測に有用で
には多少の負担を強いる検査方法であり，FMD 検査を実
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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表3

FMD と予後予測についての成績
対象

平均年齢

男性

追跡期間

Neunteufl T，et al．
Am J Cardiol 2000 60)

文献

胸痛を有し冠動造影検査を受
けた患者 73 名

エンドポイント

判定

51歳

52％

5年

心血管イベント

有効

Gokce N，et al．
J Am Coll Cardiol 2003 61)

末梢動脈疾患患者 199 名

67歳

82％

1.2年

心血管イベント

有効

Fathi R，et al．
J Am Coll Cardiol 2004 62)

冠動脈疾患患者 444 名

59歳

59％

2年

心血管イベント

低リスク患者：無効，
高リスク患者：有効

Brevetti G，et al．
Circulation 2003 63)

末梢動脈疾患患者 131 名

64歳

90％

1.9年

心血管イベント

有効

Karatzis EN，et al．
Am J Cardiol 2006 64)

非 ST 上昇型心筋梗塞患者
98 名

63歳

100％

2年

心血管イベント

有効

Chan SY，et al．
J Am Coll Cardiol 2003 65)

冠動脈疾患患者 152 名

84歳

56％

2.8年

心血管イベント

有効 (FMD/GTN 比）

Frick M，et al．
J Am Coll Cardiol 2005 66)

胸痛を有し冠動脈造影検査を
受けた患者 398 名

54歳

100％

3.3年

心血管イベント

無効

Patti G，et al．
Circulation 2005 67)

ステント留置を受けた冠動脈
疾患患者 136 名

63歳

81％

0.5年

再狭窄

有効

Kitta Y，et al．
J Am Coll Cardiol 2005 68)

冠動脈形成術を受けた患者
141 名

66歳

68％

0.5年

再狭窄

有効

Fischer D，et al．
Eur Heart J 2005 69)

慢性心不全患者 67 名

82歳

61％

3.9年

心血管イベント

有効

Meyer B，et al．
J Am Coll Cardiol 2005 70)

慢性心不全患者 75 名

55歳

89％

3年

複合エンドポイ
ント

有効

Shechter M，et al
Eur J Heart Fail 2009 71)

虚血性心不全患者 82 名

64歳

91％

1.2年

心血管イベント

有効

Suzuki T，et al．
Am Heart J 2008 72)

メタボリック症候群患者
819 名

67歳

43％

6.8年

心血管イベント

有効

Muiesan ML，et al．
J Hypertens 2008 73)

高血圧症患者 172 名

56歳

59％

7.9年

心血管イベント

有効

Huang AL，et al．Arterioscler
Thromb Vasc Biol 2007 74)

外科治療を受けた末梢動脈疾
患患者 267 名

66歳

74％

0.8年

心血管イベント

有効

Morimoto S, et al.
Am J Nephrol 2009 75）

末期腎臓病患者 199 名

61歳

55％

3.5年

心血管イベント．
死亡

無効

Rossi R，et al．
J Am Coll Cardiol 2008 76)

閉経後女性（無症状）2264
名

54歳

0％

3.8年

心血管イベント

有効

Shimbo D，et al．
Atherosclerosis 2007 77)

一般住民 842 名

67歳

42％

3年

心血管イベント

有効（非独立性）

Yeboah J，et al．
Circulation 2009 78)

心血管疾患を有さない症例
3026 名

61歳

50％

5年

心血管イベント

有効（非独立性）

Yeboah J，et al．
Circulation 2007 79)

65 歳以上の症例 2792 名

79歳

41％

5年

心血管イベント

有効

GTN: glycerol trinitrate.

表4

FMD の改善と予後予測についての成績
対象

平均年齢

男性

FMD の
測定間隔

追跡期間

Kitta Y, et al．
J Am Coll Cardiol 2009 83)

冠動脈疾患
患者 251 名

67歳

58％

0.5年

3年

再狭窄

有効（反復した FMD 測
定のみ）

Kitta Y，et al．
J Am Coll Cardiol 2005 68)

冠動脈形成術
を受けた患者
141 名

66歳

68％

0.5年

0.5年

再狭窄

有効（反復した FMD 測
定のみ）

Suessenbacher A，et al．
Vasc Med 2006 85)

冠動脈疾患患
者 68 名

56歳

不明

1.2年

3.7年

心血管イベント

有効（反復した FMD 測
定のみ）

Modena MG，et al．
J Am Coll Cardiol 2002 84)

閉経後女性高
血圧症患者
400 名

57歳

0％

0.5年

5.5年

心血管イベント

有効

文献
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エンドポイント

判定

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

施する症例の適応は，
個々の施設の環境（機器，
検査スタッ

るトレーニング期間と症例数は明確でない）
．

フ）を配慮して施行する．また，被検者に検査実施の目的

また多施設研究を行う際，参加技師は標準性を維持する

を説明し，十分なコンセンサスを得て実施すべきである．

ためにワークショップに参加し整合性を検証する必要も

には，その効果が現れるまでの期間をおいて測定する必要

以下の再現性が望まれる．

介入試験や治療効果判定のために FMD を測定する場合

がある．薬剤など急性効果を検討する場合には数時間〜数
日後のこともあるが，治療効果判定の場合は安定してから

ある．ベースラインの血管径描出に関しての変動係数 5 ％

トレーニングに必要な事項としては，FMD の理論・臨

床的意義の理解，検査の適応となる疾患，病態の理解，検

評価することが多く，多くの報告では，数か月〜半年後に

査装置の理解（超音波測定モード，解析ソフトの有無）
，測

検査を行い比較している．

定血管の解剖学的知識，血管径決定の方法の理解（外膜間
径測定方法，血管内腔径測定方法）
，阻血手技の理解およ

2.6

検査としてのまとめ
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，

び体得，プローブに直交した上腕動脈の描出，安静時血管

径の決定，最大径の決定，Doppler による血流測定，プロー

ブがずれた際の対応などがあげられる．

また多施設研究を行う際，参加技師は普遍性を維持する

検査手技・機器も統一されておらず，早期血管障害検査方

ためにワークショップを開催し整合性を検証する必要も

法としては一般臨床に応用するには限界がある．しかし，

ある 21，52)．

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
れており，検査の標準化，基準値の設定が課題である．
2.7

精度向上のための必要最低 FMD 実施件数
とトレーニングでの注意事項
FMD の場合，血管径 3 〜 4 mm の上腕動脈を描出し，変

化率 3 〜 10％程度の血管径の変化，すなわち変化量 0.1 〜

0.4mm をとらえて評価するため，良好な再現性が必須で
ある．そのため，JACC のガイドラインでは，検査に関わ

る技師には実地計測に先立って最低 6 か月のトレーニン

グと，
少なくとも 100 回以上の supervised scan が要求され，

継続して年 100 回以上の測定が検査の質を維持するため
に必要と述べられている

．すなわち，専任測定技師の育

21)

3.
血管内皮機能検査3：

RH-PAT

（reactive hyperemia peripheral arterial tonometry）
3.1

検査の概要と歴史的背景
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（図 8）
，その後 5 分間片腕を駆血した

あとの再灌流刺激に反応する容積脈波の経時的増加から，

成が望ましい．近年，半自動解析装置の普及，画像解像度

動脈の拡張機能を測定する検査法である 86)．基礎安静状態

の向上により，これほどの条件の必要性はないと考えられ

での指尖容積脈波に対する駆血再灌流後の容積脈波の増

る．しかし，手技的には煩雑であり，十分な先行するトレー

加を対照側の増加率で除することにより，交感神経系の影

ニングと supervised scan は必要と考えられる（推奨され

図8

響を少なくし，血管内皮由来一酸化窒素（NO）に代表さ

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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れる血管拡張因子による血管拡張機能を算出する．血流反
応性血管拡張は動脈弾性や血圧値などとは独立した指標
であり，原理的には FMD（flow mediated dilatation）と同

義であるが，測定部位が指尖動脈床と上腕動脈である点，
およびパラメータが容積脈波（3 次元情報）と動脈径（1

次元情報）である点が異なる．
3.2

測定原理（機序）
3.2.1

検査の反映する病態生理
血管内皮機能は中枢神経，生化学的因子，物理的因子な
ど，種々の因子で規定される．血流反応性血管拡張検査は
これらのうちの生理的反応性を利用して血管内皮機能異
常を検出する．すなわち，血流刺激（ずり応力〈shear

）
によって血管内皮に存在する NO 合成酵素
（eNOS）
stress〉
が活性化され，L- アルギニンから NO が合成され，生産さ

図 9 専用プローブ

血管反応に基づくものである．RH-PAT 法では，上腕駆血・

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．

れる容積脈波の増加を駆血前の容積脈波と比較すること

で除することでずり応力反応性の，NO 依存性の血管拡張

管拡張機能を評価する．NO は血管拡張の中心的役割を持

感神経の興奮に基づく血管収縮が再灌流数値に含まれる

反応も減弱することから，本法が NO を中心とした反応性

応 す る 区 間 の 拡 張 率 か ら 反 応 性 充 血 指 数（reactive

れた NO が血管平滑筋を弛緩して血管を拡張するという

再灌流により，人為的に虚血後のずり応力を与えて観察さ
で NO を代表とした血管内皮由来血管拡張因子による血

ち，eNOS 阻害剤の投与によって RH-PAT 検査の血管拡張

血管拡張を反映すると確認されている 87)．また，RH-PAT
検査結果が NO 反応性血管拡張以外の因子の影響をどの

程 度 反 映 す る か は 詳 細 に 検 証 さ れ て い な い が，

Framingham リスク因子の多くと相関を持つことから，
NO を中心とした血管内皮機能を反映した総合的な血管機

能を評価するパラメータであると考えられる

．

88)

3.2.2

測定原理，測定方法

率を求める．片側だけの測定では駆血の痛みなどによる交

可能性があるため，反対側指尖を対照において試験側と対

hyperemia index：RHI）を求め，試験側の拡張率を対照側

の拡張率で除することにより，両側性の交感神経系の影響
を最小化している．
3.2.3

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
指では測定できないこと，また，小児など指尖が極度に細
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

RH-PAT 法は，指尖を測定部位とする特殊な局所プレチ

ができないことである．また，指を過度に動かしたり過度

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

の交感神経系興奮などにより，測定区間のノイズが異常に

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

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

性を高めている（図 9）
．人為的な容積変動のない外殻と

ある．

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

3.3

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−10 mmHg 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

圧変化を脈波（トーン）として検出し，脈波の一定区間に
おける変化から血管の拡張能力を算出する．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，

22

5 分間駆血・再灌流後の容積脈波の波高を駆血前の波高
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測定の実際
3.3.1

測定条件
詳細は血管内皮機能検査 1：プレチスモグラフィの「測

定条件」
（11 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

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

仰臥位とし，
アームサポートを用いてプローブ位置（高さ）
を心臓の位置に合わせる．明るすぎる照明や大きな物音は
被検者を緊張させるので，外部音が入りにくく照度を落と
した部屋での測定が推奨される．
3.3.2

検査の実情と再現性

22 名の健常被験者を用いて 30 分，1 時間，2 時間の間隔で

RH-PAT 検査を 3 日間にわたって実施し日内変動および日差

経壁圧

変動を求め，1 時間および 2 時間間隔の検査を実施した検討

では変動係数が 16.1 〜 22.6 ％であった．同様の結果が

Kuvin ら 86），Bonetti ら

89)

によっても報告され，本検査法

の再現性が確認されている．
3.4

測定結果の解釈
3.4.1

測定精度の評価

RH-PAT 検査に使用する特殊プローブの構造は，硬外殻

と柔らかい内膜とのあいだの空気圧変動を電圧に変換し
て脈波とするものである．製造過程においてプローブ内空
気圧が正しく電圧変換されることを（ダイナミックレン

ジ≧ 5. 0 mV，圧力レンジ 0.58 〜 1.74 psi，感度 2. 5 ± 0.10

mV/psi，線形性：有効記録幅で ± 0.75 ％）確認している

ので，信号変換精度には問題がない（図 10）
．したがって，

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．
3.4.2

基準値
本検査器の自動解析では，Bonetti らの臨床試験に基づ

き RHI ＜ 1.67 を血管内皮障害存在のカットオフ値として

いる

．しかし，必ずしも上記の基準値が適当であるかど

90)

うかのデータ集積が十分でなく，今後の大規模研究により
基準値の検討が必要である．
3.5

診療への応用
3.5.1

疾患，病態の影響

Framingham 研究では RH-PAT と FMD を測定し心血管

疾患危険因子との関連を検討した．年齢，性，収縮期血圧
が FMD への大きな影響因子であったのに対し，RH-PAT

非加圧プローブ

経壁圧
指尖を均一に加圧したプローブ

図 10 ダイナミックレンジの拡大
脈圧と収集波形のコンプライアンス曲線．

た 91)．
3.5.2

付加価値

RH-PAT 検査の最大の付加価値は血管生理機能の変化

を早期にとらえ，疫学的危険因子や他の検査を合わせて考
察することにより，より詳細な心血管リスク評価が可能に

なる点であろう．Rubinshtein らの研究によると，RH-PAT

による血管内皮機能検査で得られた RHI 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 92)．この研

究では，胸痛はあるが冠動脈狭窄がなく「Framingham リ
スクスコアでは低リスク」と評価された患者において

Endo-PAT2000 を用いて測定した RH-PAT スコアを付加

することで「低リスク患者」から「高リスク患者」を有
意に抽出できることを示している．さらに「Framingham

リスクスコアで高リスク」と評価された患者からも「超

高リスクな患者集団」を有意に同定できることを示して
いる．
3.5.3

予後改善

RH-PAT によって測定した血管内皮機能検査結果をもっ

て予後改善が達成できた前向き研究は行われていない．し

たがって，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．
3.6

臨床に応用する検査としてのまとめ
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

に対しては年齢，
収縮期血圧，
心拍数，
BMI，
総コレステロー

れる．RH-PAT 検査は特殊プローブを使用することで検査

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

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

ル /HDL 比，糖尿病，喫煙が有意な影響因子となった．こ

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
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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

L

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．

脈動

4.
動脈スティフネス1：

cfPWV (carotid-femoral pulse wave velocity）
頸動脈-大腿動脈間脈波伝播速度

PWV ＝ L/T
L: 動脈長
T: 時間差

4.1

検査の概要と歴史的背景
近位動脈波

4.1.1

PWV とは

遠位動脈波

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，
脈動を 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 11）
であり，
動脈スティ

フネスを反映すると考えられている．
4.1.2

PWV の発見

18 世紀から 19 世紀にかけては物理学が発展した時代で

あり，多くの研究者によって波の伝播や反射が研究され
た．動脈管腔内における脈波の伝播特性や，脈波速度と動
脈弾性の関係も Poiseuille，Young，Weber，Korteweg ら

によって明らかにされた

．ヒトを対象にして，実際に

93）

PWV の測定が行われたのは 1922 年の Bramwell と Hill
の報告

94）

が最初である．右頸動脈と右橈骨動脈に脈圧計

図 11 PWV 測定の原理
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）．

心音と頸動脈重拍切痕（dicrotic notch）の時間差（Thc）

を大動脈弁口から頸動脈までの脈波伝播時間とし，頸動脈
方向への脈波の伝播の影響をキャンセルする方法（吉村

法）95）が考案され，hfPWV（heart femoral PWV：心臓 -

大腿動脈間 PWV）として現在も使用されている．しかし，

これらの方法は頸動脈と大腿動脈それぞれの脈波の拍動

がよく触れる場所に安定して脈波計を固定しなければな
らず，被検者の精神的な負担が問題となっていた．加えて，
測定手技の煩雑さと測定者の技術が必要となるために，日

を固定し，脈波立ち上がり時間差を求めた．動脈長は，腕

常臨床では一部で行われただけであった．このような問題

頭動脈と右総頸動脈の分岐部に相当する付近を中心に，橈

を解消するために，現在では，四肢に血圧測定カフを装着

骨動脈までの長さから頸動脈までの長さを差し引いたも

するのみで測定可能な baPWV（branchial-ankle PWV：

のを用いている．頸動脈と大腿動脈の 2 点で脈波を測定し，

上腕 - 足首間 PWV）96）や PWV と血圧から計算により血

PWV：頸動脈 - 大腿動脈間 PWV）と同じように，異なる

臓足首血管指数）97）が開発され，臨床検査としての普及に

大 動 脈 の PWV を 評 価 す る cfPWV（carotid-femoral
方向に伝播する脈波を用いている点は興味深い．この実験

により，初めて加齢とともに PWV が上昇し，動脈壁が硬
化する可能性が示された．
4.1.3

PWV の変遷

PWV は，脈動が 2 か所検出可能な動脈系のいずれの部

位でも測定可能である．原理的には同じ動脈上の 2 点間で
の脈波計測が望ましいが，それができない場合には，分岐

する動脈の一方（cfPWV では頸動脈圧波形）を近位の代
用波として扱う（図 12）
．わが国では 1970 年代に，第 II
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管指数を推定する CAVI（cardio-ankle vascular index：心

つながっている．
4.2

測定原理（機序）
4.2.1

検査の反映する病態生理

cfPWV は大動脈スティフネスの程度を知る指標として

利用される．大動脈や頸動脈などの弾性動脈は伸展性に優
れ，心臓の血液駆出によって生じる拍動性成分を緩衝する

機能を有する．しかし，動脈スティフネスが増加するとこ

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

Thc

図 12

PWV と脈波伝播時間

Tcf

Tba

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）で除して計算する（cfPWV ＝ L/Tcf）
（動脈長の推定
法は図 14 を参照）．
hfPWV は，動脈長を Tcf から第 II 心音と頸動脈重拍切痕の時間差（Thc）を引いた値で除して算出する（hfPWV ＝ L/［Tcf−Thc］）．
動脈長は第 2 肋間胸骨右縁から大腿動脈は採取部までの直線距離を 1.3 倍した長さ 93) や身長からの推定値が用いられる．
baPWV では上腕および足首で記録した動脈波の立ち上がりの時間差（Tba）を脈波伝播時間とし，「中心から足首までの動脈長」か
ら「中心から上腕までの動脈長」を引いた長さを baPWV 用の動脈長とみなしている．その値は被測定者の身長から推定される．

の機能は低下し，収縮期血圧の上昇を起こす 98）．さらに，
反射波の戻りを速め，前方波の収縮相に重なることで収縮
期血圧を上昇させる．これらの現象により，中心動脈（大
動脈および頸動脈）における収縮期血圧の増大をひき起

4.2.2

測定原理，測定方法
a. 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）

こす．また，拡張期の反射波の戻りが減少し，拡張期血圧

が末梢に向かって伝播する速度である．心臓が収縮する

が低下する．これは，とくに拡張期に血流が供給される冠

と，血液が大動脈に向かって拍出される．同時に，大動脈

動脈においては，虚血の原因になる 99）．収縮期血圧の増大

が振動を起こす．心臓の収縮エネルギーが血液の運動エネ

と拡張期血圧の低下は，両者の差である脈圧の増大をもた

ルギーと大動脈の振動エネルギーに分配され，大動脈に発

らすが，中心動脈における脈圧の増大は，cfPWV と同様

に心疾患発症リスクとなる 100, 101)．cfPWV の上昇は，ラク

ナ梗塞や腎糸球体内皮障害など細動脈レベルの障害とも
関連する．その一因として，末梢臓器における拍動性スト
レスの増大，血流の自動調節能異常などが想定されてい

る．したがって，cfPWV は末梢の血行動態にも影響する

指標である．

生した振動が末梢動脈に伝播する．

PWV は Moens と Korteweg による次式で表される 98）．
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

ΔP とΔD はそれぞれ血管内圧と内径の変化量である．

すなわち，血管壁の偏位に要する圧力が大きいほど Young

率は大きく，血管壁は硬いということになる．

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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以上から，PWV は動脈壁の硬さおよび厚さに比例し，

動脈内径および血液粘度に反比例すると考えられる．血管

距離をいかに正しく評価するかで決まる．

した場合である．動脈は末梢へ進むほど狭小化し，相対的

近位と遠位の動脈圧波形の systolic peak の差を用いて

値になる．血液粘度は，①赤血球数の増加，②血漿蛋白濃

受けるため，現在では PWV の算出には適さないことが認

内径の影響が大きく出るのは，異なる部位で PWV を測定
壁厚（動脈壁厚 / 内径比）が大きくなるため，PWV は高

脈波伝播時間に関して，
Bramwell と Hill の研究 94）では，

PWV を算出しているが，systolic peak は反射波の影響を

度の上昇，③血液水分量の減少時，に高くなるが，この変

識されている．また，大動脈弁の閉鎖によって生じる第 II

る．そのため，PWV の値の大小が持つ臨床医学的意義は

の時間差を用いて PWV を求める方法（hfPWV など）も

化が PWV に与える影響はそれほど大きくないと考えられ
動脈壁の硬さおよび厚さによるところが大きい．

加齢により，動脈中膜のエラスチンの断裂，コラーゲン
による置換，細胞外基質の増加が起こり，動脈は弾性を失
い硬くなる．さらに，内皮下では細胞外基質の増加，コラー
ゲンの増加，グリコサミノグリカンの増加，平滑筋細胞の

心音と頸動脈や上腕動脈の重拍切痕（dicrotic notch）と

あるが，このときの脈波の伝播は心収縮期であることか
ら，心拡張期に相当する脈波の立ち上がり点を用いた評価

よりも血圧の影響を受けやすいと考えられる．そのため，

脈波移動の指標は foot といわれる脈波の立ち上がり点で
評価されることが多い．foot の同定法はきわめて重要であ

肥大・増殖が起こり，内膜の肥厚が起こる．すなわち，加

り，PWV の精度に大きな影響を及ぼす．古くはマニュア

の上昇は，このような動脈壁の器質的変化を反映する．ま

や，心拡張期の脈波曲線の接線とそれに続く心収縮期の立

た，細動脈の抵抗が上昇する高血圧では，細動脈よりも近

ち上がりの脈波曲線の接線との交点（接線法）
（図 13）

位の動脈内圧が上昇し，血管壁が押し広げられ，壁緊張度

などが用いられていた．

齢により動脈壁は厚く硬くなっていく．加齢に伴う PWV

が増し，その結果 PWV は上昇する．これと同様に，一過

性の動脈圧の変化によっても PWV は変わりうる．平均動

ルによる決定が主流で，脈波の拡張期血圧に相当する部位

現在は微分法やフィルタリング処理など，コンピュータ
による自動計算が主流であり，検査者のバイアスがかかる

脈圧が上昇すれば PWV は上昇する．

ことなく foot が同定され脈波伝播時間が計算される．し

を対象にしたペースメーカを用いた研究で確認され，さら

れる立ち上がり点は異なってくる．たとえば，収縮相の最

大きくなることが，ラットを用いた動物実験で示されてい

upstroke 法では一次微分波の最高値から立ち上がり点を

心拍数の上昇によっても PWV が上昇することが，ヒト

に，PWV に対する心拍数の影響は動脈内圧が高まるほど
る

．すなわち，高血圧者ほど PWV は心拍数の変化の影

102）

響を受けやすい可能性がある．

動脈壁には血管平滑筋が存在するため，神経性因子（交

感神経活動）および液性因子（アンジオテンシン II やカ

かし，自動計算であっても，採用する方法によって同定さ

も 急 峻 な ポ イ ン ト を 立 ち 上 が り 点 と す る maximum

決定していると思われるが，この方法で得られる脈波伝播

時間は接線法で得られる脈波伝播時間と 5 〜 15％異なり，

cfPWV が高い者ほど maximum upstroke 法で得られる

cfPWV は接線法を用いた場合よりも低値を示す 106）．これ

テコラミンなど）の影響を受けるほか，血管内皮細胞由来

は遠位の動脈波形状（収縮相の傾き）が伝播の過程で変

プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン，EDHF〈 endothelium-derived

して推奨されているのが接線法，ならびに二次微分波の最

の 血 管 拡 張 物 質（NO〈nitric oxide： 一 酸 化 窒 素 〉，

形するためと考えられる．このような影響が少ない方法と

hyperpolarizing factor 〉など）や，血管収縮物質（エンド

高値を用いる方法である 107）．

ヌス）も変化を介し一過性に変化する 103, 104）．したがって，

ルタリングによる方式を採用している．これは，まず高周

セリン 1 など）などの作用により平滑筋の緊張性（トー

PWV は動脈壁の器質的硬化と機能的硬化の総和を反映す

る指標と考えられる．この点を考慮すると，弾性動脈が主
体である cfPWV に比べて，より多くの血管平滑筋で構成

される四肢の筋性動脈を含んでいる baPWV のほうが，血

圧の影響を受けやすいと考えられる．実際，血圧との相関
は cfPWV よりも baPWV のほうが強い 105）．

b. cfPWV の測定方法

PWV は動脈上の近位および遠位の 2 点間の距離と，そ

の間を伝わる脈波の伝播時間から計測されるシンプルな
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後述の form PWV/ABI（オムロンコーリン社）はフィ

波ノイズの除去を目的としてサンプリングした動脈波形

5 〜 30 Hz のパスフィ
に 50Hz のフィルターをかけたあと，

ルターを通す．これにより，脈波の立ち上がりの特徴点を
同定することができる．
脈波伝播時間を，立ち上がり点を同定せずに算出する方

法もある．これは，cross-correlation 法と呼ばれるもので，

近位側と遠位側の脈波の脈圧が等しくなるように補正し
たうえで，2 つの波形の立ち上がり部分どうしの相関係数

を求める．時間を少しずつずらしていき，相関係数が最も

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

接線法

みられる場合（5 拍 / 分）には再測定が望まれる．

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
一次微分法

MRI（磁
脈とのあいだの長さを用いる必要がある．しかし，

気共鳴画像）などの手法を除くと，非侵襲的に大動脈長を

測定する方法はなく，簡便性の点から，布製メジャーを用
いた体表面での長さ測定が一般に用いられる．その際の大
動脈長の推定法としては，①「総頸動脈および大腿動脈波

記録部位間の直線距離」と，②「胸骨上端 - 大腿動脈波記
二次微分法

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先行研究が多い．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

（図 14）
．
差し引いた長さを用いたものもある 108）

欧州高血圧学会（ESH）および欧州心臓病学会（ESC）

が共同で出した高血圧管理ガイドライン 109）には，心血管

疾患の予後に影響するサブクリニカルな臓器障害に①の
図 13

動脈波の立ち上がり点の検出法

方法を用いた cfPWV の値（12 m/sec〈その後 10 m/sec に

接線法（上段）では，心拡張期の脈波曲線の接線とそれに続く心
収縮期の立ち上がりの脈波曲線の接線の交点を用いる．脈波の収
縮相の一次微分波の最大点や二次微分波の最大点を立ち上がり点
とする方式もある 106, 107）．

Asmar の PWV に関する著書 110）のなかで，
されていないが，

高くなるのに要した時間を伝播時間とする．この方法は，

の関係を変えるほどの要因にはならないことが指摘され

播時間の計測に適している．一方，脈波の伝播に伴い波形

cfPWV と高血圧などの心血管疾患リスク，さらには心疾

2 つの脈波の形状が近似している比較的短い区間の脈波伝

修正〉
）が示されている．ここで①を推奨する理由は明記

距離測定を 2 部位にすると測定誤差が 2 倍になることと，
すべてのケースで同程度に含まれる誤差であれば個体間

ている．さらに，ガイドライン策定の基盤となっている

の形状が変化していくため，離れた部位での評価には適し

患発症や予後，死亡率などに関する先行研究が，①の方法

ていない．

を採用していることが関係していると思われる．一方，米

脈波の記録については，観血的方法として，カテーテル

の先にトランスデューサーをつけて離れた 2 か所の動脈
内圧を記録する方法が，また非観血的方法として，2 つの

国や英国の疫学研究では②の方法を用いた報告も少なく
ない 111-113)．
心臓カテーテル検査中に実際の動脈長と伝播時間を測

センサー（applanation tonometry センサー，光電脈波セン

定し，cfPWV を算出した報告 114）では，上行大動脈 - 大動

く触れる箇所に固定し，脈波を記録する方法がある．1 本

cfPWV とよく一致することが示されている．しかし，上

サー，容積脈波センサーなど）を体表面の動脈の拍動がよ

脈 分 岐 間 の PWV は， ② の 方 法 を 用 い て 計 算 さ れ る

の applanation tonometry センサーを 1 つだけ使用する方

行大動脈 - 大動脈分岐間の PWV は，より PWV が遅いと

波を記録する．
その後，
心電図の R 波をタイミングマーカー

れる総腸骨動脈を含んでいないので，総頸動脈 - 大腿動脈

法もある．心電図を記録しながら異なる 2 か所で順番に脈

考えられる上行大動脈を含み，より PWV が速いと考えら

とし，2 つの「R 波から脈波の立ち上がりまでの時間差」

間の PWV よりも低値である可能性は否めない．

（AtCor 社）
がこの方式を使っているが，
いる．SphygmoCor

この値と最も誤差が小さくなる体表面での動脈長測定法

なるので，心拍数のゆらぎに注意する必要がある．たとえ

共同研究グループ（The Reference Values for Arterial

の差を求め，2 点間の脈波立ち上がりの時間差とみなして

厳密には異なる心拍動から生じた脈波を見ていることに
ば，2 つの測定部位における脈波記録中の心拍数に乖離が

MRI で動脈長を測定し cfPWV を得た場合，
これに対し，

は③の方法であることが示されている 115）．ヨーロッパの

Stiffness Collaboration）は，頸動脈 - 大腿動脈の直線距
循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013

27

循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2011-2012 年度合同研究班報告）

car

car

car
ssn

ssn

図 14

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．

離が MRI を用いて実測した動脈長に比べ 20％程度長いと

（頸動脈−大腿動脈間距離）
いう研究 114，115）の結果を踏まえ，

× 0.8 を cfPWV の脈波伝播距離として採用し，さらに脈

4.2.3

測定装置
欧米とは異なり，わが国の PWV 測定は baPWV が主流

波の立ち上がり点の同定法も標準化したうえで，16000 人

である．測定装置としては form PWV/ABI（オムロンコー

．動脈長の推定法の変更に伴い，2007 年に出

．これに
（2011 年時点，オムロンコーリン社の調査による）

障害の基準値（12 m/sec）109）は 10 m/sec に変更されてい

CAVI の測定装置 VaSera（フクダ電子社）で，およそ

を超えるデータから，年齢，血圧別の cfPWV の基準値を

報告した

116）

された ESH/ESC 高血圧管理ガイドラインで示された臓器
る

．現時点で，米国で同様の取り組みはなく，学術論文

117）

リン社）が販売台数およそ 12000 台で最も普及している

続くのが，血圧の影響が少ない動脈スティフネス指標

10000 台となっている．どちらも標準装備では cfPWV を

で採用されている動脈長の測定法は，研究者および使用し

測定できないが，オプションのセンサーを取り付けること

ている測定機器によって異なっているようである．現行の

で測定が可能になる（図 15）
．

動脈長測定法の優劣についてはさまざまな意見があるが，
重要な点は，大動脈長の測定法が異なれば計算される

cfPWV の値は大きく異なるということである．たとえば，

同じ脈波伝播時間であっても，②の方法で得られる

cfPWV は①の方法で得られる PWV よりも約 30％低値と

なる 108）．したがって，患者のフォローアップではいつも
同じ動脈長測定法を用いるとともに，先行研究のデータを

含め，他の施設で測定された 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．

波形の取り込み時間は 1 回の測定で約 30 秒であり，後

述する測定条件である「最低 1 呼吸周期（5 〜 6 秒）以上

のサンプリング」を十分満たすものである．また，心音セ
ンサーが標準装備されていることから，大動脈弁口の閉鎖

によって生じる第 II 心音と頸動脈重拍切痕の時間差を使っ

て，頸動脈方向への脈波の伝播をキャンセルする大動脈基
部 - 大腿動脈間の PWV（hfPWV）を測定することもでき

る．

（ ALAM Medical 社）
そのほかには，
フランスの Complior

やオーストラリアの SphygmoCor（AtCor 社）があり，ど

ちらも国内販売台数 100 〜 200 台程度となっている．form
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要がある．そのため，計測が煩雑であるとともに，測定者
の計測スキルが必要になる．また，頸部および大腿部を検
査するという患者の精神的負担も問題となる．
4.3

測定の実際
4.3.1

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
の非侵襲的動脈機能検査ワーキンググルー
血圧学会
（ESH）

プが策定した日常診療における cfPWV の測定に関する最
図 15

applanation tonometry センサー

新の合意文書（consensus document）117）では，適切な測

form PWV/ABI（オムロンコーリン社）にオプションで装備され
る頸動脈用センサー（右上）と大腿動脈用センサー（右下）．
左は SphygmoCor（AtCor 社）に装備されているペンシルタイ
プの applanation tonometry センサー．

定条件として以下の項目があげられている．

PWV/ABI と同様，2 つの圧電センサーを頸部および大腿

い．

から一般的伝達関数を用いて大動脈圧を推定する装置だ

にする．

能になる．ここで用いられる装備は，1 本のペンシルタイ

こは控える．

部に圧着固定する．SphygmoCor は本来は橈骨動脈圧波形
が，オプションのソフトウェアにより cfPWV の測定が可

プの applanation tonometry センサー（図 15）と心電図（標

準肢誘導）である．applanation tonometry センサーを使用
し，頸動脈ならびに大腿動脈の安定した動脈圧波形を

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
④日内変動があるので，反復測定する際は，時刻を同じ
⑤原則として測定前 3 時間は，食事，カフェイン，たば
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

15 〜 20 秒程度ずつ順番に記録する．この間，同時記録し

望ましい．そこで，装置の装着時に目的や方法について簡

から脈波の立ち上がりまでの時間差」の差を求め，2 点間

⑨最低 2 回測定し，0.5 m/sec 以上誤差がある場合には

た心電図の R 波をタイミングマーカーとし，2 つの「R 波

の脈波立ち上がりの時間差とみなしている．
4.2.4

検査の問題点
動脈壁の組成は部位によって異なる 98）．上行大動脈や大
動脈弓では弾性成分が多く，下行大動脈から腹部大動脈に
かけては結合組織が徐々に増す．したがって，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 は上昇する．さらに，大動脈分岐を超えると弾性動
脈から筋性動脈へと変わるので，PWV はいっそう上昇す

る．cfPWV は頸動脈方向への逆行成分を差し引いた評価

値であるため，下行大動脈 - 大腿動脈の PWV を評価して

いる可能性がある．したがって，大動脈スティフネスの部

単に説明し，リラックスさせる．
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，PWV の測定方法は血圧

測定のように一般的によく知られているものではないの
で，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，applanation

tonometry センサーを圧着する．十分な拍動が記録できる

位特異性を評価することはできないし，ウインドケッセル

場合にはゴムバンドを使用し，センサーを固定する（患者

機能と密接に関連すると考えられる最も伸展性に富んだ

の鼠径部への接触はできる限り避ける）
．頸部を強く圧迫

上行大動脈を除外している可能性がある．

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

がよく触れる場所に脈波計を安定させ固定し計測する必

動脈の圧波形を同時記録する場合には，センサーを取り付

cfPWV を測定するには，頸動脈および大腿動脈の拍動

るので注意が必要である．2 つのセンサーで頸動脈と大腿
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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．圧波形の記録が終了し
たら，できるだけすみやかに頸動脈センサーによる圧迫を

とは別に，cfPWV の測定精度は動脈長および脈波伝播時
間の測定精度に依存する．動脈長については，人の手によ

緩める，などの配慮が必要である．

る測定である以上，多少の測定誤差は避けられない．その

ている場合，その器具を首から外すと，測定を繰り返す場

動脈の距離を差し引いた値を用いる方法では，長さの測定

合に再度センサーの固定を行う必要があるので，固定具は

回数が増えるので，それに伴い測定誤差も増える可能性は

form PWV/ABI のようにバネを使った固定用器具を使っ

外さずバネによる圧迫だけを緩める．

意味では，胸骨上窩 - 大腿動脈の距離から胸骨上窩 - 総頸

否定できない．しかし，cfPWV とカテーテルを使用し，大

最低 2 回測定し，安定した値（測定値の差が 5 ％未満を

動脈中の 2 点間で脈波の伝播速度を測定した大動脈 PWV

定値が大きく異なっている場合には，追加測定を行う．同

いる 114）．巻尺で体表面の隆起に沿わせて測定する報告も

時に血圧を測定していれば，血圧も安定していることを確

あるが，腹部や乳房のふくらみが測定誤差となりうる．わ

．繰り返し測定を推奨する理由としては，
近似した値 118））

サー間の距離を測るためのノギスが付属されていた．頸動

目安）を示した 2 回の平均値を PWV 値とする．2 回の測

認する（目安として測定値の差がおよそ 5 mmHg 未満の

頸動脈および大腿動脈の安定した脈波記録が難しく，測定
者の技術や被検者の体動などによって容易に波形が乱れ，
被検者内での高い再現性が保障できないことによる．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．
4.3.2

標準的測定法の有無，適応（除外対象）

とのあいだには良好な相関関係があることが確認されて

が国の初期の cfPWV 検査装置（フクダ電子社）にはセン

脈 - 大腿動脈間の水平距離，あるいはその 8 割の長さ 117），
というようにすれば，動脈長の測定誤差は最小限にできる

かもしれない．
より正確な脈波の立ち上がり検出のためには，ノイズが
少なく，かつ脈波の振幅が大きい波形の記録が不可欠であ

る．そのためには applanation tonometry センサーを動脈
上に垂直に当てることが必要であるが，SphygmoCor が採

cfPWV は動脈長の計測距離の定義や脈波立ち上がり点

用しているようなペンシルタイプの applanation tonometry

点では課題がある．たとえば，cfPWV の計測距離を総頸

技術が必要になる．四肢にカフを巻くだけの baPWV や

腿動脈の距離から胸骨上窩 - 総頸動脈の距離を引いた値を

定者の熟練した技術が不可欠である．頸動脈方向への伝播

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

動脈と大腿動脈の直線距離と考えた場合と，胸骨上窩 - 大

cfPWV の値は 30 ％も異なる
用いる場合とでは，

．また，

108）

脈波立ち上がり点の同定法として，接線法を用いた場合と

maximum upstroke 法を用いた場合とでは，脈波伝播時間

が 5 〜 15 ％異なる

．そのため，cfPWV では，このよう

106）

な機種間の差異（立ち上がり点検出アルゴリズムの差異）
をいかに補正し，標準的測定法を確立するかが課題とな
る．その点において，動脈長と脈波の立ち上がり点の決定
方法を統一化（先行研究をもとに補正）し，年齢，血圧別

センサー（図 15）でそれを行うには，測定者の熟練した

CAVI の測定に比べれば，良好な動脈圧波形の記録には測

の影響をキャンセルするために第 II 心音 - 頸動脈重拍切
痕の時間差を差し引く方法である hfPWV では，時間差を

2 か所で計算する必要があることから，測定誤差も 2 倍に

なると考えられる．それ以上に，心音は動脈圧波形よりも
ノイズの影響を受けやすいので，誤差が生じやすい．

cfPWV 測定のなかで最も普及している，①総頸動脈お

よび大腿動脈波記録部位間の直線距離と，②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

の cfPWV の基準値を報告したヨーロッパの共同研究グ

位間距離を差し引いた長さを用いた測定法での再現性を

は，cfPWV による大動脈

測定の誤差はマニュアル計測で平均 0.01 m/sec（11.13 ±

ル ー プ（The Reference Values for Arterial Stiffness

Collaboration）の取り組み

116）

スティフネス評価の新たな一歩といえる．

心房細動など不整脈の症例では測定精度が低下する．ま
た，左室収縮能障害症例では測定値が低値となると考えら
れる

．

119）

4.3.3

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

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

30

る．動脈長の測定法や脈波立ち上がり点の同定法の統一化
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以下に記す．①に関しては，同一被検者における繰り返し

2.77 vs 11.03 ± 2.54 m/sec）
，
Complior
（Artech Medical 社）

（10.96 ± 2.69 vs 10.77 ± 2.39
の自動計算で平均 0.19 m/sec

m/sec）であった．2 名の測定者間における再現性につい
ては，マニュアル計測で平均 0.15m/sec（11.13 ± 2.77 vs

，Complior の自動計算で平均 0.16 m/
10.98 ± 2.54 m/sec）

sec（10.96 ± 2.69 vs 10.80 ± 2.39 m/sec）であった 120）．
脈波の立ち上がりをマニュアルで計算した場合も，装置の

アルゴリズムによる自動計算の場合も，測定誤差は 2 ％未

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

満であり，良好な再現性を有しているといえる．②の方法
でも，被検者 50 名を対象に実施した測定者間の再現性の

cfPWV が増大することが報告されており，背景には炎症

による末梢血管拡張機能（内皮機能）の低下の関与が推

検証において，r ＝ 0.972 という良好な成績が得られてい

察されている．

示されているが，測定者の熟練した技術のうえに成り立っ

が，その効果は投与薬剤によって異なる 133)．とくに，レニ

る 113）．どちらも，臨床上問題のない再現性を有することが

ている成績であることを付しておく．

降圧薬治療に伴い cfPWV が改善するという報告が多い

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 134）．

4.4

4.5.2

測定結果の解釈

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

4.4.1

測定値の評価

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

PWV を正確に評価するためには，下記の条項を確認す

となる 135，136）．

①不整脈の有無を確認する．心房細動では，PWV の評

血管疾患の発症，脳心血管疾患死亡，および全死亡と関連

る必要がある．

価は不正確．その他の不整脈でも多発していると PWV の

評価は困難なことが多い．

cfPWV の上昇が，古典的リスク因子とは独立して脳心

することが多くの研究によって明らかにされている 117, 112,
（表 5）
．また，最近のメタ解析（分析さ

126, 128, 129, 133, 137-153）

②脊柱の湾曲や腹部大動脈の湾曲が進んでいると，体表
面で測定した場合の大動脈長は過小評価される．これによ

追跡期間平均 7.7 年，
対象者数 15877 人）
れた縦断研究 17，
では，cfPWV を三分位で比較すると，cfPWV が高ま

154）

り PWV は過小評価される．

ると指数関数的にすべてのクリニカルイベント（脳心血管

不正確となる．年齢や血圧から予想される値よりも PWV

クが増大することが示唆されている．また，cfPWV が高

③総頸動脈や腸骨動脈などに狭窄がある場合は PWV は

が低値の場合には，狭窄の有無を確認すべきである．可能
であれば四肢の血圧の差異を評価する．
4.4.2

基準値
（頸動脈−大腿動脈間距離）
× 0.8 が cfPWV の脈波伝播

疾患の発症，脳心血管疾患死亡，および全死亡）の相対リス

い群の心疾患の発症，心疾患死亡，全死亡の相対リスクは，

最も cfPWV が低い群に対してそれぞれ 2.26 倍，2.02 倍，

1.90 倍であった．また，cfPWV が 1 m/sec 増大すると，心

疾患の発症，心疾患死亡，全死亡の相対リスクがそれぞれ

14 ％，15 ％，15 ％増大することが示された（年齢，性，古

距離としては妥当と判断された．2010 年に，16000 人を超

典的リスク因子の影響を補正後の値）
．

化して，年齢，血圧別の cfPWV の基準値が初めて報告さ

フネスは心疾患イベント，心疾患死亡，全死亡の強力な予

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
れ

，このエビデンスをもとに，臓器障害指標としての

116）

cfPWV 値は 10 m/sec と決定された 117）．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．
4.5

測指標となるといえる．加えて，ベースラインの心疾患リ
スクが高い者ほど，この予測能が高いことも示されている
．他の指標との有用性の比較に関しては，cfPWV が AI

154）

155）
（augmentation index：増大係数）
，
頸動脈 IMT
（intima-media

thickness：内膜中膜複合体厚）156），頸動脈超音波検査で
測定した頸動脈 distensibility129）よりも予後予測に有用で

診療への応用

あるという報告がある．一方，同じ Rotterdam 研究でも冠

4.5.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）
高血圧 121, 122），糖尿病 123），CKD（慢性腎臓病）124），メタ

ボリック症候群

cfPWV で評価される大動脈スティ
これらをまとめると，

で cfPWV は高値を示す．冠動脈疾患

125）

や脳梗塞を有する患者でも cfPWV は高値となる 126-129）．
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

動脈疾患発症予測には cfPWV よりも CT による冠動脈石
灰化評価のほうが有用とする報告もある 151）．
4.5.3

治療効果の反映

cfPWV は，運動 157-160），降圧薬 134, 161），スタチン系薬剤

，
持続陽圧呼吸 165）で改善することが報告されている．

162-164）

室駆出率が低下していない場合に比べて cfPWV は低値を

末期腎症患者に対する ACE 阻害薬投与により，血圧の変

などの疾患においても

認されている 152）．これは左室後負荷や冠循環と関連する

示す 119）．睡眠時無呼吸症候群 130），慢性閉塞性肺疾患 131），
全身性エリテマトーデス

132）

化と独立して cfPWV が低下し，予後が改善することが確

循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013

31

循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2011-2012 年度合同研究班報告）

表5

cfPWV による予後予測
文献

対象

年齢
（歳）

男性
比率
（％）

追跡
期間
（年）

動脈長

aortic PWV in
m/sec
(mean ± SD)

カットオフ値
など

エンドポイント

調整項目

AA - FA

11.1 ± 3.1

>12.0 m/sec
(upper tertile)

全死亡
心血管死亡

年齢，拡張期血圧，性，
喫煙，心拍数

5.7

CCA - FA

11.5 ± 3.5

>12.3 m/sec
(upper tertile)

心血管事故

Framinghamリスクス
コア

60

10.7

sternoclavicular
notch - AA
bifurcation

11.6 ± 3.8

3.8 m/sec increase

全死亡

年齢，収縮期血圧，性，
糖尿病

61

100

8.2

吉村法

8.3 ± 1.2

>9.9 m/sec
(upper quartile)

全死亡
心血管死亡

年齢，FPG，脈圧，
BMI，HDL-c，TG，喫煙，
心電図異常

高血圧患者
(n =1980)

50

65.5

9.3

CCA - FA

11.5 ± 3.4

5 m/sec increase

全死亡
心血管死亡

年齢，CVD歴，糖尿病，
HR

MattaceRaso FU, et al.
2006129)

一般住民
(n =2835)

71.7

39

4.0〜
9.0

CCA - FA

13.3 ± 2.9

男性：>14.6 m/sec
女性：>14.2 m/sec
(age-specific upper
tertile)

心血管死亡
心血管事故

年齢，性，平均的脈圧，
脈圧，心拍数，ABI

Meaume S, et al.
2001142)

高齢者(>70歳)
(n =141)

87.1

27

2.5

CCA - FA

14.2 ± 3.1

>17.7 m/sec
(upper decile)

心血管死亡

収縮期血圧，平均的脈
圧，CVD歴

Mitchell GF,
et al. 2010155)

一般住民
( n = 2232)

63

42

7.8

(SSN - FA)−
(SSN - CCA)

9.3 (7.8〜11.8)
median
(interquartile
range)

>9.3 m/sec (median)

心血管事故

年齢，性，収縮期血圧，
TC，HDL-c

Shoji T，et al.
2001143)

ESRD患者
(n =265)

55.4

41

5.3

second intercostal sternal
edge - FA

8.6 ± 2.2

>8.2 m/sec (median)

全死亡
心血管死亡

年齢，性，喫煙，CRP，
Ht，BMI，糖尿病，透析

Shokawa T，
et al. 2005144)

ハワイ在住
JapaneseAmerican
(n =492)

63.7

44.7

10

CCA - FA

9.7 ± 1.9

>9.9 m/sec (optimal
cutoff by ROC curve)

全死亡
心血管死亡

年齢，性，収縮期血圧，
糖尿病

Sutton-Tyrrell K，
et al. 2005145)

一般高齢者
(n =2488)

73.7

48

4.6

CCA - FA

9.0 ± 3.9

男性：>8.4 m/sec
女性：>7.9 m/secs
(age-specific
median)

全死亡
心血管死亡
心血管事故

年齢，性，人種，収縮期
血圧，CVD，クレア
チニン，TC，心拍数，
ABI<0.90

Terai M，et al.
2008146)

高血圧患者
(n =676)

62

55

4.8

(CCA - FA)−
(SSN - CCA)

9.0 ± 0.6

>8.8 m/sec (median)

全死亡
心血管事故

年齢，性，喫煙，糖尿病，
高脂血症

40〜70

52

9.4

CCA - FA

11.3 ± 3.4

>13.1 m/sec
(upper quintile)

心血管死亡
心血管事故

年齢，性，BMI，平均的
脈圧，喫煙，アルコー
ル摂取

Blacher J, et al.
1999137)

ESRD患者
(n =241)

51.5

61

6

Boutouyrie P,
et al. 2002126)

高血圧患者
(n =1045)

51

65

Cruickshank K，
et al. 2002138)

糖尿病患者
(n =394)

60

Inoue N，et al.
2009139)

一般男性
(n =3960)

Laurent S，et al.
2001140)

Willum-Hansen T， 一般住民
et al. 2006148)
(n =1678)

Wang K，et al.
2010147)

一般住民
(n =1272)

52

53

15

not reported

男性: 9.5 ± 2.3
女性: 9.5 ± 2.5

男性: 2.3 m/sec
increase
女性: 2.5 m/sec
increase

全死亡
心血管死亡

なし

Verbeke F，et al.
2011149)

腎移植患者
(n =512)

イベント
無: 51.5
有: 60.8

イベント
無: 54
有: 79

5

(CCA - FA) ×
0.8

イベント無: 9.2
イベント有: 11.2

2.7 m/sec increase

心血管死亡
心血管事故

年齢，性，CRP

Laurent S，
et al. 2003128)

高血圧患者
(n =1715)

51

59

7.9

CCA - FA

12.4± 4.0

4.0 m/sec increase

致死的脳卒中

年齢，喫煙

Maldonado J，
et al. 2011141)

一般住民
(n =2200)

46

59

1.8

CCA - FA

10.05± 2.03

>12.30 m/sec
(upper 95th
percentile)

心血管死亡
心血管事故

性，年齢，BMI，平均的
脈圧，高血圧，MACE家
族歴

Verbeke F，et al.
2011150)

透析患者
(n =1084)

イベント
無: 59.2
有: 68.1

イベント
無: 59
有: 62

2

(CCA - FA)−
(SSN - CCA)

イベント無: 9.5
イベント有: 11.8

cfPWV よりも CT に
よる冠動脈石灰化評
価のほうが有効

冠動脈疾患

Kavousi M，
et al. 2012151)

一般住民
(n =5933)

69.1

40.6

6.8

CCA - FA

12.6

（有効性確認できず）

冠動脈疾患

Guerin AP，et al.
2001152)

ESRD患者
(n =150)

52

61

5.6

(CCA - FA)−
(SSN - CCA)

降圧治療による
cfPWV の変化と予後
が関連

全死亡
心血管死亡

Zoungas S，
et al. 2007153)

ESRD患者
(n =207)

55

67.6

3.6

(SSN - FA)−
(SSN - CCA)

>9.9 m/sec
(カットオフ)

心血管死亡
心血管事故

SD 3.5

年齢，性，BMI，収縮期
血圧，高血圧治療，TC，
HDL-c，脂質異常症治
療薬，喫煙，糖尿病

年齢，性，拡張期血圧，
糖尿病，CVD歴，TC，
喫煙，頸動脈IMT

AA：腹部大動脈，ABI：足関節上腕血圧比，BMI ：肥満指数，CCA：総頸動脈，CRP：C 反応性蛋白，CVD：心血管疾患，ESRD：末期腎不全，
FA：大腿動脈，FPG ：空腹時血漿ブドウ糖，HDL-c：HDL コレステロール，HR：心拍数，Ht：ヘマトクリット，IMT：内膜中膜複合体厚，
MACE ：主要有害心血管イベント，ROC ： receiver operator characteristic，SSN：胸骨上端，TC：総コレステロール，TG：トリグリセリド．
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大動脈スティフネスが ACE 阻害薬の投与によって改善さ

れ，
予後の改善につながった可能性がある．
高血圧，
糖尿病，

脂質代謝異常，中等度慢性腎症などの患者における報告は

を最小限にするために，すみやかな脈波センサーの装着が
できるよう反復練習が必要である．トレーニングに必要な

経験症例数のコンセンサスはないが，Sigrist ら 166）は，検
査経験者のガイドのもと，上記修得項目の講義を含んだ週

今のところない．

2 回 3 時間のトレーニングを 6 週間実施すると良好な再現

4.5.4

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

性で PWV が測定可能となると報告している．form PWV/

ABI で cfPWV を測定する場合には，脈波センサーの押圧

が適切かどうか，脈波センサーが動脈に適切に当たってい
るかどうかを判定するガイド機能があるので，それらを確
認しながら反復練習し，すみやかかつ適切な脈波の測定が

できるようにする．また，肥満者や首が細い者，さらには
拍動が弱い者などでは，脈波の記録が非常に難しいので，
そのようなケースにも十分対応できるよう，さまざまな被

波形解析精度の問題から baPWV の測定は推奨できない．

検者で事前にトレーニングすることが望ましい．また，熟

と予後との関連が証明されている疾患では，必要に応じた

につながる．

心血管疾患リスク指標としての付加価値や指標の改善

測定が重要である．こうした症例では，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いる 158, 164, 165）．し
たがって，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．一方，一般住民では年次健診に合わせ
て年 1 回のフォローアップを推奨する意見があるが，適切

な測定間隔を推奨する根拠はなく，今後の検討が必要であ
る．

5.
動脈スティフネス2：

baPWV（brachial-ankle pulse wave velocity)
上腕-足首間脈波伝播速度
5.1

検査の概要と歴史的背景
5.1.1

4.6

検査の反映する病態生理

臨床に応用する検査としてのまとめ

a. PWV の測定原理

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 cfPWV が大動脈スティフネ
ス評価のゴールドスタンダードとして認知されている

練者の監督下でトレーニングすることも，測定技術の向上

99,

．しかし，測定の煩雑さと，測定者の熟練した技術を要

154）

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．
4.7

精度の高い検査実施のために必要な
トレーニング
以下の項目について習得する．
①検査の病態生理の理解．
②検査装置の理解．
③検査の適応となる疾患，病態の理解．
④検査手技．
とくに重要なのは検査手技である．被検者にかかる負担

「cfPWV」の項（24 ㌻）を参照．

b. baPWV の測定方法

動脈の近位側（A 点）と遠位側（B 点）に脈波を計測

するトランスデューサーを置くと，AB 間の PWV ＝ DAB/
．ここで，TAB は A から B ま
TAB で求められる（図 16a）

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，

．
16b）

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 ＝ DAB/TAB ＝
（D AB）
（
/ T OB−T OA）＝ DAB（
/ TOB
− TOÁ）＝ DAB/TÁB となる 167）．cfPWV，baPWV 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 17）
．逆に，代用脈波が真の脈波に比べ速い
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真の脈波伝播時間
過小評価
脈波 A

脈波 A

脈波 A

脈波 B

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
過大評価
時間

図 17 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

A

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

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 16

PWV の測定方法

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（図 19）
．本装置では，すでに述べたように上腕の脈波
を起点として，足首の脈波の伝播時間差を計算し，身長の

と（Á）
，反対の現象が起こる．

一次式で算出された距離をこの脈波伝播時間で割ること

ている cfPWV でも，アルゴリズムが 10 種類以上存在す

法は，phase velocity 法による 168）．動脈脈波はいくつかの

して，それぞれのアルゴリズムに基づく推定距離を比較す

を周波数ごとに分解すると，低周波では変動が大きく不安

らに，体表面上の距離の計測は誤差が入りやすいし，肥満

wave front の速度とほぼ等しいことが証明されている．そ

脈波伝播の距離計算については，全世界で広く使用され

る 117）．MRI で評価した動脈長をゴールドスタンダードと

ると，−29 ％から＋ 26 ％と大きくばらついている 117）．さ
者では体表面が盛り上がるため，非肥満者より距離が長く
推定される可能性がある．

baPWV では，脈波伝播距離を身長の一次関数で表現す

で求める．脈波の立ち上がり点（foot と呼ばれる）の同定

サイン波の合成波として表現される．この動脈脈波の速度

定であるが，2 Hz を超える波では，その速度は安定し，
こで，form PWV/ABI では，上腕と足首の脈波を 1200 Hz

でサンプリングし，50 Hz のフィルターにかけて高周波ノ
イズを除去し，その後，5 Hz のフィルターを通し，速度の

ることで，計測誤差を最小化し，普遍性を確保している．

安定した高周波成分を抽出する 169）．このように処理する

体表面上，
［大動脈起始部に相当する胸鎖関節（中心）〜

と，頸，上腕，足首，いずれの脈波も，脈波の立ち上がり点

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 18）
．
［中心〜上腕までの距離］

（b）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，b，c，d はそれぞれ，身長の一次関数で表現されるこ

（a）＝
とから（図 18）
，［上腕〜足首間の脈波伝播距離］

と大動脈切痕で大きな変曲点を形成する（図 20）
．ここで，

心電図の R 波に近い，脈波の立ち上がりに相当する変曲

点を foot として脈波伝播時間が計算される．
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．これまでの報告では，baPWV と cfPWV を同時

c× 1.3 ＋ d − b ＝ 0.603 × 身長＋ 13.7 cm で近似される．

計測すると，前者は後者に比べて 30 〜 50 ％程度大きい値

の程度，真の動脈長と相関するかを検討した基礎的研究は

動脈径の小さい下肢血管の脈波伝播特性をおもに反映す

体表面上の計測に比べ，煩雑さはないが，この推定値がど

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．

をとることが示されている 105, 170）．この絶対値の大きさは，
ることが一因となっている．その他にも，
「baPWV の測定

方法」
（33 ㌻）で述べたように，代用する脈波が真の脈波

より速度が遅い場合は，遠位側脈波との時間差が短縮し，
脈波伝播時間が過小評価されることによる．すなわち，

baPWV が過大な値を呈する理由の一つは，心臓から上腕
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上腕カフ中央

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 18

baPWV の距離計算の方法

に向かう脈波速度が仮定より遅いことに起因する可能性
がある．もう一つの可能性として，心臓 - 上腕間の距離を

過小評価している可能性である．図 18 に示されるように

＝ c× 1.3 ＋ d − b であるから，
［上腕 - 足首脈波伝播距離］

b が過小評価されていると，脈波伝播距離が過大評価され，
PWV は大きな値を呈することになる．一方，cfPWV では
MRI による動脈長との比較から，伝播距離を従来の値（頸

動脈 - 大腿動脈の直線距離）の 8 割と修正した

．

117）

baPWV の伝播距離の妥当性を検証した研究はなく，基礎

的検証が現在進行中である．

5.2

測定の実際
5.2.1

測定条件
（29 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．

117）

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
相違，脈波伝播時間の変動はない．

PAD（末梢動脈疾患）や心房細動など，不整脈の症例で

は精度が低下する 172）．また，cfPWV 同様に左室収縮能障

害症例では測定値が低値となる 119）．大動脈弁狭窄症や閉
塞性動脈硬化症でも，しばしば低値となる．
5.2.3

妥当性，精度，再現性

baPWV は大動脈と下肢動脈の双方の硬さを反映するも

のであるから，本来，大動脈 PWV とは異なるものを意味

するはずである．しかし，その臨床的意義を検証する過程

では，cf PWV と同様に予後予測能が確立されている．

図 19

form PWV/ABI による baPWV の測定

cfPWV との相関は，
2 つの研究で一致して r ＝ 0.76 であっ
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頸動脈波

5.3

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 173）．

①心電図：不整脈の有無を確認する．心房細動があれば，

PWV の評価は不正確である．その他の不整脈も多発

していると PWV の評価は困難なことが多い．

上腕脈波

②左右差：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．上肢の血圧に左右差があることはまれな

らずあり，15 mmHg 以上の左右差があれば低いほう
の上肢に狭窄が存在する可能性がある 174）．

form PWV/ABI では，右上肢を起点に下肢の baPWV を

計測するので，右上肢が左より 15 mmHg 以上低値であれ

ば，baPWV 計測の起点を左に変更している．ABI が 0.90

以下の場合は，
下肢循環不全の可能性が高い．ABI が 0.91〜

左足首脈波

0.99 でも下肢循環不全を合併することがなく，下肢の脈

波形情報を参考に，妥当性を判断する．上肢や下肢の動脈
狭窄が疑われたら，同部位の脈波の形状をみる．循環不全
のある部位では，脈波の立ち上がりが鈍化し，脈波の振幅

が低下する．下肢の循環不全がある場合は baPWV の臨床

評価は不可能である．両側の上肢に循環不全が疑われる場

合も（頻度はきわめて少ないが）評価は難しい．以上のよ
図 20

た

うに，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．cfPWV 測定においても，

脈波の foot の同定法

．したがって baPWV の 58 ％が cfPWV 成分で説明

170）

されうる．また，カテーテルマノメータを使った直接法に
より観血的に測定された大動脈 PWV と baPWV の相関は

良好（ r＝0.87，p ＜ 0.01）と報告されている 96）．

不整脈はもちろん，総頸動脈や腸骨動脈などに狭窄がない
かどうかを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り，

baPWV を同一計測者で測定日を変えたときの相関，な

基準値設定にはこうした因子の影響を考慮する必要があ

それぞれ r＝0.98，r＝0.87 であり，cfPWV の値（それぞ

スク因子非保有者）での年齢別，血圧レベル別のノモグラ

らびに同一時刻に計測者を変えたときの相関を調べると，
れ r＝0.935 と r＝0.890）と遜色のない値であった

．

96）

る．そのため，cfPWV116）と同様に健常者（心血管疾患リ

ムが考案されている 175）．血圧レベルにみた年齢依存性，年

baPWV の計測者内変動，計測者間変動はそれぞれ 3.8 〜

齢別にみた血圧依存性は両者できわめて類似している．

上問題のない再現性を有している．

tension/European Society of Cardiology：ESH/ESC の高

10.0 ％ 96, 170），3.6 〜 8.4 ％ 96, 170）と報告されており，臨床

cfPWV では，2007 年の European Society of Hyper-

血圧診療ガイドライン 109) で，2 つの論文 140, 148）をもとに

12 m/sec を臓器障害の指標と定めたが，この基準値は

（31 ㌻）で述べたように，近年，10 m/sec に変
「cfPWV」

更され 116），baPWV の臓器障害指標としての値（cfPWV

の 10 m/sec に相当）は，後述する追跡調査の報告 75, 177-183）
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（
「リスク評価における価値」
）や，わが国の代表的疫学研
究である久山町研究の結果

183)

を考慮すると，基準値の目

安として 1800 cm/sec が妥当と考えられる．ただし，高齢

5.4.2

リスク評価における価値

baPWV の上昇は，高血圧発症 185），腎機能障害進展 204）

者では，とくに障害がなくても高値であり，検討課題であ

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

る．基準値を高く設定すると高リスク症例の判別に偽陰性

予測指標となる．

が多く，低めに設定すると偽陽性が多くなる．今後，

一般住民を対象とした，高島町研究 181），香北町研究 179）

Framingham リスクスコアのように他のリスク指標と組み

では，1700 cm/sec，1963 cm/sec でそれぞれ総死亡，脳心

baPWV は Framingham リスクスコアと良好な相関を示

町研究では，baPWV と脳心血管疾患発症の関係は連続的

で亢進するだけでなく，心血管リスクの総和を反映する指

危険度は 1.3 倍となった 205）．未治療高血圧患者を対象と

リスクスコアの中等度リスクに相当し

を調整してなお脳心血管疾患発症リスクが増加した 206）．し

合わせてリスク評価する形式が必要と考えられる．

す 105, 184）．したがって，baPWV は，個々の動脈硬化リスク

標と考えられる．baPWV ＝ 1400 cm/sec は Framingham

，高血圧発症の

184）

リスクも上昇することから 185），生活習慣改善が推奨され
る心血管リスクレベルとみることができる．

血管疾患死亡が有意に増加することが示されている．久山

で，baPWV の 20 ％上昇により，脳心血管疾患発症の相対

した J-TOPP 研究では，1763 cm/sec で，古典的危険因子

たがって，一般住民や臓器合併症の少ない高血圧症では，

baPWV は cfPWV と同様，脳心血管疾患発症の独立した危
険因子となる可能性がある．透析患者 75），急性冠症候群

5.4

，冠動脈疾患を有する糖尿病患者 180），心不全 207）などの

178）

診療への応用

高リスク集団でも予後予測能が報告されており，リスクが

5.4.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）

baPWV を上昇させる心血管疾患危険因子として，加齢
，高血圧

186）

，糖尿病

175）

，脈拍数

187）

が報告されている．

186）

高血圧 188）や糖尿病 189）では，臓器障害の程度とも良好な
関連を示す．また，閉経前の年齢層では，女性は男性に比
べ低く 186），女性では閉経後，有意に上昇する 190）．さらに，
メタボリック症候群

や慢性腎臓病

191）

でも baPWV が

192）

増大する閾値はそれぞれ，1800 〜 1960 cm/sec（ABI 0.90

以下を除く）
，
1800 cm/sec，
1730 cm/sec，
1750 cm/sec であっ

た．メタ解析でも baPWV は独立した予後予測指標である

ことが示されており，1 m/sec の上昇に伴い心血管疾患発

（本論文では baPWV を
症が 12 ％増加するとしている 208）

brachial-ankle elasticity index と表現している）
．

一方，糖尿病患者を後ろ向きに検討した報告では，

baPWV に Framingham リスクスコアを超える予後予測能

上昇する．睡眠時無呼吸症候群では，他の危険因子を調整

は 見 い 出 せ な か っ た と の 報 告 209） や， 透 析 患 者 で も

．baPWV でなく cfPWV については高コ

もある．これら 3 つの報告では，ABI による除外基準を設

してなお baPWV が高値であり 193），持続陽圧呼吸療法に

より低下する

194）

レステロール血症での有意な上昇が報告されている

195，

．日本人一般住民での検討では総コレステロールと

196）

baPWV の有意な関連は確認できていない

．一方，中

186, 197）

性脂肪と baPWV のあいだにも一貫した関係は認められ

ず

，日本人では脂質異常症における baPWV の疾患

186, 198）

特異性は低いと考えられる．しかし，スタチン系薬剤が脂
質異常症を含むさまざまな病態で baPWV を低下させる

ことが報告されている 199, 200）．いずれも小規模人数を対象
とした臨床研究であり，大規模研究が必要である．

定していない（表 6）
．透析患者による報告をみると 75，
，ABI による除外基準を設定すると予後予測能がみら

177）

れ，設定しないと予後予測能はなくなる傾向がある．高リ
スク患者では下肢の動脈硬化により baPWV は cfPWV に

比べ臓器障害を過小評価する可能性が指摘されている 212）．

baPWV と予後との関連を議論するにあたっては「測定値

の評価」
（36 ㌻）で述べたように，baPWV が評価に値す

るか否かの確認が重要であることを示している．
5.4.3

冠動脈造影検査が実施された症例では，冠動脈狭窄合併

の有無と baPWV は関連することが報告されている

baPWV に予後予測能を見い出せなかった 210，211）との報告

．

201）

末期腎不全では，baPWV は上昇し，動脈硬化度（大動

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

脈石灰化，頸動脈内膜中膜肥厚）202）や心機能 203）とも関

善することが報告されている 194, 200, 213-215）．治療介入によ

連するが，閉塞性動脈硬化症の合併率が高いので，その評

る変化と予後が相関することを示したデータは少ない．

に行う必要がある．

血管疾患の発症，死亡の関係をみた追跡研究が 1 つ報告さ

価においては ABI や下肢動脈波形を確認したうえで慎重

baPWV では，冠動脈疾患患者で，治療介入後の変化と心
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表6

baPWV による予後予測
文献

対象

Kitahara T，et al．
2005177)

維持透析患者
785 名

Tomiyama H，
et al．2005178)

急性冠症候群患者
215 名

Morimoto S，et al．
200975)

平均年齢

平均追跡期間

60歳

33.8 か月

記載なし

26 か月

透析患者
199 名

61歳

43.2 か月

Meguro T，et al．
2009 207)

心不全患者
72 名

68歳

14 か月

Miyano I，et al．
2010179)

高齢一般住民
530 名

76歳

3年

記載なし

25.4 か月

男性 61歳
女性 57歳

6.5 年

冠動脈疾患合併糖
Nakamura M，et al．
尿病患者
180)
2010
191 名

エンドポイントと発症数

ABI による
除外基準の設定

判定

総死亡：131
心血管死亡：85

なしの場合

いずれも無効

ありの場合

いずれも有効

心血管イベント：18

あり

有効

総死亡：24
心血管死亡：10

あり

無効
有効

心不全による再入院：17
心臓死：9

なし

いずれも有効

総死亡：30
心血管死亡：10

あり

いずれも有効

複合心血管イベント：59

あり

有効

総死亡：59

なし

有効

Turin TC，et al．
2010181)

一般住民
2480 名

Kato A，et al．
2010210)

維持透析患者
194 名

64歳

39 か月

総死亡：39
心血管イベント：39

なし

いずれも無効

Tanaka M，et al．
2011 211)

維持透析患者
445 名

63歳

43 か月

心血管イベント：206
心血管死亡：36

なし

いずれも無効

Yoshida M，et al．
2012209)

糖尿病患者
783 名

記載なし

5.4 年

心血管イベント：85

なし

無効

60歳

3年

心血管イベント：24

あり

有効

60歳

7.1 年

心血管イベント：126

あり

有効

本態性高血圧症患
Munakata M，et al．
者
2012182)
662 名
Ninomiya T，et al．
2013183)

一般住民
2916 名

れている 216）．161 名の冠動脈疾患患者を平均 3.5 年追跡

したところ，治療介入後に baPWV が低下しなかった群で
は低下した群に比べ，心血管疾患の発症と死亡リスクが約

4 倍高かった．

また，代替エンドポイントによる検討が 2 つ報告されて

5.5

臨床に応用する検査としてのまとめ
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，本法は弾性・筋性動脈両者のスティフネスを反映す

いる．高血圧患者では降圧治療 6 か月後の baPWV の変化

る指標となっていること，cfPWV と比較して明らかに高

群では低下しなかった群に比べ，尿微量アルブミンの低下

あることなどの課題が残っている．

と尿微量アルブミンの変化が相関し，baPWV が低下した

度が大であった 217）．糖尿病を伴う高血圧患者の冠動脈疾

患患者でステント挿入後の内膜増殖の程度と baPWV を，

テルミサルタンとバルサルタンで比較した無作為化比較
試験では，テルミサルタンでバルサルタンに比べ，治療介

入後の新生内膜増殖が小さく，baPWV も有意に低かった
．これらの結果は介入による baPWV の変化が予後と相

値となることから，動脈長の推定式の精度の検証が必要で
5.6

精度の高い検査実施のためのトレーニング
cfPWV の「測定条件」
（29 ㌻）で述べた正しい計測を

するためには，正しいセッティングが必要である．具体的

218）

な方法は以下のとおりである．

関する可能性を示唆する．

①正しいカフの装着：足首にカフを巻く際は，膝を立てす

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」
（33 ㌻）参照．

ぎない．膝を立てすぎるとふくらはぎの筋肉が収縮
し，測定時に脚を伸ばした際にカフが緩む傾向があ
る．カフが緩いと血圧が高めに出る．そこで，足首に
カフを巻く際は，脚を中程度屈曲させた状態で，ぴっ
たりと巻くのがよい．

② R 波の描出：form PWV/ABI では，心電図の R 波の直
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後にくる脈波の変曲点を foot と認識する．
したがって，

R 波の波高が低いと正しく認識できなくなることがあ

る．R 波が低い場合，左腕の電極を左足の甲に付ける
と I 誘導から II 誘導となり，多くの場合，十分な波高

その有用性については，動脈硬化性疾患で高値，冠動脈
危険因子，さらにはそれら危険因子の悪化，あるいは治療
との相関関係などにて確認されつつある．
6.2

の R 波が得られる．

測定原理（機序）

③心音の描出：大動脈弁疾患は baPWV や ABI 値に影響

を与えることがあり，心音図はその確認の参考となる

6.2.1

CAVI 測定とその原理

ことがある．form PWV/ABI では，心音記録のマイク

ロフォンの位置を第 4 肋間胸骨左縁としているが，こ

CAVI は，大動脈起始部から下肢，足首までの動脈全体

の場所でよく記録できなければ，心音がよく検出でき

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

る場所を探す必要がある．

いことである．

以上のセッティングは熟練した計測者に指導を受けれ

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

ば，それほど多数例を経験しなくても計測できるようにな
る．むしろ，熟練した指導者のもとで講習などを経験する

スパラメータ β である 97）．

スティフネスパラメータβ

ことが望ましいと思われる．

（Ps/Pd）
［
/（Ds−Dd）/Dd］
＝ln

6.

（Ps：収縮期血圧，Pd：拡張期血圧，Ds：収縮期血圧時の

動脈スティフネス3：

CAVI（cardio-ankle vascular index）
心臓足首血管指数

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

6.1

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

検査の概要と歴史的背景
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 血管弾性を血圧値で
補正していることである．その原理は，後述するスティフ
ネスパラメータ β であり，もとのスティフネスパラメー

タ β は動脈局所のスティフネスを示すが，CAVI は長さ

と考えられる．それを可能にしたのは，Bramwell-Hill の

式で，血管径変化は PWV の 2 乗に関係するという原理で
ある（ただし，この原理は中枢から末梢に向かって血管径

が変わらないという仮定のもとで成り立つ）
．

PWV2＝
（ΔP/ρ）
・
（V/ΔV）

のある血管に適用したものである．

血液密度）

の診断と治療に役立てようとした過去約 100 年の歴史が

2）が求められる．

CAVI が生まれた背景には，血管弾性能をみて動脈硬化

あり，PWV（pulse wave velocity：脈波伝播速度）がまず

提示され，前述したようないくつかの計測部位，あるいは

方法の異なる PWV が提示されて，それぞれの臨床研究が
なされ，血管機能を測ることの意義が確立されたといって

よい．

長谷川らは cfPWV について，拡張期血圧を 80 mmHg

にした場合の補正係数を求め，これで測定時の血圧に影響
なく，血管弾性能を計測できる方法を提示した．しかし測
定が安定しないことや，補正係数が個々の血管で異なるな
どの問題があり，必ずしも普及しなかった

219, 220）

．

このような過程を経て，
スティフネスパラメータ β の血

管径変化は脈波速度と関係するとの Bramwell-Hill の式か

ら求められることに着目し，これに基づいて計測器の開発

が試みられ，
わが国で初めて提示されたのが CAVI である．

・・・・・・・・
（式1）

（ΔP：脈圧，V：血管容量，ΔV：血管容量の変化，ρ：
（2ΔD）
である＊から，
（式 1）から（式
ここで，V/ΔV＝D/

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，
これを用いて図 21 のような CAVI の式とした．
: V/ΔV＝D/（2ΔD）とする理由
血管を長さが L で血管径が D の円柱にたとえると，その
＊

容積は

V＝πL（D/2）2
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図 21

CAVI の原理

（Shirai K, et al. 200697) より改変）

出する．

円柱の容積変化は，ΔV/V であり，

｛πL
［（D+ΔD）/2］−πL
（D/2）｝
/πL（D/2）
ΔV/V ＝
2

2

2

＝
［D +2DΔD＋ΔD −D ］/ D
2

2

2

2

2

時間（tb）と，上腕の脈波の立ち上がりと足首の脈波の立

2
＝
（2DΔD）
/D＋
（ΔD/D）

2
以上から，
（ΔD/D）
は（2ΔD）
/D に比較してきわめて小

さいので無視する．

ち上がりの時間差（tba）を足し合わせて求める．
6.2.2

CAVI の測定方法

（2ΔD）
/D
ΔV/V＝

なお，大動脈から末梢までを三角錐と見立てると円柱の

（ΔD/D）が無視できることに
体積に 1/3 をかけるので，
2

変わりはない．

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

最終的には

CAVI＝［
a（2ρ/ΔP）
×ln
（Ps/Pd）
PWV ］
＋b
2

（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

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

骨動脈（tab）とし，この前者 tb́ の代わりに，第 II 心音か

ら上腕動脈脈波切痕までの tb を計測し，T ＝ tb ＋ tab を
求めている．

実際には，血管長 L を，胸骨右縁第 2 肋間から対側の鼠

径部動脈までの直線距離を 1.3 倍した長さを L1，鼠径部

ることから，大動脈弁から大腿動脈までは，胸骨右縁第 II

動脈から膝までを L2，膝から踝までを L3 と計測し，L ＝

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

をかけて求める方法の 2 つがある．VaSera では，立ち上が

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

40

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

＝
（2DΔD＋ΔD ）
/D
2

脈波が伝播する時間（T）は，大動脈の長さを大動脈弁
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り点の同定には接線（tangent）法を採用している．

実際の VaSera での CAVI 計測順番は，まず脈波を計測

する．その際に，上腕と足首のカフが 30 mmHg に加圧さ

る．本来，局所の口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（また，計測するポイントが多く誤差が大

れた状態で脈波が計測される．それで，脈波の立ち上がり

きくなることが懸念される）
．これに対して Takaki らは，

さらに切痕の波形が不明瞭な場合，計測器は警告を発する

stiffness index と良好な相関を示し妥当としている 223）．し

や，切痕が不明瞭な場合 50 mmHg の加圧が使われている．

ので，カフの巻き直しなどをする．あるいは，肘と足首に
枕を用いてカフがベッドから浮いていることを確認する．

CAVI は経食道心臓超音波検査にて評価した大動脈

（46 ㌻）で述べるが，中心血圧の重
かし，
「AI，中心血圧」
要性が認識されており，ESH/ESC2007 高血圧管理ガイド

脈波計測後に右腕と右足の血圧をオシロメトリック法で

ラインでは局所での血管拍動から局所的に動脈スティフ

測定し，引き続いて左腕と左足の血圧を測定する．まず脈

ネスを決めるよりも，脈波速度法により区域的に動脈のス

波を先に計測するのは，血圧測定時，加圧によりいったん

ティフネスを測定することが推奨されている 109）．また，大

前腕が虚血になることによる血管弾性が変化するのを避

動脈起始部から足首までは血圧に勾配があり，本来，各部

けるためである

位での血圧を積分し，その平均値を用いるべきところを，

．また，VaSera ではマンシェットを加

221）

圧し，また圧変化を感知するチューブは上下肢で同じ長さ

上腕動脈の血圧を用いていることの妥当性も問われる．こ

になっている．

の妥当性については，臨床成績や薬理学的に検証が進めら

2 か所で測定した脈波の立ち上がりの時間差を正確に計

測するために，VaSera では，立ち上がり点の同定には接線

法を採用している

．①脈波の波形の最低点から一定時

222a）

間戻ったところに A 点を決める．② A 点を通り，角度 θ

の直線 I を引く．θ は脈波波形のピークの高さの H の関

数である．③直線 I から垂線 L を立て，直線 I に沿って L

を移動し，L の脈波曲線との交点までの長さが最大になる
．
点を立ち上がり点としている 222b)（図 22）

れているが，十分なコンセンサスは得られていない．

また，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．
6.3

測定の実際
6.3.1

測定条件

6.2.3

CAVI の問題点

CAVI は，スティフネスパラメータ β の式の中の血管

径変化を脈波伝播速度と血圧変化との関連式から算出す

（29 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．
直線
ピーク

ｌ

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．
6.3.2

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

立ち上がり区分点
ボトム −128 msec

θ

図 22

L

H

器が標準的測定法となっている．

PWV 同様に PAD（末梢動脈疾患）や心房細動などの

不整脈の症例では精度が低下する．第 II 心音開始が明確

に記録できない大動脈閉鎖不全などでも測定不能である．

また，ABI が 0.90 以下の例では脈波伝播速度が低下し，

探索領域

変曲点
波形ボトム
立ち上がり点の決定方法

（山家智之，他．2009222b) より）

見かけ上，低値を示し計測値は無効である．
6.3.3

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

性は 0.06 × 年齢 +4.41 との報告がある 229）．心血管疾患

．21 名の検診受診者に 2 週間の間隔で 2 回施行した相

のリスクを持たない 20 〜 74 歳の男性 2239 名，女性 3730

による 2 つの平均誤差は 0.2 であった 225）．健常者 20 名で

歳代男性で 6.69 ± 0.70，女性で 6.57 ± 0.66，70 歳代男

97）

関係数は，r ＝ 0.93，p ＜ 0.0001 で，Bland-Altman plots

2 週間の間隔で施行した CAVI の検者間での相関係数は，
右側上腕と下肢で測定した結果では r ＝ 0.82，左側上腕と

左右平均では r ＝ 0.85
下肢で測定した結果では r ＝ 0.87，

と良好であった

．

226）

6.4

測定結果の解釈
6.4.1

名を対象に検討した研究では，10 歳ごとの CAVI は，20

性で 9.35 ± 1.00，女性で 8.71 ± 0.75，10 歳年齢が上が
ると 0.22 〜 0.66 上昇した 222a）．20 〜 79 歳の検診受診者

で健常者である 32627 名で加齢変化を調べた結果，男性
は CAVI ＝ 5.43 ＋ 0.053 × 年齢，女性は CAVI ＝ 5.34

＋ 0.049 × 年齢で，男女とも年に 0.5 の上昇を示した 221）．
b. 性差

男性は女性よりも CAVI は高く，約 5 歳高年齢を示した
．

222a）

測定値の評価

CAVI では，上腕と足首の空気容積脈波法による脈波と

図 23 に日本人 32627 名から，健常な男性 3259 名，女

性 3534 名を年齢と性別で階層化した CAVI を示す 221）．

第 II 心音の計測が重要である．呼吸器疾患や大動脈弁疾患

c. 測定時の血圧の影響

波の重拍（複）切痕の計測が良好にできるよう，カフを浮

れない．実験的には，健常者 12 名，平均年齢 47 ± 5 歳に

があると，第 II 心音の同定に誤差が生じやすい．さらに脈

かせるために枕を肘や踵の下に入れる工夫が必要である．
また不整脈があると cfPWV や form PWV/ABI と同様に

計測値に誤差が生じやすい．VaSera の測定は，5 秒間で記
録された脈波の中央値を決め，計測値のばらつきで大きく
離れている値を自動的に除外，残りの平均値を採用してい

る．そのため CAVI 値は，心拍数は 1 回の場合から 5 回以

上から得られる場合までがある．これらを念頭に入れ，計

CAVI は，理論的にその計算式から測定時血圧に影響さ

β 1 受容体選択的遮断薬のメトプロロール 80 mg 服用後に

CAVI を 1 時間ごとに計測した結果，収縮期血圧は 131.4

± 4.5mmHg から 118.3 ± 4.1 mmHg に 3 時間で低下し，

拡張期血圧は 85.3 ± 4.0 mmHg から 75.3 ± 3.0 mmHg

に低下した．心拍数は 70.25 ± 3.3 bpm から 55.92 ± 1.8

bpm に 2 時間で低下した．CAVI は 8.16 ± 0.29 から 2 時

測された値を評価し誤差の有無を見きわめる必要がある．

men：3259 名
women： 3534 名

6.4.2

基準値

CAVI は，年齢の影響を受ける指標であり，図 23 のよ

うに年齢とともに CAVI は上昇する．各年齢の平均値から

その 1 SD 以上高値を示す症例では動脈スティフネスの増
いくつかの断面研究にて心血管疾患合併症例で CAVI

が高値を示すことが報告されている 227）．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 2

CAVI

加が推察される 221）．

つあり 228)，明確な基準値はまだ示されていない（表 7）
．
6.5

診療への応用
6.5.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）
a. 加齢の影響

40 〜 69 歳の鹿児島県での検診受診者 440 名の CAVI は，

男性で 0.08 × 年齢＋ 4.53，女性で 0.07 × 年齢＋ 4.60

であった．奄美大島で同年齢の 4523 名（男性 1853 名，女

性 2670 名）の CAVI は，男性は 0.06 × 年齢＋ 4.86，女
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歳

図 23 年齢別，性別による CAVI の成績
（Shirai K, et al. 2011221) より）
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表7

CAVI による予後予測
文献

対象

Kubota Y，et al．
2011659)

平均年齢

平均追跡期間

カットオフ値

外来患者 400 名
（心筋梗塞，PCI，
CABG は除外）

69歳

27か月

9，10

冠動脈イベント：17
脳卒中：32

有効

維持透析患者 135
名

60歳

63か月

8.0，9.9

心血管イベント：37

無効

Kato A，et al．
2012228)

エンドポイントと発症数

判定

PCI：経皮的冠動脈インターベンション，CABG：冠動脈バイパス術，ABI：足関節上腕血圧 .
6.5.2

間で 8.23 ± 0.28 へ軽度上昇，
3 時間で 8.24 ± 0.27 であっ

たが有意な変化は示さなかった．CAVI の変化量と血圧の

変化量は，収縮期血圧でΔCAVI ＝−0 .023 ＋ 0.002 ×Δ
，拡張期血圧で
収 縮 期 血 圧（ r ＝ 0.061，p ＝ 0.61）

ΔCAVI ＝ 0.005 − 0.003 ×Δ拡張期血圧（ r ＝−0.100，p

＝ 0.4044）と，相関はなかった 230）．したがって，CAVI は

実験的にも測定時血圧に影響を受けないと推測された．一

方，α 1 受容体遮断薬のドキサゾシン内服後は収縮期血圧
と拡張期血圧が下がり，CAVI も低下した．メトプロロー

ル内服では CAVI に変化がなかったことから，ドキサゾシ

ンでは末梢血管拡張が起きたために CAVI が低下したと

考えられている．麻酔時の血圧低下による CAVI の変動は
ない

．

231）

d. 測定時の心拍数の影響

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 241）．慢性透析患者において予後予測指標と
しての CAVI の有用性を検討した 2 つの追跡研究では，予

後と ABI の低下あるいは baPWV 高値とは関係したもの

の，CAVI との関係は認められていない 228）．脳心血管イベ
ントの発生率は，3 年間で CAVI 10 以上の群は 9 以下の群

に比べ有意に高かった 659）．今後さらに，従来の危険因子

に対してハードエンドポイントを予測できる付加価値の
ある報告が望まれる．
6.5.3

治療効果の反映

CAVI は，降圧治療 252），スルホニル尿素薬による糖尿病

β 1 受容体選択的遮断薬のメトプロロールを内服した例

治療 253, 254），スタチン系薬剤による脂質異常症治療 255, 256），

＋ 0.002 ×Δ心拍数（ r ＝−0.07，p ＝ 0.56）の式となり，

対象とした降圧薬投与の研究，2 型糖尿病症例を対象とし

ΔCAVI ＝−0.012
による，
心拍数の変動と CAVI の変動は，

CAVI と心拍数に相関はなかった

．

230）

e. 疾患，病態との関連

CAVI は高血圧 232,233），糖尿病 234），慢性腎臓病 235,236），脂

質異常症 237），メタボリック症候群 238），冠動脈疾患 239,240），
脳血管障害

で，高値を示した．また，睡眠時無呼吸

241，242）

症候群や肺機能障害
炎症性血管疾患

，頸動脈内膜中膜肥厚

243-245）

，心移植後の動脈スティフネス

246）

，

232,234,240）

，肥

247）

満 248），喫煙 249,250）などでも高値を示した．

高度心機能低下例では incident wave（駆出波）が小さ

イコサペント酸エチル内服 257）で低下する．高血圧症例を

たスルホニル尿素薬投与による研究，脂質異常症を対象と
したスタチン系薬剤投与の研究では，治療とともに半年程

度で CAVI 低下が報告されている．
6.5.4

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．かつ，降圧治療，糖尿
病治療，脂質異常症治療，減量治療の動脈弾性能に与える

くなり，cfPWV は心エコーでの左室駆出率が 40 ％未満と

影響を追跡する際には，変動が 3 〜 6 か月でみられる．

m/sec であり，心機能低下例で cfPWV が低下することが

値を確認する追跡研究の結果は，CAVI では 1 つのみであ

40 ％以上で比べると，それぞれ 8.85±2.77 と 10.60±2.75

報告されている

．しかし，心機能低下例と CAVI の比

119）

較では 251），高血圧例と高血圧に心筋梗塞を合併した例の

左室駆出率が平均 48 ％と 71 ％の群で，CAVI はそれぞれ

表 7 で示したように，心血管疾患リスクとしての付加価

る．検査としての有用性確立には今後のエビデンスの蓄積
が必要である．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

9.2 ± 1.4 と 8.7 ± 1.4 で両者の差はなく，CAVI は心機能

変重症度の推測に有用である可能性がある．しかし，CAVI

後負荷の指標になるとしている．

るとの根拠はない．

に影響を受けずに左室ストレインと関係があることから，

および PWV が冠動脈造影実施の可否を考慮する指標とな
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6.6

7.2

精度の高い検査実施のために必要な
トレーニングと必要症例数の提示

測定原理

VaSera による計測は自動ではあるが，計測される脈波

波形，心音図や計測値の重要性を理解して計測に臨む必要

7.2.1

病態生理
動脈壁は，血管内皮細胞および平滑筋細胞とコラーゲン

がある．すなわち，baPWV 測定と同様に，①正しいカフの

やエラスチンを中心とした膠原線維による周囲の細胞外

良好な脈波波形計測には肘や踵に適正な枕を使用して，空

構成細胞機能と細胞外基質の構成成分と量により影響を

気容積脈波法の脈波波形計測に異常が生じないかを判別

受ける．したがって，局所動脈壁の硬化度は，血管内皮細

③心音の描出が重要である．
そのため，
装着，
② R 波の描出，

基質から構成されている．局所動脈壁の弾性機能は，その

できることも要求される．また，心音にノイズが乗ってい

胞や平滑筋細胞の機能障害，細胞外基質が変化する病態に

ないこと，波形の立ち上がり点のずれがないか，左右の値

おいて変化する．局所の動脈壁硬化度の指標であるスティ

いかに注意して，異常な場合には再度測定するなどの確認

血圧，肥満，メタボリック症候群，糖尿病，冠動脈疾患，慢

が必要である．

性腎臓病，高安病などに合併した病的変化において上昇す

に差があるか，同時に計測できる ABI 値が 0.90 以下でな

熟練した指導者の下で 10 例ほど計測してトレーニング

を行い，以後は測定困難例に対する対処法がわかるように
なる必要がある．その際に測定困難例について相談できる
環境が望ましい．

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）
7.1

検査の概要と歴史的背景
スティフネスパラメータ β は，収縮期および拡張期の
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

フネスパラメータ β は，加齢，閉経などの生理的変化，高

ることが報告されている．
7.2.2

測定原理と測定方法
a. 測定原理

動脈壁における局所の血圧と血管径の伸展の変化との
関係は直線的ではなく，指数関数関係を示すことから，血

管内圧変化（P/Ps：内圧比）を対数変換することにより，
血管径伸展（Ro/Rs：膨張比）とは直線関係となり，以下
の式で表現される 258）．

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

る，局所の動脈壁の固有の硬化度（硬さ）を示す指標であ

に伴う血管壁の変位幅と血圧に置換することにより，ス

る．同一局所の血管でも，血圧の変動により血管壁の伸展

ティフネスパラメータ β は以下の式で定義される．

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

影響を受けにくい指標として，Hayashi らにより提唱され

た

．臨床においては，①エコートラッキングシステムを

258）

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．従来，超音波診
断装置の特殊性などにより，限定された施設からの成績が
報告されてきたが，近年，診断装置の精度向上と普及とと
もに，その報告も徐々に増えつつある．

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）

スティフネスパラメータ β は高値であるほど血管壁が

硬化していることを示しており，血管壁の伸展性の逆数で

もある．他の血管弾性指標である伸展性 DC（distensibility

，コ
coefficiency：血圧変化に対する相対的な血管径変化）

ンプライアンス AC（arterial compliance：血圧変化にお

（pressure-strain
ける絶対的容量変化）
，
圧力歪み弾性係数 Ep

elastic modulus：伸展性の逆数）に比べて，平均血圧との

関連性が最も小さく，血圧変化量に対する変化量も小さい
ことが示されている 259)．ゆえにスティフネスパラメータ
β は，血管弾性指標のなかでも測定時の血圧変動の影響
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を受けにくく，局所の動脈壁固有の硬化度を示す指標と考
えられる．
b. 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，

7.2.3

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

血管径の変化は超音波 M モード法による測定方法あるい

とで 0.1 mm 単位での血管径の測定が可能である．しかし，

れる．超音波 M モード法では，M モードにより収縮期の最

れ，コンピュータ半自動解析にて測定が実施されるように

はエコートラッキング法を用いた超音波変位法で測定さ

大血管径および拡張期の最小血管径を計測し，前述の計算

マニュアル計測では普遍性・再現性などの問題が指摘さ

なってきた．わが国では，日立アロカメディカル社のエ

式から算出する．エコートラッキング法では，動脈壁外膜

コートラッキングシステムである eTRACKING（Echo

血管腔内の境界部からの反射波 RF（radio frequency）信

ProSound II，SSD6500，α 10）があげられる．そのほか

定できる．血管径の測定方法には，エコートラッキング法

MyLab）などが使用されている 262, 263）．こうした機器では，

や IMT（intima-medial thickness：内膜中膜複合体厚）と

号を追跡し，超音波の波長以下の精度で微小な変位幅を測

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）

260）

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

．

261）

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記載する．総頸動脈における B モー

ド法による IMT 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
る（顎を軽く上方に上げ，検査側と反対側へ少し傾斜させ
る感じがよい）
．

②高周波リニアプローブ（10 MHz プローブ）で観察可

TRACKING）を搭載した超音波診断装置（Aloka Co．Ltd．

Carotid Studio，Wall Track system，Esaote system（QAS，
従来の超音波装置に比較して，①独自のエコートラッキン

グシステムにより B モード画像で自動的かつ心拍変動に

同期した血管径変化を追跡できること，② 10 〜 13 MHz の

リニアプローブを用い，RF 信号を用いて 0.01 mm の精度
の血管径計測ができること，③サンプリングされた血管径

変化波形から集約平均化された波形解析が行われること，
などから，より高精度に血管弾性機能が評価可能である．
また，1 回のスキャンにより他の血管弾性機能指数である

Ep，AC，AI（augumentation index）
，PWVβ（スティフネ

スパラメータ β から算出される局所脈波伝播速度）も同
時に自動計算される機器もある．
7.2.4

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

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

必要である．そのためには，トラッキングゲートは内膜中

プローブを軽く当てる．静脈拍動をできるだけ避ける．

膜複合体と外膜の高輝度の境界部分にしっかり設定し，安

③総頸動脈，球部，分岐部，外頸・内頸動脈において観

定してトラッキングすることが必要である．また，体表に

察可能な範囲を長軸，短軸でスキャンし，プラーク病変，

当てたプローブからの頸動脈の圧迫により，自然な血管拍

狭窄病変有無をチェックする．

④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．

⑤長軸像にて，血管とトラッキングカーソルが直角に交

動を抑える場合があるため，トラッキングゲートがずれな
いようにプローブをしっかり固定しつつも，できる限り動
脈を圧迫しないように軽く当てることが大切である．ま
た，血圧測定は，大動脈，頸動脈，上腕動脈，大腿動脈と，

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

それぞれ測定部位により異なることから，本来スティフネ

外膜の境界部分に設定し，心拍による血管径変化を追跡

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

し，安定した波形を保存する．検査者は，トラッキングし

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

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

値で代替している点も問題点である 109）．

ことと，強く当てすぎないようにすることが大切である．
⑥上肢での収縮期および拡張期血圧を測定し，所定の画
面に入力する．
⑦集約平均化された血管径変化波形からスティフネス
パラメータ β が定義式より自動算出される．

7.3

測定の標準化（再現性と普遍化）
7.3.1

測定条件
測定時の環境条件による影響はほとんど報告されてい
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ないが，基本的には脈波速度測定と同様の設備・条件が必

（29 ㌻）参照）
．
要である．詳しくは cfPWV の「測定条件」
7.3.2

普遍性，精度，再現性
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 ％であり，頸動脈 IMT は 11.7 ％であったと

報告されている．また，同報告では，同一測定者の測定間
変動係数は，測定者間変動係数よりも良好であった 264）．

Niki らは，平均年齢 40 歳の健常者 10 例において，総頸

8.

AI（augmentation index：増大係数），
中心血圧
8.1

検査の概要と歴史的背景
中心血圧とは一般に，上行大動脈（狭義）ないし胸腹部

動脈のスティフネスパラメータ β 測定の再現性を詳細に

大動脈（広義）の血圧を指す．中心血圧は「心臓，脳，腎

検討している

臓のレベルで作動する血圧」109）を意味し，従来から広く

．7.5 MHz プロ―ブを用いたエコートラッ

265）

キングシステムを搭載した超音波診断装置（Aloka SSD‐

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．

測定時の変動係数について，同一測定時に同一測定者によ

て算出される反射波（後述）の指標である（図 24）
．中心

5500）を用いて，総頸動脈のスティフネスパラメータ β

る変動係数は 9.3 ％，同一測定者による測定間の変動係数
は 14.4 ％，同一測定時の測定者間における変動係数は

AI は，中心血圧や橈骨動脈血圧などの波形分析に基づい

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し，臓器障

16.5 ％であったと報告している 265）．

害と関連するバイオマーカーである．中心血圧や AI の増

ラメータ β 測定時の同一測定者による測定間の変動係数

る危険因子であることが知られている 267）．

Aloka Prosound α 10 を用いた頸動脈のスティフネスパ

は 3.8 ％と報告されている 266）．
7.4

測定結果の解釈
基 準 値 は 設 定 さ れ て い な い．FMD（flow mediated

dilatation：血流介在血管拡張反応）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

加は将来の動脈硬化の進展や心血管疾患の発症を促進す
血圧を非侵襲的に測定する装置を最初に考案したのは

Herisson であり（1833 年）
，その後，橈骨動脈の圧迫を利

用した脈波測定器が Vierordt，Marey，Dudgeon らによっ

てつぎつぎに発明された．1896 年，イタリアの Riva Rocci

によって上腕でのカフ圧迫法が，さらに 1905 年にはロシ

アの Korotkoff によって聴診法が相次いで発明され，以降，

上腕カフ聴診法が広く世界で普及することになる．この発

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

明以降，血圧はもっぱら上腕動脈での最大値と最小値とし

を測定する方法）で基準値は異なり，さらに較正する血圧

て表現されることが多くなり，脈波の分析はほとんど行わ

（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．また，

Palombo 263）らの検討では，個々の自動解析ソフトで算出

値に有意な差が存在することが報告されており，測定装
置，解析ソフトの確認も重要である．
7.5

診療への応用
「III．病態編」の各項に記載したが，心血管疾患危険因

れなくなっていった．

一方，動脈内での直接的な血圧測定は 1856 年 Faivre に

よってすでに行われていたが，その侵襲性のため一般に使

用されることはなかった．1941 年に心臓カテーテル法が
臨床導入されると，診断室や手術室などで直接法による血

管内圧の測定が行われるようになった．さらに，カテーテ
ル先端に取り付け可能な小型マノメータが開発され，より
精密に動脈内の圧脈波を記録することが可能となった．

1980 年 Murgo らは，この方法を用いて心疾患を有しない

子疾患，冠動脈疾患でスティフネスパラメータ β が高値

対象者で上行大動脈の血圧波形を測定し，その特徴を記述

を示すことが確認されている．しかし，現時点では心血管

した 268）．すなわち，①大動脈圧波形は変曲点を挟んで収

疾患およびその危険因子に関連した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．

縮初期と収縮後期に 2 つのピークを有すること，②大動脈
圧波形は，収縮後期ピークと変曲点のあいだの血圧差

（augmented pressure：増大圧）を大動脈脈圧で除して算

出した比に基づいて A，B，C の 3 型に分類できること（図
，③収縮後期の圧波は動脈樹内で起こる
は文献 268）参照）

反射に由来すること，を明らかにした．この発見は，脈波
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a. 中心大動脈
a. 中心大動脈

b. 橈骨動脈
b. 橈骨（上腕）動脈

pulse pressure
ampliﬁcation

図 24

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．

波形の記録が重要であることを改めて実証したと同時に，
心臓からの血液の駆出のみならず，動脈の壁特性が大動脈
の血圧波形を規定することを示唆した点で，意義が大き
い．

測定原理
8.2.1

このようななかで，体表面から非侵襲的に血圧波形を正

確に記録することができる applanation tonometry 法が開

発され

8.2

，臨床使用されるようになった

269）

．1989 年オー

270）

ストラリアの Kelly と O'Rourke らのグループは，この方
法を用いて頸動脈や橈骨動脈の血圧波形を記録し，血圧波

形が年齢依存性の変化を呈することを発見した

．また，

271）

Murgo ら 268） が 血 圧 波 形 の 分 類 に 用 い た augmented
pressure と脈圧の比を AI と名付け，これを反射波の定量

検査の反映する病態生理
病態学的見地からみて，中心血圧は上腕動脈などの末梢
動脈よりも心血管疾患の発症に密接に関連する．上行大動
脈の血圧である中心血圧は，収縮期における心臓の後負荷
を反映し，拡張期における冠動脈への血流を規定する．ま
た中心血圧は，加齢や高血圧によって加速する弾性動脈の
壁変性（大動脈の硬化）の影響を受けるとともに，大動脈
の硬化を直接的に促進する要因となる 274）．一方，上腕動

的指標として使用することを提唱した 271）．さらにこの研

脈や橈骨動脈などの筋性動脈は加齢による変性の影響を

究グループは，橈骨動脈の血圧波形から上行大動脈の血圧

受けにくい．

波形を推定するための方法（伝達関数法）を考案し

，

272）

心臓の収縮によって発生する駆出波（incident wave：

非侵襲的に中心血圧を推定する装置（SphygmoCor）を開

とも呼ばれる）
は，
投射波あるいは前向き波
〈forward wave〉

する研究が行われるようになり，中心血圧と上腕血圧の差

細動脈レベルや動脈分岐部など，インピーダンス（拍動抵

発した．その後，この装置を使用した中心血圧や AI に関

異に関するさまざまなエビデンスが蓄積された．また，こ
のほかにも中心血圧を測定するさまざまな装置が各国で
開発され，市販されている．現在，これらのエビデンスを

もとに，欧州高血圧管理ガイドライン（2007 ESH/ESC）

動脈樹を順行性に伝播したのち，おもに下半身の筋性小・
抗）が変化する場所で反射し，生じた反射波（reflected

wave：後ろ向き波〈backward wave〉とも呼ばれる）は

次いで逆行性に伝播して同じ拍動期内に心臓方向へ戻る
と考えられている 273）．したがって，中心血圧の波形は，心

，米国中心血圧測定合意文書（Central blood pressure

臓からの駆出波と，末梢で生じた反射波との合成波として

『高血圧治療ガイドライン 2009』
（日本高
document）273），

グは，柔らかな大動脈を有する若年者では拡張期となるた

109）

measurements and antihypertensive therapy：a consensus

血圧学会）118）などにおいて，中心血圧や AI の測定意義に

関する記述がなされるに至っている．

観測される．中心血圧波形上で反射波が到達するタイミン
め，反射波は冠血流を増加するように作用し，心臓・動脈

連関（ventricular-arterial coupling）が形成される 275）．

一方，大動脈が硬化し，PWV（脈波伝播速度）が上昇し
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た（動脈スティフネスの亢進した）症例では，反射波の戻
るタイミングは収縮期となり，反射波が駆出波（投射波）
，中心収縮期血圧上昇
を押し上げる結果（augmentation）

や AI 増加が生じ，中心脈圧は上昇する 111, 275)．また，反射

波の発生する部位（小細動脈）での収縮やリモデリング
によって反射係数（駆出波高に対する反射波高の割合）が

上昇する場合でも，中心収縮期血圧の上昇・AI 増加が生
じる

．

276)

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，心臓後負荷が増し，代償性心肥大をひき起こす

．

277）

また，中心拡張期血圧が低下すると冠血流が減少し，心筋

依存する．したがって，その評価にはこれらの因子の影響
をつねに考慮する必要がある．
8.2.2

測定原理，測定方法
中心血圧測定のゴールドスタンダードは，上行大動脈内
に挿入したマノメータ付きカテーテルを用いた直接法に
よる測定である．一般の健診や日常診療では，体幹の深部
にある大動脈内の血圧を直接法で測定することは困難で
あり，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，現在，臨床応用されている．

最も一般的な方法は，体表面近くを走行する動脈上で血

虚血が誘発されやすくなる．中心脈圧が上昇する大動脈硬

圧の脈波形を記録し，次いで算術的な処理を行って中心血

化や高血圧では，このような機序を介して心筋酸素需要と

圧を推定する方法である．血圧脈波は正確な記録が必要で

供給の不均衡が起こり，最終的に心不全や虚血が惹起され
ると考えられる

．一方，有効な降圧薬治療によって反

275）

射波が減じ，中心血圧低下や AI 減少が生じると，左室肥

大は退縮し

，心血管疾患の発症が抑制されることが示

278）

唆されている

．

279）

中心血圧や AI は，脳や腎臓の微小血管障害とも関連す

る 274）．これら血流が豊富で血管抵抗が低い臓器において
は，大動脈の硬化や高血圧に伴って中心血圧の拍動振幅

（中心脈圧）が増加すると，増大した拍動性の張力ストレ
スが臓器深部にまで達し，脆弱な細動脈が傷害を受けやす
くなる 275，280）．その結果，腎臓では糸球体の傷害によって
アルブミン尿が 281），また脳では穿通枝の傷害によって無
症候性ラクナ梗塞

や白質病変

282）

が生じるものと推測

283）

される．

あり，多くの場合 applanation tonometry が用いられる．

applanation tonometry で脈波を記録する部位としては，背

部が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，実地では橈骨動脈や頸動脈が用いられ

applanation tonometry には手動式や
（半）
ることが多い．
現在，

自動式の機器が開発されている．

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．この方法は 1990 年

代にオーストラリアの研究グループによって初めて開発
された 272）．その原理は，中心血圧波形の周波数成分のう

ち 90％を占める 3Hz までの低周波域では，伝達特性に個

動脈樹内で中心大動脈から末梢（上腕あるいは下肢な

体差が少ないという事実に基づく．この伝達関数を用いて

．伝導
pressure amplification（脈圧増幅）と呼ぶ（図 24）

時 287），運動時 288），Valsalva 呼吸時 289）など，さまざまな条

張期血圧がほとんど変化しないのに対して，収縮期血圧は

が確かめられて以来，一般化伝達関数（generalized

ど）の筋性動脈にかけて脈圧が増大していく現象を pulse

血管で構成されるこの動脈樹領域では，平均血圧および拡
末梢へ行くに従い次第に上昇するため，この現象がみられ
る

．脈圧増幅は一般に，中心脈圧に対する末梢脈圧の比

284)

橈骨動脈血圧から推定した中心血圧は，安静時や薬物投与

件下で，直接法で測定した上行大動脈血圧と一致すること

transfer function）として広く用いられている．一般化伝達

関数の使用に関しては，高周波数帯域（3 〜 4 Hz 以上）で

（あるいは差）として算出され，
脈圧増幅が減少するに従っ

の中心血圧波形の推定精度が不十分とする報告や 289），個

て臓器障害の重症度は強くなり，心血管予後が悪化するこ

体間で伝達関数が異なる可能性を考慮して個別化伝達関

．このことは中心脈圧が，上腕や下肢

数を使用すべきとする報告など 290），さまざまな議論があ

など末梢の脈圧とは独立した危険因子として，臓器障害と

る．しかしその一方で，
冠動脈疾患 289）や腎疾患 291）など種々

関連することを示唆する．また，脈圧増幅によって形成さ

の病態下でも一般化伝達関数の妥当性が示されるなど，そ

れる中心大動脈と下肢動脈のあいだの血圧勾配（圧較差）

の使用を支持する報告は多い．

とが示されている

285)

は，拍動性血流の産生に関与しており，脈圧増幅の減少は
血流異常の原因となる可能性も推測されている

．

281，286）

なお，AI などとして計測される脈波の波形は，動脈の物

理的特性だけでなく身長（反射点までの距離）
，性別，心
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拍数（駆出時間）
，1 回拍出量（駆出波の波形）などにも
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applanation tonometry で得られる橈骨動脈波形は，カフ

血圧計で測定した上腕血圧を用いて較正（キャリブレー

ション）する．すなわち，橈骨動脈の血圧波形は上腕動脈
と同等であることを前提に 271），カフ血圧計で測定した上

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

腕収縮期・拡張期血圧の値に基づいて，橈骨動脈の波形か

り，中心血圧を得ることができる．この方法は，特別な波

ら平均血圧を算出する．次いで，大動脈の平均血圧は橈骨

形変換を要さず，記録した波形から直接中心血圧を推定で

，較正済み橈骨動脈血

きる利点がある．しかし，頸動脈は橈骨動脈に比べて柔ら

動脈と同等であることに基づき

287）

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

かい組織で周囲を囲まれているため，適正な applanation

収縮期血圧などを求める．なお，上腕動脈と橈骨動脈のあ

を成し遂げることが難しく，また呼吸による変動の影響を

いだに有意な脈圧増幅が存在するか否かについてさまざ

受けやすいことに加えて，脈波波形の得られない上腕カフ

まな見解があり，平均血圧を算出する際に橈骨動脈と上腕

血圧に基づく平均血圧の決め方も誤差要因となる．頸動脈

動脈のいずれの波形を用いるべきかに関して議論がなさ
れている 292, 293）．
駆出波（投射波）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

AI は直接法で測定した上行大動脈の AI とよく相関する

が，その絶対値は約 1/2 であったという報告がある 299）．
d. その他の方法

以上の 3 つの方法のほかに，applanation tonometry の代

め，これを反射波による augmented pressure（増大圧）と

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

心脈圧（中心収縮期血圧と拡張期血圧の差）で除するこ

tonometry で記録した波形を移動平均法で変換し中心収縮

して計測する．中心 AI（％）は，augmented pressure を中

推 定 す る 方 法 300-302） や， 橈 骨 動 脈 か ら applanation

期血圧を推定する方法 303b）などが最近は開発されている．

とによって算出する（図 24）
．
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）
（図 24b の P2 上端）は，中心大動脈血圧波形

の収縮期最大血圧（図 24a の PP 上端）に一致すること
が経験的に知られている 294）．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．この方法は，難解な数
学的分析を要さないという利点を有し，橈骨第 2 ピークが

これらの方法を用いれば，将来的に中心血圧を自由行動
下で測定できる可能性がある．しかし，その方法論の妥当
性に関して十分な検証は未だなされておらず，臨床応用す
るにはさらなるデータの蓄積が必要である．
8.2.3

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．

識別可能な場合には有用な方法である．一般に第 2 ピーク

（図 25）
a. SphygmoCor（AtCor Medical 社）

で自動的に検出される．次いで橈骨動脈の波形を，伝達関

ある．橈骨動脈上に applanation tonometry 用の単一圧セ

の時相は，元波形を高次微分した波形を用いて記録機器内

数を用いる方法と同様に上腕カフ血圧で較正し，中心収縮

期血圧を橈骨第 2 ピーク圧として求める．この方法の妥当

性は，直接法に基づいた複数の研究によって検証されてい
る

．若年者や頻脈，血管拡張薬投与時などでまれに

295, 296）

（10％程度）橈骨第 2 ピークが検出不可能となり，中心血
圧や AI の推定が困難となる場合があるとされるが

297)

，

検出アルゴリズムの改良により検出困難な例はごく少な
くなっている．

橈骨動脈の AI（％）は一般に，駆出波による第 1 ピー

クの波高（脈圧）で第 2 ピークの波高（脈圧）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

277）

中心血圧測定装置として最も初めに開発された装置で

ンサーを内蔵するペンタイププローブ（トノメータ，

Millar 社）を手動で押し当て，最良の波形が得られる部位

で約 11 秒間の記録を行う．橈骨動脈波形は信号処理モ

ジュール装置内で自動的に一般化伝達関数により中心血
圧波形に変換される．上腕カフ血圧計で測定した上腕収縮
期血圧，拡張期血圧を入力することによって，中心収縮期

血圧や augmented pressure などを自動的に計測する．中心

AI は augmented pressure を中心脈圧で除した値（％）と

して表示する（図 25）
．

この装置では，中心血圧の最大・最小値とともに中心血
圧波形そのものを推定することができ，種々のパラメータ

る値を示すが，両者間には強い相関があり，一方から他方

を計測することが可能である．一方，トノメータが手動式

を推定することができると考えられている 298）．

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

c. 動脈波形を用いる方法

る．

最も古くから用いられてきた方法であり，頸動脈圧波形
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

この装置は，おもに欧米において広く普及している．
b. HEM-9000AI（オムロン社）（図 26）

基づく 299）．上述したように，平均血圧と拡張期血圧は上

この装置は，脈波検出用の手首巻きつけ型トノメータ

腕動脈と大動脈のあいだで同等であるという前提に従っ

（センサーユニット）
，上腕血圧測定用カフ，および血圧脈

て，頸動脈圧波形を上腕カフ血圧値で補正することによ

波解析用モジュールによって構成される．40 個の並列す
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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Operator
index

図 25

SphygmoCor による実測例

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ため

，測

277）

8.2.4

検査の問題点

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

非侵襲的に求められる中心血圧は，実測値ではなく，上

いことに特徴がある．橈骨脈波の測定とともに，オシロメ

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

トリック法により上腕血圧を測定する．得られた橈骨脈波

ある．したがって，そのもとになる血圧・脈波測定法に加

の波形を上腕血圧で較正して求めた橈骨収縮期第 2 ピー

えて，較正法や推定法の精度が問題になる 305）．

ク圧を，中心収縮期血圧とする．この装置で測定した橈骨

中心血圧や AI の非侵襲的な測定には，血圧脈波の正確

とよく一致する．また，直接法で測定した中心収縮期血圧

メトリ法では，動脈の部位を正確に同定し，動脈を完全に

とも相関することが確かめられており 304），その回帰式か

閉塞させることなく，微小な扁平部ができる程度に適切な

第 2 ピーク圧は，SphygmoCor で計測した中心収縮期血圧

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 2 脈圧（図 24b の

P2）を第 1 脈圧（図 24b の P1）で除した値（％）とし
て表示する．

この装置は，おもにわが国において広く使用されてい
る．

以上の 2 装置のほか，橈骨トノメトリに基づく PulsePen

（DiaTecne 社）303a) 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

303b）

302）
（TensioMed 社）
，
BPPlus
（Pulsecor
法に基づく Arteriograph

社）

，BPLab（Petr Telegin 社）

300）

などが中心血圧測定

301）

な記録が必要である．体表面から血圧脈波を測定するトノ

押圧を行うことが求められる．手動式トノメトリの場合，
この手技は必ずしも容易ではなく，とくに頸動脈を用いた
測定では習熟を必要とする．また肥満者では正確な血圧波
形を得がたい場合がある．
また，記録した脈波から中心血圧を推定するためにいく
つかの近似がなされていることに注意が必要である．とく
に，すべての中心血圧測定装置は，カフ聴診法で測定した
上腕血圧をゴールドスタンダードとして較正に用いて，中
心血圧を推定している．実際には，カフ法で測定した上腕
収縮期血圧は，直接法で測定した場合よりも平均して 5 〜

15 mmHg ほど低いことが知られる 306）．そのため，これら

装置として海外で開発されている．これらの装置は，従来

の測定装置で推定した中心血圧は，実際にカテーテル法で

の装置と比較して軽量化や携帯化がなされており，臨床的

測定した中心血圧より低い値を示すが，従来の高血圧診療

有益性が期待される一方で，その方法論については未だ不

の基本となっている上腕カフ血圧と比較可能な中心血圧

明な点も少なくない．したがって，これらの妥当性や有用

値として理解しておく必要がある．一方，波形自体から算

性については今後の臨床研究によってさらに検証される
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AI の SD と押圧

図 26

HEM-9000AI による実測例

を受けないため，トノメトリで正確に測定できる．
また，上腕動脈，橈骨動脈，頸動脈における平均血圧・
拡張期血圧は，中心大動脈のそれと等しいことが前提であ
るが，実際にはより末梢の動脈においてわずかながら低
く，推定には若干の誤差を生じる可能性がある．また，較
正に用いる平均血圧は，原則として波形の曲線下面積から
求める必要がある．
すべての対象者に一般化した伝達関数を適用できるか
否かについては，前述したとおりであり，妥当性に関する
さらなる検討が必要である．
8.3

測定の実際
8.3.1

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．
AI，中心血圧測定における追加事項

①脈波は最低 1 呼吸周期（5 〜 6 秒）以上記録する（2

回以上の測定が望ましい）
．

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 307），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

圧の測定と同様に，心臓と同じ高さで行う．

④較正のために必要な上腕血圧の測定は，applanation

tonometry による脈波記録と同時またはその直前ないし直

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 118）．

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．
8.3.2

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
中心血圧推定には複数の方法があるため，推定された中
心血圧を適切に評価するためには，その方法の特徴や精度

の考慮が必要である．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 271）．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
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mmHg）であるという 287）．一般化伝達関数で推定した中

心血圧の精度についてはさまざまな議論が続いてきたが
，直接法で求めた橈骨動脈血圧を較正に用いる限り，

308，309）

推定値の妥当性はほぼ受容できると考えられている 287．むしろ，中心血圧推定値の精度は，不正確な上腕カフ

289）

血圧測定に基づく較正に依存している 310)．この装置で測
定した中心血圧は，直接法に比較して収縮期で 13 mmHg

ほど低く，拡張期で 12mmHg 高いことが報告されている

名を対象とした研究によれば，この装置で測定される観察

者内および観察者間の変動係数は，橈骨動脈 AI でそれぞ

れ 4.3 ± 3.0 ％および 2.5 ± 1.7 ％，橈骨第 2 ピーク圧で
それぞれ 3.0 ± 3.4 ％および 2.9 ± 3.2 ％であり，良好な

再現性を有すると報告されている 317）．

いずれの測定装置で測定する場合でも不整脈，動脈狭
窄，大動脈弁疾患（狭窄症，閉鎖不全症）では，適切な波

．この差の要因は，較正に用いる上腕血圧がカフ聴診法

形解析が困難な場合がある．波形評価と同時に，問診，診

で測定されており，直接法による上腕血圧実測値と大きく

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

311）

異なるためであると考えられる

．しかし，上腕カフ血圧

285

で較正した場合でも，その中心血圧推定値は直接法による
実測値と高い相関を有することが示されている 312）．

この装置によって得られる中心血圧，AI の再現性は，繰

り返し検証されている．再現性の程度は，対象者の特性や
測定回数，検査者の習熟度によって異なる

．Filipovsky

313）

らは，健常者 88 人を対象とした研究において，中心血圧
の 2 回連続測定に伴う測定値の変動は収縮期で 4.9 mmHg

（4.7 ％）
，拡張期で 2.7 mmHg（3.7％）と報告し，その再

現性は上腕血圧測定とほぼ同等であることを示している
．Siebenhofer らによれば，健常者 33 人に対して 2 人の

314）

観察者が中心血圧測定を 3 回の異なる機会に行った場合
拡張期で 0.1
の観察者間較差は，
収縮期で 0.1±1.7 mmHg，

る．
8.4

測定結果の解釈
8.4.1

測定値の評価
測定された中心血圧の精度は，脈波記録の精度と，較正

に用いる上腕血圧測定の精度に依存する．一方，AI や脈圧

増幅比（図 24）は，脈波の波形だけから算出されるため，
上腕血圧測定の精度には依存しない．
脈波記録の精度は，得られた脈波の波形から評価され

る．SphygmoCor 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

± 0.7 mmHg とわずかであった 315）．また中心 AI につい

の立ち上がりの観点から定量化され，最終的に Operator

33 人を対象として 2 人の観察者がそれぞれ 2 回ずつ測定

が 80％以上の場合，得られた波形の精度は許容できるも

て Wilkinson らは，健常者や心血管リスクを有する患者
した際の観察者内較差を 0.49 ± 5.37 ％，観察者間較差を

0.23 ± 3.80 ％と報告している 313）．
b. HEM-9000AI

この装置で記録した橈骨動脈波形は，SphygmoCor で記

．一般に Operator index
index として表示される（図 25）
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 26）
．トノグラムを参考にして

録した波形とほぼ同一であることが確かめられている 316）．

センサーが橈骨動脈の中心をとらえていることを確認す

た中心収縮期血圧と強い相関（ニコランジル投与前：r ＝

applanation がなされていない可能性があり，再測定を要

本装置で測定される橈骨第 2 ピーク圧は，直接法で測定し

る．押 圧 値 が 最 高 血 圧 値 を 超 え る 場 合 は， 適 切 な

0.95，投与後：r ＝ 0.93）を示す 304）．しかし，両者のあい

する．また，1 拍ごとの波形のばらつきを AI の SD として

投与後：−12.3±8.4 mmHg）
．
この差は，
SphygmoCor
mmHg，

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

だには 12 mmHg 程度の差を認める（投与前：−11.7 ± 7.1

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

ると考えられる

．本機器で測定した橈骨第 2 ピーク圧

295）

は，SphygmoCor で推定した中心収縮期血圧と強く相関し

，
その差はきわめて小さい（0.8 ± 4.8 mmHg）
．
（ r ＝ 0.94）
直接法で実測した中
また本装置で測定した橈骨動脈 AI は，

（ニコランジル投与前：r ＝ 0.91，
心 AI と良好な相関を認め

投与後：r ＝ 0.70） ，SphygmoCor で測定した橈骨動脈
304）

AI ともよく一致する（平均較差：1 ± 9.2 ％または 1 ± 7.4
％）
．
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表示しており，この SD が 6％を超える場合は安定した波

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．異
常が疑われる場合はプローブ（センサー）位置を変えて
再測定するなどの配慮を要する．
較正に用いる上腕血圧測定の精度評価については，
『高

血圧治療ガイドライン 2009』に準じる 118）．

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

スリンによる血管拡張反応の減弱が AI の増加の原因であ

8.4.2

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

ると考えられている 323）．

脂質異常症では，中心動脈の硬化により反射波の到達時

れていない．過去の複数の研究に基づくデータでは，中心 –

間が短縮し，AI が上昇することが小規模研究で報告され

とが示されている 305）．仮に上腕収縮期血圧の正常上限値

レステロールや LDL コレステロールの AI 増加への関与

（上腕カフ血圧で較正した）中心収縮期血圧における正常

ン系薬剤は有意な AI 改善を示さなかった 325）．このように

上腕間の脈圧増幅度は平均 10 〜 15 mmHg 前後であるこ

を 140 mmHg としてこの脈圧増幅度を当てはめるならば，

上限値は 125 〜 130 mmHg であるといえる．しかし，脈圧
増幅や中心血圧は年齢や性，人種などによって大きく異な

るため

，すべての対象に対して統一した基準値を適

111，318）

用できない．したがって基準値の設定には，今後の幅広い

ている 195）．しかし，一般住民を対象とした検討では総コ

は小さい 324）．また，ASCOT-CAFE-LLA 試験ではスタチ

脂質異常症と圧脈反射異常の関連は十分明らかではない．
8.5.2

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

横断的・縦断的な観察・介入研究の結果に基づいた適切

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

かつ慎重な合意が必要である．現在市販されている機器の

標として優れている可能性を示す成績が蓄積されつつあ

多くは，中心 AI や橈骨 AI に関して年齢別・性別の正常

域を設定しているが，その使用の妥当性についても今後の
研究によってさらに検証する必要がある．

る．

大規模コホート研究である The Strong Heart Study はア

メリカ先住民における心血管疾患の有病率とその危険因
子を明らかにすることを目的に行われた研究で，中心血圧

8.5

診療への応用
8.5.1

疾患，病態との関連（検査値に影響する疾患，病態）

AI は加齢や性別の影響を受ける．加齢に伴い AI は増加

し，男性では 60 歳代，女性では 70 歳代でプラトーとなり，

の上昇が心血管イベントの強力な予測指標であることを
示した 101）．頸動脈超音波検査による IMT（内膜中膜複合

体厚）
，血管内腔面積およびプラークスコアを指標とした
動脈硬化の進行と上腕血圧および橈骨動脈トノメトリか
ら推定された中心血圧との関連について調査し，上腕動脈

における収縮期血圧と脈圧はいずれも IMT，血管内腔面

いずれの年代においても男性より女性のほうが高値を示

積，プラークスコアと有意な相関を示したが，その相関の

す 111）．

程度は上腕動脈で測定した指標よりも中心血圧指標のほ

血圧と AI は強く相関する 298）．高血圧病態に伴う末梢血管

上腕血圧ならびに中心血圧指標は，いずれも心血管イベン

高血圧患者では正常血圧者に比べて AI が高値を示し，

うが有意に密接であった．さらに，4.8 年の追跡において

抵抗の増加は，反射係数増大を介して反射波増大に寄与す

トと有意な関連がみられ，最も密接な指標は中心脈圧で

る一方，動脈伸展圧上昇に伴う動脈スティフネス増加は，

あった．

PWV を上昇させ反射圧波の到達を早め，augmentation を

イタリアで行われた正常血圧および未治療高血圧の高

増大させる．また，これらによる収縮後期の血圧上昇は，

齢者を対象にしたコホート研究においても，中心収縮期血

心臓の後負荷を増大させ，左室肥大の要因となる 277）．

圧および脈圧が心血管イベントの予測指標であったのに

肥満と AI の関係については，肥満者で AI が減少する

傾向があり

，肥満と関連する腹囲，体重，BMI は AI と

319）

有意な負の相関を示すことが報告されている 320）．内臓脂
肪蓄積による腹部血管に対する外圧の上昇によって血管
壁に対する血管内圧の上昇が相殺されるため，血管壁のス
ティフネスが減少することがその機序と推定されている
．

319）

肥満と関連性が高い閉塞性睡眠時無呼吸症候群におい

て AI は増加し，呼吸障害指数と相関しており，AI は夕方
から早朝にかけて増加を続け，中心血圧も上昇する 321）．

糖尿病でも AI の増加が報告されている 123，322）．そのお

もな機序として，動脈硬化以外にも高血糖そのものやイン

対して，上腕収縮期血圧および脈圧はこれらの予測指標で
はなかった 326）．
一般住民の正常血圧および未治療高血圧患者を対象に

10 年間追跡した台湾の大規模研究では，頸動脈で測定し

た中心収縮期血圧は心血管イベントの独立した予測指標
であった．一方，上腕収縮期血圧や脈圧は心血管イベント
の予測指標にはならなかった 327）．また，AI については

reflected wave transit time の影響を受けるため，予後予測

指標として過小評価している可能性があり，同研究を 15
年間追跡した結果では，反射距離の移動を補正した圧脈反

射解析が予後予測指標として有用であるとしている 147）．
血液透析を受けている末期腎不全患者を対象にした研
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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究においても，上腕動脈で測定した血圧指標は生命予後の
指標にならなかったのに対して，中心脈圧は生命予後の強
力かつ独立した指標であり

，AI が全死亡および心血管

328）

死亡の独立した予測指標であった

．

329）

冠動脈造影を受けた冠動脈疾患患者を対象に，観血的に

（pulsatility）
測定した中心血圧や中心脈圧 / 中心平均血圧比

て AI が全死亡および心血管死亡の予測指標であると報告
した London らの結果 329）と比較して腹膜透析や非透析患

者が含まれ，糖尿病や高血圧，降圧薬服用中の患者が多い
という違いがあった．

このように，報告の大多数が中心血圧や AI は末梢血圧

と心血管イベントの関連について検討した研究では，中心

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

り，とくに後者は強力な予測指標となった 330）．経皮的冠

（表 8）
．中心血圧や AI の非侵襲的な測定法が複数存在し，

脈圧ならびに pulsatility は心血管イベントの予測指標であ

動脈形成術を施行した冠動脈疾患患者において AI と予後
を検討した研究では，AI が全死亡，心筋梗塞，再狭窄の強

力かつ独立した予測指標であった 331）．また，冠動脈造影

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

中心血圧が頸動脈であったり，
大動脈血圧
（算出法，
直接法）

であったりと，基準となる血圧値が異なることがこれらの

原因の一つと考えられる．また，高齢者では AI の増加が

検査で 10％以上の狭窄を有した患者を 3 年間追跡観察し

プラトーとなり中心血圧と上腕血圧との差が小さくなる

10％増加すると 1.2 倍のハザード比の上昇が認められ，死

する効果が異なるため，降圧薬治療の有無や降圧薬の種類

た研究では，主要心血管イベントの発症に関して，AI が
亡に関しても 1.2 倍リスクを増大させることが示された
．

332）

こと，さらに，降圧薬の種類によって AI や中心血圧に対

も結果に影響を与えた可能性も考えられる．
8.5.3

このように，中心血圧や AI は上腕血圧と比較して心血

管イベントの予測指標として有用であるという研究が多
いなか，否定的な結果も示されている．

Framingham Heart Study や The Second Australian

National Blood Pressure Study（ANBP2）では，頸動脈で

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 279，
．減塩による効果は早期から認められ，上腕血圧と

336-339）

比較して頸動脈で測定した中心動脈での降圧の程度がよ

測定した中心血圧は心血管イベントの予測指標とはなら

り大きく AI も減少することが示されている 336, 337）．

心血管イベントの予測指標であったのに対し，中心血圧や

抗薬やレニン・アンジオテンシン（RA）系阻害薬といっ

なかった 112, 333）．Framingham Heart Study では，PWV が

各種降圧薬の中心血圧に対する効果については，Ca 拮

AI は心血管イベント予測指標とはならなかった 112）．未治

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

においても，上腕血圧は心血管イベントの予測指標であっ

れている（表 9）
．

療高血圧の高齢女性患者を対象とした研究である ANBP2

たが，
中心血圧や AI はイベントの予測指標とはならなかっ

く，β 遮断薬や利尿薬はその改善効果が弱いことが示さ

Ca 拮抗薬については大規模臨床試験である ASCOT-

．ANBP2 では中心収縮期血圧が高い少数例しか検

CAFE 試験により中心血圧の低下作用および総死亡・心

されていなかった点などが結果に影響した可能性が指摘

高血圧に加え 3 つ以上の危険因子を持つ高リスク高血圧

前述のように複数存在するが，とくにその精度が疑問視さ

（ACE 阻害薬のペリンドプリル併用）と β 遮断薬（アテ

た

333）

討されておらず，イベント数が少ないこと，降圧薬で調整
されている．また，中心血圧や AI の非侵襲的な測定法が

れている頸動脈トノメトリ波形

を評価に用いている点

305）

が，これらの否定的な結果の原因の一つと考えられる．

血管イベント抑制効果が示された．ASCOT 試験において，

患者を対象に，Ca 拮抗薬（アムロジピン）ベース治療群

ノロール）ベース治療群（利尿薬のベンドロフルメチア

ジド併用）を比較したところ，Ca 拮抗薬ベース治療群で

慢性腎不全についても AI が全死亡や心血管イベントの

総死亡および心血管イベント発生が有意に低く 340），さら

らは非糖尿病の透析患者を対象として AI と全死亡の関連

間の中心血圧と上腕血圧の変化を追跡し，Ca 拮抗薬ベー

予測指標とならなかったという報告がある 156，334）．Covic

AI は全死亡の予測指標とならなかっ
について検討したが，

た

．この研究では対象が比較的若年であることや透析

334）

期間が長期でないこと，また，重症心不全や脳卒中を除外
していたことにより一般の透析患者よりも死亡数が少な
かった可能性がある．慢性腎不全患者を対象とした

Zoungas らの研究においても AI と心血管イベントの関連
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はみられなかったが 156），血液透析中の慢性腎不全におい

循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013

に同試験のサブ解析である ASCOT-CAFE 試験では 4 年

ス治療群は低い中心血圧で推移しており，Ca 拮抗薬ベー

ス治療群の良好な予後改善効果はこの低い中心血圧に基
づくものであることが示唆された 279）．

ACE 阻害薬については REASON 研究のサブ研究にお

いて，ACE 阻害薬（ペリンドプリル）と利尿薬（インダ

パミド）の併用が，β 遮断薬（アテノロール）と比較し

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

表8

AI，中心血圧と予後予測
文献

対象

London GM，et al．
2001329)

透析中の慢性腎不全患者
180 名

平均年齢

追跡期間

エンドポイント

判定

PP

全死亡
心血管死亡

54歳

4.3年

Carotid AI

頸動脈

有効

Safar ME，et al．
2002328)

慢性腎不全患者 180 名

52歳

4.3年

Carotid
PP，PP
ampification

頸動脈

PP

全死亡
心血管死亡

有効

Chirinos JA, et al．
2005332)

男性虚血性心疾患患者
324 名

63.1歳

3.2年

Aortic PP

大動脈

PP

全死亡

有効

Weber T，et al．
2005331)

冠動脈形成術を受けた患
者 262 名

65.6歳

2年

Aortic AI

大動脈（算出）
SpygmoCor

PP，SBP

全死亡，心筋
梗塞，再狭窄

有効

Dart AM，et al．
2006333)

女性高血圧患者 484 名
ANBP2 試験参加者

72歳

4.1年

Carotid AI，
brachial BP

頸動脈

PP，SBP

心血管事故

無効

Williams B，et al．
2006279)

高血圧患者 2403 名
ASCOT-CAFE 試験

63歳

4年

Aortic PP

大動脈（算出）
SpygmoCor

PP，SBP

複合エンドポ
イント

有効

Covic A，et al．
2006334)

透析中の慢性腎不全患者
92 名

42.6歳

5.1年

Aortic AI

大動脈（算出）
SpygmoCor

PP

全死亡

無効

Roman MJ，et al．
2007101)

一般アメリカインディア
ン高リスク患者 2403 名
SHS 参加者

58歳

4.8年

Aortic PP

大動脈（算出）
SpygmoCor

PP，SBP

心血管事故

有効

Zoungas S，et al．
2007156)

慢性腎不全患者 315 名

56.6歳

3.6年

Carotid AI

頸動脈

PP

全死亡，心血
管事故

無効

Pini R，et al．
2008326)

高齢者 398 名 Dicomano
研究参加者

73歳

8年

Carotid
SBP，PP

頸動脈

PP，SBP

心血管死亡

有効

Jankowski P，
et al．2008335)

冠動脈造影実施 1109 名

57.5歳

4.5年
以上

Aortic PP

大動脈（直接法） PP

心血管事故

有効

Wang KL, et al.
2010147)

一般住民 1272 名
正常血圧者と未治療高血
圧患者

52歳

10年

Carotid SBP

大動脈（算出）
SpygmoCor

SBP

心血管死亡

有効

Mitchell GF, et al．
2010112)

一般住民 2232 名
Framingham Heart
Study 参加者

63歳

7.8年

Carotid AI，
PP

頸動脈

PP

心血管事故

無効

parameter

血圧

AI

PP：pulse pressure, AI：augmentation index, SBP：systolic blood pressure, SHS：The Strong Heart Study.

て中心収縮期血圧と脈圧を有意に低下させ，さらに左室肥
大軽減をもたらした．また，心筋重量の変化は上腕血圧よ
りも中心血圧の変化とより有意に関連していることが示
された 341）．

ARB（アンジオテンシン II 受容体拮抗薬）についても

エプロサルタンと β 遮断薬（アテノロール）を比較した

研究において，ARB 群では中心血圧および AI は有意に減

表 9 各種降圧薬と中心血圧，AI の関係
降圧薬

中心血圧

AI

Ca 拮抗薬

↓↓

↓

RA 系阻害薬

↓↓

↓

β 遮断薬

↓→

↑→

↓

↓→

利尿薬

少し，
β 遮断薬群の中心血圧の低下は ARB よりも少なく，

についてはむしろ増加する傾向がある 342）．この原因とし

ACE 阻害薬（ペリンドプリル）
，β 遮断薬（アテノロー

断薬により心拍数が低下することで AI が増加することが

AI は増加するという結果であった 342）．

，サイアザイド系利尿薬
ル）
，Ca 拮抗薬（レルカニジピン）

（ベンドロフルメチアジド）の 4 種類の降圧薬を同時に比

ては，心拍数が AI の負の規定因子であることから，β 遮

推測されている 344）．しかし，血管拡張作用を有する β 遮
断薬であるネビボロールについては AI や中心血圧を低下

較した試験では，中心血圧は ACE 阻害薬，Ca 拮抗薬，サ

させると報告されている 345）．

化が認められなかった．また，Ca 拮抗薬では AI が減少し

ネビボロールだけが AI を減少させたと報告した 346）．また，

イアザイド系利尿薬で有意に低下したが，β 遮断薬は変

たが，β 遮断薬ではむしろ増加しており，ACE 阻害薬と
サイアザイド系利尿薬は有意な変化がみられなかった

．

343）

このように，β 遮断薬は Ca 拮抗薬や RA 系阻害薬と比較

すると中心血圧の降圧薬としての有効性は低い．また，AI

Mahmud らはネビボロールとアテノロールを比較して

Kampus らの報告でもネビボロールとメトプロロールを比

較して，ネビボロール群で有意に中心血圧が低下した 345）．
この研究では AI の減少が認められなかったが，さらに長

期的に積極的な降圧治療を行えば AI が減少した可能性が
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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あると推測されている．

利尿薬による中心血圧の低下作用は Ca 拮抗薬や RA 系

阻害薬と比較すると弱く，β 遮断薬よりもやや大きい

．

333）

α 遮断薬については，Ca 拮抗薬や RA 系阻害薬と比較

管拡張作用のある Ca 拮抗薬や RA 系阻害薬などは上腕血
圧よりも中心血圧を下げるため，上腕血圧だけでは評価で

きない降圧効果を的確に評価できる可能性がある．

して中心血圧の低下作用は小さい可能性があるが，α 遮

中心血圧の現在の問題点としては，中心血圧を指標とし

断薬と中心血圧との関連を調べた研究が少なく一定の見

た治療が予後を改善するかについての大規模臨床研究が

解が示されていない 347）．

不足しているという点である．その原因としては，①非侵

つ降圧薬は末梢に比べて中心血圧の低下作用が大きく，治

値が明確でないこと，②心血管リスクの増加をもたらす

療効果を判定するうえで中心血圧の測定の必要性が高い

カットオフ値が明らかでないことがあげられる．今後の研

した．注意しなければならないことは，中心血圧の上昇と

の低下が上腕血圧の低下よりも予後を改善することを数

心血管イベントの関連の報告が増えているものの，中心血

多くの大規模介入試験によって確認する必要がある．

Ca 拮抗薬，ACE 阻害薬，ARB などの血管拡張作用を持

といえる．表 9 に各種降圧薬と中心血圧，AI の関係を示

圧を低下させることが予後を直接改善するかについては
十分確認されていないということである．降圧薬の心血管
保護効果は中心血圧の低下のみで説明されるものではな
いため，中心血圧の低下による予後改善効果を証明するた
めの大規模な臨床試験が必要である．
8.5.4

日本人において AI 測定を考慮する症例
中心血圧や AI について高血圧症例での予後予測指標と

しての有用性は，前向き研究では十分検討されていない．
しかし，Vlachopoulos らのメタ解析では中心血圧上昇に

究によりこれらの値を適切に設定するとともに，中心血圧

8.7

精度の高い検査実施のためのトレーニング
トレーニングに必要な事項は，
cfPWV の「測定条件」
（29

㌻）
と同様に，
①検査の病態生理の理解，
②検査装置の理解，
③検査の適応となる疾患，病態の理解（病的波形の理解）
，
④検査手技（測定血管の解剖学的知識，トノメトリセン
サーでの測定部位およびその押圧の適切性，明瞭な波形の

）が重要である．
描出とその連続記録〈10 心拍以上〉

機種（SphygmoCor，HEM-9000AI）により簡便性，再

現性が異なり，手動式 applanation tonometry 法である

．したがって，高血圧では中心血圧測

血圧脈波が記録できないことがある．とくに肥満者では測

267）

は中心血圧の低下と心血管疾患発症減少との有意な関連
が示されている

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

，ASCOT-CAFE 試験で

伴い心血管疾患発症が増加し
279）

定は有用である可能性が高い．現時点では基準値は確立さ
れていないが，降圧治療での変化をみることは予後予測に
有用と考えられ，必要に応じて測定することが推奨され

SphygmoCor は測定部位や押圧の不適切さにより良好な

定が困難なことが多い．そのため，SphygmoCor について
は HEM-9000AI 装置に比べてトレーニング症例も数多く

実施することが望ましい．一方，HEM-9000AI 装置では

る．また，血圧の有意な変化が認められたときは，その時

手関節の回内・回外，第一指の屈曲・伸展などで適切な測

点で測定を検討する．一方，冠動脈疾患症例の予後予測や

定部位を決定する経験が必要である．両機器ともに適切な

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．しかし，治療での中心血圧や AI の改善が病態

改善を反映するかは明確でなく今後の研究が待たれる．
8.6

臨床に応用する検査としてのまとめ
AI，中心血圧を非侵襲的に測定することが可能となり，

その測定が簡便かつ安全に行えるようになった．AI，中心

血圧が末梢の上腕血圧以上に優れた臓器障害の指標であ
るとともに強力な心血管イベントの予測指標であること
が，これまでの臨床研究から証明されてきている．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，左室肥大をはじめと

56

した臓器障害を予防するための早期介入が可能となる．血

循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013

押圧であること，明瞭な波形が記録されていることを確認
する術を体得する必要がある．
トレーニングに必要な症例数のコンセンサスはないが，

cfPWV の「精度の高い検査実施のために必要なトレーニ

ング」
（33 ㌻）で述べた Sigrist らの論文は，同時に AI も
検討しており同様に良好な再現性を確認している 166）．

9.
加速度脈波

SDPTG

（second derivative of 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．実際，診療あるいは健診に活用

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

されており，動脈硬化に関連した病態の評価，循環器疾患

9.2

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

測定原理

ある．しかし定義，機器の微分処理の統一性や公開性，エ
ビデンスの蓄積といった点でまだ不十分で，本ガイドライ

9.2.1

加速度脈波の呼称

ンで求めている記載内容について充当できない部分もあ
る．ここでは加速度脈波の発達の経緯と基本的事項につい

大動脈起始部の圧波が全身の動脈系に伝わっていき，そ
れぞれの場所における脈波が生じる．各場所における脈波

て記載する．

は血管腔の変化や反射地点からの距離によって変形され

9.1

加速度脈波発達の背景
加速度脈波の元波形である指尖容積脈波は，1970 年前

後には一般医家から専門家まで幅広く使用され，循環器疾
患の診断や治療効果の判定に用いられていた．おもに立ち

，潮浪波（収縮期
上がり点から縮期峰（収縮期第 1 成分）

ていくが，すべての脈波は，基本的には大動脈起始部圧波
を反映したものである 348, 349）．したがって，伝導していく
途中の血管に極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
指尖細動脈の容積変動を記録した指尖容積脈波，およびそ

第 2 成分）および重拍切痕（dicrotic notch）までの時間

の二次微分波である加速度脈波においても可能である 348)．

切痕を見いだすことが困難な波形も多く，これに対して関

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

と高さが計測され，種々の指標が用いられていた．しかし，

は，通常 2 sec の時定数で記録していた容積脈波を 0.01

sec の時定数で記録し，変曲点の認識に有用であることを

報告した．さらに小沢は 1974 年に時定数 0.01 sec の微分

回路を 2 つ用い，一次微分波形に加え二次微分波形も同時

に記録した．そして 1978 年に小沢は，指尖容積脈波の二

次微分波である加速度脈波のパターンと非観血的心機能
計測値である STI（systolic time interval：心収縮時間）と

の相関を検討し，加速度脈波が指尖容積脈波のパターン認
識を容易にする独特の波形を示すことを明らかにした．
その後，循環器分野では心エコー図を中心とした画像診

断の進歩が目覚ましく，さらに Doppler 法も普及すると，
脈波あるいは心音図検査は限られた施設以外ではほとん
ど記録されなくなった．指尖容積脈波も波形解析というよ

加速度といっても血流の加速を意味するのでなく，単純

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く，幾何学的な意
味での二次微分であるということを明確にするために，国

際的には SDPTG（second derivative of photoplethysmogram：
二次微分光電式指尖脈波〈加速度脈波〉
）と呼称されている
．

349)

9.2.2

加速度脈波の波形と評価方法
図 27 に示すように，圧波だけでなく指尖容積脈波でも

第 1 収縮期成分（PT 1）および第 2 収縮期成分（PT 2）がしっ
かりと認識できる 348)．とくに光電式指尖容積脈波は，皮膚

りは動脈閉塞に伴う極度の波高低下をもとにした閉塞性

の緊張や皮下組織の性状に関わらず純粋にヘモグロビン

動脈硬化症の診断に用いられる程度になった．

吸光量の変化を反映して血液容積の変動が記録できるの

しかし加速度脈波は簡便に記録でき計測も簡単である
ことから，健診センターを中心に末梢循環動態の簡便な検
査法として利用されてきた．佐野，小山内は加速度脈波の
加齢による変化および運動前後における変化を報告し，加
齢に伴う特徴的変化と運動前後での波形の若返りを報告
した．当初はアナログ微分が主体であったが，位相の遅れ
が生ずることから現在ではデジタル微分が主流となって
おり，簡便で再現性のある客観的な計測値が得られるよう

になった．さらに中心血圧や AI（augmentation index：増

大係数）との相関も良好であり，これらの検査の補塡的検
査法としても有用である

．

348）

で，脈波解析が可能である．PT 2 /PT 1 が指尖容積脈波の

AI である．加速度脈波の波形には収縮初期陽性波（a 波）
，

，収縮後期再上昇波（c 波）
，収縮後
収縮初期陰性波（b 波）

，そして拡張初期陽性波（e 波）が存在
期再下降波（d 波）

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．先述した AI の上昇と d/a の低下が有意に相関す

ることはすでに報告した 348) が，収縮初期陽性波に対して
各波形がどう対応しているのかをみることによって，波形
全体のプロポーションがわかる．

加齢に伴う変化として，30 代と 80 代の決定的な違いは，

30 代では b 波が深い（b/a は低値となる）が 80 代では b
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波が浅くなる（b/a は高値となる）ことである．一方，d 波

は 30 代では浅い（d/a は高値となる）が 80 代では深くな

．50 代では中間的な形をしている．
る（d/a は低値となる）

それでは各波高比は加齢とともにどう変化しているので

PTG

あろうか．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，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．

したがって，b/a − c/a − d/a − e/a は加齢に伴ってそれぞ

れの波形が上昇する値となる．そこで b/a − c/a − d/a − e/a
を SDPTGAI（second derivative of photoplethysmogram

SDPTG

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 28 に示すように，加齢に伴って有意に
上昇した 348)．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．

SDP-100（フクダ電子社）における計算式は

血管年齢（男）
＝43.478 × SDPTGAI ＋ 67.391

（女）
＝41.666 × SDPTGAI ＋ 61.750

（兼用）
＝43.478 × SDPTGAI ＋ 65.870

であるので，同じような周波数応答性の機器ならば，出て
きたデータを計算して間接的に求めることはできる．

血管推定年齢の算出は基本的には駆出圧波（第 1 収縮

期成分と同じ）に対する反射圧波（第 2 収縮期成分と同じ）

図 27 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．

の比率にほかならない 348)．二次微分することで元波形の
成分としての駆出圧波と反射圧波がそれぞれさらに 2 つ

当するのが a 波と b 波で，反射圧波の時相に一致するのが

c 波と d 波である．この駆出の初期成分である a 波に対す
る各波形の波高比である b/a，c/a，d/a が今まで検討されて

きた．e/a に関しても検討されてきたが，これはすでに拡
張早期の波形を反映したものと考えられる．また dicrotic

notch（重複切痕）の部分に相当するので，微分処理の仕

SDPTG aging index

ずつに分解されると考えればわかりやすい．駆出圧波に相

方でかなり変動する可能性がある．一応，10 msec の時定

Y ＝ 0.023 x − 1.515
r ＝ 0.80
p ＜ 0.001

数相当の微分においては，加齢に伴って波高が減少するこ

とが知られている．b/a に関しては初期立ち上がり波形で
ある a に対して b が深くなるほど伸展性がよいこと，ある

いは b 波が浅くなるほど血管伸展性が低下することが，

Imanaga らにより報告されている 350)．c/a に関しては見解

は得られていないが，加齢に伴ってやや減少することが報

告されている 348)．d/a に関しては基本的には駆出圧波に対

する反射圧波の割合を反映した指標と考えられており，AI
との相関もきわめて良好である 348)．

脈波から求めた血管推定年齢は，器質的な血管壁硬化と
機能的血管壁緊張の両者の影響を受けて変化する．器質的
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歳

図 28 加齢と SDPTG aging index の関係
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. 1998 348) より）

おり，血管年齢を維持するときには，この点に十分注意す
る必要がある 348)．

身長が伸び続けている年齢までは，SDPTG の値は AI

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

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

て起こる機能的な血管壁緊張による血管の硬さも含んで

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
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多くなり，
AI および SDPTGAI の上昇が起こる 351)．
したがっ

て加齢に伴う変化としての血管推定年齢が使えるのは，18
歳以上であると認識しておく必要がある 348，351)．

血管拡張薬投与前後の加速度脈波には特徴的な変化が

みられる．投与後に d 波が浅くなるのは血管拡張薬投与に
よる反射波の減少を反映した変化である．これを用いて血

管拡張薬の効果判定が可能である

．

れ，baPWV との関連 359) も報告された．さらに冠動脈疾患

症例の危険因子の評価として 360)，漢方治療の効果判定

，PC6（Neiguan）の効果判定 361)，中年男性のリスク評

352)

価 362)，モニタリングならびに血管硬化の指標としての利
用 363)，バス運転手の鉛被曝の評価 364)，口腔疾患症例の動
小児における特徴 366) が報告されている．
脈硬化の指標 365)，
最近ではベニバナ種子の動脈スティフネスの改善効果 367)，

348)

精神的負担のある職業者における変化の検討 368)，麻酔導

9.2.3

測定機器について

入における有用性 369) が報告されている．

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

9.4.2

acceleration plethysmogram

APG については，波形パターンの認識の論文 370，371) が

最初で，その後，血管拡張薬の効果判定 372)，鉛被曝との関

ていたアナログ式加速度脈波計において 10 msec の時定

連 373)，Raynaud 病における治療効果の判定 374)，α 遮断薬

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

る末梢血行動態の評価 376) そして心拍変動における加速度

数で記録した波形に相当する．これにより，それまで使用
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．

脈波の応用 377, 378) が報告されている．
9.5

加速度脈波の現在の問題点と今後

9.3

今後，名称の問題や，微分処理の仕方，さらにはその公

加速度脈波の測定環境について

表の必要性についても検討していく必要があると思われ
る．現時点においては，それぞれの特性を認識しつつ活用

9.3.1

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．他の生体計測と同様に，つねに測定環境と測定条件が

（29 ㌻）参照．
問題となる．詳細は cfPWV の「測定条件」

していくことが望ましい．

10.

ABI

（ankle brachial index：足関節上腕血圧比）

9.3.2

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 352)．

TBI

（toe brachial index：足趾上腕血圧比）
10.1

ABI の歴史的背景

9.4

加速度脈波の臨床成績

ABI は ankle brachial index の略語として用いられ，従

来は ankle brachial pressure index（API もしくは ABPI）

9.4.1

SDPTG

SDPTG は，大動脈起始部圧波と加速度脈波の関係と加

齢に伴う加速度脈波の変化と血管推定年齢算出の論文 348)

が最初で，その後，高血圧症例における血管年齢について
脈波速度との比較

の動脈スティフネス改善効果 375)，人工心肺使用時におけ

，小児における特徴

353)

，左室肥大と

351)

の関係 354)，思春期における動脈伸展性との関係 355)，脈波
速度との関係 356 )，アセチルシステインの血漿ホモシステ
イン低下作用と内皮機能との関連への応用 357) ，高血糖と
の関連 358) ，大規模試験である Ohasama Study にも応用さ

という名称で使われ，おもに末梢動脈疾患（peripheral
＊
の診断に使用されている．1970 年
arterial disease：PAD）

代半ばから超音波が血流測定に応用されるようになり，

1980 年代初頭からは Doppler 血流計にて ABI 測定が実施

されるようになり，1990 年代半ばからはオシロメトリッ

ク法でも ABI が測定されるようになってきた．

なお，これまでの大規模研究では ABI 0.90 未満（＜）と

定義する研究と ABI 0.90 以下（≦）と定義する研究があり，
注意が必要である．
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＊：末梢動脈疾患（PAD）

ASO（arteriosclerosis obliterans：閉 塞 性 動 脈 硬 化 症 ），
TAO（thromboangiitis obliterans：閉塞性血栓血管炎），
塞栓症，血管炎，膝窩動脈外膜嚢腫，膝窩動脈捕捉症候群な
どが含まれるが，現在はその大多数がASO である．
10.2

測定原理（機序）
10.2.1

ABI 異常の反映する病態

ABI はその語句どおり，上腕動脈の血圧に対する足関節

レベルの血圧の割合を意味する．足関節レベルの血圧その
ものが下肢虚血と相関することも多いが，体血圧そのもの
が症例ごとで異なることから，客観的な指標として用いる
ためには補正が必要となる．上肢の動脈の閉塞性病変は少
なく，下肢の動脈性病変の頻度が高いことから上肢血圧を
体血圧とし，上肢の収縮期血圧で足関節の収縮期血圧を除

すことにより ABI が下肢虚血の程度を示す指標としての
補正が可能となる．動脈径が末梢に向かい細くなることに

よる血圧のピーキング現象，および末梢からの圧脈波の反
射により足関節レベルの収縮期血圧は上腕動脈の収縮期
血圧より 10 〜 15 mmHg 高い値を示すため，健常人の ABI

は 1.00 を超える．

ABI は，足関節より中枢の主幹動脈の狭窄または閉塞性

病変の存在と側副血行路による代償の程度を示しており，
腹部大動脈を含めた PAD がなければ ABI は 1.00 以上を

示す．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 379，
．したがって 0.90 以下の場合には，なんらかの狭窄ま

380)

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．運動負荷時に血流供給が
十分でない場合には，間欠性跛行に代表される虚血症状が
現れるが，軽度の虚血肢の場合や活動性が低い場合には，

ABI が 0.90
側副血行路により血流の代償がなされており，

以下でも無症状の場合がある．

一方，下肢虚血症状が高度であるにも関わらず ABI が

1.40 以上の高値を示す症例もみられる．足関節レベルで
の血圧は，足関節周囲にカフを装着して測定されるが，糖

尿病症例や維持透析症例のなかには，同部位の主幹動脈で
ある後脛骨動脈，前脛骨動脈，腓骨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，

300 mmHg 以上の血圧として測定されることもある．この

ような症例では ABI を虚血の程度を表す指標として用い

ることはできず，他の機能検査が必要になる．

糖尿病症例や維持透析症例における下腿動脈の石灰化
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病変が高度である病変においても，足趾動脈の石灰化は下

腿ほど高度でないことが多い．このため，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においては，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（toe brachial index：足趾上腕血圧比）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 0.70 以上とされ，ABI

よりも低く設定されている．

ABI は 1960 年代後半から PAD の診断に用いられてき

たが 379，380)，ABI が異常低値を呈する症例に，心筋梗塞，
脳梗塞を含めた心血管イベントの発症が多いことが指摘
されるようになり，全身の動脈硬化性疾患評価の窓口とし

て ABI 測定の有用性が示されてきた．2004 年，Resnick

らの The Strong Heart Study において，ABI が 0.90 以下

症例と同様に ABI が 1.40 を超える症例で全死亡率ならび

に心血管死亡率が増加することが報告された 381)．さらに

2008 年のメタ解析では同様の結果が示され，男女とも
ABI が 1.40 を超える場合は，ABI が 1.11 〜 1.20 の群に

比べて全死亡ならびに心血管死亡のハザード比が高値に
従来は ABI が 1.30
なることが示されてきた 382)．このため，

以上で異常とするとされてきたが，Trans Atlantic Inter-

ABI が 0.90
Society Consensus II（TASC II）383) において，

以下ならびに 1.40 を超える異常値を呈する症例には，潜

在性の心血管病変の存在を疑うべきであると報告されて
おり，さらには 2011 年に改訂された American College of

Cardiology Foundation /American Heart Association（ACCF/

AHA）末梢血管疾患管理ガイドラインにおいても，1.40
を超える ABI を異常値とするように改訂された 384)．
10.2.2

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

を測定することで計測できる．聴診器を用いた Korotkoff

音による血圧測定は，上腕動脈では可能であるが，虚血肢

において足関節血圧の対象となる足背動脈や後脛骨動脈
では不可能である．またこれら足関節レベル動脈の触知が
できない場合には触診による測定も不能である．このた

め，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（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，血圧を測
定する部位の直上にカフを装着する．
a. Doppler 法

Doppler 聴診器を用いて用手的に測定する Doppler 法で

は，足部に血流を供給している足背動脈ならびに後脛骨動

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

脈の血流をそれぞれ測定する．いずれの測定も足関節直上
にカフを装着し，加圧する前にそれぞれの動脈の血流を同

定できる位置を確認しておく．同じ位置で Doppler 聴診器

を固定して，カフを加圧していき，Doppler 音が聴取でき

ない圧まで加圧したのち，カフ圧を下げていき，Doppler

音が聴取できる圧をそれぞれの収縮期血圧として測定す
る．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 29）

上記の足関節血圧を上腕血圧で除して ABI を計測する．

b. オシロメトリック法

オシロメトリック法は，カフを加圧したあと，減圧して
いく過程で圧脈波が急激に大きくなるときのカフ圧を収
縮期血圧，急激に小さくなるときのカフ圧を拡張期血圧と
して血圧を測定し，ほとんどの自動血圧計に採用されてい

る．本法を用いた 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

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）

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．
c. 脈波法

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）

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．他の 2 法と同様にカフ圧を減圧

していく際に脈波の検出される圧を収縮期血圧として測
定する．本法を用いた自動 ABI 測定機器もオシロメトリッ

ク法と同様，両上肢下肢同時に測定可能である．

一方，TBI は足趾用の小さなカフを第 1 趾に装着して

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．
10.2.3

ABI 測定装置

ABI は上腕動脈と足関節部位の血圧測定がなされれば

測定可能である．Doppler 法，PTG による脈波法，オシロ

高いほうの上腕収縮期血圧
（左側または右側）

図 29 ABI の測定

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
れている．
10.3

測定の実際
10.3.1

測定条件

ABI，TBI のいずれもその基本は血圧測定である．この

メトリック法の 3 法いずれによっても測定可能である．外

ため，測定に際しては血圧測定の基本的条件を守る．PAD

床検査室ではオシロメトリック法もしくは PTG を用いた

ACCF/AHA ガイドラインでは室温下 10 分間の仰臥位で

来診察室では Doppler 聴診器を用いた用手的な方法で，臨

自動 ABI 測定装置で測定されている場合がほとんどであ

る．

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

症例では，歩行後に ABI の低下がみられることから，
安静ののちに測定することが推奨されている 385)．

室温の定まった記載はされていないが，一般的には

22 〜 26 ℃とされる．多くの報告では一般的に 5 分安静後

おり，Doppler 聴診器の先端にゼリーを塗布して測定する．

に測定しており，最低 5 分間，理想的には 10 分間の安静

下可能なものが望ましい．

や後脛骨動脈などの主幹動脈より細い動脈であり，寒冷曝

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

ののちに測定することが推奨される．足趾動脈は足背動脈
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露により攣縮をきたしやすいことから，10 分間以上室温

下で安静仰臥位にしてから測定する．

な相関を報告している 201)．オシロメトリック法では，測定

℃の冷水で冷却した寒冷群，室温群，腋窩を 43 ℃の温水

もの）で確認する（図 30）
．拍動を感知しづらい場合や，

群で体温は 0.83 ℃しか変わらないものの，寒冷群では有

点が不明瞭になる（図 31）
．また Harrison らは，PTG に

Carter らは 10 名の間欠性跛行患者において，腋窩を 18

で温めた加温群の 3 条件で ABI を測定し，寒冷群と加温

精度をエンベロープ（脈波信号の大きさをグラフ化した
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

意に ABI が高値であり，TBI については加温群では室温

よる足趾血圧とオシロメトリック法による足趾血圧の相

脈の血圧に影響を与え，十分に室温下で体温を温めておく

認めた 392)．また de Graaff らによって，足趾血圧について

下より有意に低値であったと報告しており，体温が末梢動

ことが再現性の維持に必要であるとしている 386)．
10.3.2

検査の標準的測定法の有無，適応（除外対象）

Doppler 法を用いる場合でも，オシロメトリック法を用

いる場合でも，室温，10 分の安静，仰臥位など上記記載の
測定条件を守って測定する．その限りにおいては精度も再

関を検討しており，両者に非常に高い相関（ r ＝ 0.92）を

第 1 趾は再現性が高いが，第 2 趾については再現性が落ち
るとの報告もされており，第 1 趾での測定が勧められてい
る 393)．

一方，ABI においては，Wohlfahrt らによって Doppler

法をゴールドスタンダードとすると，オシロメトリック法

では，感度 77 ％，特異度 98 ％であり，スクリーニングと

現性も維持される．

しての検査法としては有用であると報告された 394)．この

一般に使用されている．一方，TBI 測定に際しては，幅

％と同等の結果であり，感度が従来に比べて低値を示す原

上腕ならびに足関節部のカフは幅 10 〜 12 cm のものが

2cm 程度の足趾用のカフを用いる．血圧測定の際のカフの

結果は Korno らによって報告された感度 71 ％，特異度 92

因として，足関節圧が低値の場合に，オシロメトリック法

サイズが血圧測定に誤差を生じることは古くから知られ

では実際よりも高値として測定してしまうことをあげて

ており，カフのサイズが大きすぎる場合には血圧を低く測

いる 395)．本法では，異常高血圧時には実際値よりも低く，

定し，小さすぎる場合には高く測定してしまう．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 387)．両側の上肢動脈に狭窄を有する症例では ABI 算出

は不可能となる．

異常低血圧状態においては実際値より高く計測されるこ
とが多い．ABI 測定において問題となる足関節圧を測定す

る場合，とくに正木らは 40 mmHg 以下の足関節血圧の場

合，正しく測定できないと報告しており 396)，足関節血圧が
低値の場合や重症の跛行など，高度の下肢虚血が疑われる

場合には Doppler 法で計測するほうが正確に測定できる．

10.3.3

妥当性，精度，再現性
下肢血管撮影を PAD 診断のゴールドスタンダードとし

再現性についても，多くの研究がなされており，Baker

らは測定した ABI の標準偏差（SD）は 0.07 であり，有意

て，ABI の PAD 診断における精度についてさまざまな研

な差とするには 2SD の 0.15 以上の違いが必要としてい

50 ％以上の狭窄を認める PAD の診断について感度 79 ％，

り 379)，その他 Strandness 398) や Yao399) らによっても，そ

を閾値として感度 95％，特異度 100 ％

と報告されている．最近の Holland-Letz らの報告によると，

究がなされてきた．Lijmer らは，ABI 0.91 を閾値として

また，
Fowkes らは ABI 0.90
特異度 96 ％と報告している 388)．
，Feigelson らは

389)

る 397)．また Carter らによっても同様の結果が示されてお

れぞれ SD 0.06 や 0.08 といった精度で再現性が保たれる

ABI 0.80 を閾値として感度 89 ％，特異度 99 ％などと報

専門医，家庭医，看護師の 3 者で ABI をそれぞれ Doppler

95 ％，特異度 95 〜 100 ％とされ ABI に基づく下肢 PAD

7.5 ％と差は認めず，SD も平均で 8 ％であった 400)．これ

告しており 390)，PAD 症例同定において ABI の感度 80 〜

法で 2 回測定し，
その 2 回の誤差はそれぞれ 8.5 ％，
7.7 ％，

診断精度は確立されている．

らの再現性，精度を考慮すると，ABI は小数点以下第 2 位

法で測定した足関節血圧と Doppler 法を用いた後脛骨動

な差とするには 0.15 以上の変動が，ABI 以外のパラメー

Cortez-Cooper らは，健常人においてオシロメトリック

脈の血圧について検討を行い，計測値における差は 2.2 ±

6.8 mmHg で相関係数 0.95 と非常に良好な相関を示した
．わが国においても Koji らによって，加圧カフとセン

391)

サーカフを別にして計測するオシロメトリック法と

Doppler 法による ABI の相関をみた検討が行われ，相関
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，0.92（足背動脈）と非常に良好
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まで記載されるべきであり，ABI 計測のみで臨床的に有意

タと合わせて臨床的に有意とする場合には 0.10 以上の変

動が必要とされる．

一方，TBI の再現性については，de Graaff らが，PTG と

Doppler 法による足趾血圧測定を検討して両者の級内相関

係数は 0.95 以上であり，1 週間間隔をあけた 2 回の測定

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン
駆血が困難な例

10.4

測定結果の解釈
10.4.1

測定値の評価

ABI，
TBI とも測定条件は前述の通り，
室温（22 〜 26 ℃）

収縮期血圧の検出点

図 30

変曲点が不明瞭

オシロメトリック法で測定したエンベロープ

の級内相関係数は PTG 0.92，Doppler 法 0.88 と報告して

おり，両者の再現性は高いとしている 401)．

下で仰臥位において 10 分間安静を保ったのちに測定する

ことが推奨されている．これらは，気温の低い状態では体
血圧が上昇しやすいことや，安静時間が短い場合には，歩

行直後に足関節血圧が低下するため ABI が低値に計測さ

れやすいことから，妥当であると考えられる．外来診察時
に ABI 測定をする場合には，10 分の安静時間を維持する

ことは困難であることもあり，多くの研究で行われている

5 分間の安静を厳守して対応する．

図 31

測定精度不良例（オシロメトリック法）

左足首の脈波形は不明瞭で最高血圧の感知が困難である．
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一方，閉塞性動脈硬化症に分類される症例中，糖尿病症

10.4.2

基準値

例や維持透析症例の一部の症例は Monkeberg 型の動脈硬

2007 年に改訂された TASC II において ABI 0.90 以下

化を呈し，下腿主幹動脈の石灰化が非常に高度になる．こ

判断するとしている．一方で ABI が 1.40 より高いものに

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

は異常値として扱い，下肢閉塞性病変を認め PAD 症例と
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

のような症例で測定された ABI は，下腿動脈の圧迫が十

れていることに注意が必要である．

Selvin らは，2174 名（平均 68.7 歳）を対象として，

がある場合には PAD と判断するとしている．ABI 0.91 以

ABI による PAD（ABI 0.90 未満）診断について検討し，

対しては運動負荷 ABI 測定を行い，異常を認めなければ

，喫煙者 6.8 ％（非喫煙者 3.1 ％）
，糖尿病
圧症例 2.2 ％）

上 1.40 以下は正常とされるが，跛行症状を訴える症例に

正常と判定する．負荷後の ABI 低下を認めた場合（詳細

は後述）には PAD と判断するとしている

．

383)

TASC II は PAD 診断の観点から ABI を層別化している．

しかし 2008 年に Fowkes らによって報告されたメタ解析

においては，ABI 0.91 〜 1.00 のグループの死亡率は ABI

1.01 〜 1.40 のグループに比べて高く，さらに ABI 1.40

を超えるグループより高値であったことから 382)，2011 年

PAD 有病率は全体で 4.3 ％，高血圧症例 6.9 ％（正常血

症例 10.8 ％（非糖尿病症例 3.6 ％）と報告しており 402)，
動脈硬化の危険因子とされる各因子は，それぞれ ABI 低

下に関与している可能性が示唆されている．

Quick らは，喫煙者の跛行症例を禁煙群と喫煙継続群に

分け，10 週後のそれぞれの足関節圧と前値を比較して，禁

煙群は足関節圧が有意に上昇し，継続群は有意に低下した

としている．ABI についての直接比較検討はなされていな

に改訂された ACCF/AHA のガイドライン 384) においては，

いが，喫煙継続群では 0.04 低下し禁煙群では 0.11 上昇し

界値とし，正常範囲を 1.00 〜 1.40 としている．ABI 自体

可能性が示唆される．

管病変全体の危険因子という概念からの改訂と考えられ

対象として ABI を用いて PAD の診断を行ったところ，

この TASC II の基準が改訂されて ABI 0.91 〜 0.99 を境
が PAD の観点からのみ判断されているのではなく，心血
る．

オシロメトリック法による測定器では，PVR（pulse

volume recording：容積脈波記録）も異常を示す．閉塞性

たと報告しており 403)，喫煙も ABI の低下に関連している

Korhonen らは，高血圧以外の合併症を認めない症例を

ABI 0.90 以下は 7.3 ％に，ボーダーラインとされる ABI

0.91 〜 1.00 は 23.7 ％に認められると報告している 404)．

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

UT

積平均値を脈波振幅で除した割合（％ MAP〈％ mean

，正常値 45 ％未満）は高値になる．また，
artery pressure〉
脈波の立ち上がりからピークに達するまでの時間
（upstroke

time：UT，正常値：180 msec 未満）が延長する．UT は大

動脈弁狭窄症，心拍数などの影響を受ける（図 32，図

P1

．
33）

P2

10.5

診療への応用
10.5.1

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）

&

%MAP = P2/P1 × 100（%）

図 32 %MAP 算出

PAD 症例において，そのほとんどは閉塞性動脈硬化症

正常波形

狭窄後波形

症例である．しかし，閉塞性血栓血管炎（Buerger 病）や

膠原病に起因する各種血管炎，さらには blue toe syndrome

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

36 ％

足背動脈や後脛骨動脈は触知良好で，ABI も正常であるこ

とも多い．このような場合には TBI や皮膚灌流圧，経皮酸

素分圧などの他の血管機能検査を行う必要がある．

64

循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013

図 33 %MAP 高値例

48 ％
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また Newman らは，平均年齢 72 歳の高血圧症例 187 例を

対象として ABI を測定し，0.90 をカットオフ値として

PAD を検出したところ，間欠性跛行は 6.4 ％にのみ認め

られていたが，26.7 ％に PAD が認められたとしている

．これらの報告は対象の選択にも関わるが，Selvin らの

ングで測定する意義は，無症候性の PAD 症例を見つけ出

すことと，将来の心血管イベント発生の危険の高い症例を
見つけ出して心血管イベント抑制を図ることにある．これ

までのところ後者についての大規模な無作為化試験は行

405)

われておらず，介入によりどの程度予後が改善するのかは

報告 402) の一般的な有病率からみても高い有病率を呈して

不明であり，今後の研究が待たれる．

おり，高血圧も ABI 異常値をきたす危険因子に関与して
いると考えられる．

10.5.4

ABI 測定を考慮する症例
わが国における ABI 異常症例について，Fujiwara らが

10.5.2

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 に よ る 下 肢 の 予 後 に つ い て も 報 告 さ れ て い る．
Dormandy らは，間欠性跛行肢に対して血行再建術や大切

1398 名（平均年齢 65.7 歳）において健診時に ABI を測
定し，全体では 2.7 ％，60 歳以下では 1.0 ％，65 歳上では

3.4 ％の頻度で ABI 0.90 未満の症例が認められたと報告し，

さらに，わが国の報告をまとめて男性の 7.9 ％，糖尿病症

断などの処置が必要になる症例は ABI 0.50 以下であると

例の 8.4 ％に PAD を認めるとしている 410)．また千葉らは

．また Jelnes らは，糖尿病患者が 5.4 ％

として ABI による PAD の疫学調査を行い，ABI 0.90 未

の症例では 6 年半の追跡で大切断症例はいなかったとし

糖尿病症例 3906 例を対象として ABI を用いた PAD 診断

し，ABI 0.50 以下が重要な下肢の予後予測指標であると

報告している

406)

しか含まれてはいないものの，足関節圧が 70 mmHg 以上
ている

．

407)

秋田県の地域健診において，60 歳以上の男性 99 例を対象

満の症例を 24 ％に認めたと報告している 411)．Maeda らは
について報告し，ABI 0.90 未満の症例を 7.6 ％，1.30 以

PAD 症例は，虚血性心疾患，脳血管疾患の合併が多いこ

上の症例を 4.2 ％認めたと報告し，さらに 65 歳以上では

registry ではっきりと示された．改訂 TASC II においても

では 0.90 未満 4.0 ％，1.30 以上 4.7 ％と報告している

と は 経 験 的 に 知 られて きたが，このこ と は REACH

70 歳以上の高齢者においては，症状に関わらず ABI を測

ABI 0.90 未満 12.7 ％，1.30 以上 3.7 ％，また 60 歳以下
．また，日本人糖尿病患者における動脈硬化の指標とし

412)

定することで，ABI を窓口として閉塞性動脈硬化症，虚血

て ABI と IMT を 1311 例において検討した Hayashi らの

．ABI 0.90 以下の PAD 患

れている 413)．わが国は，欧米に比べて維持透析症例が多い

年平均 2％であり，非致死的心筋梗塞，脳卒中ならびに心

化性病変があげられる．Ono らは，1010 名の透析症例に

Strong Heart Study においては，ABI 0.90 以下と同様に

10.3％と報告している 414)．

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
るとの報告がなされている

383)

者は心血管イベントリスクが高く，PAD 患者の死亡率は
血管死亡率は年 5 〜 7 ％と報告されている 408，409)．The

ABI 1.40 以上で全死亡率ならびに心血管死亡率が増加す
ることが報告された

．さらに 2008 年のメタ解析でも同

381)

研究では，ABI 0.90 未満は 7.0 ％に認められたと報告さ

という特有の医療状況から，維持透析症例における動脈硬
おける検討から，ABI 0.90 未満が 16.5 ％，1.30 以上が

2005 年の ACCF/AHA ガイドラインにおいて，間欠性

跛行などの労作時の下肢症状のある症例，下肢の難治性潰

様の結果が示され，男女とも ABI 1.41 以上の場合は，ABI

瘍症例，70 歳以上の高齢者，50 歳以上の糖尿病症例もし

ド比が高値になることが示された．本メタ解析では，心血管

された 385)．しかし Diehm らは 65 歳以上の 6880 名を対象

観点から正常とされていた ABI 0.91 〜 1.00 の群で 1.84 で

名のなかに症状を認めないが ABI 0.90 未満の症例を 12.3

1.11 〜 1.20 群に比べて全死亡ならびに心血管死亡のハザー
死亡は ABI 1.11 〜 1.20 症例を基準とすると，PAD 診断の

あり，ABI が低下するごとにハザード比が高値となり ABI

0.60 以下ではハザード比 7.04 と報告された 382)．これらは
ABI の異常値が，心血管死亡のみならず，全死亡における

予後予測指標であることを示している．
10.5.3

治療効果の反映

ABI 異常低値は，心血管死を含めて全死亡の予後予測指

標であることが報告されてきた 381，382)．ABI をスクリーニ

くは喫煙者において ABI は計測されるべきとの勧告がな

として，ABI 1.50 を超える症例を 59 名認め，残る 6521
％に認め，さらに跛行などの下肢虚血症状を認める症例を

8.7 ％に認めたと報告した 415)．これにより 2011 年版では，
ABI 測定の対象が間欠性跛行などの労作時の下肢症状の
ある症例，下肢の難治性潰瘍症例，65 歳以上の高齢者，50

歳以上の糖尿病症例もしくは喫煙者と改訂された 384)．こ

れらの報告から，わが国における ABI 測定の対象として，

欧米の推奨と大きく変わることはなく，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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症 例， 下 肢 の 難 治 性 潰 瘍 症 例，65 歳 以 上 の 高 齢 者，

JSH2009（
『高血圧治療ガイドライン 2009』
）の脳心血管

リスク層別化で高リスクの高血圧症例

，冠動脈疾患症

118)

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

いる．閉塞性病変がない場合には，運動負荷後の ABI の低

下は認められないが，閉塞性病変を認める場合には運動負

荷による ABI の低下が起こり，運動後に ABI が安静時の
値まで回復するまで時間を要する．

跛行症状を認めるが，ABI が正常範囲内に近い状態で，

CKD（慢性腎臓病）ステージ 3 〜 5 の症例においても

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

TASC II では Framingham リスクスコアが 10 〜 20 ％で

では，PAD 病変の同定に，運動負荷後の ABI 測定が有用

ABI 測定が推奨される．

ある症例での ABI 測定も推奨されている．わが国では

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．

ACCF/AHA ガイドラインと TASC II においては，ABI

の測定間隔についての記載はなされていないが，異常値を
示している場合には，保存的治療が行われている場合にお

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

される．

本検査は，まず安静時の ABI を測定後，カフを巻いたま

まの状態で，時速 3.2 km，勾配 12 ％のトレッドミル歩行

を 5 分間，もしくは下腿痛で歩行できなくなるまで歩行す
．歩行終了
る（わが国では時速 2.4 km で行うことが多い）

後，即座に安静仰臥位とし，2 分ごとに 10 分間 ABI を測

定する．虚血が高度なほど，運動負荷後の ABI の低下が高
度で，安静時 ABI 値に復するまでの回復時間が長時間に

いても半年に 1 度は測定して，病変の進行の有無について

及ぶ．運動負荷後の足関節血圧が上腕血圧より 20 mmHg

そのほとんどが糖尿病もしくは維持透析症例で，下腿動脈

るとされる 385)．本検査法では 5 分間歩行が完遂できる症

ることはないので，TBI などそれ以外の指標を参考にする

らはほとんどの症例が完遂できる 1 分歩行（その他の条

ABI の有意な低下は，前述のように 0.15 以上の低下を

補っている 418)．前者を用いて 10 分以上の回復がかかる症

れる．つまり軽度の狭窄では ABI は有意な低下をみない

12 分以上かかるものには血行再建が必要で，それ以外の

検討するのがよい．
ただし ABI 1.40 以上の症例については，
の高度石灰化を伴う症例で ABI 測定が病変進行を示唆す

必要がある．

意味し，血行動態的には 50 ％狭窄の発生を意味するとさ
ことになる．Barnes らは血行再建術後の経過観察中に，安

静時の有意な ABI 低下（0.20 以上の低下）を認める群と

認めない群でグラフトの開存に差がないことを報告して
いる 416)．さらにバイパス術後のサーベイランスは，バイパ

ス全長にわたるデュプレックス超音波検査法が有用とさ
れてきたが，臨床性有効性がなく，費用効果も認めないこ
とも報告もされた 417)．しかし，全例において一定間隔で造
影剤を用いた検査を行うことも困難であり，膝上までの血
行再建症例に対しては，代用血管の口径が大きいことから

ABI の低下により狭窄を検出することも可能であり，臨床
の現場では ABI 測定が利用される．さらに次項の「運動

負荷 ABI」測定などは，血行再建術後のサーベイランスと
して考慮することが望ましく，これらのプログラムは 6 か

月間隔で施行されるのがよいとされる 383)．
10.5.5

運動負荷 ABI
安静時 ABI に加えて，運動負荷による ABI の変化を検

討することで，跛行症状の詳細な原因検討や血行再建の必
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程度の低下である場合には，ほとんど血行再建は不要であ

例とできない症例で運動負荷が異なるという点から，太田

件は同等）における ABI の変化をみることでその欠点を

例には血行再建術が必要であり 419)，また後者の太田らは

症例では薬物・運動療法が有用であると報告している 418)．
10.6

臨床に応用する検査としてのまとめ
ABI は PAD の診断検査であると同時に，心血管疾患お

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
しての有用性が確立された検査である．ABI 測定のゴール

ドスタンダードは Doppler 法であるが，医療機器精度の向

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．
10.7

精度の高い検査実施のために必要な
トレーニングと必要症例数の提示
トレーニングに必要な症例数を明示できる根拠は十分
でないが，以下に案を提示した．

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

オシロメトリック法による，TBI 測定はほぼ自動的に行

で 6 か所を計測しているあいだに体血圧が変動する可能

選択や装着位置に加えて，測定不能症例における用手的な

の使用を十分習得したのち，ABI 低下例で 10 例程度はト

われるので，特別なトレーニングは不要であるが，カフの
測定の必要性の判断などを考慮するとそれぞれ 10 例程度

性もある．このため，まず健常人で Doppler 聴診器や PTG

レーニングが必要と考えられる．

のトレーニングは必要であろう．

用手的な Doppler 法による ABI 測定の際には，Doppler

聴診器は測定する動脈を強く圧迫せず，接する状態で測定
することが重要である．とくに足関節血圧が低値を示す重

11.

血管機能検査のサマリーシート

症虚血肢の場合には聴診器による圧迫が強いと聴取でき
ないことがある，また Doppler 法や PTG を用いる脈波法

表 10 にこれまでの血管機能検査をまとめた．

では，各動脈の検査を比較的スムーズに行わないと，最大

III．病態編

高血圧患者に血管機能検査を実施する重要な目的は，心

1.

血管疾患のより的確な予防・治療のために，無症候の段階

高血圧

で非侵襲的に動脈系の機能異常を把握することである．

1.1

血管機能検査が必要である背景
高血圧では，血圧値に基づく血圧分類と高血圧以外のリ
スク要因によるリスク層（臓器障害や心血管疾患の有無
を含む）の組み合わせに基づいてリスク層別化が行われ

（
〈JSH2009：表 2-8〉
）
（
『高血圧治療ガイドライン 2009』
，これらの評価に基づいて治療が計画されることにな

118）

る．JSH2009 では，血管機能検査は，血管の臓器障害（臓

1.2

血管機能検査が異常をきたす機序と病態
1.2.1

内皮機能検査
高血圧患者では内皮機能が障害されており，FMD が正

常血圧コントロールと比較して低下している 421）．FMD の
低下度は血圧と逆相関するという報告もあり 421），内皮機

能の低下自体が血圧に影響を与えている可能性もある．さ

らに高血圧性臓器障害とも FMD とは関連する可能性があ
る．高血圧患者を対象とした左室肥大と FMD との関連性

器機能不全）の程度の評価として測定すべきものと記載

の検討で，左室心筋重量（係数）と逆相関することや 422），

検査指標として，頸動脈エコー（頸動脈内膜中膜複合体厚

されている 423）．しかし，有意な相関がないとする報告 424），

されている（JSH2009：表 2-11）118)．JSH2009 では，血管

，最大 IMT〈maxIMT，異常：＞ 1.0 mm〉
，プラーク，
〈IMT〉
，動脈スティフネス
狭窄病変）
，足関節上腕血圧比（ABI）

，上
（PWV：頸動脈 - 大腿動脈間脈波伝播速度〈cfPWV〉

，心臓足首血管指数
腕 - 足首間脈波伝播速度〈baPWV〉

〈CAVI〉
）
，増大係数（AI：頸動脈 AI，橈骨動脈 AI）
，中心
血圧，血流介在血管拡張反応（FMD）をあげている．

左室肥大を有する患者で FMD が低下していることが報告

関連性はあるがニトログリセリン投与による血管反応性
との差異がないとする報告もあり 425），一致していない．
1.2.2

動脈スティフネス
高血圧は動脈硬化を介して PWV を増加させるだけでな

く，血圧上昇そのものが PWV を上昇させるため，高血圧
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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表 10

血管機能検査のサマリーシート（検査編）

検査名

FMD

文献

cfPWV

文献

baPWV

文献

CAVI

文献

AI，中心血圧

文献

ABI

文献
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機序，妥当性，標準的検査法の有無

精度，再現性

留意点

・良好な画像の描出には熟練を要するが，
・伝導動脈の NO 依存性血管内皮機能を反映する．
熟練検者での再現性は良好（観察者内 5〜
・ファントムモデルで 0.1mm の血管径の変化が評価可
能であることが確認されている．また，内腔測定法での血 10％)．
・半自動・自動解析技術の向上により精度・
管径は血管造影で測定された血管径と同等である．被検
者の血管径が FMD 測定値の大きな決定因子である．複数 再現性が良好となった．
の測定法（阻血部位，測定部位，測定方法など）があり， ・食事，安静などの影響を受けるため，一定
の条件の下での計測が必要．
標準的検査法の確立が必要．

・高度肥満・若年者で
は一部の症例で測定が
困難．
・性差（とくに閉経前
女性）が顕著．

11，12，39，41，43，50，51

22，53

41，44，52，56

・条件を整えて計測することで，良好な再現 ・心房細動など，不整脈
・大動脈の機能的（血圧・血管のトーヌス）および器質
性が得られる．日内変動，食事，安静などの 症例や頸動脈狭窄症例
的スティフネスの両者を反映する．
での測定精度は低下す
・Moenz-Korteweg の式から血管弾性が脈波速度の重要 影響を受けるため，一定の条件の下での計
る．高度の肥満では脈
測が必要．
な決定因子であることが示されている．
波検出が困難である．
・観血的カテーテル法での大動脈脈波伝播速度と良好な
また，大動脈弁狭窄症，
相関を示す．
高度左室収縮不全では
・ただし，動脈長の測定法，立ち上がり点の決定法などが
測定値が低下する．
複数存在．測定法の選択により測定値も異なり，標準的検
査法が確立されていない．
93，94，95，98，114，117

113，120

117，119，587

・弾性動脈と筋性動脈の機能的（血圧・血管のトーヌス）
および器質的スティフネスの両者を反映する．観血的カ
テーテル法での大動脈脈波伝播速度と良好な相関を示す．
・脈波伝播距離の妥当性の検証が必要．
・現在，認証された機種は 1 つ．距離計算のアルゴリズム，
脈波立ち上がり点の同定法もただ 1 つであり統一性があ
る．

・条件を整えて計測することで，良好な再現
性が得られる（変動係数：観察者間 8.4％，
観察者内 10.0％）
．
・日内変動，食事，安静などの影響を受ける
ため，一定の条件の下での計測が必要．

・特有の疾患（PAD や
心房細動などの不整脈）
での測定精度は低下す
る．大動脈弁狭窄症，
高度左室収縮不全で測
定値が低下することは
cfPWV と同様と考えら
れる．

93，94，95，96，105，170

96，170

96，119，172，587

・CAVI は心 - 足首間脈波伝播速度を上腕血圧で較正し， ・再現性は変動係数 5％以内で良好である
弾性動脈と筋性動脈の両者のスティフネスを反映する指 （変動係数：観察者間は未記載，観察者内
3.8％）
．第 II 心音の同定を確認することや，
標とされる．
心拍ごとの値の変動を確認する必要がある．
・経食道心臓超音波検査で測定された大動脈 stiffness
index と良好な相関を示す（ただし，血圧は上腕血圧を使
用）
．
・血圧は弾性動脈と筋性動脈で異なり，この較正の妥当性
は検証されていない．
・測定機器は 1 種類のみであり標準的検査法は担保され
ている．

・baPWV と同様，PAD
や不整脈での測定精度
は低下し，また，大動脈
弁狭窄症，高度左室収
縮不全で測定値が低下
することは cfPWV と
同様と考えられる．

97，222a

172，587

225，226

・SphygmoCor は手動式トノメトリ法であ ・除外対象 : 不整脈，動
・動脈の機能的・器質的障害に由来する動脈機能を反映
脈狭窄，大動脈弁疾患
るため，再現性は検査者の成熟度や対象者
する指標．おもに非観血的測定装置である手動式トノメ
（狭窄症，閉鎖不全症）
トリ法の SphygmoCor ならびに自動式の HEM-9000AI の特性により異なる．
での測定精度は低下す
・自動式の HEM-9000AI の再現性は比較
が用いられ，両者とも直接カテーテル法で測定された中
心血圧と良好な相関を示す．両機器の相関は良好で，互換 的良好である．ただし，いずれも測定には十 る．
分なトレーニングを要する．
性は高いと考えられる．ただし標準的測定法は未だ確立
・日内変動，食事，安静などの影響を受ける
されていない．
ため，一定の条件の下での計測が必要．
270，271，286，293，298，303a

304，313，314，317

・足関節より中枢の主幹動脈の閉塞病変の存在と側副血
行路による代償の程度を示している．ABI 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．
・測定法にはおもに Doppler 法とオシロメトリック法が
あるが，両者は良好な相関を示す．

・両上肢動脈に狭窄を
・良好な再現性を有する（変動係数：観察
者間 8％，観察者内 9％）
．室温，安静時間， 有する場合は ABI の算
出が不可となる .
体位を一定に保つ必要がある .

201，379，380，388，389，390，391

398，399，400
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は PWV 上昇の最も主要な要因である 426）．このため，血圧

の直接的な影響を補正した指標が報告されている

．逆

221）

に baPWV が高値を示すものでは，正常血圧から高血圧へ
の進展リスクが高くなることも報告されている

．

185）

高血圧重症度と ABI 低値は関係し，高血圧患者におけ

る ABI 低値が，微量アルブミン尿の存在や eGFR（推定

糸球体濾過率）
低下と関連すると報告されている 435）．また，

40 名の男性高血圧患者を対象とした検討では，ABI 低値

cfPWV も高血圧発症の予測指標であることが示されてい

は左室肥大と相関していた 436）．さらに，脳卒中患者では，

高血圧性臓器障害の進展と PWV 上昇は関連し，IMT や腎

リスク要因であることが示されている 437）．

る 135）．高血圧重症度と PWV 上昇は相関する 170）．さらに，

また，
機能障害と PWV が相関することが示されている 427）．
高血圧患者の心拡張機能障害と baPWV が関連する 428）．

潜在性心血管疾患の検出指標として，baPWV と cfPWV

の有用性の差異を検討した成績では，脳卒中患者や冠動脈
疾患患者の検出には差がないと報告されている 105）．一方，

高血圧重症度との関連性は cfPWV では認められるが，

baPWV では相関が小さいとの報告も存在する 212）．

CAVI は，血圧の影響が少ない指標であるが，高血圧で

，高血圧患者では血圧とも相関するという

は上昇し

221，225）

性脳梗塞

429）

報告がある 232）．CAVI は，高血圧患者の IMT 232），無症候
，心機能

と相関する．

233）

ABI 0.90 以下の頻度が高く，高血圧の存在は ABI 低値の
1.3

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
血管機能検査は，無症候の段階で非侵襲的に動脈機能障
害を把握することが可能になると同時に，高血圧患者のリ
スクの層別化に有用である．すなわち，将来の心血管疾患
発症リスクをより的確に評価し，積極的な介入によりイベ
ントの予防へと結びつける可能性がある．今後，治療介入
により血管機能検査が改善し，その改善が心血管疾患発症
リスク低下のサロゲートマーカーとして機能することを
確認する必要がある．

1.2.3

AI，中心血圧

1.3.1

AI は，圧脈反射の指標であり，動脈スティフネス以外に

も，多くの因子で影響されるパラメータである．高血圧患
者，とくに収縮期高血圧患者の病態に重要な役割を果たす

心血管イベント予測
a. 内皮機能検査

高血圧患者を対象として FMD の予後予測指標としての

．AI と関

有用性を検討した成績がある．未治療・合併症のない高血

以上に高血圧性臓器障害と関連性が高く，予後とも関連す

中央値以下の低値は有意な心血管事故の発症要因であっ

ることが報告されている．反射波による収縮末期の血圧上

た 73）．この関係は，年齢，左室心筋重量係数，血糖など，他

と考えられているが

，逆の意見もある

268, 275）

430）

連する中心血圧（大動脈血圧，頸動脈血圧）は，末梢血圧

昇は，直接，左室負荷に影響することから AI が高血圧患
者の左室肥大と関連すると報告されている
の関連性も報告があるが

．腎障害と

354）

，臓器障害と AI との関連性に

431）

関しては，認められないとする報告も存在する

．中心

283）

動脈における収縮期血圧，脈圧のほうが，上腕血圧に比べ

て左室肥大 277, 278, 432），腎障害 281），IMT327），無症候性脳血

管障害 282）など，高血圧性臓器障害と関連性が強いことが
報告されている．
1.2.4

ABI

ABI の低下は PAD（末梢動脈疾患）の存在を意味する

ため，高血圧以外の心血管疾患発症危険因子の ABI 低下

圧患者 172 名の 95 か月間の追跡調査において，FMD の

の交絡因子で補正後にも認められており，FMD の低下は，

これらの危険因子とは独立した予後予測指標であると考
えられる 73）．降圧薬投与の効果を検討した成績では，閉経

後の女性高血圧患者 400 名を対象として 6 か月間の降圧

薬の投与にも関わらず，FMD が改善しなかった症例では，

心血管イベントの発症が有意に多いことが報告されてい
る 84）．FMD の予後予測能を検討した成績の多くは，冠動

脈疾患患者が対象である．高血圧を含む古典的な危険因子

で調整後も，FMD により評価した血管内皮機能が予後予
測に有効であることが示されている 43）．したがって，高血

圧患者の重症度に関わらず，FMD が予後の予測に有用と
考えられる．

への影響も大きい．高血圧は動脈硬化性疾患の危険因子で

b. 動脈スティフネス

く 433），逆に ABI 低値を示すものでは高血圧の合併頻度が

関しては，多くの報告が存在する 154）．高血圧患者を対象と

あり，高血圧患者では ABI 低値を有する患者の割合が多
高いことが多数報告されている 402）．また，縦断的研究に

おいても高血圧は ABI の低下，あるいは ABI 0.90 以下へ
の進展のリスクであることが報告されている 434）．

PWV が，
死亡を含む心血管事故の予測指標であることに

した観察研究において，cfPWV 高値は脳卒中死，全死亡，

心血管死亡と関連することが報告されている 128，140）．一方，

1045 名の高血圧患者を対象とした縦断研究において，
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cfPWV の上昇（3.5 m/sec）は，
他の要因で補正後も 5.7 年

間の冠動脈イベントのリスク（相対リスク 1.39〈95 ％ CI

）であったが，心血管イベントとの
1.08 〜 1.79，p ＝ 0.01〉
関係では有意には至らなかった

．わが国で行われた 676

126）

名の高血圧患者 57 か月間の追跡研究においては，cfPWV

の上昇（四分位 4 群の 1 群に対する）は，脳卒中・心血管

であった 146）．
病発症の独立したリスク（相対リスク 2.717）

662 名の高血圧患者を対象として baPWV と心血管イベン

1.3.2

治療介入による効果
a. 内皮機能検査

最近のレビューでは，FMD 改善効果は ACE（アンジオ

テンシン変換酵素）阻害薬と ARB（アンジオテンシン II

受容体拮抗薬）には差がないとされている 443）．高血圧患

者の FMD の改善には RA（レニン・アンジオテンシン）

（Japanese
ト発症との関連を前向きに検討した J-TOPP 試験

系阻害薬が有用であると考えられるが，重症高血圧では，

（≧ 17.5
では，
平均 3 年の追跡期間において baPWV 高値群

444）

Trial On the Prognostic implication of pulse wave velocity）

ACE 阻害薬投与でも FMD は改善しないとの報告があり
，治療効果の限界が存在すると考えられる．

多変量解析で交絡因子調節後も有意なイベン
m/sec）では，

b. 動脈スティフネス

が認められた 182）．

ある．とくに，cfPWV については RA 系阻害薬や Ca 拮抗

）
トの発症増加（ハザード比 2.97〈95％ CI 1.006 〜 9.380〉
c. AI，中心血圧

AI が冠動脈疾患患者 331, 332）や透析患者の予後 329）と関

連することが報告されている．中心血圧が末梢血圧とは独

降圧薬による血圧コントロールは PWV の改善に有用で

薬，血管拡張性 β 遮断薬の効果が大きい 134）．baPWV を
対象とした成績は，小規模の研究のみである 214)．Ca 拮抗

薬に比べ，RA 系阻害薬の優位性を示した成績が複数報告

立した心血管事故の予測指標であることを示した ASCOT-

されている．113 名の高血圧患者を対象に，ARB（カンデ

― Conduit Artery Function Evaluation）では，AI そのもの

た成績において，ARB 群での baPWV の低下が優ってい

CAFE 試験（Anglo-Scandinavian Cardiac Outcome Trial

は心血管事故のリスクとはならなかった 279, 438）．ASCOT-

CAFE 以外にも，多くの疫学研究や臨床試験において中心
血圧の有効性が報告されているが，高血圧患者を対象に中

サルタン）と Ca 拮抗薬（アムロジピン）の効果を比較し

た 445）．降圧薬治療による baPWV の改善が予後に影響す

ることを示した成績はないが，baPWV の低下に伴って臓

器障害の改善が示されている．baPWV の低下が左室拡張

心血圧と心血管事故との関係を検討した ANBP2（The

機能の改善を伴っていた 446）．さらに治療開始前の baPWV

討では，AI，中心血圧とイベントには有意な関連性がな

による baPWV の低下が尿中アルブミン排泄率の低下と

Second Australian National Blood Pressure Study）での検

かった

．リスクとなるカットオフ値（基準値）が明ら

333）

かでなく，上腕血圧 140 mmHg に対応する中心血圧値も

現時点では明確ではない．
d. ABI

の値は微量アルブミン尿発症のリスクであり，降圧薬治療

関連すると報告されている 217）．CAVI は，RA 系阻害薬で
低下すると報告されている 252，238）．
c. AI，中心血圧

生活習慣が，AI，中心血圧に大きく影響することが知ら

ABI 低値は，新たな心血管疾患発症の独立したリスクで

れており，減塩は AI，中心血圧を低下させる 336）．一方，肥

告されている．高血圧患者を対象として ABI 低値の予後

ており 319, 331），肥満者やインスリン抵抗性を有するもので

あることが，脳卒中患者 439）や急性冠症候群患者 440 で報

満や内臓肥満は，逆に AI 低値と関連することが報告され

を検討した成績も報告されている．3047 名の中国人高血

は，相対的な中心血圧の低値が存在する 329，447）．AI，中心

（0.90 以下）は，年齢，女性，中性脂肪，HDL 低値，糖尿病，

圧薬クラス間の差が大きい．一般的には，ACE 阻害薬や

例の死亡（心血管疾患死亡 100 例）が起こり，
ABI 低値は，

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

圧患者を対象した研究において，観察開始時の ABI 低値

喫煙歴と関連していた 441）．13 か月間の追跡期間中に，252

）
，
心血管死亡（相
全死亡（相対リスク 1.619〈1.190〜2.203〉
）
の独立した危険因子であっ
対リスク 2.454〈1.531〜3.933〉

た

．一方，PAD 患者での高血圧の合併は，有意な死亡

441）

血圧に対する効果は，末梢血圧に対する効果と異なり，降

ARB，Ca 拮抗薬の AI，中心血圧低下作用が大きく，β 遮
する効果は小さい 279, 333, 438, 448）．最近の研究では，血管拡張

作用のある β 遮断薬では，有意な AI，中心血圧低下が報
告されている 345）．REASON 試験（pREterax in regression

のリスクとなることが報告されている．397 名の PAD 患

of Arterial Stiffness in a contrOlled double-bliNd study）で

年間では高血圧は全死亡（ハザード比 1.52）
，心血管疾患

が示され 338），また，ASCOT-CAFE 試験では中心血圧の低

者の死亡に対して 2 年間では有意差が出なかったが，6.6

死亡（ハザード比 1.92）に対する有意なリスクであった
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は中心血圧の低下が左室肥大の軽減に関与していること
下が心血管イベント抑制の一因であることが示唆されて
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いる 279）．

PAD 合併高血圧患者に対する厳格な降圧は，下肢虚血症

降圧治療に伴う中心血圧低下は上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報告されている．すなわ

状の改善に対して無効な場合が多く，禁煙を含めた高血圧

ち中心血圧は，上腕血圧では過小評価される降圧薬の心血

以外のリスクの調整が重要である．降圧薬の選択に関して

管疾患発症予防効果を反映する指標と考えられる．こうし

する意見がある 449）．HOPE（Heart Outcomes Prevention

が高い．なお，肥満者では AI は低値となり，後期高齢者で

た PAD 患者に対する ACE 阻害薬の投与は，脳心血管イベ

での AI 評価には注意が必要である．

ACE 阻害薬が望ましいと
は一致した結論は出ていないが，

Evaluation）試験の患者ごとの検討において，症状を伴っ

ントを約 25％抑制したことが報告されている 450）．
1.4

診療における血管機能検査実施の
ストラテジー
1.4.1

ABI，PWV
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．とくに ABI ≦ 0.90

た根拠から，降圧治療のモニターとして有用である可能性

は加齢に伴う AI 増加の程度が小さくなり，こうした症例
1.4.3

CAVI，FMD

CAVI および FMD について測定の有用性は十分確立さ

れていない．両者とも降圧治療にて改善することが報告さ

れている．とくに FMD の改善は予後改善を反映するとの
報告があり，降圧治療効果評価に有用となる可能性があ

る．
1.5

スティフネスパラメータ β
高血圧症における頸動脈スティフネスパラメータ β に
ついては，対照群と比較して高値を示し，年齢，血圧，左

は PAD 合併を示唆する．

心機能との関連性を示すことが報告されている．Saba ら

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

いて年齢，血圧，BMI（肥満指数）や動脈壁弾性と関連す

（ただし，PWV は加齢とともに高値を示し，後期高齢者で

る 451)．左心機能との関連性については，未治療の比較的軽

高血圧例では PWV 測定が有用である可能性が高い．

示す症例では，非高値例に比べて予後不良と考えられる

は，スティフネスパラメータ β は高血圧患者 202 例にお

るが，総コレステロール値とは関連しないことを示してい

の基準値は明確でない）
．ABI 異常あるいは PWV 高値を

度高血圧患者 272 例においても，左室拡張能や左室壁厚と

要である＊．降圧治療に伴い PWV は改善するが，その改

療により，頸動脈スティフネスパラメータ β が改善した

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

善と予後改善との関連を検討した研究はない．しかし，治
療前 PWV が高値を示す症例では確実な血圧コントロール

を実施し，少なくとも高値レベル未満に低下させることが

望まれる．PWV は血圧の影響を受ける指標であり，血圧
が治療目標レベルに達した時点で PWV の測定を行うこと

関連することが報告されている 452)．ARB による高血圧治
ことが報告されている 453)．

2.

糖尿病，メタボリック症候群

もある．

＊：高リスク症例へのアプローチとして以下を提案する

2.1

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

血管機能検査が必要である背景

確認を行う．さらに必要に応じて精査を実施する．
1.4.2

AI，中心血圧

AI，中心血圧測定については基準値が設定されていな

い．しかし，メタ解析で中心血圧上昇とともに心血管疾患
発症リスクが高まることが示され，ASCOT-CAFE 試験で

糖代謝異常，メタボリック症候群の患者では，心血管イ
ベント発症のリスクが高く，重要な死因の一つである．と
くに，糖尿病患者の動脈硬化の徴候は若年から認められる
ものの，無症状であることが多く，重症化してから診断さ
れることが多い．したがって，心血管イベント発症の高リ
スク群を抽出し，その発症を未然に防ぐことが重要であ
る．高リスク群の抽出のための代表的なものとして，年齢，
性別，高血圧，脂質異常症，糖尿病や喫煙などの項目に関
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してリスクの重み付けを行い，心血管イベントの発症を予

測する Framingham リスクスコアがある

．しかし，

454, 455）

Framingham リスクスコアの有用性に関しては，人種間に

よる違いや 2 型糖尿病患者に用いる際には糖尿病の血糖

せると，致死性および非致死性心筋梗塞の発症が低下する

ことも示されている 465．同様にメタボリック症候群患者に

おいても尿中アルブミンや高感度 CRP が心血管イベント

管理状態や罹病期間などが加味されていないなどの問題

予測のために有用であることが示唆されている 466）．これ

があり，その予測能に関しては相反する報告がなされてい

ら以外のバイオマーカーの有用性に関しても少数の報告

る

がなされているが，測定系の簡便さ，物質的安定性や再現

．これらの点を改善させた DECODE（The Diabetes

456）

Epidemiology：Collaborative Analysis of Diagnostic
Criteria in Europe Study Group）研究 457) や UKPDS（UK

Prospective Diabetes Study）研究 458）のリスクスコアも心

性などの観点から尿中アルブミンおよび高感度 CRP が，

現状では最も優れたバイオマーカーであると考えられる．
ただ，尿中アルブミンや高感度 CRP を用いても，それ単

血管イベント発症の予測能に関しての一定の結論が得ら

独で，心血管イベント発症予防のための治療方針を決定す

れておらず，その有用性は確立していない 456）．

るだけのパワーはないと考えられる．

クスコアを用いて心血管イベント発症を予測した試験で

は，簡便性，非侵襲性，再現性，低コストである．そして現

は，その有用性が示されている 459）．しかし，人種やリスク

時点の血管機能を表す指標として疾患特異性が高く，ま

因子の重みの異なる日本人を対象としてその有用性を検

た，治療の効果判定としても有用であることに加えて，そ

証した試験は行われていない．いずれにしてもこれら古典

れ自体が良好な心血管イベント発症の予測能を有すると

的な危険因子に加えて複数の画像・生理検査を用いたさ

ともに，とくに古典的危険因子などを代表とした複数の予

一方で，メタボリック症候群を対象に Framingham リス

これらの現状を踏まえて，血管機能検査に望まれること

まざまな角度からの動脈硬化の進展度の評価を加えるこ

測指標を組み合わせた場合に，さらにその予測能の改善が

とで，糖尿病，メタボリック症候群患者に対する心血管イ

認められることであろう．

ベントの予測能が増加することが期待される．
この観点から最も優れている画像診断の一つとして，頸

動脈超音波による頸動脈 IMT（内膜中膜複合体厚）の測定

があげられる．健常人に比較して 2 型糖尿病患者の IMT

は増加しており，この増加が心血管イベント発症の強い予

2.2

血管機能検査が異常を示す機序と病態
2.2.1

内皮機能検査

．さらに，日

高血糖状態では AGE（終末糖化産物）の産生亢進，ポ

に IMT を組み合わせることで心血管イベント予測能が高

テインキナーゼ C 活性亢進や酸化ストレス亢進などによ

測指標になることが明らかになっている

209）

本人 2 型糖尿病患者において Framingham リスクスコア
まることが報告されている 209）．他方，メタボリック症候

群患者を対象とした場合，同様に健常人に比較して IMT

が増加していることが示されているものの 460，461），この対

リオール代謝亢進，ジアシルグリセロール増加によるプロ

り，血管内皮細胞障害が生じる 467）．同様に，インスリン抵
抗性，高血圧や脂質異常症などのメタボリック症候群の構
成因子により血管内皮細胞障害が起こる 468）．また，酸化

象においては IMT による心血管イベント予測能は明らか

ストレスの亢進は，NO（一酸化窒素）を不活化させるこ

血液，尿や生体組織に含まれる体内環境の変化を示すバ

細胞からのアディポネクチンの分泌低下や炎症性サイト

になっていない．

イオマーカーのなかにも，心血管イベントの予測能が優れ
たものが存在する．代表的なものとして尿中アルブミンが

あげられる．2 型糖尿病患者において尿中アルブミンは心
血管イベントの独立した予測指標であり

，さらに，レ

462）

とにより，また，インスリン抵抗性，内臓肥満に伴う脂肪

カインの分泌増加は NO の産生を低下させることにより，

血管内皮依存性血管拡張機能を障害する 469）．

糖代謝異常，メタボリック症候群の患者は，健常人と比
較して内皮機能が低下していることが明らかになってお

ニン・アンジオテンシン系阻害薬などによる介入により，

り 470，471），また，糖代謝異常とメタボリック症候群は内皮

尿中アルブミンが低下した場合には心血管イベント発症

機能障害の独立した危険因子であることが一部の研究で

．また，慢性

示されている 471)．ただし，メタボリック症候群ではその構

のリスクが低下することが示されている

463）

炎症を把握する指標として高感度 CRP（C 反応性蛋白）

成因子も内皮機能障害の独立した危険因子になり 471），危

が高い群（≧ 3.0 mg/L）では低い群（1.0 mg/L ＜）に比べ，

をひき起こしているだけであるとの考えもある．したがっ

が広く用いられている．2 型糖尿病患者では高感度 CRP

心血管イベントの発症が 2 倍高くなることが報告されて
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険因子を見きわめ，その因子への介入が重要である．FMD

は施設間での測定方法や検査値にも違いがあり，標準化を

が不十分になり，逆に ABI が高くなることがあるので注

意を要する 477）．このような患者では，石灰化の影響を受

進めていくことが今後の課題である．
糖代謝異常の患者では，高血糖そのものが内皮機能障害
の原因となっていると考えられるが，短期間にインスリン
治療などにより血糖コントロールを改善させても内皮機
能の回復につながらないことが示されている 472）．この結
果には，血糖コントロールに伴う体重増加が関連していた
可能性がある．また，糖代謝異常の患者では，持続的な高
血糖よりも食後高血糖のほうが内皮細胞機能障害を進展
させる可能性が報告されている

灰化を合併する症例では，マンシェットによる動脈の圧迫

．

けにくいとされている第 1 趾にて血圧測定を実施して，足
趾上腕血圧比による評価を行う 477）．
2.3

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
動脈硬化のリスクである高血圧，脂質異常症や糖尿病
は，発症の時期が明確でない場合が多く，その存在だけで

473）

は正確に動脈硬化重症度を推定することは困難である．ま

2.2.2

動脈スティフネス
高血糖により増加した AGE は血管壁に沈着する．これ

らが過度に架橋されることにより血管壁が硬化する．さら

た，罹病期間に関わらず，動脈硬化の進展具合には個人差
がある．したがって，現状の動脈硬化の状態を評価するた
めに血管機能検査が必要である．さらに，さまざまな検査

に，高血糖により血管壁を構成する細胞外マトリックス蛋

を組み合わせることで，機能的あるいは器質的な変化など

白（コラーゲン，エラスチン）が糖化されることも血管壁

異なる観点や異なる部位の血管障害を評価でき，それぞれ

の硬化に関わっている 474）．また，高血糖，肥満による脂肪

の特徴を活かしつつ弱点を補うことができる．また，いく

細胞の増加や，高インスリン血症による局所のレニン・ア

つかの血管機能検査は，将来の心血管イベント発症の独立

ンジオテンシン系亢進，交感神経活性化，慢性炎症，内皮

した予測指標になることも知られており，これらの検査結

機能障害や平滑筋細胞の肥大・増殖なども動脈スティフ

果をもとに心血管イベント発症の高リスク群を抽出し，効

ネス増加に関与する

．

率的な介入を行うことができる可能性もある．

474）

2.2.3

2.3.1

内皮機能検査

AI，中心血圧
血管の硬化という病態が圧脈反射異常に強く関連して
いることから，糖代謝異常，メタボリック症候群で認める
圧脈反射異常の病態は動脈スティフネスと基本的には同

FMD が糖尿病症例の予後予測指標であるかは不明であ

る．

治療による FMD の改善については以下の報告がある．

じである 474）．したがって，糖尿病では動脈のスティフネ

単回の食事負荷による食後高血糖を α グルコシダーゼ阻

ス増加に伴い，圧脈反射異常が増大する 123, 322）．

害薬であるアカルボースにより是正することで，血管内皮

一方，メタボリック症候群では検知される圧脈反射異常

障害が改善することが報告されている 478）．さらに，α グ

．この原因として，肥満

ルコシダーゼ阻害薬間の比較データであるが，ボグリボー

は増大しないとのデータが多い

475)

が圧脈反射に多彩に影響することが示唆されている．詳細
な機序は明らかではないが，脂肪細胞の末梢伝導血管への
沈着が末梢での圧脈反射を遅延させることが一因と考え

スより食後高血糖改善作用の強いミグリトールのほうが，

3 か月間の治療後には，血管内皮機能障害がより改善する
ことも報告されている 479）．また，グリニド系経口血糖降

られている 319)．そのため，糖代謝異常で肥満を合併する場

下薬であるナテグリニドも食後の高血糖を是正し，食事負

合，肥満の影響により圧脈反射異常が明らかでない状況も

荷後の内皮機能障害を改善させることが報告されている

存在する 476）．

480）

．これらの結果は，たとえ短期間であっても食後の糖代

謝異常の改善が内皮機能障害を改善させることを示唆し

2.2.4

ABI

ている．

高血糖やインスリン抵抗性では前述のように，さまざま
な機序を介して粥状動脈硬化病変が形成され，血流低下が

ひき起こされ ABI が低下する．

流に位置しており，内皮細胞機能障害の重要な危険因子と
なっている．つまり，肥満への介入は，脂肪細胞からのア

また，高血糖やインスリン抵抗性は，血管壁を構成する

マトリックス蛋白の糖化，内膜中膜肥厚度の増加，石灰化
形成などを介して血管を硬化させる

糖代謝異常，メタボリック症候群では，肥満は病態の上

．中膜に高度の石

474）

ディポネクチンの分泌低下や炎症性サイトカインの分泌
増加による NO の産生低下 468），インスリン抵抗性による

血管内皮細胞障害 468）を改善させることが期待される．し
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かし，短期間の食事，運動療法による減量では内皮機能障
害は改善しないため

，今後は，長期間にわたる減量が

481）

血管内皮細胞機能に与える影響に関する検討が必要であ
る．一方で，比較的短期間であっても糖代謝異常，メタボ
リック症候群の患者に対するメトホルミン（ビグアナイ
ド系経口血糖降下薬）やピオグリタゾン（チアゾリジン
系経口血糖降下薬）などの薬物によるインスリン抵抗性
への介入が血管内皮障害を改善させることが報告されて
いる 482, 483）．とくに糖代謝異常の患者においては血糖管理
以上にインスリン抵抗性に対する介入が血管内皮障害を
．また，メタボリック

改善させることが示されている

484）

症候群を構成する脂質異常症

に介入することが内皮機

485）

能障害の改善をもたらすことも報告されている．糖尿病に
おいて血管内皮機能の改善が長期予後の改善につながる
かは現時点では不明であるが，メタボリック症候群での

FMD 低値は予後予測指標であることが示されている 72)．
2.3.2

動脈スティフネス
糖代謝異常，メタボリック症候群の患者では，健常人と

比較してさらに PWV（脈波伝播速度）が高値になること

ABI，TBI
糖尿病で PAD（末梢動脈疾患）を合併している患者は

9.5 〜 30.2 ％と高率であることが報告されている 490)．
ABI の正常値は 1.00 〜 1.39 で，0.91 〜 0.99 は境界領域，
0.41 〜 0.90 は軽度か中等度，0.40 以下は高度の下肢動脈

閉塞症と分類されている 384)．糖尿病患者においても ABI

は PAD のスクリーニング検査や診断のツールとして有用
である．一般に糖尿病患者で ABI ≦ 0.90 以下を示す例が

PAD 診断に対する感度は 63 〜 100 ％，
約 20 ％程度存在し，

特異度は 88 〜 97 ％とされている 491, 492）．すなわち糖尿病
患者では偽陰性の割合が多いことが ABI 測定上の問題点

になっている 493）．とくに，糖尿病性末梢神経障害を合併

した症例では，PAD に対する ABI の感度が 53 ％まで低

下することが報告されており 491），TBI（足趾上腕血圧比）
やサーモグラフィなど，他の方法での評価が必要である．

また，中膜に高度の石灰化を合併する症例では，マン

シェットによる動脈の圧迫が不十分になり，逆に ABI が

PAD に対する ABI の感度が低下する原因になっ
高くなり，

ている．異常高値（ABI ＞ 1.30 〜 1.40）を示す糖尿病患

が明らかになっており 191, 320, 470, 486），また，cfPWV は，糖

者は 5 〜 10 ％程度に存在し 492, 494），そのなかで実際に

あることも示されている 138）．一方，IMT と比較すると

れも高いことが示されている 494, 495）．また，動脈硬化の石

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

baPWV については有意性が認めなくなるとする報告もあ

る 209）．

2 型糖尿病患者の治療評価としては，ピオグリタゾンは

PWV を改善させることが報告されている 215）．また，少数

例ではあるが，メトホルミンやスルホニル尿素薬に比較し

てピオグリタゾンの PWV 改善効果が優れていることも示
されている 487, 488）．しかし，このような介入による PWV

の低下が予後の改善につながるかは不明であり，今後の検

PAD を合併している頻度は 58 ％あるいは 84 ％と，いず
灰化を認めるような糖尿病患者では，ABI 0.90 〜 1.30 と

正常範囲においても PAD の合併頻度が 57％もあるとする

報告もあり注意が必要である 496）．

糖尿病患者においても ABI は優れた予後予測指標であ

る．ABI ≦ 0.90 では死亡 497），心血管死亡 498），心血管イベ

ント発症 490）や下肢切断のリスク 499）が増加することや糖
尿病性腎症の合併が増加すること 500）が示されている．同

様に ABI が異常高値を示す場合にも心血管死亡，心血管

討が必要である．一方で，メタボリック症候群患者におけ

イベント 381）や下肢切断 501）のリスクが増加する．

い．

る患者は 7 ％であり，メタボリック症候群を認めない患者

る薬物介入による PWV 改善効果は明らかになっていな

メタボリック症候群の患者のなかで PAD を合併してい

に比較して高率であることが報告されている 502）．また，メ

2.3.3

AI，中心血圧
動脈スティフネス増加に伴い，圧脈反射異常が増大する
と考えられるが，前述のように，とくにメタボリック症候

タボリック症候群の患者では，ABI 低値が 7 〜 27 ％程度

に存在するとの報告もある．さらに，メタボリック

503，504）

症候群の構成因子が増加することにより ABI 低下が進展

群での圧脈反射異常の増大には否定的な意見が多い 475）．

することが示されている 505）．しかし，糖尿病患者を除い

また，予後予測指標としての有用性も不明である．した

たメタボリック症候群の患者とメタボリック症候群を認

がって，現時点での臨床的意義に関しては明らかではな

めない患者とを比較すると ABI 低値を示す患者の割合は

い．現在，Gomez-Marcos らにより，糖尿病，メタボリッ

同程度であることが報告されている 504）．したがって，糖

標としての有用性を検証する前向き研究が進行中であり，

意義があると考えられる．

ク症候群における PWV および圧脈反射解析の予後予測指
その結果が待たれる
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．

489）
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代謝異常を合併している患者においてのみ ABI の診断的
高齢者に限った試験であるが，ABI 低値がすべての死因
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や心血管死亡の独立した因子になることが報告されてい

ものの，一部の薬剤により PWV 値が改善することも報告

．一方でメタボリック症候群における ABI 異常高値

（cfPWV
されている 215, 487, 488）．ABI 異常あるいは PWV 異常

く，今後の検討課題である．また，糖代謝異常，メタボリッ

して取り扱う（高血圧の「診療における血管機能検査実

点では明確ではない．

で cfPWV，baPWV，CAVI の上昇は報告されているが，

る

503）

の頻度や，その臨床的な意義を検討した研究はほとんどな
ク症候群において ABI が治療効果の指標となるかは現時
2.4

スティフネスパラメータ β
ARIC（Atherosclerotic Risk in Communities）研究では，

45 〜 64 歳の 4701 例において，2 型糖尿病や境界型ではス

ティフネスパラメータ β は高値を示し，空腹時血糖値や

空腹時インスリン濃度との関連性を認めている 507）．

Emoto らは，2 型糖尿病 60 例において，頸動脈および大
腿動脈のスティフネスパラメータ β は，グルコースクラ

≧ 10 m/sec，baPWV ≧ 18 m/sec）症例は高リスク症例と
．メタボリック症候群
施のストラテジー」
（71 ㌻）参照）

予後予測指標としての有用性は不明であり，検査としての

有用性は明確でない．

FMD は糖尿病，メタボリック症候群で障害されている

が，その測定を推奨できる根拠は十分でない．FMD は頸

動脈の IMT よりも，より早期の心血管病変の異常を検出

できる検査である 506）．動脈硬化は早期に介入するほうが
治療の効果が出やすいと考えられることから，内皮細胞機

能評価は重要であると考えられる．FMD は糖尿病治療薬，

糖代謝改善のための生活習慣の改善（運動，減量）により

ンプ法により正確に評価したインスリン抵抗性指標と有

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

意の負相関を示し，年齢，インスリン抵抗性は独立した寄

判定や，生活習慣改善のバロメーターとなる可能性があ

与 因 子 で あ る こ と を 示 し た 508）．BLSA（Baltimore

る．

メタボリック症候群では，対照群と比較して頸動脈の IMT

の AI，中心血圧測定の意義は低いことが示唆される．肥満

Longitudinal Study on Aging）研究では，471 例において，

が 16 ％，スティフネスパラメータ β が 32％高値を示し

た

．NOMAS（Northern Manhattan Study ）研究 1133

509）

肥満に伴い AI は低下するため，メタボリック症候群で

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．

例では，人種差に関わらず，頸動脈スティフネスパラメー
タ β はメタボリック症候群では有意に高値を示し，さら
に，ウエスト周囲径と血圧が強い規定因子であった 510）．2

型糖尿病やメタボリック症候群における治療介入のス

3.

脂質異常症

ティフネスパラメータ β に対する効果については，有酸
素運動療法 511）やインスリン抵抗性改善薬であるピオグリ
タゾン投与による改善効果 512）が報告されている．
2.5

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

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

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 209）．PWV 値の改善が心血管イ

ベント発症リスクの改善に直結するというデータはない

3.1

血管機能検査が必要である背景
脂質異常症は高血圧，糖尿病などと並んで心血管系疾患
発症のリスクであり 513），総コレステロールレベルの上昇
とともに心血管系疾患による死亡率の増加が認められる
．なかでも日本人 9000 例以上を対象に 10 年以上追跡

514）

した NIPPON DATA80 では，他の危険因子で調整後も総

コレステロールの増加につれて冠動脈疾患死亡の相対危
険度が直線的に上昇している 515）．
一方，心血管系疾患の一次予防や二次予防を目的とした

大規模臨床試験のメタ解析では LDL コレステロールを下

げるほど冠血管イベントが抑制されており LDL コレステ

ロールの管理の重要性がクローズアップされている 516）．

心血管系疾患のベースにある動脈硬化は段階を追って
進行していくものであるが，通常，重症化してから診断さ
れることが多く，心血管系疾患の高リスク群を抽出し，そ
の発症を未然に防ぐことが重要であると考えられる．この
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ためには，より多様な検査を用いて，早期の動脈硬化を形

確でない．

態的・機能的に評価することが重要であり，現在は心血管

3.2.2

系疾患のサロゲートマーカーとなる新たな指標が求めら
れている．

血管機能検査が異常を示す機序，病態生理
血管壁のアテローム病変（粥状硬化病変）の進行は，ま
ず初期病変として内皮障害に伴い内膜に遊走した単球が
マクロファージに分化することから始まる

．早期動脈

517）

硬化段階である内皮機能障害は FMD（血流介在血管拡張

反応〈血流依存性血管拡張反応〉
）など内皮機能検査で評
．

518)

脂質異常症（とくに高 LDL コレステロール血症）では

は小児高コレステロール血症でも確認されており，高コレ
ステロール血症の病態早期から動脈スティフネスは増加
するとされる 523）．LDL はアテローム硬化を進展させ，そ

の進展に伴う内皮機能障害や動脈壁の硬化が PWV 上昇，

AI 増加に関与することが示唆されており 519），この病態増

悪には炎症が介在することが示唆されている 198）．しかし，
これらはいずれも小規模人数での検討である．中性脂肪上

昇も，PWV 上昇および AI 増加に作用するが 524），否定的
な報告もある 525）．低 HDL が PWV を上昇させることが報

生体内で LDL は酸化ストレスなどで変性した修飾 LDL

告されているが 526），AI 増加に作用するかは明確でない．

（とくに酸化 LDL）は通常の LDL コレステロール受容体

脂肪の PWV 上昇への関与程度は小さいことが確認されて

コレステロールへと変化する．修飾 LDL コレステロール

一方，最近のメタ解析ではコレステロール，HDL，中性

に対する認識能が低下するため，スカベンジャー受容体な

おり 426），わが国の一般住民での検討でも，コレステロー

ステロールエステル）を蓄積した泡沫化細胞になる．内膜

についてはわが国の一般住民での検討では，低 HDL のみ

どを介してマクロファージに取り込まれると，CE（コレ
における泡沫化細胞の増加は，アテローム病変の形成や頸
動脈の内膜の肥厚を進展させることにつながっていく．ア
テローム病変がさらに大きくなるとわずかな刺激により
薄くなった内皮の表面が破裂して血栓が生じる

．

517）

動脈壁全体が硬化し動脈スティフネスが増加する

ルの PWV 上昇への関与は否定的であった 186）．また，AI

が有意な影響因子であった 324）．このように，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．
3.2.3

アテローム病変の進行する部位では，動脈硬化が進み，
．さ

519）

らに，結果として血管狭窄・閉塞につながっていく．また，

ABI
アテローム硬化の進展に伴い，血管内腔狭窄が生じて

ABI が低下する．いくつものコホート研究で，脂質異常症

中性脂肪の上昇は血中レムナントを増加させ動脈硬化を

が ABI 低下のリスクであることが報告されているが 527），

HDL 低下に伴いこうした抗動脈硬化作用が減弱する

い．

進展させる．一方，HDL は抗酸化，抗炎症に作用するが，
514，

．PWV（脈波伝播速度）は動脈硬化のなかでも動脈

517, 520）

壁全体の硬化性病変（sclerosis）の進行による動脈スティ

フネスの程度をみる検査であり，ABI（足関節上腕血圧比）
は器質的なアテローム硬化の進行に伴う動脈狭窄による
血圧低下を診る検査法である．
3.2.1

内皮機能検査

脂質異常症における ABI 低下の頻度を検討した報告はな
3.3

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
治療介入では，スタチン系薬剤を用いた介入により

PWV の改善が報告され 200, 528），またロスバスタチンは AI
も改善する 529）．しかし，これら血管機能指標が高コレス

内皮機能障害は動脈硬化進展の早期病態であり，脂質異

テロール血症の症例の予後を反映する指標であるか，ま

常症が内皮機能障害に関連することが報告されている．脂

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

質異常症が存在する場合，血中の LDL コレステロールが

るかは検討されていない．近年，脳心血管疾患の二次予防

細胞からの NO（一酸化窒素）産生を低下させる 517，518，

も血管スティフネスの改善効果が報告されている 530, 531）．

増加すると一部が酸化されて変性 LDL となり，血管内皮

．一方，最近の研究で CETP（cholesterol ester transfer

521)

protein）阻害薬での HDL の増加は内皮機能を改善しない

ことが報告されており

76

高コレステロール血症では PWV は上昇し，AI（増大係

数）も増加することが報告されている 195）．こうした異常

3.2

価される

動脈スティフネス，AI，中心血圧

，HDL の内皮機能への関与は明

522）
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効果が明らかにされた EPA（エイコサペンタエン酸）に

エゼチミブはスタチン系薬剤と異なる機序で脂質異常症
の改善を図る薬剤であるが，
これも変性 LDL コレステロー

ルを低下させて baPWV および FMD を有意に改善させる

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

ことが明らかになった 532）．しかし，これらはいずれも小

内膜，中膜の肥厚，細胞外マトリックスの増加 540），それに

規模研究での検討であり，十分な根拠とは言い難い現状に

加えて広汎な石灰化がみられる．このように硬くなった血

ある．CAFE-LLA（Conduit Artery Function Evaluation-

Lipid-Lowering Arm Study）試験は ASCOT（Anglo-

Scandinavian Cardiac Outcomes Trial）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

533）

管を有する CKD では，より血圧が上昇し左室への負荷が
加わる．これが CKD では心血管病変につながっていくも

のとされている．また血管の石灰化と血管の硬さも比較的
よく一致していることから，これらをどう組み合わせて

CKD 患者の心血管病変を評価し，かつ心血管事故を減ら
すようにするかが課題となる．また，CKD を生み出す原

解析でも確認されている 534）．しかし，この改善が予後を

疾患となっている糖尿病，高血圧，さらには肥満や動脈硬

反映するかは不明である．

化といった疾患がすでに存在していることでは単純には

3.4

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

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
ではない．

4.

腎疾患

決定しがたい課題である．また一つの問題として，CKD

で重要な羅患歴や腎疾患の進行速度が血管機能の変化と
どう関連するかについての検討はまだ少ないのが現状で
ある．
4.2

血管機能検査が異常を示す機序，病態生理
4.2.1

内皮機能検査
微小血管から伝導動脈における内皮機能障害が CKD で

は認められる 541）．微量アルブミン尿はこの内皮障害から
生じるものと考えられている 542）．米国で行われた Hoorn

試験では，この微量アルブミン尿，軽度腎機能障害が心血
4.1

血管機能検査が必要である背景
CKD（慢性腎臓病）は，心臓疾患を始めとし，脳血管障

管疾患発症と密接に関連していることが報告されている
．内皮障害のバイオマーカーとして可溶性血管細胞接着

543）

，von Willbrand
分子 1（vascular cell adhesion molecule-1）

因子，非対称型ジメチルアルギニン（asymmetric dimethyl

害や末梢血管障害を含む幅広い血管の病変と結びついて

arginine）などが用いられるが，この内皮障害関連指標が

．従来，CKD
10-0210_LBA_Vascular_bklt_LowRes．pdf）

る 544）．

いる（http://www．kidney．org/professionals/tools/pdf/12-

では腎機能障害の進行の防止，あるいは腎代替療法への移

行をいかに阻止するかということで，さまざまな検証が行

CKD での心血管疾患発症と関連することが報告されてい

CKD で内皮機能検査を行った報告では，そのほとんど

が 内 皮 機 能 に 障 害 を 認 め る と し て い る．古 く は van

われてきた 535）．そのような中で，CKD では腎代替療法が

Guldener らが血液透析および腹膜透析患者では内皮機能

られることも判明してきた 536，537）．

は軽度の腎機能障害があっても内皮機能障害を認めるが，

導入される前に，心血管疾患に罹患することが高率に認め
心血管疾患においては，従来から血管の評価に関する成

が障害されていると報告した 545）．ついで Thambyrajah ら

必ずしも CKD のステージ間での内皮機能障害の格差は非

績が多く出されてきたが，CKD ではそれらに比べて必ず

糖尿病性腎症では見いだせなかったとしている 546）．最近

して，CKD では一般の心血管疾患に加えて血管の石灰化

あいだには相関がみられるとした 547）．いくつかの報告で

しも多くないのが現状である 536, 537）．この血管の評価に関
がもう一つの大きな問題となっている 538）．CKD ではカル
シウム・リン代謝が大きく変化することで，骨が変化する

では，Recio-Mayoral らは内皮機能障害と腎機能障害との

は腎機能障害と内皮障害とは，ある程度は相関するとして

いる．しかし，CKD では高血圧，糖尿病，脂質異常症をし

と同時に血管にも変化がもたらされる．事実，最近の研究

ばしば合併しており，これらは内皮機能障害の原因となる

常は軌を一にしていると考えられるようになっている 539）．

い 548）．

によれば，CKD では血管平滑筋への石灰化と骨代謝の異

さらに CKD では血管構造の変化として尿毒物質による

ことから，それらが強く影響している可能性は否定できな

Lilitkarntakul らは CKD のステージ 1 〜 5 までの患者
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において，1 〜 4 までは FMD でみた場合にほとんど変化

がないが，5 では有意に低下していることを示した

．

549）

さらに腎機能の低下と FMD の増大とは有意な正の相関
があることを示した．この報告では同時に PWV（脈波伝

播速度）は腎機能とは負の相関があることが報告されて
いる．最近の MESA 研究（The Multi-Ethnic Study of

Atherosclerosis）では，腎機能障害進展予測に FMD は有
用な指標でないことが報告された

．

58）

ABI

ABI は下肢の動脈硬化病変の評価に用いられているが，

CKD でもいくつかの論文が報告されている 435，558-560)．
O'Hare は米国で縦断的調査が行われている NHANES

（National Health and Nutrition Examination Survey）
のデー

タを解析し，40 歳以上でクレアチニンクリアランス

（Cockroft-Gault 式）が 60 mL/min/1.73 m2 未満では ABI

＜ 0.90 が 24％に認められるとしている 561）．Leskinen ら

4.2.2

動脈スティフネス

によるフィンランドでの住民集団研究では，30 mL/

PWV は血管のスティフネスを測る検査として用いられ

min/1.73 m2 未満では 22％が ABI ≦ 0.90 であったと報

はどのような意味を持つのかについて，さまざまな成績が

は ABI ＜ 0.90 の頻度は 29 ％，60 mL/min/1.73 m2 以上

ている．したがって，この血管のスティフネスが CKD で

報告されている 549-551）．多くの成績から PWV は CKD で
上昇しているとされる

．

552）

告している 562）．Mostaza らは 60 mL/min/1.73 m2 未満で

で 微 量 ア ル ブ ミ ン 尿 が あ る 場 合 に は 29 ％，60 mL/

min/1.73 m2 未満でかつ微量アルブミン尿がある場合には
49％であると報告した 563）．Ix らは住民を対象とした調査

4.2.3

AI，中心血圧
圧脈波解析による中心血圧推定は，測定する機器によっ
て 異 な っ て く る 可 能 性 が あ る．し か し， 現 在 は

SphygmoCor（AtCor 社）と HEM-9000AI（オムロン社）

から CKD では ABI が低い場合と高い場合があると報告

している 558)．しかし，日本人では CKD において ABI 低
下の頻度が多いかは不明である．

一方，透析症例では，わが国においても ABI 低下症例が

の 2 つの機器で中心血圧を測定している報告が多い．いく

多いことが報告されており，透析症例において ABI 0.90

ており，大きな差異はないとしている 553）．

Kitahara らの報告では 15％であった 75, 177）．

つかの機器の差異については Guilcher らが詳細に検討し

Takenaka らは非糖尿病性 CKD で AI を測定し，AI が

年齢と体重と正相関し，身長と心拍数と負の相関を示すこ

とを報告した 554）．さらに AI と左室重量が正の相関を，ま

た RA（レニン・アンジオテンシン）系阻害薬を用いてい

る場合に AI とクレアチニンの変化でみた腎機能障害の変
化と正相関をしていることを示した

．Taal らは AI が

555）

ステージ 4 と 5 の患者の透析へと至る腎機能障害の独立

した因子であることを報告した

．

556）

CRIC（The Chronic Renal Insufficiency Cohort）
研究は，

以 下 を 認 め る 頻 度 は Morimoto ら の 報 告 で は 13 ％，
4.3

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
CKD では心血管疾患の合併がしばしばみられ，とくに

動脈硬化病変と密接に関連していることが疫学研究や臨
床研究で明らかにされている 564）．したがって，動脈硬化
病変を評価する血管機能検査は心血管疾患の検出には重
要であると考えられる．しかし，腎機能障害の進行には血

中心脈圧が図 34 に示すように CKD の各ステージでその

管機能検査の重症度が必ずしも関連していないとする報

ステージ 3 のうち eGFR（推定糸球体濾過率）が 44 mL/

566）

分布が異なることを報告した 557）．この結果から，CKD の

告もあり 565），原因と結果の判別が必ずしも容易ではない

．また，腎機能障害の進行は PWV に影響を与えるかに

min/1.73 ㎡ 未満になると，中心脈圧が大きくなることが

ついても明確な解答が得られてはいない．腎機能障害と

合が，ステージが進むにつれて多くなる．この報告のなか

る．Wang らは，CKD ステージ 1 からステージ 5 まで腎機

わかる．さらにこの中心脈圧が 50 mmHg 以上の占める割

では，末期腎不全への進展を予測する最もよい指標は中心

PWV とがどのような相関を示すのかについては議論があ

能障害が進行するに従い，PWV も速くなる 567）としてい

脈圧であるとしている．Verbeke らは cfPWV，中心血圧，

るが，PWV は年齢，収縮期血圧，糖尿病，総コレステロー

て中心血圧と cfPWV が予後予測指標として優れているこ

とは相関しないとする成績も報告されている 549）．また，

AI の 3 つを腎移植患者で比較し，ROC 解析（図 35）に

とを示した 149）．また，Hoshimoto と Ito は腎血行動態を介

した微量アルブミン尿は中心血圧と最もよく相関するこ
とを示している 281）．
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ル値とは有意な相関を示すが，クレアチニンクリアランス

PWV と大動脈の石灰化病変とが血液透析患者では相関し

ているという成績も報告されている 538）．さらに 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
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腎機能障害の進行と中心脈圧の分布

CRIC（The Chronic Renal Insufficiency Cohort）研究の成績では，腎機能障害が進行するに従い中心脈圧（central pulse pressure：
CPP）が 50 mmHg 以上の割合が多くなる．
（Townsend RR, et al. 2010557) より）
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図 35

PWV, CAP, AI の心血管疾患の予測

ROC（receiver operating characteristic）曲線の解析により，PWV と
CAP が予後予測に有用であることが確認できる．
AI：増大係数，CAP：中心血圧，PWV：脈波伝播速度．
（Verbeke F, et al. 2011149) より）
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報告もある 188, 204, 550）．

Weir らは，CRIC 研究の一連の成績（2144 名の CKD

患者のうち 44％が糖尿病：対象の平均 eGFR は 45 mL/

min/1.73 m2，1 日尿蛋白は平均 790 mg）から，cfPWV は
CKD 患者の蛋白尿と関連していることを多変量解析で明

らかにした．しかし中心血圧は関連していなかった 568)．

また，血管機能検査の CKD および透析症例の予後予測

指標としての有用性を検討した研究がいくつか報告され
ている．cfPWV は，透析症例の予後予測指標として有用

である 137）．わが国でも Shoji らは，糖尿病・非糖尿病の

CKD を対象としてみたところ，心血管疾患による死亡は

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」
（71 ㌻）参照）

AI，中心血圧測定についても CKD のステージ 3 〜 5 症

例および透析例で，予後予測指標としての有用性は確立さ
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．一方，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

cfPWV が亢進した患者に多かった 143）．Guerin らは，透析

い．

療後に PWV が改善する症例では心血管疾患発症が少ない

言っても過言ではない．しかし，最近の CKD の大きな問

症例では PWV 亢進例で心血管疾患の合併症が多いが，治

と報告している 152）．baPWV についても予後予測指標とな

ることが報告されている

．一方，CAVI（心臓

75，177，228，569）

CKD は簡単にいえばすべての腎疾患を含んでいると

一つは糖尿病を基礎疾患に持つ人の増加と，
題は 2 つあり，

もう一つは高齢者が増加していることにある．糖尿病では

足首血管指数）については予後予測指標としての有用性

その初期から血管病変があり，腎機能障害の進行とともに

に否定的な報告がある 228）．

さまざまな形での血管障害が生じてくる．糖尿病の血管病

ているが 328，329），否定的な報告もある 334）．また，CKD で

管に病変を認めることが多い．一方，動脈硬化による病変

透析症例では AI は予後予測指標であることが報告され

は AI の予後予測指標としての有用性は否定的である 156）．

London らは，透析症例で FMD は独立した予後予測指

標としているが 570），わが国で行われた Morimoto らの研
究によると CKD では FMD より PWV，ABI が予後予測

に有用としている 75)．

変の主体は，大血管のなかでも比較的細い血管や末梢の血
は胸部大動脈や腹部大動脈などの大血管を主体とした病
変である．したがって，この 2 者は血管病変の成り立ちが

異なっているが，これに腎機能障害が加わってくると，そ
れら病変はよりいっそう複雑になってくるとされている
．実際にはそれらをしっかりと分離して考えたり認識

551）

Chen らは，CKD 症例および透析症例において ABI が

することは難しい．しかし，どのように血管病変を評価す

では冠動脈病変と透析導入の強力な予測指標となるとし

のみでなく，血管の石灰化や超音波によるプラークの検出

1.30 以上では総死亡と心血管死亡が多くなり，0.90 未満
ている 560）．非透析 CKD 症例でも ABI ＜ 0.90 は予後予測

指標であることが報告されている

．Coll らは CKD で

571）

は ABI は心血管リスクとしての動脈硬化病変を見いだす

のに有用な検査であるとしており 559），Liu らは逆に，ABI

るかは重要な問題であり，単に PWV，AI，中心血圧，ABI

など，さまざまな評価があり，今後はこれらをどう組み合
わせて，最もよい予想が可能なのかを検討していく必要が

あるものと思われる．その際に CKD のうち糖尿病や高血

圧では微量アルブミン尿が尿異常の主体となるが，従来の

が高いときに CKD で糖尿病を合併している場合には心血

腎疾患では蛋白尿が主体となることから，今後は上記に加

Morimoto や Tanaka らは ABI 低下は予後予測指標として

したい．

管危険因子であるとの報告をしている 572）．透析症例では，
有用と報告している 75，211）．
4.4

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

えてより細かく腎疾患をみていく必要があることを提唱
4.5

スティフネスパラメータ β
CKD のスティフネスパラメータ β に対する寄与につ

Makita らは，
健診受診者 3406 例において，
CKD
（eGFR
いて，
＜ 60 mL/min/1.73 m2 以下，蛋白尿存在，または両者）合

は予後評価に有用であり，ABI ≦ 0.90 では PAD 合併が示

併群では，非合併群に比べて，頸動脈 IMT（内膜中膜複合

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

圧，糖尿病，脂質異常症，喫煙，肥満の危険因子調整後の

唆される．また，PWV 測定でも有用である可能性が高い．

または ABI 異常（≦ 0.90 または≧ 1.40）を示す症例では，
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している 573）．

さらに，心血管疾患死亡との関連において，Shoji らは，

頸動脈 IMT とスティフネスパラメータ β の予後予測指標

としての臨床的意義を初めて示している 574）．血液透析患

また，複数の冠危険因子を有し，胸部症状があるような
症例では，血管機能検査の異常が冠動脈疾患の存在をさら
に示唆する検査法になる．冠動脈疾患を疑って冠動脈造影
を施行した例において，非狭窄例と比べて冠動脈狭窄例に

IMT 単独高値群，
者 423 例の 70 か月の観察研究において，

おける PWV（脈波伝播速度）は高値であり，ABI（足関

者低値群を対照としたときのそれぞれの心血管死亡率は，

動脈 CT による冠動脈石灰化スコアの増大と関連する 599,

スティフネスパラメータ β 単独高値群，両者高値群と両

2.85，2.22，5.87 と有意に高値を示し，IMT とスティフネ

節上腕血圧比）は低値であった 575）．また，PWV 高値は冠

．血管機能検査は，
非侵襲的かつ比較的安価であるので，

600）

スパラメータ β は相互に独立した心血管死亡に対する予

冠危険因子を有するが症状がない症例，非典型的な症状を

測指標であることを示した．

訴える症例などに対するスクリーニング検査となる可能
性はあるが根拠はなく未だ十分ではない 576)．

冠動脈疾患例における PAD（末梢動脈疾患）の合併率

5.

は高く 577)，冠動脈疾患の 30 〜 40％に PAD を合併すると

冠動脈疾患，心不全

いう報告もある 578）．また，ABI 低下と冠動脈狭窄重症度

冠動脈疾患例では，
との関連も報告されている 579）．一方で，
狭心症状や運動耐容能の低下のため PAD の症状がマスク

5.1

血管機能検査が必要である背景

されやすく，下肢の症状を訴えないことも少なくない．し
たがって，既知の冠動脈疾患患者においては，末梢動脈疾

患の有無をスクリーニングする目的で ABI を計測する意

5.1.1

冠動脈疾患

義がある．また，同時にカテーテル検査実施に際して，血

急性心筋梗塞の多くは，明らかな前兆がなく突然発症す
る．その機序としては，糖尿病，高血圧，脂質異常，喫煙な
どの冠危険因子によって，冠動脈の動脈硬化が進行し，プ

管アクセスのための情報となる．
5.1.2

心不全

ラークの破綻やびらんによって急速に血栓閉塞を生じる

心不全患者においては，血行動態異常，内皮機能異常お

ことが明らかにされている 517）．近年の治療の進歩によっ

よび神経ホルモン因子の亢進，加齢に伴う粥状硬化性疾患

て，専門病院到着後の致命率は 10％以下に低下したとは

に基づく動脈硬化により，血管の機能的および形態的変化

いえ，病院到着前の死亡率は依然として高い．半数以上の

が動脈スティフネスの増加をきたす 580）．とくに拡張期心

心筋梗塞は，冠動脈内腔の有意狭窄を伴わない粥状動脈硬

不全においては動脈スティフネスの増加が拡張機能障害

化病変が原因であり，そのような動脈硬化病変は血管の外

をもたらす重要な因子の一つとしてあげられている 446）．

側に広がって血流を保つため（ポジティブリモデリング）
，

一般住民，高血圧例，糖尿病例において，PWV が心不全を

症状も出現しにくい．したがって，急性心筋梗塞の発症を

含む心血管イベント発症の予測指標となることが報告さ

予測するためには，破綻の恐れがある不安定プラークを検

れている．しかし，心不全患者における血管機能検査指標

出する必要がある．

がその予後予測指標となるか，指標の改善が発症の減少に

近年，冠動脈の不安定プラークの検出に冠動脈 CT が用

いられているが，少なからず放射線被曝を伴うこと，造影
剤の投与が必要であること，コストが高いことなどの制限
があり，冠動脈疾患のリスクが高い例に対して有用性が高

いものの，スクリーニングに用いることは困難である．ま
た，全身の血管が同じリスクに曝されていることから，冠
動脈の動脈硬化性病変は全身の動脈硬化とある程度相関
していることが考えられる．したがって，血管機能検査の
異常から，冠動脈にも動脈硬化が進行している可能性が高
いと判断できる．実際に，高血圧症例や耐糖能異常症例に
おける血管機能検査指標の異常が，冠動脈疾患発症の予測
指標となることが示されている

．

112, 126, 138, 184）

つながるかは，さらに検討が必要である．
5.2

血管機能検査が異常を示す機序，病態生理
5.2.1

内皮機能検査

211 編の文献をまとめ計 11984 例を対象としたメタ解

析では，FMD は他の冠危険因子の少ない群において心血
管イベント予測指標である Framingham リスクスコアと

の関連が密接であった 80）．これは，FMD が動脈硬化の初

期病変の指標であることを示唆し，なんらかの冠危険因子

が存在すれば FMD はすでに低下を示すため，危険因子の
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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重積によってさらなる FMD の低下は生じないことが考え

られる．

心不全では，心臓のポンプ機能障害によるずり応力

ABI
冠動脈疾患では PAD の合併頻度が高く，PAD 合併の有

（shear stress）の低下および交感神経系の不活化による血

無を確認することが重要であり，ABI 測定が望まれる．さ

常などによって血管内皮機能が障害される 581-583）．これら

例が存在し，こうした場合，PAD を合併しても ABI が低

管収縮の亢進，酸化ストレスの増大，免疫サイトカイン異

の異常は心不全の増悪因子ともなるため，発症した心不全
がさらに増悪するという負の連関に陥ると考えられ，心不

全では FMD が低下している 584）．

らに，冠動脈疾患では動脈壁全体の動脈硬化が進展した症

下しない症例も存在し注意が必要である．
5.3

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義

5.2.2

動脈スティフネス
粥状動脈硬化は，中心動脈（弾性動脈）の変化から始ま
り，伝導血管に波及するとされていることから，中心動脈

の PWV 上昇は粥状動脈硬化の早期病変に関連した指標と

考えられている．一方で，PWV の上昇が冠動脈疾患発症・

5.3.1

冠動脈疾患のスクリーニング法としての意義
いずれの血管機能検査も冠動脈疾患の直接的な診断法
にはなりえないが，非観血的で簡便な同疾患のスクリーニ

増悪のリスクとなるという報告が多くあり，その機序とし

ング検査として期待されている．

て脈圧が増大し，動脈壁のずり応力障害を増悪させ，粥状

は冠動脈疾患において低下しており 594），冠動脈病変が重

動脈硬化の進展をもたらす直接作用，③動脈のスティフネ

症であるほど低値を示すと報告されている 595）．冠動脈造

ては，
①共通の進展因子を有すること，
② PWV 上昇に伴っ

スが増加すると，拡張期血圧が低下し，冠血流量が低下す
ること，④硬い動脈は心臓にとって後負荷となり，左室肥
大の原因となること，などが推測されている 585，586）．

心不全例における PWV に関しては，上昇するという報

告と影響を受けないという報告があり，一定の見解は得ら

れていない 587, 588）．重症度が同程度の心不全例であっても，

有用性を肯定する報告として以下があげられる．FMD

影を施行した 123 例で，男性の baPWV 高値は冠動脈疾患

の存在を予測する指標であったとの報告がある 596）．CAVI

（心臓足首血管指数）についても同様の報告がある 597）．ま
た，冠動脈 CT による冠動脈石灰化スコアの増大と PWV

亢進が関連するという報告も多い 129, 598-600）．逆に，高リス

ク群において baPWV が低値であれば冠動脈疾患の除外

虚血性心疾患を基礎疾患とする心不全では PWV が上昇

には有用であるとする報告もある 201）．AI は PWV，中心

であったことから，心不全における PWV の上昇は，むし

あったと報告されている 601）．

はないかと推察されている 589）．

ABI の異常も冠動脈疾患の存在を示唆しえる因子となり，

し，拡張型心筋症による心不全では PWV が対照例と同等

ろ背景にある動脈硬化の程度により影響されているので

AI，中心血圧

AI は冠動脈疾患で増加しているとの報告もあるが否定

的な報告もあり，AI 増加と冠動脈疾患の関連は明確でな
い

．イヌ高血圧モデルにおいて，
高血圧が動脈スティ

590，
591）

フネスを増加させ，中心血圧の上昇を介して左室リモデリ
ングを促進させることが示されたが

脈圧などと比較して，最も優れたスクリーニング指標で

PAD では冠動脈疾患合併頻度が高く 602）．したがって，

冠動脈造影施行例の検討では造影施行前測定 ABI 低値が

5.2.3

，ヒトの左室駆出

592）

率が保持された心不全例においても同様の事実が確認さ
左室駆出率が保持された心不全例では，
れている 593）．また，
軽度の運動負荷により左室の収縮末期エラスタンスと血
管エラスタンスで表される ventriculo-arterial coupling が

冠動脈疾患の予測指標であった 201）．

一方，否定的な報告として以下があげられる．cfPWV は

冠動脈石灰化スコアを反映せず cfPWV により冠動脈疾患

を予測するのは限界があり 603），80 歳以上の高齢例では

cfPWV は 心 疾 患 合 併 と 関 連 し な か っ た 604）．ま た，
baPWV，FMD よりも古典的危険因子のほうが冠動脈疾患

をよく予測する 605），冠動脈疾患患者において cfPWV，AI

は冠動脈疾患の重症度を反映しない 606）など，血管機能検
査指標と冠動脈疾患との関係に否定的な報告も散見され
る．通常，冠動脈疾患を発症する前に全身における動脈硬

破綻することが報告されており 576），心不全発症のメカニ

化は進展しており，血管機能指標の多くは発症以前から異

も影響する指標であり，左室収縮能の低下した心不全では

度の関連が明確にはならないと考えられる．

ズムの一つとして考えられている．しかし，AI は左室機能

AI は増加しないことが報告されている 119）．

82

5.2.4

循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2013

常を示すと考えられるため，これらの指標と冠動脈の重症

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

硬化危険因子以外の因子にて障害され，その障害が予後に

5.3.2

冠動脈疾患の発症予測における意義

FMD は 2792 例の高齢者を対象とした The Cardio-

影響することが示唆される 65）．さらに治療による FMD の

改善が，将来の心血管イベント発症抑制の予測指標となる

vascular Health Study では将来の心血管イベントの予測指

と報告されている 65，83，85）．

した研究では，FMD は心血管イベントの独立規定因子と

1800 cm/sec により退院後の心血管イベントの発生を予測

標であった 79）．一方，メタボリック症候群 842 例を対象と

なり，メタボリック症候群に FMD 障害が合併するとさら

215 例の急性冠症候群例における検討で，baPWV ≧

することができた 178）．また，654 例の冠動脈疾患を合併し

に予後不良であることが報告されている 72）．最近，FMD

た糖尿病患者で，baPWV ≧ 1730 cm/sec の群がそうでな

タ解析が実施された．この解析では予後予測指標としての

に，冠動脈疾患において baPWV が改善したことは，良好

の心血管疾患発症予測指標としての有意性を検討したメ
有意性は確認できたが，従来の冠危険因子よりも優れた予
測指標になるとは十分に結論できていない

．

59）

高血圧患者 1045 例において，cfPWV は冠動脈疾患発症

および心血管イベント発症の予測指標であった 126）．また，

40 〜 70 歳の一般住民 1678 例において，cfPWV は心血管

死亡および冠動脈疾患の発症を予測し

，Framingham

148）

い群と比べると新たなイベント発症が多かった 180）．さら
な予後の独立規定因子であった 216）．Weber らは 520 例の

冠動脈造影施行症例の追跡調査を行い，AI が独立した予
後予測指標であることを示した 609）．Chirinos らも冠動脈

造影検査で 10 ％以上の狭窄を有した患者を 3 年間追跡観

察し，主要心血管イベントの発症に関して，AI が 10 ％増
加すると 1.2 倍のハザード比の上昇が認められ，死亡に関

Heart Study の一般住民 2232 人においても cfPWV が心筋

また，
しても 1.2 倍リスクを増大させることを報告した 332）．

追跡研究のメタ解析では，PWV 上昇は，心血管死亡およ

確認されている 610）．

梗塞を含む心血管イベントの予測指標であった 112）．17 の
び心血管イベントの独立した予後予測指標であると報告
されている

．一方で，The Rotterdam Study の無症状住

154）

民 5933 人において，冠動脈疾患発症の予測指標として，

ABI についても冠動脈疾患の予後予測指標であることが
5.3.4

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となると報

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

告されている 69, 70）．さらに，心不全患者の治療に伴う

一方，ABI 低値は古くから心血管および脳血管疾患のリ

（brain natriuretic peptide：BNP）値の低下と密接に関連す

アのみであり，PWV の有意性は見いだせなかった 151）．

スクになることが知られており，多くのコホート研究が行

われている 381，607，608）．これらを含めたメタ解析では，ABI

の計測は従来の心血管危険因子による心血管疾患発症の
予測能を改善した 382）．
近年，いわゆる急性冠症候群においては冠動脈狭窄度の

FMD の改善が，症状および脳性ナトリウム利尿ペプチド

ることも報告されている 611）．

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 207）．しかし，左室駆出率の低下した慢性心不

全例において，baPWV，cfPWV および AI は左室駆出率
に強く影響されるとする報告と 119, 587），左室駆出率の保持

強い病変ではなく，むしろ 50％以下の狭窄の部位から発

された慢性心不全例では cfPWV は血行動態指標にあまり

冠動脈攣縮（スパスム）による狭心症の頻度が高いこと

例において血管機能指標を評価する際には，対象の左室駆

も加味すると，必ずしも動脈硬化度の高い例ほど冠動脈疾

出率が低下しているか保持されているかを明確にしてお

症する割合が高いとされている．また，日本人においては

患を発症するとは限らない．すなわち，たとえば PWV や

AI のような動脈スティフネスを反映する指標によって，

影響を受けないとする報告がある 119）．したがって，心不全

く必要がある．

冠動脈疾患において AI 高値が左室拡張機能異常と関連

そのような冠動脈疾患の発症を予測することには限界が

するという報告や 612），左室駆出率が保持された高齢の心

あることにも留意する必要がある．

不全患者における運動耐容能の低下は動脈スティフネス

5.3.3

冠動脈疾患の予後の推定における意義

FMD と古典的動脈硬化危険因子の関連を検討したメタ

解析では，リスクの高い症例では古典的危険因子と FMD

の関係は密接でないことが報告されている 80）．しかし，

FMD は冠動脈疾患の予後予測指標として有用と報告され
ており，血管障害の進展した症例では FMD は古典的動脈

の増加と密接に関連しているという報告 576）など，動脈ス
ティフネスの増加と左室拡張機能との関連が証明されて
いる．また，AI にて評価される圧脈反射異常は冠灌流障害

を介して心機能低下に関与する（詳細は cfPWV の「測定

，AI，中心血圧の「検査の反映する
原理（機序）
」
（24 ㌻）

．このように，心不全の病態生理
病態生理」
（47 ㌻）参照）

に動脈スティフネスの増加が関与していること
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（ventricular-arterial coupling）が明らかにされつつある 585,

．以前から左室拡張能が後負荷に影響を受けるという

586）

事実はよく知られているが

，そのメカニズムは未だ解

613）

明されていない．メカニズムの一つとして，若年健常者で
は拡張早期に生じる反射波が，動脈スティフネスの増加の
ために収縮後期に生じることで収縮後期の中心血圧を上
昇させ

，左室弛緩を障害することが考えられている

614）

．

615）

5.4

診療における血管機能検査実施のストラ
テジー

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
有用である可能性がある．しかし，基準値は未定である．
5.5

スティフネスパラメータ β
Hirai らは，19 名の正常者と比較して 49 名の心筋梗塞

患者において冠動脈病変の重症度とともに腹部大動脈お
よび総頸動脈のスティフネスパラメータ β も高値を示す

ことを報告した 616）．一方，Sugioka らは，左室機能が保持

されている安定した冠動脈疾患患者 104 例において，頸動
脈プラークスコア，狭窄率は，冠動脈病変重症度と正相関

を示すが，
スティフネスパラメータ β は相関を認めなかっ

各種血管機能検査は，動脈硬化の重症度に関連する情報

た 617）と報告している．現時点では，冠動脈疾患患者にお

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

ける頸動脈のスティフネスパラメータ β と冠動脈病変と

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

の関連性について，一定のコンセンサスは得られていな

施が決定されている症例では ABI 異常（≦ 0.90 または≧

1.40）
，baPWV 高値，CAVI 高値，FMD 低値は冠動脈疾患

い．

の存在や，病変重症度の推測に有用である可能性がある．

6.

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

大動脈疾患，末梢動脈疾患

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 合併の診断基準となっており，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

後予測指標となる．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

血管機能検査が必要である背景
PAD（末梢動脈疾患）は冠動脈と脳の血管を除くすべて

の動脈における疾患を意味し，
拡張性（動脈瘤，
動脈解離）
，

いる．したがって，baPWV 測定は予後予測，心血管疾患危

肢端紅痛症など）に分類され，
閉塞性，
機能性（Raynaud 病，

については baPWV と同様の有用性を有すると考えられ

高安動脈炎など）に分類される．わが国では高齢化と生活

険因子の治療効果評価に有用である可能性が高い．cfPWV

るが十分な根拠がない．

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
（71 ㌻）参照）
．CAVI につ
機能検査実施のストラテジー」

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

，
閉塞性はさらに急性と慢性（ASO，TAO〈Buerger 病〉

習慣の欧米化の影響を受け，動脈硬化が関与する ASO と
大動脈瘤がこれらのなかで大多数を占めている．

ASO の無症候性患者は症候性患者の 3 〜 4 倍存在する

といわれ，糖尿病や高血圧などで通院中の患者においてさ
え，未診断患者が多数潜在している 410）．歩行が困難ある

いは不可能な ADL（日常生活動作）低下者や，自動車中

心の生活で歩行距離が短い患者は，虚血による下肢機能障
害，すなわち間欠性跛行が自覚されず，組織の壊死が切迫

価に有用との研究報告が多く，また，治療に伴う FMD の

するまでは無症候で，診断の対象となりにくい．ASO 患者

いる．しかし，統一された検査方法がなく，基準値は未定

疾患ないし脳血管障害が併存する高リスク集団である．ま

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
であり，FMD が実施された個々の症例において治療に伴

う予後改善を推測する指標となる可能性がある．さらに手
技的に煩雑であり，測定実施には十分なコンセンサスを得
る必要がある．

心収縮能低下を合併しない冠動脈疾患患者における AI，
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は全身性に動脈硬化が進行しており，約 60 ％には冠動脈
た下肢虚血が高度であるほど，予後も不良である．このた
め，無症候者を含め患者を早期に発見し治療に介入する必
要があり，スクリーニング検査として無侵襲でかつ簡易な

ABI が汎用されている．

加えて近年では PWV，血管内皮機能，中心血圧が，より

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

早期の動脈硬化を検出する血管機能検査方法として，また

粘度が高く血管径が太くなるほど低下する．また，動脈は

治療の指標や予後予測指標として注目されており，拡張性

末梢になるほど血管径に比べて血管壁が相対的に厚く弾

疾患を含めた PAD との関連についても検討されている．

大動脈瘤では，以前からその成因として高血圧があげら

れていたにも関わらず，末梢血圧とのあいだに明らかな関
連性は示されていなかった．しかし，末梢血圧と中心血圧
とには乖離があることが明らかにされて以来，大動脈瘤の
発生や進行は中心血圧との関連が深いことが示唆されて
いる．また，いわゆる動脈硬化（アテローム血栓症）以外

性線維が少なくなり，伸展性が減少する．このため末梢の
動脈ほど PWV は高値である．ABI の低下を認めない初期

の ASO 患者では，baPWV は年齢相応より高値を示す
．しかし，閉塞性病変が高度になると脈波伝播遅延が生

624）

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 625），ABI が 0.95 以下の

下肢では，その下肢の ba PWV は低値となる 172）．このよ

が原因の，より若年者に発症する閉塞性・拡張性の PAD

うな症例においても，腸骨動脈に狭窄がなければ cfPWV

能障害は認められ，血管機能検査を用いた評価が試みられ

管（径，素材〈種々の人工血管，自家静脈，ステント〉
，使

にも，中膜の障害と動脈壁の弾性の低下および血管内皮機
ている．

は高値である 627）．血行再建術後の値は，使用した代用血

用長，伸展度など）や吻合の形状，再建経路などの影響を
受けるため，結果の解釈については不明な点が多い．

6.2

血管機能検査が異常を示す機序，病態生理

大動脈瘤や大動脈解離による PWV への影響について

は，定まった見解がない．PWV は，計算式上，大動脈径が

太くなれば低値になるが，瘤内の乱流の影響も受ける．加

6.2.1

内皮機能検査

えて動脈瘤壁では弾性線維が減少し，動脈スティフネスの

動脈硬化は全身で進行するが，一般に下肢は上肢に比べ

増加がみられる 628）．こうした要因の具体的な関与の様式

病変が高度であり，血管内皮機能も下肢において，そして

は不明であるが，臨床的には腹部大動脈瘤患者では

病変が高度であるほどより障害されていると考えられる．
しかし，実際の下肢動脈病変の重症度に伴う内皮機能低下

baPWV の上昇が報告されている 629）．また，Marfan 症候

群では cfPWV と頸動脈 - 橈骨動脈間 PWV の上昇がみら

の程度を評価した臨床研究は多くない．Fontaine I 〜 IV 度

れている 630）．若年発症の Marfan 症候群でみられる中膜嚢

測定した反応性充血後の血流量は，下肢では ASO 患者で

いわれ 631），こうした変化は大動脈径の拡大や解離の機序

までの患者を含む研究においては，プレチスモグラフィで
有意に低下し ABI との相関が示されたが，前腕の血流量

は ASO 患者とコントロール群で差を認めなかった

．一

618）

胞壊死は，老化した大動脈でみられる中膜の所見と同様と

として重要なばかりでなく，動脈スティフネスの増加と予

後への影響も懸念されている．術後の PWV に関しては，

方で，上肢で測定する FMD は動脈硬化患者での反応低下

腹部大動脈瘤において人工血管置換術後に上昇を呈した

はともに内皮機能を評価する方法であるが，前者は抵抗動

ると上昇が抑制されたとの報告もある 629）．拡張性病変に

脈の内皮機能を，後者は伝導動脈の内皮機能を反映するこ

対する手術が閉塞性疾患に対する血行再建術と異なる点

が認められている 619）．反応性充血後の血流量変化と FMD

とが，上肢での結果における差異の一因かもしれない．

は，より径の太い人工血管（ステントグラフトを含む）を

原因が，いわゆる動脈硬化以外の変性疾患においても，

血管内皮機能障害が示唆されている．Marfan 症候群では，

ミクロフィブリルの構造および機能異常に起因する内皮
障害が認められ，アセチルコリン負荷による前腕血流量の
増加反応の低下と

，FMD の低下が報告されている

620）

報告がある一方で 632)，末梢側口径が太い人工血管を用い

．

621）

高安動脈炎では病理所見で内膜の浮腫と肥厚がみられ，ま
た臨床でも高血圧など，内皮機能障害を示唆するさまざま

な 症 状 を 有 し，FMD の 低 下 も 報 告 さ れ て い る 622）．

Raynaud 現象を有する疾患でも FMD の低下が認められ

ている 623）．
6.2.2

動脈スティフネス

PWV は，血管壁が硬く厚くなるほど上昇し，逆に血液

使用することと，より正常解剖に近似した経路をとること
であるが，やはり PWV を左右する要素は多様で，術後に

ついて未だ一定の傾向は知られていない．
6.2.3

AI，中心血圧

PAD において AI が高値を示すかは明確でないが，一般

住人の検討では ABI 低下に伴い AI は上昇する 633）．大動

脈瘤および大動脈解離は，動脈壁に弾性線維の断裂，消失
や菲薄化，中膜嚢胞壊死などが認められ，さらに血圧負荷
が加わり疾患が進行すると考えられている．大動脈瘤およ

び大動脈解離の患者では，AI および中心血圧は高値を呈
することが多い 634）．高安動脈炎においても，AI の高値や

stiffness index の高値が認められる．その背景として，高
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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安動脈炎は弾性動脈の中膜，外膜を炎症の主座とし，平滑
筋細胞の壊死や弾性線維の破壊，線維化を伴い，大動脈弁

6.3.2

心血管リスク指標としての意義

起始部に拡張性病変をきたすタイプでも高度の中膜病変

a. 下肢閉塞性動脈疾患

stiffness index の高値は，炎症の活動期を過ぎても持続し

高い高リスク群である．ABI が低値になるほど，下肢の予

を認めることがあげられる．高安動脈炎における AI と
，不可逆的な中膜の障害が示唆されている．

635, 636）

大動脈手術後については，AI が腹部大動脈瘤で人工血

管置換術後，あるいはステントグラフト内挿術に，上昇や
低下を呈した報告があるが，変化の機序は明らかでない
．

637）

6.2.4

ABI, TBI
動脈は内腔の断面積に 50〜60 ％以上の狭窄を生じると，

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

ASO 患者は，冠動脈や脳血管にも病変を有する確率が

後も生命予後もさらに不良である 638）．ABI は全死亡率，

致死性および非致死性心血管イベントの予測指標であり，

0.90 以下および 1.40 以上では，心血管系の死亡率のリス
クが増加する．また低い ABI 値と予後とは直線関係にあ

り，
低値であるほど予後不良を意味する 381, 406）．0.91 〜 0.99

の軽度低下でも，心血管イベントのリスクは増加する 639）．

cfPWV は心血管予後の予測指標である 109, 154）．臨床では，

これとよく相関し動脈硬化危険因子を反映する baPWV

が汎用され，baPWV 21 m/sec 以上を ASO 発症の予測指

での動脈に該当する病変を有する患者では，ABI が低値と

標とする報告もある 642）．しかし下肢動脈に閉塞性病変を

ない．運動負荷により，健常者では上下肢の血圧はともに

を正しく反映しないため 172），これを用いて PAD 患者の予

なる．ただし，血圧低下を呈すに至らない病変は否定でき
上昇する．しかし患肢では，運動により虚血性血管拡張が

誘発され，病変より末梢側では血圧低下を生じ ABI は低

下し，また回復遅延がみられる．運動負荷後の ABI は，安

有する患者では，baPWV は中心血圧や動脈スティフネス

後を検討するのは難しい．血行再建術後に関しては，手術
で ABI が回復した PAD 患者において心臓 - 大腿動脈間

PWV，心臓 - 頸動脈間 PWV，心臓 - 上腕動脈間 PWV の

静時と比較し 15 〜 20 ％の低下で有意と判定される．注意

みならず，大腿動脈 - 足首間 PWV のいずれもが脳心血管

反映されないことを認識しておく必要がある．

かし術後の PWV 値の解釈にはまだ議論があり，また予後

点として，ABI では足首以遠の病変や内腸骨動脈の病変は

一般的に，狭窄性病変が進行し虚血が高度になるほど，

ABI は低値となる．一方で，長年糖尿病を患った患者や透

疾患の患者と同様に高値を示したとの報告がある 627）．し

との関連性は未知である．

血管内皮機能に関しては，PAD 患者において，FMD の

析患者など，動脈の中膜に高度の石灰化（Monkerberg 型

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

脈の駆血が困難となり，ABI は異常高値を呈する場合があ

b. 拡張性動脈疾患

動脈硬化）を有する患者では，マンシェットでの足関節動

る．Monkerberg 型動脈硬化は内腔の狭窄をきたさないが，
患者の下肢には粥状硬化による内腔狭窄や微小循環障害

いる 61，74，619）．
大動脈瘤や大動脈解離においては，AI，中心血圧，PWV

の高値が，疾患の発生や進行に関する予後予測指標であり

が混在していることが多い．このような患者でも，TP（足

うる．弓部大動脈における PWV の増大および中心血圧の

いる．上肢動脈に閉塞性病変がある場合も，ABI は異常高

あいだには，関連が認められている 643）．ほかにも，中心血

趾血圧）や TBI は，石灰化の影響を受けにくいとされて
値となる．また，大動脈弁閉鎖不全があると，下肢血圧が
高値となり ABI ≧ 1.40 となることがあり注意が必要であ

．
る（Hill 徴候）
6.3

血管機能検査から得られる情報の臨床的
意義
6.3.1

虚血肢の診断における意義
（64 ㌻）
詳しくは，II. 検査編の ABI，TBI の「基準値」

参照．

上昇と，上行大動脈長の増加および弓部大動脈の拡張との

圧の上昇が大動脈の変性を促進し，大動脈瘤や大動脈解離
の発生や拡張に関与している可能性が報告されている 634）．

Marfan 症候群では，性，年齢をマッチさせた対照群と比較

し腹部大動脈の伸展性が低下しており，頸動脈における脈

圧と上行大動脈径とのあいだに正の相関がみられている
．また cfPWV の高値は左室機能障害と強く相関してい

644）

た 630）．高安動脈炎では，炎症活動期に CAVI が上昇し鎮

静化とともに回復したとの症例報告がある 645）一方で，AI

の高値や stiffness index の高値は消炎後も持続するとの報

告があり 635），予後との関連性はまだ明確でない．

拡張性疾患の術後に関してもまた，AI や PWV の動向

は一定しない 637）．大動脈の弾性特性は既存の人工血管で
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ライン II．検査編の ABI，
TBI の
「ABI 測定を考慮する症例」

は実現されず 646），弾性の乏しい人工血管による大動脈置
換は循環調節に悪影響を及ぼすとの意見もあるが

（65 ㌻）に記載した．

，実

647）

際に臨床で術後の PWV 値が予後と関連するかは不明であ

経過観察中の測定頻度は定められていないが，軽度の

る．腹部大動脈瘤の人工血管置換術後に AI が低下し，心

ABI 低下では 1 年ごと，病状が安定した有症候患者では半

響は不明である 648）．

期的に行うとよいと考えられる．ASO の診療ガイドライ

年から 1 年ごと程度が目安で，病状に応じて適宜および定

筋血流量の指標が改善したとの報告があるが，予後への影

ンである TASC II383）における慢性閉塞性末梢動脈疾患の

6.4

診断アルゴリズムを図 36 に示す．当初の指針では，ABI

診療における血管機能検査実施のストラ
テジー

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

6.4.1

虚血肢の診断のためのストラテジー

積脈波記録）の波形の異常，％ MAP の増加，UT（upstroke

ABI は，下肢の慢性閉塞性動脈疾患の診断および治療の

time）の延長，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

指標として有用である．初期診断やスクリーニングには安

患者に対しては運動負荷 ABI が有用で，ABI が低下すれ

価で簡便に短時間で多人数に施行できるオシロメトリッ

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

ク法が，患肢の低い血圧を正確に計測するためには

Doppler 法が適している．2011 年版 ACCF/AHA ガイド

評価できる．これらの結果，PAD と診断されたすべての患

ラインは，Diehm らの報告 649）において 65 歳以上での無

者に対しては，下肢へのさらなる精査治療と同時に，心血

とを受けて旧版から改訂されており，労作性の下肢症状を

および治療を行う．

症候性（12.3％）を含む PAD の保有率が 21％であったこ

管系の関連疾患や基礎疾患（高血圧，糖尿病など）の検索

有する者，難治性創傷を有する者，50 歳以上で喫煙歴と糖

6.4.2

尿病を有する者，および 65 歳以上のすべての者に対して，

ABI によるスクリーニングを行うことを推奨している
．なお，ABI 測定を考慮する症例については，本ガイド

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．血管内治療および

384）

・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

異常な結果

≦0.90

運動後 ABI 低下
運動後 ABI 正常：
PAD は否定
他の原因を評価
末梢動脈疾患（PAD）

図 36

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, 2007383)〈日本脈管学会訳〉より一部改変）
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バイパス術の発展により，血行再建術を受ける PAD 患者

は増加したが，血行再建術による ABI 値の改善は，運動機
能の改善などによる二次的効果はあっても，数値に比例し

の介入が肝要であると考えられる．

高安動脈炎においては，炎症の活動性と関連なく AI と

cfPWV 高値の持続がみられ，これらが治療の標的となり

た予後の改善には結びつかない．

うるとの意見がある 635）．Marfan 症候群における検討では，

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

少させ，大動脈基部の拡大率を抑制し，イベントを低下さ

FMD につては PAD 症例での予後予測指標として有用

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．

いずれの疾患においても，動脈スティフネスを改善させ
中心血圧を下げる治療は，予後改善のために有益であると

の見解が多い．FMD に関しては，ASO 患者では，薬物療

法 652），血行再建術 653），運動ないし活動性の増加 654），血管

新生療法 655）により，改善がみられており，ASO の内皮機
能障害が可逆性で，治療によって改善しうることが示唆さ

ACE 阻害薬は β 遮断薬に比べ，aortic stiffness index を減

せた 657）．さらに，β 遮断薬で治療中の Marfan 症候群の患

者への ACE 阻害薬の投与は，血圧値とは独立して動脈コ

ンプライアンス，PWV および左室流出路圧較差を減少さ
せ，大動脈径と，大動脈壁の変性に関与する TGF- β

（transforming growth factor beta）を低下させた 658）．これ
らの理由として，ACE 阻害薬は β 遮断薬に比べて中心血

圧降下作用が優れていることがあげられており，いわゆる
動脈硬化性動脈瘤の治療にも関連する可能性がある．

7.

血管機能検査のサマリーシート

れている．しかし一方では，動脈硬化が重症化すれば不可
逆的となることを示唆する研究結果もある 656）．これらの

ことから，PAD 患者の予後改善を図るためには，早期から
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表 11〜18 に各病態ごとの血管機能検査をまとめた．
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表 11

血管機能検査のサマリーシート（高血圧）

検査名

内皮機能検査

疾患，病態との関連
・高血圧患者では，FMD
は低下している．血圧そ
のものが FMD を低下さ
せている可能性もある．

治療による指標の改善と
疾患予後の関連

疾患の予後（発症）予測能

・FMD が高血圧患者の心血管疾患発 ・降圧療法による FMD 改善の報告は多
症と関連すると報告されている一方， 数ある．また閉経後の高血圧女性患者
を対象とした検討で，降圧薬投与後も
関連はないとする報告もある．
FMD の改善がない場合は心血管イベ
ントも発症が多いことが報告されてい
る．

エビデンスレベル C

C

C

文献

73，84

84，443

421

・加齢と血圧の影響が大
きい指標であり，高血圧
患者で cfPWV，baPWV
とも上昇する．また，高
動脈スティフ
血圧重症度とも関連す
ネス
る．
・高血圧患者で，CAVI は
高値を示すが，血圧の影
響は少ないとされる．

エビデンスレベル

cfPWV
B

文献

AI，
中心血圧

エビデンスレベル

文献

426

baPWV

CAVI

B

C

117，

221，

186

224

診療指標としての
エビデンスクラス

・cfPWV，baPWV とも高血圧発症
・降圧薬治療により PWV は改善する． ・高血圧例で PWV
リスクにもなる可能性がある．また， とくに baPWV の低下が尿中アルブミ （cfPWV ≧ 10m/
sec，baPWV ≧
cfPWV，baPWV とも予後予測指標で ンの低下と相関したと報告されてい
18m/sec）は予後予
る．しかし，予後改善との関連は不明
ある．
測に有用と考えられ
・CAVI については予後予測指標の報 である．
る（IIa）
．
告はない．

高血圧発症

予後

cfPWV baPWV

cfPWV

baPWV

cfPWV

B

B

B

B
135

B
185

140，
146

治療による PWV の改善

182

134

baPWV

CAVI

尿アル
ブミン
尿改善
B(baPWV)

C

C

214，

238，

445

252

217

・高血圧患者で上昇する． ・高血圧患者において心血管疾患発症 ・生活習慣や降圧薬が AI に影響を示す
ことが報告されている．ASCOT-CAFE
ただし，年齢，性別，身
の予測指標になるという報告もある
一方，有用でないとする報告もある． 試験では，AI は予後とは相関しなかっ
長，心拍数などの影響を
た．しかし，ASCOT-CAFE 試験におい
受ける．
て，降圧薬治療後の中心血圧が上腕血
圧とは独立して心血管事故発症と関連
したことが示された．
B

268，275

B

112，279，333，438

治療による AI の
改善

中心血圧低下と予
後

B

B

336，273，343，
344

279，438

・高齢者高血圧患者では， ・高血圧患者の心血管死亡のリスクで ・高血圧患者で治療による ABI の改善
ABI 低値例の頻度が高い． あることが示されている．
と予後との関係を調べた成績はない .

ABI

エビデンスレベル

B

B

文献

433

441

なし

・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 低値（≦
0.90）は末梢動脈疾
患スクリーニングに
有用であり，ABI 異
常（≦ 0.90 または
≧ 1.40）は予後予測
指標となる（I）
．
・ABI 0.91〜0.99
は境界異常と考えら
れる（IIa）
．
・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
測定は有用であると
考えられる（IIa）
．
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表 12

血管機能検査のサマリーシート（糖尿病）

検査名

内皮機能検査

疾患，病態との関連

Ｃ

文献

470

エビデンスレベル
文献

AI，中心血圧

治療による PWV の改善

baPWV

CAVI

cfPWV

baPWV

baPWV

CAVI

C

Ｂ

Ｃ

B

C

C

Ｃ

470

187

234

138

180，209

487，488

253，254

・糖代謝異常やメタボリック症候 ・独立した予後予測指標であるこ ・予後の改善を検討した研究はな
とを検討した研究はない．
い．
群での圧脈反射異常の増大には
十分な結論がない．とくに肥満を
合併した症例では，圧脈反射が減
弱する．
Ｃ
319，475

なし

なし

・糖代謝異常の合併で異常値 ( 低
値あるいは異常高値 ) を示す．

・独立した予後予測指標であると ・予後の改善を検討した研究はな
する報告があるが，メタ解析は実 い．
施されていない．

異常低値

異常高値

異常低値

異常高値

B

C

B

Ｃ

490，491

492，494，495

ABI

90

Ｃ
478，479

cfPWV

エビデンスレベル

文献

治療による FMD の改善

なし

・糖尿病では
・ピオグリタゾンによる治療で
・糖尿病患者では cfPWC，baPWV， ・cfPWV では従来の危険因子
baPWV の改善が報告されている． cfPWV( ≧ 10m/
CAVI とも上昇する．
と独立した予後予測指標である
sec）は予後予測に
ことが報告されている．しかし， しかし，予後の改善を検討した研
有用と考えられる
baPWV では予後予測指標とする 究はない．
（IIa）
．
報告と頸動脈内膜中膜複合体厚
（IMT）を指標に加えると有意で
ないとする報告がある．メタ解析
は行われていない．

文献

エビデンスレベル

診療指標としての
エビデンスクラス

・心血管疾患危険因子の合併で異 ・独立した予後予測指標であるこ ・予後の改善を検討した研究はな
とを実証した研究はない．
い．一部，ピオグリタゾンやメトホ
常値 ( 低値 ) を示す．また，糖尿
ルミンなどによるインスリン抵抗
病は独立して影響（低下）する
性改善作用や α‐グルコシダーゼ
因子である．
阻害薬などによる食後高血糖の是
正が内皮細胞機能を改善させるこ
とが報告されている．

エビデンスレベル

動脈スティフネ
ス

治療による指標の改善と
疾患予後の関連

疾患の予後（発症）予測能

490，497，499，
498
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381，501

なし

・50 歳以上の糖尿病
例では ABI 低値（≦
0.90）は末梢動脈疾
患スクリーニングに
有用であり，ABI 異
常（≦ 0.90 または
≧ 1.40）は予後予測
指標となる（I）
．
・ABI 0.91〜0.99
は境界異常と考えら
れる（IIa）
．
・糖尿病では異常高
値 ABI ≧ 1.40 の頻
度も高いことに注意
が必要である．
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表 13

血管機能検査のサマリーシート（メタボリック症候群）

検査名

内皮機能検査

エビデンスレベル
文献

疾患の予後（発症）
予測能

疾患，病態との関連

・心血管疾患危険因子の合併 ・メタボリック症候群での
FMD 低下は予後予測指標
で異常値 ( 低値 ) を示すが，
であることが報告されてい
否定的な意見もある．メタボ
リック症候群が血管内皮機能 る．
障害の独立した危険因子であ
ることを示す報告も存在する
が明確ではない．相互作用の
因子としては，加齢，性別 ( 男
性 )，収縮期血圧，糖代謝異常
や喫煙などがあげられる．
B

B

治療による指標の改善と
疾患予後の関連
・予後の改善を検討した研究は
ない．インスリン抵抗性をピオ
グリタゾンにより，メタボリッ
ク症候群の構成因子の脂質異常
をフィブラート系薬剤により介
入することで内皮細胞機能が改
善することが報告されている．

治療に伴う FMD の改善
Ｃ

471

72

482，485

・cfPWV，baPWV とも追跡
研究にてメタボリック症候群
では PWV 進展が有意に大き
いことが報告されている．
しかし，メタボリック症候群
の構成因子は PWV 亢進に独
立して影響する因子であるた
め，メタボリック症候群自体
の独立性の評価は難しい．

・独立した予後予測指標で
あることを検討した研究は
ない．

・予後の改善を検討した研究は
ない．

なし

なし

・独立した予後予測指標で
あることを追跡した研究は
ない．

・予後の改善を検討した研究は
ない．

なし

なし

・メタボリック症候群の合併
で低値を示す．しかし，糖代
謝異常との相互作用が強い可
能性がある．

・独立した予後予測指標で
あることを検討した追跡研
究はあるが，メタ解析は実
施されていない．

・予後の改善を検討した研究は
ない．

エビデンスレベル

Ｂ

Ｂ

文献

503，504

503

動脈スティフネ
ス

エビデンスレベル
文献

AI，中心血圧

エビデンスレベル
文献
ABI

cfPWV

baPWV

CAVI

B

B

C

125

191

238

・糖代謝異常やメタボリック
症候群での圧脈反射異常の
増大有無には十分な結論が
ない．とくに肥満を合併した
症例では，圧脈反射が減弱す
る．
Ｃ
319，475

診療指標としての
エビデンスクラス

なし

・メタボリック症候群では
ABI 低値（≦ 0.90）は末梢
動脈疾患スクリーニングに，
ABI 異常（≦ 0.90 または≧
1.40）は予後予測に有用と
考えられる（IIa）
．
・ABI 0.91〜0.99 は境界異
常（IIa）
．
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表 14

血管機能検査のサマリーシート（脂質異常症）
検査名

内皮機能検査

疾患，病態との関連
・メタ解析でも高コレス
テロール血症で FMD が
障害されていることが確
認されている．

エビデンスレベル

B

文献

534

・脂質異常症で FMD が予
後予測指標であるかは検討
されていない．

なし

・予後予測指標としての有
・高コレステロール血症
用性は検討されていない．
での PWV および CAVI
高値が確認されているが，
動脈スティフネス
中性脂肪および HDL と
PWV の関連は明確でな
い．
エビデンスレベル
文献
AI，中心血圧

CAVI

Ｃ

Ｃ

195

237

・LDL レベルと AI は関連
する．

なし
・予後予測指標としての有
用性は検討されていない．

A（治療による FMD の改善）
534

・スタチン系薬剤によるコレステ
ロール低下は PWV および CAVI
を改善する．しかし，予後の改善
を検討した研究はない．

cfPWV

baPWV

CAVI

Ｃ

Ｃ

Ｃ

163，164

200

255，256

・スタチン系薬剤などによるコレ
ステロール低下は AI も改善する
一方，否定的な報告もある．予後
の改善を検討した研究はない．
肯定 C
（治療による
AI の改善）

C

文献

195，519

529

・ABI と LDL コレステロー ・ABI は独立した指標であ
るが，脂質異常症での ABI
ルには有意な関連が報告
評価の予後予測指標として
されている．
の有用性は検討されていな
い．

・予後の改善を検討した研究はな
い．

エビデンスレベル

B

文献

527

なし

なし
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診療指標としての
エビデンスクラス

・メタ解析でもスタチン系薬剤は
FMD を改善する．しかし，予後の
改善を検討した研究はない．

エビデンスレベル

ABI

92

cfPWV

治療による指標の改善と
疾患予後の関連

疾患の予後 ( 発症 ) 予測能

なし

否定Ｂ
533

・動脈硬化危険因子を合併した
脂質異常症では ABI 低値（≦
0.90）は末梢動脈疾患スクリー
ニングに，ABI 異常（≦ 0.90
または≧ 1.40）は予後予測に
有用と考えられる（IIa）
．
・ABI 0.91〜0.99 は境界異常
（IIa）
．

血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン

表 15

血管機能検査のサマリーシート（慢性腎臓病：透析症例）

検査名

疾患，病態との関連

治療による指標の改善と
疾患予後の関連

疾患の予後（発症）予測能

・血液透析患者では FMD が低下し
ている．

・FMD の予後予測能については相
反する報告がある．

エビデンスレベル

Ｃ

Ｃ

文献

545 547 549

75，570

・cfPWV，baPWV，CAVI とも腎
機能低下とともに亢進することが
報告されている．

・cfPWV および baPWV とも透析
症例の予後予測指標であることが
報告されている．baPWV は否定的
な報告もある．メタ解析は実施さ
れていない．CAVI の予後予測能と
しての有用性は否定的な報告があ
る．

内皮機能検査

動脈スティフネ
ス

エビデンスレベル
文献

・現在のところ報告はない．

なし
・血液透析症例で ACE 阻
害薬により cfPWV が改善
した症例では改善しなかっ
た例に対して予後が良好で
あったとする報告がある．

cfPWV

baPWV

CAVI

cfPWV

baPWV

CAVI

cfPWV

C

C

Ｃ

C

Ｃ

Ｃ

C

552

177，192

236

137，143

228

152

75，177，
228

・腎機能障害とともに亢進するこ
とが示されている．

・予後の改善との関連を検
・AI 亢進が透析症例の予後予測指
討した研究はない．
標であることが報告されている．
しかし，否定的な報告もある．メタ
解析は実施されていない．

エビデンスレベル

C

C

文献

554，555

328，329，334

AI，中心血圧

ABI

C

C

文献

75，177

211，560

・透析患者では
PWV（cfPWV ≧
10m/sec，baPWV
≧ 18m/sec）は予
後予測に有用と考え
られる（IIa）
．

なし

・日本人での透析症例における ABI ・ABI ≦ 0.90 は予後予測指標であ ・予後の改善を検討した研
究はない
≦ 0.90 の頻度は 10〜20％である． る．
・Chen らは非透析 CKD および透
析例を対象に ABI が 1.30 以上で
は総死亡と心血管死亡が多くなり，
0.90 以下では冠動脈病変と透析導
入の強力な予測指標となるとして
いる．
・Tanaka らの検討でも PWV より
ABI がよい予後指標であることが
報告されている．

エビデンスレベル

診療指標としての
エビデンスクラス

・透析症例では ABI
低値（≦ 0.90）は
末梢動脈疾患スクリー
ニングに有用であ
り，ABI異常
（≦0.90
または≧ 1.40）は
予後予測指標となる
（I）
．
・ABI 0.91〜0.99
は境界異常（IIa）
．

なし
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表 16

血管機能検査のサマリーシート（慢性腎臓病：非透析症例）

検査名
内皮機能検査

疾患，病態との関連
・腎機能障害進展とともに増
悪する．

エビデンスレベル

C

文献

546，547

・cfPWV，baPWV，CAVI と
も腎機能低下とともに亢進す
ることが報告されている．
動脈スティフネ
ス

エビデンスレベル

文献

cfPWV

baPWV

CAVI

Ｂ

B

Ｂ

192

235

124，
552

・腎機能障害とともに亢進す
ることが示されている．
AI，中心血圧

エビデンスレベル

Ｃ

文献

554，555

ABI

94

疾患の予後（発症）予測能

治療による指標の改善
と疾患予後の関連

・予後を検討した報告はない．

・現時点での報告はな
い．

なし

なし

診療指標としての
エビデンスクラス

・治療による PWV の変 ・ステージ 3〜5 の
・cfPWV および baPWV は腎機能障害
CKD 症例では PWV
進展・微量アルブミン尿増悪の予測指標 化と予後の関連は明ら
である．一方，cfPWV については否定的 かでない．
（cfPWV ≧ 10m/sec，
な報告もある．
baPWV ≧ 18m/sec）
・ステージ 4,5 の CKD で cfPWV が予
は予後予測に有用と考え
後予測指標としている．腎移植症例では
られる（IIa）
．
cfPWV と中心血圧が予後予測指標とし
て有用である．ステージ 3〜5 の CKD
で baPWV は予後予測指標である．
腎機能増悪予測

予後予測

cfPWV

baPWV

cfPWV

baPWV

B

B

C

C

550，

188，

150，

565

204

153

なし

569

・AI は腎機能障害進展の予測指標である． ・予後の改善を検討した
しかし，いずれも小規模集団での検討で 研究はない．
ある．
・腎移植症例では中心血圧が予後予測に
有用と報告されているが，CKD 症例で
は否定的な報告がある．
腎機能増悪予測

予後予測

C

C

554，556

150，153

・非透析 CKD でも ABI ≦ 0.90 ・透析症例のサマリーシートで述べた
の頻度は高い．
Chen らの報告に加え，ステージ 3〜5
の非透析 CKD では ABI ≦ 0.90 は予後
不良である．

エビデンスレベル

C

C

文献

435，558

559，560，571
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なし
・予後の改善を検討した ・ステージ 3〜5 の
研究はない．
CKD 症例では ABI 低値
（≦ 0.90）は末梢動脈疾
患スクリーニングに有用
であり，ABI異常
（≦0.90
または≧ 1.40）は予後
予測指標となる（I）
．
なし
・ABI 0.91〜0.99 は境
界異常（IIa）
．
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表 17

血管機能検査のサマリーシート（冠動脈疾患）
検査名

疾患，病態との関連

疾患の予後（発症）予測能

治療による指標の改善と疾
患予後の関連

・冠動脈疾患では低値となる
という報告があるが，否定的
な報告もある．

・冠動脈疾患発症の予測指
標とするという報告があ
る．

・治療後の FMD 低値は予
後不良を反映する報告があ
る．

エビデンスレベル

C

Ｃ

C

文献

594，595，605

62，65，67，68

65，83，85

・cfPWV，baPWV，CAVI と
も冠動脈疾患では高値を示す
が，相反する結果も報告され
ている．また，その重症度と
の関連は明確でない．

・小規模追跡研究では
baPWV が冠動脈疾患の予
後を反映する．

・冠動脈疾患の通常治療に
伴う baPWV 改善例の予後
は，非改善例より良好であ
るとの報告もある．

内皮機能検査

動脈スティフネス

エビデンスレベル
文献

AI，中心血圧

cfPWV

baPWV

CAVI

baPWV

baPWV

C

C

C

C

C

603，

201，

239，

606

596

240

178，180

216

・冠動脈疾患では AI が上昇し ・小規模追跡研究では冠動
脈疾患の予後を反映する．
ており，病変数と関連すると
する報告と，否定的な報告が
ある．

エビデンスレベル

C

C

文献

590，591

331，332，609

・冠動脈疾患例における PAD ・ABI 異常は冠動脈疾患の
の合併率は高い．
予後予測指標となる．

ABI
エビデンスレベル

C

C

文献

201

610

表 18

診療指標としての
エビデンスクラス

・baPWV( ≧ 18m/sec）は予後
予測に有用と考えられる（IIa）
．
・cfPWV については baPWV と
同様の有用性を有すると考えら
れるが十分な根拠がない (IIb).

・検討した報告がない．

なし
・外科的治療以外の治療で
の ABI の改善はわずかであ
る．
なし

・冠動脈疾患例では ABI 低値（≦
0.90）は末梢動脈疾患スクリー
ニングに有用であり，ABI 異常
（≦ 0.90 または≧ 1.40）は予
後予測指標となる（I）
．
・ABI 0.91〜0.99 は境界異常
(IIa）
．

血管機能検査のサマリーシート（心不全）
検査名

疾患，病態との関連

治療による指標の
改善と疾患予後の関連

疾患の予後（発症）予測能

・心不全では低値となるという報
告があるが，大規模研究は行われ
ていない．

・FMD の低下が心不全の予後 ・FMD 改善が症状の軽減と関
を規定する因子となる．
連するという報告がある．

エビデンスレベル

C

B

C

文献

584

69，70

611

内皮機能検査

診療指標としての
エビデンスクラス

動脈スティフネス，
AI，中心血圧

左室収縮能低下は PWV，AI，中心血圧の測定値に影響すると考えられ，検査実施の妥当性は確立されていない．

ABI

なし
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