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1.背景および且的

血管内皮細胞は単に血管の内壁を覆い､血汲成分と生体軌税関を禍てているのみなら

ず､多彩な生理的横能を有し､循環を中心とした生体の恒常1Yf'雑婚に並XJ-な役割を果た

していることが次第に明らかになってきた 1･3 また血管の新生や発達､老化などの生確

的現象のみならず､動脈硬化や血管形成術後の血管内面の修復などにも深く関与してい

る｡血管内皮細胞はEndoLhcLlurrI-dcrrvedrclaxMgraCLOr(EDRF)､PTOSl.lCyClmなどの血管拡

張物質や EIdothe)lnなどの血管収縮物門を分泌し､血管の IOnuSの調節に深く関わって

いる｡

血管内皮細胞の分泌する血管拡張物fl'のEDRFは現在 NILnC Ox)de(NO)またはその関

連物慾と考えられている4･6｡EDRFはアセチルコリンやshearstrcssなどによってその産

生が刺激され､産生されたNOは血管平滑茄に作用し､solubleguanylaleCyClaseを活肘 ヒ

することで､細胞内のcycL.cGMPレベルを上げ､血管平滑筋を弛綬させ血管拡張が書起

される｡

動脈硬化症の早期病変として､血管 内皮細胞の 綜節的 または横能 的異常 があ

り7､障害をもつ血管内皮細胞は NOの産生､放出が減少し.内政依存性血管拡張反応

が低下するといわれている｡

血管 内皮細胞の機能的 災常 を検 出するh法 は従来 よりカテーテル を用い

た佼鍵的方法により､動脈内にアセチルコリン等を投 与し､同血管の弛破反応を検討
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する方法が探られている89,しかしtl牡的方法ではその適応疾患の制限ならびに頬rnlの

検査を行うことが乾しい等の問遠点があり､その塩味的適応には制限がある-近年､非

佼妹的方法として､超音波装置を用いた方法が考案され､上腕動脈における血流依存rL

血管拡張反応を検討する方iよとして確立されているlD-120血流依存竹血幣拡張反応は

I shearst,essによって血管内皮細胞から放出される血管拡張物Tf､特にNOによって引き

起こされるとされており､超音波装置を用いたこの方はにより患者へのr}熊や苦痛を伴

うことなく､また板凹の検査を実施することが可能となった｡

本研究はこの超音披装置を用いた非俊製的方法により､動脈硬化危険閃7-ならびに動

脈硬化初期変化と血管内皮機能との関連を,血流依存件血管拡張反応を評価することに

より検討を行った｡

研究 1 各種動脈硬化危険因子(肥満を含む)と内皮依存性血m JL.L張反応との相続

小児における家族仇高コレステロ-ル血症恩者ならびに成人喫煙者において内皮依存

性血管拡張反応の低下が報告されている10.13 研究 】では高脂血症､槽尿病,高血圧､

現在喫虐習慣等を有する患者の､これら動脈硬化危険田子と内皮依存作血管拡張反応と

の関係を検討した｡また同患者における動脈硬化危険国子の重複と内皮依仔作血管拡張

反応との関連を検討した｡

さらに動脈硬化危険因子の中でも肥渦は脂rr代謝升.fF,'.耐糖能淋'ifY;､軌rlL任など3ijJ脈

硬化の危険因子と密接にr娼通し14･16､その発症､進展EE子として屯要である.肥満の中
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でも.特に内脱脂肪型肥満が動脈硬化の危険凹+として重要と考えられているが17-19

動脈硬化発症の捜仔は明らかではない｡そこで内旋脂肪型肥満が血管内皮細胞機能にと

のような影守を及ぼすかを臨昧的に検討するために,超音波を用いて肥満者を内浪脂肪

塑肥満と皮下脂肪塑肥満に分類し､内皮依存仰血管拡張反応の検討をrTった｡

研究2 女仲ホルモンと内皮依存作血管拡張反応との関係

FraLTl■ngham SLUdyをはじめとする多くの疫乍的研究により､動脈硬化でL疾息の発症額

皮にはM差が存在し､特に閉経以前の女件はkf動脈疾患の発症が有意に低く,同年齢層

での比掛 こおいても､閉経前女iJiの方が閉経後女竹より冠動脈疾患の発症が有麓に低い

ことが示されている23･25｡また閉経後女性に対する女他ホルモン補充療法により動脈硬

化性疾患の発症が約50%に抑えられるといった坤rRから24.25､エス トロゲンが抗動脈硬

化作用を有すると考えられる｡動物実験モデルを用いた検討でもェストロケンの抗動脈

硬化作用が確認されている26･27｡さらに最近になってエス トロゲン受容体 )の発現なら

びにエス トロゲン貴酬 本pを介すると考えられる抗動派硬化作用の一部が報告され28､

エス トロゲンの作用横序が次掛 こ明らかになりつつある`女惟ホルモン欠乏が動脈硬化

危険因子として関与していると考えられるO

女作ホルモンの脂質代瓢の改善といった動朕硬化のリスク77クタ一に対する作用に

加えて､血管壁に対する直接作用も指摘されているが､詳鰍 ま不明である｡閉経後女性

の骨塩昆渡少に対して女性ホルモン補充療法が抑制効範のあることが知られ､治軌 二用
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いられている｡短期間の女仇ホルモン補充頼7よで内皮依存作血苛拡張反応が改善される

ことが報告さLLている29｡そこで研究 2では､骨塩音減少をきたした71恕後女性で女作

ホルモン補充療法を受けている患者を対象とし､血管内皮機能がどのような影響を受け

るかを中長期にわたり経時的に検討した｡

また若年男女間での血管内皮機能の変化の検.相を1-Tうとともに､若年正常女竹では月

女ft.ホルモンの変動によるJnL管内皮携能の変化の検討も併せて行った｡

研究 3 結節動脈内膜中段肥厚と内皮依存iJfl.血管拡張反応との関操

本研究において測定を行った血流依存性血管拡張反応は､血管の鎌能的側面の評価で

あり､実際の動脈硬化病変との関連の緒幣は少ない.血流依存性血管拡張反応と実際の

動脈硬化性病変との関係を検討する必要がある｡

頚動脈硬化症は従来より解梗塞発生の危険因子と考えられ,頭動脈硬化症の非侵熊的

検査法として超音波による内膜中膜硬合体(lMT)肥厚の授寮が行われている20｡また頚

動脈硬化症は備梗塞発生のみならず､冠状動脈硬化の危険因子とも考えられ21､現在多

くの施設で超音波によるLMTの測定がなされている20,22｡そこで研究 3では臨床的に動

脈硬化作疾患を有するか再かによって､総ぎ月動脈 lMTに差があるか丙かの検討と即 事

に形態学的な給頚動脈 TMTと機能的な上腕動脈の内皮依存｢L血幣拡張反応との関連を

検討した｡
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2方法および結果

血流依存件血管拡張反応の港珪検討

超音波装置を用いた血管内皮細胞機能評価方法として､前腕部分を5分間駆血し駆爪L

を解除した後の上腕動脈の血流依存作血管拡張反応を検討することが行われている1011｡

本研究では血管内皮携能としてこの血流依/什L血管拡張反応をmいたり

方法及び手順 (図 l)

被験者は室温の安定した検査室にてベ7ド上安静15-20分を保つ 検査中の血圧および

脈拍をモニターするため､左上腕に自動血圧計を装若し､2分間隅の測定を行う｡安静

後右上腕動脈を75MHzの超音波プローブ(炎之ssA-270A)を用い艮軸方向に血管を描出

し､血管の猿人径が認められる部位を保持する.料 -て皮脚面に対して垂直にLhpplerビー

9IrIL桝降級)5分で 03

mgニ トtュグ リセ リン

ー■- スプレ rH 段 リした

後(3-5分)のr･川 LTTtの

弧･11(を7L"J'ii
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ムを入れ上院動帳を確認する lわpplerビ-ム挿入後のM.Bモー ドにてそれぞれ涜速と

血管径をモニターするC右上範動脈請出皮榊部位にマジックペンにて日印を入れるD耗

いて右前碗部分を血圧計マンシェ ノトを用い250n-nlHgで葺き血､5分後に耶血を即座に解

除し､駆血解除後45-60秒後の反応件充血時の拡張Irn管における流速と血管径を計測す

る(図2に一例を示す)｡

駆血解除後15分間は安静を保ち､血管径の回復の確認を行 う｡確認後､内皮非依存什

血管拡張反応としてニトログリセリンの舌下スプレー(My∝orspray,03mg/spray)を1回

噴斉し､スプレー唄蒋後3-5分における阿血管の流速､血管径の計測を行う｡

A.Rest B･ReactiveHyperemla

-- _1 - - / -

i ap聖 上

A 妥肺時 日 反応性充血時

a上腕動脈n壁 p 上腕動脈後壁

図 2 血流 依 存性 血管 拡 張 反応 の 一例
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血流依存性血管拡張反応では血管径の変化のみを求めればよいが､前祝5分間凝血に

伴う血流増加によるfl荷の程度として､駆血解除後15秒の相対的血流増加)I+'を同時:=求

める｡加 pplerビーム挿入後のMモー ド上に流速が示され､このUTL速を超音波上で トレー

スすることで平均流速が求められる｡ -方lF･1時にモニターされるBモー ドLの血管径よ

り､上腕動脈を円形と仮定し血管面他を求め､平均流速と血管thT積を掛けあわすことに

より血流立を求める｡ただし､ここで求められた血流正は実測のものとは熊なるため､

安静時のものとの相対変化としてのみ用いた

すべての超音波1引受はSLV-RS7(SONY)を用い､S-VHSビデオテープに錨L句した｡計

測はビデオテープに録画した画像を用い､心収稲､拡掛 こ伴う血管の動揺†ほ 避けるた

め､同時にモニターした心電同上の R波のど-クに一致した拡張束期を用いた｡上腕動

脈の血管径測定には超音波(画像上､剛 比甘長軸斬面における前確､後壁の中膜,外

膜の中間点であるm-lnc(血管内面より血管壁の中膜､外膜でエコー強皮が強く認めら

れる､その中間点)を用い､4画像から求めた平EJ血管径を淵竜値として用いた30｡なお

従来の報告では本検査方法での測定は0I-02mmまでは正確!:なされることが報告され

ている38･33｡

図3は基瑳検討として､若年男件9人の右前腕誰駆血解除後の上腕動脈血耽量と血管

径の安静時に対する割合を時間を追って計測した結果である｡

血流是は駆血解除後一過mに増大し､その後綻時的に減少する｡一方IrlL管椎において

は駆血解除後の一過件血流増加が刺激となり駆血解除後約45-60秒したところで安静時

･9-



に比較 し有意に拡張することが確認された10 安静時血管径に対するその増加率を

Flow-TTled･alCddllau110n(%FMD)とし､同株にニ トログリセリンによる拡張の度合いを

NllTOglycenn-InduceddllaLatLOn(%NTG)とした｡

我々の計測ではsIVHSビデオテープに分画した同 ･測定画ほの評価における6名の解

析上の変動係数は%FMDで584±025%､%NTGで3.87j=0.24%であったOまた本検査

による再現竹の検討を行うため8名の被験者に､け 月の内に各々5回の本検査を実施し

その測定値を検討した.その結果､本方法における再現作の変動係数は%FMDで977

士082%､%NTGで724j:049%であった｡

ニ トログリセリンのプラセボ舌下噴斉を6名の男M被験者に投与 したところ､血管の

拡張は認められなかったCさらに前腕部分5分間駆血ということがニトログリセリン舌

(%
).言

rr
u
宗

丁琶
1))

駆血解除後の時間(秒)

'P<005.｡●P<0.01vs.安静称

図 3. 男性被験者 9名の駆血解除後の血流 と血管径の増加率変化
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下噴霧に影響を与えるpT能作を検討するため.5名の男作被験者に前腕馳血を行うこと

なしにニ トログリセリン舌下噴掛 こよる血管拡張の程度を軌 けしたところ､前院部分5

分間駆血､凝血解除後15分のニ トログリセリン舌下噴掛 二よる血･77拡張の程度と差は認

められなかった,このことより15分という時間は血管がニトログリセリンに対する反伝

掛 こ影響を与えないために ト分な時間と判断した またニトログリセリン訂F噴射 二よ

る血圧の変動は､2分間絹での村側上熊動朕の自動血Jj:計での測定では有意な変化は認

められなかった｡前腕部分5分間駆血による血流依存†MlL苛LrL張反応の全身への影響を

検討するため､若年男竹5人の左前脱却駆血解除後の右上脱動脈血流量と血管径の安静

時に対する割合を計測したが､安静時のものと変化は認められなかった｡

本検査の危険t'kと留意点

本検封 土非侵世的方法として考案された方法であ り､前腕部分の5分朋駆血では現在

まで合併症らしさ問題は生 じていない｡ただし､艮RSFZIJiE座した際に生じる下肢の･･し

びれ-'感が,駆血に伴い前腕部分に生 じることは否めないoまた本研究中には認められ

なかったものの､ニトログリセリン投与では全身血管の拡張を伴うことより低血圧､ま

た頭痛が生じる場合もありうる｡本棟童の禁忌弔項としては､被験者の同意が得られな

い場合は勿論であるが､前腕部分の5分間駆血が不可能な(抜験者の恐価心がある場合や

DIC等の出血傾向がある場合)場合は禁忌と考えられる｡またニ トログリセリン使用の際

は､ニトログリセリン投与が禁忌な疾患(重篤な低血圧､閉雀隅角緑内障等)を持つ披検

･1ト



者は禁忌とされる｡

本検創 主動朕硬化症の初期の投荷をスクリ-ニングする〟法と考えられ､既に桶埋･;I:

的に形成された動脈硬化症の程度を査定する検査でないことを十分L･Ht彦する必要がある

また本検査における血管拡張能の低下とアセチルコリン投与における冠劫朕の反応仇低

下に相関が認めitているものの34､上腕動脈という全身の動脈のなかの 一部の血管のみ

を検査していることを忘れてはなるまい

本倹塵に影響を及ぼす安四

本検査方法の最大の弱点は検者PLq､検査施設fLrJでのばらつき､すなわち変動係数が大

きいことである｡熟練 した検者による一定した超音波測定法ならびに解析における計測

法が必要である｡検査手順上では一定の室温が保たれること､検査開始までに患者の十

分な安静が必質である｡日内変動や薬物服用による影響も考慮されるべきであり､本研

究では午前中､空腹時.服柴前の検査を原則とした｡

耗計解析

研究1､2.3ともに､すべての競計データはn･K:an± SEM で表現 した｡2拝聞での有意

差検定は l検定で行った｡3群閉以上のデータはo■℃-raeLOrANOVAにて解析し､有意差

検定はNewman-Kculs'lCStにて行い､P<005を有意とした｡皇回椋分析では独立変数中

p<005を有意とした｡
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研究 1 各櫨動脈硬化危険因子(肥満を含む)と内皮依存性血箭拡張反応との関孫

対象および方法

対象は当村外来および入院患者で､臨床的に動鎌硬化作疾鮫は和さないが.動脈硬化

危険因+を有する)02も(女性_57名､男性45名､33･74抜､平E)年齢568±L.0嵐 危険囚f

群)と臨味的に動礁硬化性疾患は有きず,動脈硬化危険因子も有きない40も(女性25名､

男性】5名､35-80歳､平均年齢555j=)6歳.対照群)で､内皮依存性血管拡張能として超

音波を用いJll上腕胸腺の反応性充血時の血管往増加や (%FMD)を‖ト測した｡同様に内皮

非依存他血管拡張能としてNLtrOglyccr.n投与後の血管径増加'手{(%NTG)を計測した｡血

圧､血油脂節､空腹時血特等を同時に測定したC

また肥満に関しては､未治療､無症候性肥満男什38名(BMl>26､19-64歳､平均年齢

376±18歳)と同年齢の非肥満男

M23名(25-55歳､平均年齢37.3士

1.9鼓)を対象とした｡肥満男件の

腹 部 正 中線 上剣状 突起 下 に

3.75MH7.の超音波プロ-7(東1-

SSA1270A)を用い,超音波上Bモー

し暮ILI tIt ■R

ドにで皮下脂肪(S)と肝臓前面部 図 1-1･ 超音波法による腹鮪脂肪測定の方法
(文献35より引用)
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に付盾する肝臓赫脂肪 (p)を確認する(図 1-り｡その後Liモー ドLでのJi下剤 EI,jの放′ト

伍 (sTTun)と肝娘前面部の肝腕前脂肪噂の最大値 (pmax)を求ゎる_ 求めたsmlnとpmax

からPmax/Smlnを測定 し､Prnax/SmLn≧1を内股脂肪刊肥満 (vl群. pm叫βmln<lを皮下

脂肪型肥満 ts)群とした｡その結果23名はV群､15名はS辞に分Eiされた35(図 1-1､図

I-2参照)｡ 囲 L-2でAはS辞､BはV群の典型例であり,矢印は実行の測定缶位を示す｡A

では著明な皮下脂肪の肥厚を認め､Pmax=119､Smlnl77.P■11aX/S■1川1=067で皮下脂肪

型肥 満 を示 し､ Bでは 著 明 な 内済脂 肪 の肥 厚 を認 め ､pmax=142,Smln75,

pmaxβnlln=L.90で内臓脂肪型肥満を示す.

内皮依存性血管拡張能として超音波を用い右 L腕動脈の反応俳充血時の血管径増加さ十′

(%FMD)を計測 した｡同様に内皮非依存作血管拡張能として N-LrOglyccnn投与後の血管

径増加'1壬(%NTG)を計測 した｡同時に血圧､InL湖 旨rr､空腹時血糖､tRL等を測定 した｡

ASubcutaneousrypc B･Visceraltype

峯 篭 ‥..h.～

S 蚊 丁析肋 p 町41Ii;]lJlTLIJ

囲 ト2 皮 下 脂 肪 型 肥 満 (A)と内臓脂肪 塑 肥 満 (B)の 典 型 例

-14-



結果

対照群および危険因子辞の臨床背景データを長 日 に示す｡危F奥田7-群では高脂血症

患者が63名､糖尿病患者が21名､...gi血圧患者が46名､現存喫梓習慣のある者が42名存在

した｡危険因f辞ではBMl.平均血rE､絵コレステロール胤 中什脂肪値､空復時血噂

伍,HbAlc伍において対照群に比

べて有意に高い債を示 した｡超音

波における測定伍の安静時上脈動

腺血管径､%FMD､%NTG､駆血

解除後の血流増加!手くを衣 ト2に示

す.安静時上腕動脈血管径､駆血

解除後の血流増加やにおいては対

ふ いl JHLEtの 〃Frt7-タ13上び ▲血 デ- タ

吋ITET(n三40) 危牧村 /Lr tn三1021

Ao●【yrl
EbdyIJ.H h如 tLq'llll
～+■nI)b-h rOlII..
ToLAIchOb'●1-l)ltllOdJ)
HDL Cb仙 1●rllllq dIl

Trb～crLJ●tMg.叫
FrLIhQPIHrMOhJOO●■(I

rh q Jめ hAktヽ I

H叩●rb b●ryILJ(ヽ I

Ol●b te+ttl

Hy叩 -lqllblltヽ 〉

CLJrI●H IMOl■●lヽ】

IoI一～720

---~･･--1●●●●

"…=抑=いt=

●
一lIH

2～524

BOz2

1t)3t7●

!+tolM

照群と危険凶 (一群との間に有意差は認められなかった｡F<II2から明 らかなように対.qeF

群の%FMDは6.7土05%.危険Prl一群の%FMl)は4.9±0.3%であり,危険凶チ群で有意な

%FMDの低 Fを認めた (p<0.0日｡-方､内皮非依存什血T.拡張能としての %NTGは対

照群で148士06%､危険園子群 ム ー-2 血行政による各rtiN'jil机

の %NTGは】3.3士05%であ り､ Illq lr'Jq tNL･EEft11･ldGr)

対照群と危険内-f･群との問に有 Y… d-h一仙 -r'･u叫 42" 1 .4州

Fb▼･巾●■bt●■dIIJtJIJ…fV NOI 67105 4.II0.3

意差 は認 め られなか った｡ Nh.叫 .… 仙 E.川 .畑 .rW 6. ...1｡. .,】三｡,

%FMDと%NTGの結果を囲 l_3 F州''仙db山川 ●̀一､- 3" 119 2↓H l'

･･PdOt

･15I



に示すC

高脂血症､糖尿病,高血圧､

現在喫鹿習慣の4つの動脈硬化危

険因子をとりあげ､これらの重

複に伴う%FMDの変化を図 14

に示す｡動昧硬化危険因子の重

複数に作って %FMDの低下が認

められる｡衣ト3に示すように

%FMDを従属変数とした際の塵

回帰分析の結果は年齢､安静時

血管径､HbAIc催､空腹時血糖

値の関与が布告であることが判

明した｡

LiZ

■Lll13 )trtrtお 上び札幌LAJlETのtFヽ1D亡q,NTTG

幸 手 還;遠…

rB牧人 タのFAl市
名*血牡
rt■
A IL I

tn三40) tn155l tIllZl) tnI15) tn■l〉

札■ Lul牧 ●八〇〇SHA

LA ト4 fk快川/散の淋h'tとLtFMDとの関連

女 )13 fL険川丁が 102y'におけ る≠Fヽ1Dを従的･史欽と
し/=軒の缶41日の 可=Ll壬柏 分 t?rAS火

托jtよ数 枚 q安手 12 rr Ell付yL故 FPr

vesseldlarrleter&treSt -029
HemqloblnAIc ･030

F的tJrqpbsnzlglLJCO5● 0･27

TngTycen血 JO16

HDLcrLC4esEerO1 009

TotaldlObsTJyOl -008
BdyMassrrKkx oc6

Meanb一oodFyeSSUre 005 …卯の相加刃弘伽



A I.l JlEdET.Pl←lTtl'.､E■ETtsIJ31(.I

内at折LlHlE戎ETIVJLT)Jh住 デ ー タ

.!■q
JJ!■LfMz231 SいI15JV小723l

AplrI 17Ii1+ IrJh■† ⊃7.～1LI

叫 Ll"仙 ZZ&tu W■111
Iba.仙 川 与l耶 51対ヽ) lJt●Iヽ 〉

一T'■●■■■●■■●l､-ql一■l●●I H7lJ .い.. 17JII

E■､-■ ■■■■p 4■●l1-41ヽ I H JT TlL)
PAht■叫 IL3J●■ 1iJJL7

1-(■■】 ■▲ lLLl●1 D●L■■

p-■伽 L■ LJBIOJ■ LrlzW

収縮期血圧.拡張期血圧､安静時

ヒ腕動脈血管栓に47意差は認めら

れなかったが､総コレステロール

価､中性脂肪伯ではS辞に比べV

群が有意に高い他を示 した｡ ∨群

の %FMDは31士04%､S群では

肥満に関しての研究では衣1_4､

衣 l-5､衣 l-6に示すように､非

肥浦群､S件､∨群間で年齢､喫

儒者致､拡弘期血圧では3拝聞で

イ1-意差は認められなかった 肥満

の中でのS群､V群間ではBMI値､

裁 ト5 ,拝だ 捕FT-.妓 卜爪的t7肥輔 ET,ts)お 上U
IJIB折肋41肥aqEt(V)の血A7J タ

川/相.n･2.･ i.n..srq v.n.2,,

TolJl<ltobBtrrOllq dl) 10●lI t●●110

IIDLcrwLN b-dl･叩 叫

TrLPI{●rld●(MOdI) 149114

FJ■llqplJJrrLJBbFO●lrlI■dl) ●●I2 10234

HJq bbJl1ALEl叫 10Im 事,)lOZ
FJJtlqp4日JTIJln■uNrl(pUrhr) 与▼▲04 1211‡O
FrJ●hlTr■亡はlrIIEq¶ OID壬0.01 0.54-005

22717-tf
【与1i.㌔

1052■

lJIOt

■l■lO●I

79±05%であり､S群に比LV群

で%FMDは有意に低下していた(p<ool)｡しかし%NTGには両群問で有意差は認めら

よL-6 JJE済EF,岐r取払噌C講Etfs)お上げ

内払折肪4!tiAEflvIの8 ,1鼓に上る各神iN'kW

47111 1●JLl 1.010t

▲JIOJ1 79tO.5 11zO4

れなかった(図 ト5) また%FMD

とpm axふ llLnの単相関を検討した

ところ､ 有意なftの相関を

(r=-0.70P<001)を認めた(園 ト6h

Jlh'. ml7. 絵コレステロール値と中件脂肪



%FMD %NTG

L ‥】

S Y .'■lO｣■1

周 )-5 非肥満辞(C)､皮下脂肪型肥満群(S)および
内旋脂肪型肥満辞(V)の%FMl)および%NTG

r=･070
Pく001

4 8 e I 12 14 16 14 2 22 24

Pnax/SrTHn

国 1-6 肥満者38名における%FMDと
prnax/S111lLlとの相関

女 117 肥満 E38Y.におけるqF＼1Dを従絹 史放 とし/=Rtの
缶切 Hの 瓶川村il折も',姫

PJl■■I-yI

Tolddヽ○■加

州8柑柑1.月皿.7相,'*〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一仙ee叩け………川…仙

旭も%FMDと有意な負の

相関を(r=104).
P<0
.
05
､

T=-037.
P<005)示した.

拓コレステロ-ル血症なら

びに局中作脂肪血症披貴著

を除いても
､3
拝聞での

%FMl)に悦しては同様の

結果を柑た
｡
また喫煙者20

名を除いても同様であった.空

腹時血糖が120mg/dlを越 える高

血糖被験者は5群でl名､∨群で2

名存在 したが､この3名を除いて

も､31.T-r糊での %FMDに関して

は剛 弟の結果を得た｡表 l-7に

示すように38名の肥満者にお

いて%FMDを従属変数とした

際の屯回椋分析の結果は､

pmaxrsmlnのみの湘与が有意

であることが判明した｡



研究2 女¶ホルモンと内皮依存竹血管拡張反応とのrm依

対象およびJJ法

対象は当村外米受診患者で閉経後l年以上を経過 した無症挨竹女作で.骨組鞍症 と診

断され女性ホルモン補充療法を開始 した8名(50-61歳.平y)年齢54.i±14歳)を対象とし

た○女性ホルモン補充療法としてはプレマリン(ConJugaLedcsrrogcn)0625mgとプロペラ

(MedroxyprogesteroncaccLatC)25mgを連日経口服用を)lJFとし､1-宮刑 責により子宮摘出

術を受けている患者l糾 二関してはプレマリン(Co-1JUg.TlCdcstrogcn)0.625m里の朗 EJ投与と

した｡内皮依存M血管拡張能として超音波を用い右上腕動脈の反応仰充血時の血管径増

加畔 (%FMD)を計測 した｡同様に内皮非依存件血管拡張能としてN-tlOglycenn投与後の

血管径増加t十′(%NTG)を計測 した｡計測時期は拾療開始前､開始3ケ月後､開始6ケ月後,

開始卜年後とし､血圧､血桁ホルモン濃度､血油脂Tf､空脚 寺血糖､dlLLh',I-NOx値等を同

時に測定した｡

若年正常女性の月経周期による変動を検討した研究では､若年正常女作 I7名(21132歳､

平均年椴 5Ij=08鼓)､同年代の男性 17名(22-3Ⅰ炭､平均年齢24.8士0.6ai)を対象とした,

内皮依存性血管拡張能として超音波を用い右上腕劫味の反応作充血時の血管径増加宰

(%FMD)を計測 した○同様に内皮非依存性血管拡張能として N'tTOgly∝nn投与後の血管

径増btTや (%NTG)杏.,柑qLた｡血rt､血清ホルモン浪皮､血捕脂壬で､空腹時血増等を同

時に測定 した｡女作の月経周期中の測定時期は､月軽期 LVl期 (EsLmdl0l､ProgesterorK!共
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に低値)､排卵期 F朋 (Estrad'ol高

値､progeslerone低値)､鼻体期 し

朋 (Eslrad-oⅠ､PTOgeSterOne共に拓

値)の3点を検討した (図211)oな ▲ ' l'4 1 I"d Tか らの 助,
M F L

お被験者の女俳は､月軽周期に対 " dyq rTW 紬 は Pqd ド fd■n仙 如 pJSTb lq" 山 LW L k'd ph s一

帥 211 日常 J】打切期におけ る女flネ ルモ /の受払

して学問的知識のある助産婦学校 -S吋 ｡r'L のI-qtL托 I

の学生および研究室磯貝で同意の得られたものとした.抜放者の女fF.(ま全月が末経産婦

で､研究前少なくとも3ケ月は規則的な月経周期の認められた者を対象とした｡

結果

被験者閉経後女化8名の姓碇データと血液検4Eの結果を表2-】に示す 女T'Lホルモン補

充療法開始後の各時期では､BMl､平均血圧､総コレステロール､HDLコレステロール､

中件脂肪､空腹時血糖､HbAlcにおいて有意差は認められなかった｡女rl.ホルモン補充

療法開始後の血清 EslradIOL濃度は閑
人2･l L皇EEのJi生 すお 上Lr⊥47- タ

始3ケ月以降では開始以前に比して明

ProgesteTOne濃度は開始以前に比して

明らかな上昇は認められなかった(衣

2-Ⅰ､図2-2)o

p～ .- .エ T-,..ニTh .,:=h
l.･..__ll.ll.ll.･.._ _ ･...J J l - 吐 ±｣_ _ - _ M
AEPIPl
■･■▼4J◆◆●■-■P J ■ }I ZQ l王11

■1-bPl■■l■●l
TrL4dt■tLここ!=111pq■■

日■l叩ObblqAblヽ J

EIlr■dbl(I}JrrHI

Pr.I.■rlLIII-llq叫 ●2土●1 ･]=-･'.I.日日川サ;:;mS .:;:.;･･･.'･:'=lq▲▲1.▲ll▲E…nhM=川Hd---IoIo･1▲･1111･_一･.…tZhHMい



桝 2･2 女作 ホルモ ン柑九秒7ム埠の

EstndlOlとprog亡SterOneの史化

閉程後女作の %FMDは清め役手首時的に増加頼

向を,TlL､治療開始前で5L士05%､開始3ケ月後

で67士06%､rXl始 6ケ月後で7.4士07%､開始 l

年後で7.9士07%であり､1-台療開始前に比し開始

6ケ月後､開始 】年後で%FMDは布意に増加 して

いた(p<005,P<0.01回2-3). 一万､%NTGは治

療開始前で13A±)2%､開始 3日∃後で155±

15%､開始6ケ月後で】61±11%､開始 )年後で

150土 L0%であり,治療rPJ姑前に比 し各時期で

有意差は認められなかった個 2-4).安静

IP<005
''p<001 時における血清 NOx伯は図 2_5に示すよ

うに治療開始前に比し開始 6ケ月後､開始

pre 3 6 12 ･･' I年後で布意に増加していた,

Ed2-3 女ttホルモ ン紬光也は1麦のtF̂1Dの隻 化

加

15

10

5

0

9
ヒ

一一r

(N'･〇三l●
A
'
-
■
O

NtALnL｡S

00
弧
S:
印
加

壬 壬

王 事 ∴;:33才

Pre 3 6 12 (Jl)

trlz61 tni5) (nI6) (n･E4)

tg12-4 女作ホ ルモ ノ補充横J.後の%NTGの 変化 【句25 ホルモ ン指先汝7人後の血7,号ヽOx仇の変化
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l

若年正常州 117名､同年代の男性】7名の苑礎データと血液検証の結果を表2-2に示す.

正常女作辞と男別辞とでは正常範囲ではあるものの､男rlの BMtが前夜な尉丘を示し､

人 22. 71iElのN'隻7- タお上U血A7- タ rd様 .こ正常範囲ではあるもの

L の､男ヤi群の申すi脂肪値が女

▲pr▼〉 2t1I■Jl -

77-l●lL- 1●Jl■一 --~ -

171114 11▲土■■ 1●jzTA
tJOIL●▲ ■l●l)l■ ■■tlLIL 41●JJJ●
●○,+zl7Q J7724.⊃1 94.A2L}7 4742与17

什評のとの時期に比べても有

告な.%値を示 した また女n.

Tこ■■1-IL ■■ ■1 71Ifl■r''- q ▲IJT 一■ ▲LI■● ■LllLJ+
E･tr･- Ln ..Ll lLh l' n'zu 1712tZlH , 1-J,tl'. の月経間期による変動の中で
p-●●｡1-■■●l'LIい ltl●●～ ●J t●■■ l■.L l■ llJIHIl

は EslradlOlが排卵前期および

糞体朋で月経期に比べ有意な

高値を示し､progcstcro■lCは井体期のみで有普な高値を示 した 血圧は男竹と女件のど

の時期においても有意な差は認められなかったo題辞波による測rjiz他ではEJ州 の安静時

血管椎が女性のどの時朋における径よりも有意に大きい伯を示した｡前腕5分間駆血に

よる負荷の程度においては､有意差は認められなかった(表2-3)｡

%FMD と%NTG の結果 衣2-3 対象eTの血IlJjよtFdr･.政に1る終IidlA_帆

止tyMErlrl･17) tk巾Etlr.[171
を図 2-6に示す｡正常女作 ph…

の %FMDは月経周期によ
SplOlk bloodpr●■tLJr+trTlrnHgJ 114▲2 111土2 110土2 100 土2

E)a+&tolktdood I-●暮,U･･1nrr.HlJ 1312 71)i261土2 6■±2

り変動 し､月経期 M期は h 【仙 od叩 仙r-tn'Y'Hg) BOzl ■一12 b 土2 7912

BJHLJIv●■暮●=引■rTtd一 lrIIITt)●4i01●一 つ4土01 :H ID1 3I201

ll2士06%であり,M期に

比べて排卵期 F期､更に
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農作期 し期では有舌に上昇 していた (18.2j=

08%､175士07%ともに 棚ヽ に比-てP<00日.

男i'F'の %FMDは106j=08%であ r)､女性の排

卵期 F好J､非イ本期 し期より有か こ′トさく､月

経期 M期と同程度であった 女性の排卵期 F

期､&休耕 L期では %FMDに有意差は認めら

Jtなかった_

一方.%NTG も月経周胸により変動 し､月経

期 M期に比べて排卵期 F朋.更に 農作期 L朋

では有意に と昇 していたが､その上昇分は

%FMD/%NTGで比較 したところ. %FMl)に比べ

て/J､さかった｡男件の %NTG は女件の排卵期

期､#1本期 し期より有意に′トきく,月任期 M期

と同程度であったc

Estradl0l､ProgcslerOr-e液圧の変化と%FMDの変

化を図2-7に示すC



研究 3 圭貞動脈内院中腰肥厚と内皮依存作血管拡張反応との開陳

対象および方法

対束は 当村外来および入院患者で､勅礁硬化ケt疾患を有するP,什34も(39-84鼓.平均

年齢6日 土20鼠)と動腺硬化性疾患を有きない男作33名(4l-86鼓､平均年輪57.0±】6歳)

で､内皮依存怖血管拡張能として超音波を用い右上騎動脈の反応竹充血時の血管径増加

l '+̀(%FM｡)を計測した｡同様に内皮非依存件血管拡捌 巨として NILroglycer=-投与後の血

管径相加や (%NTG)を計測した｡同時に血圧､血清脂所､空腹時血糖等を測定した.

動版硬化竹.疾患の内訳は

))心臓カテーテル検査により冠動脈の有意狭群75%以上が確認された冠動脈硬化症ま

たは過去5年以内に心筋便竜の既往を持つ症例

2)臨床的にArter■osclcrollCObllteranCe(As°)と診断された症例

とした｡

総頚動脈の超音波測定法は従来報告されている方法26.36により､血流依存件血管拡張

反応で用いた7.5MHzの超音波プロ-プ(東芝ssA-270A)を用いた卜右稔頚動脈を長軸力

向に措出し､内頚､外頚動脈分鞍を確認 し､頚動脈内股中段肥偉くl入rrlとして稔頚動腺

から内頚､外捕動脈分岐の近位S)cm以内の絵頚動脈遠位壁における肥厚を求めた(図

3-I)｡

超音波画保はSLV-RS7(SOhY)を用い.S-VHSビデオテ-7'に鈷画した｡計淋 まビデ
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オテープに鋲画した画像を削 一､心機積､拡張に伴う血rl･の鋸紺 をノ針ナるため.同時

にモニターした心電図上のR波のヒ-クに -放させ拡張末期を用いた,

た頚動脈 IMT潤定における指度の検討では､SIVHSビデオテープに録画 したL2名の

被験者における,各々5回の測定によるINTの変動係数は､4.20j=0.67%であった｡

CCA 畿劫動派 ECA 外m動k lcA 内,JtL弛牧

園 3-). 捨 頚 動 脈 の超 音 波 像

超音波静止画像l画面につき4ポイントを計測し､2画面から求めた合計8ポイントの平

均値を測定値として用いた｡



結果

動脈硬化竹疾患を有きない群と動脈陳化仲疾患を有す る群の)1鮭データと血液検査の

結果を表 3-tに示す｡両群では咋齢,BMl､TL均血圧､総コレステロール､HDLコレス

テロー)i,､中平川旨防､空腹時血糖､HbAIcにおいて有意差は認め られなかった｡動脈硬

化ifI.疾患 を有 きない群の中で

は9名は危険因子を持たず､高

脂血症患者は)3名､高血圧患

者は15名､糖尿柄患者は6名 ､

喫煙者 はⅠ3名であった｡動脈

硬化牲疾患 を有す る群ではEt.

Jく3-1 Jl敷肝の)k乾 -/t タお よび 血 液 Ij'-タ

t■■1tMヽ亡く ■■■ltllh_+iI.
･rfさ/.-いd lnd3) '4乙Et(nl34)

Agetyr)

EjodyLはBSInd" (kglm2)

Ne8nbloodpyoHur+(rylnHg)

Tolalchob81eroHrTTか叫

HDLchol8SIBrOI(rylgJdl)
TrlgIyC●r事d■(Illgldn

FHHngp加rTIOgluco■ttrTIOIdr)

H+mogloblnA一et叫

R叩 UIarNTGu事Or(%)

570土16

240107

96t2

203土5

53土3

203土46

108土5

58102

611土20

240土06

95土2

201土8

46王2

174121

113±6

60±03

88

血件心疾患における胸痛緩和等の臨床上の必要竹か ら､約9割がニ トロ製剤を定期的に

処方されていた｡一方,動脈硬化tJJ･疾 患を有さない群では狭心症の疑いから､l名のみ

が定期的にニ トロ穀剤を服用 していたO超音波における総頚動脈 JMT測定値は動脈硬

乙TJ LLJttI.tl■Ctrlここ.h

- 恥LR卿ヒTl臥.tnをイりるEt

図 3-2 勅腺硬化作鉄IilをイLさriいRTお よび

イすする群における超訪波に上るIIYITの比較

化怜疾患を有きない群では091±003mm､動

脈硬化件疾患 を有する群では102±004111mと

動脈硬化性疾患を有す る群で有意な肥厚を認

めた (p<005､ 図 3-2)0%FMJ)と %NTGの

結果をEg]3-3に示す｡%FMDは動脈硬化･r'I疾

患 を有 きない群では 5 1±06臥̀ 動脈硬化性
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い群ではt2.3±0.8%､動脈硬化竹疾鮫を

有 す る群で は7_8±07%であ った｡ ｡

l %FMDと%NTGの双方において動脈硬

ヽFl▲D

P<001
r- ~~~ー-

亨uu"I+已
E2) 弛bLtELt→わ士u Iさ,.Ad- hJEllIf:ft九九をLli乙EF

化作疾患を有する群が有意な低値を示 Lu_3 動脈旬日ヒft玖 ･E.をLlき/jい訂 お よU･

イLす るU に)'ける'lFMDと% 1ヾG

した(共にP<00I)｡図 3-4は鮫検者67名

仝月の総頚動脈 仙1Tと%FMD､%NTGの甲相関を示す｡左側の凶は lMTと%FMDと

の相関で,IMTと%FMDとは有意な負の相関を認めた(r=1036P'00I).また右側の凶

は IMTと%NTG との相関で､IMTは %NTG とも有意な負の相関を認めた(T=-03l

Pく0.05)0

図3-5は動脈硬化性疾患を有きない群と動脈硬化竹疾患を有する群の2許に分けて､そ

れぞれの群でのlMTと%FMD､%NTGの単相nIJを検討したO上段の叔脈硬化件疾患を

8 1 1214 16 18

1MT(mrn)

ー iijiiiiiiiiiiiiiiiii ■■- iTi
6 8 1 12 1416 18

1MT(mm)

図 3-4 被 検 者 67名 にお け る1MTと%FMD､ %NTGとの 単相 関
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己Ⅵ
(ず

1JlJIt lJ

lLIT

NS 有きない部33名.:お

い て は､ 1MTと

日,.‥ ‥.%FMD と は有意 な
IMT

■'~十 ∴ ニ

っ○し ○
)> 9

^｡1

121■1JIJ
IMT

図 315 動脈硬化性疾患を有する群と有きない群における
IMTと%FMD､%NTGとの単相関

fTlの相関を認めたが

(r=-0.37 P<005)､

IMTは %NTG とは

有舌な相関を認めな

かった｡下段の動脈

硬化性疾患を有する詐30名においでは】MTは %FMD,%NTG との及方において有定な

相関を認めなかった｡

表 3-2に%FMDを従属変数とした際の各項Elの鹿lnl帰分析の結果を示す｡この解析か

らは%FMDに対 して lMTのみの関与が有意であることが判明した｡

衣 3-2 被験者67名全月における%FMDを従属変数とした際の
各項目の重回帰分析結果
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研究 l 各棟動脈硬化危険因子 (肥満を含む)と‡人】皮依存他 11L管拡張炊応との関係

ある%FMDの有意な低下が認められた｡一方､内皮jF依存性である%NTGには対照群

および危険因子評に有意差は認められなかった｡内皮機能評価に用いられている血ofL依

存性血管拡張反応は従来より加齢により低下すること37､安静時血管径と逆相関のある

ことが知られている110安静時血管往､年齢､さらに駆血解除後の血流増加料 こも両群

で差はないことより､危険因子群ではニ トログリセリンによる血管の拡張能すなわち血

管平滑筋レベルでの反応性変化を伴う以前に内皮機能低下が認められることが判明した｡

臨床背景データからは危険因子群では BMJ､平均血圧､絵コレステロール値､中惟脂

肪､空腹時血糖､HbAIcにおいて対照群に比べて有意に高い伯を示 したが､重回帰分p-r

の結果は年齢､安静時血管径､HbAtc値､空腹時血糖値の関与一が有音であり､内皮機能

に影響 している可能性が示唆されるOただし研究 Lでは危険因子群ではそれぞれの診断

のついている症例はほとんどが葉物等により治療されており､柴物等が内皮横能に及ぼ

す影響は評価されていない｡

高脂血症､糖尿病､高血圧､現在喫煙習慣の4つの動脈硬化危険因子の亜複による

%FMDの変化を園 ト4に示 した｡個々の危険国子のみを有 している患者は症例数が少な

く､危険国子別の検討はできなかったものの､この4つの因Jf･のいずれかlつでは.動脈
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硬化危険因子を持たない群と比較しても有意差がなく､動脈硬化危険田子の屯複数に伴っ

て%FMDの低下が認められたことは興味深いQところが､単に肥満を過体重の概念で

動脈硬化危険因子の1つに加えてみても､動脈硬化危険困+の重複による%FMDの低 F

は認められなかった｡肥掛 ま脂JFi代謝異常､耐糖能異常､高血旺など動脈硬化の危険田

子と密榛に関連 し､その発症､進展田子 として亜要であることが報缶されている

14-16･38r39｡従来より上半身肥満者に動脈硬化発症が多く､下半身肥満者には少ないこと

が疫学上知られていたが､これらは上半身肥満､耐糖能異常､商中性脂肪血症､高血圧

の4つが合併すると高射 こ動脈硬化,Fl疾患を発症するすると考える､Kapldnの提唱する

死の4重奏の概念を想起させる40｡

近年の診断技術進歩により体内の脂肪の局在が､腹部 cTや MRlまた超音波でもわか

るようになってきた35･41･420 肥満の中でも､特に内臓脂肪型肥満が動脈硬化の危険因子

として重要と考えられるようになってきたが､動脈硬化発症の楼序は明らかではない｡

そこで内臓脂肪出肥満が血管内皮機能にどのような影響を及ぼすかを臨床的に検討する

ために､超音波を用いて肥満者を内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満に分け,内皮依存性

血管拡張反応の倹討を行った｡その結果､内臓脂肪型肥満では明らかな内皮機能の低下

が認められた｡

SLelnヒergらは肥満者においてインスリン抵抗t'lが内皮機能と密接に関連 していること

を報告しているが43､この報告では肥満をその脂肪局在で分けてはいないものの､孜々

の想定する内臓脂肪型肥満者が多く含まれていた可能竹.がある｡研究 1では空腹時血糖､
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HbA)C､空腹時インスリンにおいては非肥満者対照群､皮下脂肪稚J.肥満､内臓脂肪型肥

満の3群において有恵差はなかったが､経口ブドウ糖負荷試験やeugI)･ce'1-'CClanlP法等の

インスリン感受f'l検査を行っていないため､インスリン抵抗竹関与の程度は評価できな

かった｡

脂肪 細胞 は近 年 Tumornccros'sk■clor(TNF)-a44I Phs.I"nOgenaCHvatorlnh■b川Or

(PAT)145-47､また vonwIIIebrandfactor48.49などの血管作動催物rrを分泌する事実が判

明してきた｡これらの血管作動性物於が血管内皮機能に影響を与えていることは十分予

測される｡TNF-aは内皮細胞のNOsynlha5CnlRNAレベルを抑制することが示されてい

る50｡局所でのTNF-αが secondarymed】atorsを産生し､筋射L鰍 こおけるインスリン感受

性に影響を与えている可能件 もあると思われる｡我々の被験者における血祭 TNF-a他

は捨ての検体で測定感度以下であり,測定され得た血祭 pAH値は3群間では有意差は

なかったが､上半身肥満者においてPAH 高値が認められたとする報告もある46｡この

PA日 高値はeuglycelT"CC[amp法におけるインスリン感受性と負の相関があることも指摘

され､インスリン抵抗性が血管内皮機能に影響を及ぼす可能竹が示唆される｡また長期

間の高血糖状態が内皮機能に影響を与えることがヒトIDDM患者において報告され51､

長期間の高血糖状態に伴うインスリン抵抗性の増大が内皮機能に影響をLT:I.える可能性が

示唆されている｡いず3日こせよ内臓脂肪型肥満での内皮機能低下を誘導する因子の解明

にはさらなる研究が必要である｡

脂肪局在による肥満者のタイプ別はFuJIOkaらにより贋レベルでの腹部cT断層像によ
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る内臓脂肪と皮下脂肪面析比によ()分類する方法が報告されている17｡しかしながら

CT検査では被曝の問題､cT検査へのアクセスの問題があるたれ 孜々は SU∠uklらの

報告に盛づく､超音波法を川いた脂肪局在の分煩を用いた35(凶 日参照)Cこの方法は

比較的簡便であり提熊竹も無く､pmaxとsmmの比(p'TlaX/Snl川)から肥満者を内臓脂肪

型肥満と皮下脂肪型肥満とに分類する方法であり､pmax/snllnが cTによる面横比から

求めるV/SratlOと良く桶関することが報告されている340研究 1で注目すべ きことは皮

t 下脂肪型肥満者の内皮機能が非肥満者の対照群とほほ同等であった点であるo

研究2 女件ホルモンと内皮依存件血管拡張反応との関係

短期間の女性ホルモン補充療法が内皮機能に及ぼす影響の検討としては､LJetXrTTlan

らによる平均年齢55歳の閉経後女件12人を対象にプラセボ､Eslrad.oHTng,2mgの9週間

投与 による Double･bllnd､placetK)-COnlrOllcd､cross-overtnalの報告がある23｡彼 らは

EstTadlOllmg,2mgにて明らかな上腕動脈における血流依舟r!k血笥拡張反応の改者が､9

週間という比較的短期間に認められたことを報告しているC しかしながら､長期に渡る

女性ホルモン補充療法において内皮機能改善が保たれるか否かはイて明であった｡研究2

により少なくともI2ケ月は内皮機能改善が保たれることが証明された｡また少数例では

あるものの安静時血清 NOx値も女竹ホルモン補充療法後6ケ月より有意な高値を示した｡

l エス トロゲンの作用機序に関しては脂好代謝改善等の動脈硬化のリスク77クタ一に

対する作用と､動腹壁への直接作用に分けることができる｡高コレステロール血症が軌



脈硬化のリスクであることはよく知られた事実であるが､エス トロゲンに血描コレステ

ロールレベルを変動する作用があることが多くの報告より明らかになっている5254｡エ

ストロゲンの投与により総コレステロールは低 Fする｡また LDLコレステロールを低下

させ､逆に HDLコレステロールを上昇させる｡しか し被験者の閉経後女俳8名において

は女件ホルモン補充療法開始後の各時期では､BMl､平均血圧､総コレステロール､

HDLコレステロール､中件脂肪､空腹時血糖､HbAIcにおいて有意差は認められなかっ

た｡それゆえエス トロゲンによる内皮機能の改善はこれら動脈硬化のリス クファクター

に対する作用を介するものである可能･附ま低いと考えられる.

上述した動脈硬化のリスクを改善する作用の他に､エス トロゲンは直接血管壁に作用

して抗動脈硬化作用を発揮することも指摘されている｡血管構成細胞にエストロゲン受

容体が存在することは､エストロゲンの血管に対する直接作用を示唆するものと考えら

れる｡Colburnらが培尊大動脈内皮細胞に55､Naょ.10らが培襲大動脈平滑筋細胞に56､エ

ストロゲンの縮合部位があることを証明した｡また遺伝子レベルでも血管平滑夙細胞に

エス トロゲン受容体が存在することが示されている｡K■m-Schut放 ちはヒト冠動脈なら

びに妨帯静脈内皮細胞にエス トロゲン受容体が存在することを報告している57｡エスト

ロゲンの血管壁に対する作用が､すべてエストロゲン受容体を介するか否かは不明であ

るが､エス トロゲン受容体の存在はエス トロゲンと血管との関係を考える上で大変意遜

深いと思われる｡

血管内皮細胞は､内皮細胞内来弛緩因子 (EndoLheHum-denvedrelax■ngfactor,EDRF)を
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産生 し､血管の10■､USの調節に関与 している｡EDRFはmtncoxldc(NO)またはNO類似

[ 化合物 (TlltrOSOt101または■11trOSOhcrneなど)であると現在では考えられているDエス トロ

ゲンは内皮細胞からの NO産生を増加させることで血管拡張に働 くという報告が得られ

l てきている58160｡高コレステロール食で飼育したサルの冠動脈は内皮機能障害が認めら

れるが､エス トロゲンの投与がこの障害を防ぐという報告もあるOこの研究では冠動脈

内にアセチルコリン(内皮細胞に対する NO放出作用､中膜平滑掛 二村する直襟の収農旨

作用を有する)を注入 し､血管径の変化を冠動脈造影で評価 している｡卵巣摘出後エス

トロゲン補充を行った群ではアセチルコリンにより血管拡張が認められたが､エス トロ

ゲン補充を行わなかった群では逆に血管収縮が起きているo同様の検討は臨味的にも行

われており.Re■Sらは,冠動脈疾患を有する閉経後女件に対 しエス トロゲンの急性投与

を行ったところ､アセチルコリンの冠動脈内投与に対する血管径の反応が改善したこと

を報告 している61｡これらの報告は研究 2で得られた結果を 卜分支持するものと考えら

れる｡

若年正常女件において､月経周期の変動に伴うエス トロゲンの変化により､エス トロ

ゲンの高値時､上腕動脈の血流依存惟血管拡張反応が増大することが判P)=ノた62｡また

男性においではこの周期的変動は認められず､男性の%FMDは Estrad.01,Progesterone

共に低イ直をとる女性の月経期のものに匹敵することも判明した｡これらの現象が間接的

にエス トロゲンの中でもEstradlOlによって引き起こされていると考えられるものの､そ

の他の因子の関与 も否定できない｡Estrad･olのa'-Lago■-■stsや recepLOrblockers等を使った
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研究は行わなかったため､EslradlO】が直接内皮機能の改軌 二r鵜与一したか密かは不明であ

るoM=eTや VaJlhoutteらはprogcsteroneはイヌ冠動脈においてエストロゲンの作用に括

抗する作用を報告しているが63､枚々の結果からは pTOgeSte'Oneのエス トロ//ン桔抗作

用は認められなかった｡

血流依存竹血管拡張反応はshearslressによって内J立細胞から放出される血管拡張物節､

特に一酸化窒素 NOによって引き起こされるとされている｡Joannldesらによって榛骨動

脈における血流依存俳血管拡張反応は NO生成阻'.]lz柴の L-NMMA(NG-monomeLhyl

Larglnlne)によって桔抗されることがホされている64｡また Hayash'らは内皮細胞の温

存された rabb■t大動脈 リング標本では基礎 NO放出是はエストロゲン濃度により制御さ

れていることを報告している65｡これらのことからEsLrad.olが血流依存性血管拡張反応

時の NO産生促進ないしは分解抑制に関与している可能竹が示唆されたものと考える｡

NO以外の血管拡張物rfとしてはproslacycl■nが考えられるが,Fh10StaeyCIm合成阻雪剤の

Indornethacln投与が血管拡張に影響を与えなかったことを考えると､その関与は少ない

と思われる66.670

エス トロゲンの内皮細胞を介した作用とは別に､エス トtj//ンが内皮非依存性血管拡

張作用として直凄血管平滑筋に作用 して血管拡張を惹起するという報告も見られる.

J】angらは高 K､endothelln-1などで前収縮 させた摘出ウサギ冠動脈を用いて EsLrad101の

血管拡張作用を報告している68｡これらの鞭汗では内皮細胞の存在の有無は結果に影響

を与えないことから､InVltrOでの EstradlOl急性投与による血管拡張作用は直接平滑筋に
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作用したものであると考えられる0 -万 G'IllgaJlらは Eslradlol二_).竹投引二より動脈硬化

のリスク77クターを持つ閉経後女性では内皮非依存性血管拡張作用が認められたが､

正常女件では認められなかったことを報告している69｡我々の検討では内皮非依存作血

管拡張は内皮依存竹のものと同様な変化を示したが､その増加分は内皮依存作血管拡張

の度合いの方が大きく､エス トロゲンが主として内皮依存仙 ru管拡張に作用している可

能件が示唆された｡

研究3 頚動脈内股中膜肥厚と内JilR(存性血管拡張反応との関係

超音波による総頚動脈の内膜小股複合体 (lMT)肥厚の度合いは動脈硬化の形態的初期

変化であり､IMTの確度を評価することにより､同 じ筋怖動脈である冠動脈など,全身

の動脈硬化の程度を推定する指標 とすることができるとされている70.実際､IMT肥厚

度は冠動脈疾患と軽度に関連していると報告されている25｡研究 3では実際に臨床的な

動脈硬化件疾患を有するか否かによって､JMTおよび内皮横能に差があるか否かの検討

を行った｡また形態学的な総評動脈 IMTと機能的な上腕動脈の内皮依存セi血管拡張反

応との関係を検討し､初期の総額動脈硬化病変と上腕動朕の内皮依存竹血管拡張反応と

の関係を検討した.

結果から明らかなように臨床的に動脈硬化性疾息を有する群において､動脈硬化作疾

患を有さない群に比べて明らかなJMTの肥厚が認められた｡これはSa】onenらが報告し

た結果を裏付けるものである｡同時に動脈硬化怖疾患を有する群で内皮依存作である
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%FMDの有意な低下が認められた｡内皮非依存性である%NTGにおいても動脈硬化fl

疾患を有する群で有意な低下が認められた｡軸旋硬化血宅:では血管平滑筋噌碑等により

血管平滑茄レベルでのrh管の反応性低下が認められる可能仇が考えられる さらに動脈

硬化性疾患を有する群は臨床的必要仲からニトログリセリンが検査以前に授与されてい

るものが88%と9割近 くも存在 した｡ニトログリセリンの定期的服用に伴う耐性の行/i

が､ニトログリセリンによる血管の拡張能すなわち血管平滑筋レベルでの反応ill-変化を

伴い､%NTGの低下を招いた他の原四と考えられる｡ lMTと%FMD､%NTGそれぞれ

の単相関では両者とも有意な負の相関があった｡そこで動脈硬化竹疾患を有きない群と

動脈硬化竹疾患を有する群の2群に分けて検討を行ったところ､動脈硬化･｢1疾,FL.鼓を有き

ない群33名では､内皮非依存件である%NTG にはIMTと相関を認めないにもかかわら

ず､IMTと%FMDには有意な負の相関を認めた｡このことはニトログリセリンによる

血管の拡張能すなわち血管平滑筋レベルでの反応性変化を伴う以前の段階で､内皮機能

低下とtMTの肥厚が相関することを示唆するものである｡重回椋分析での検討結果か

らも､ lMT肥厚皮には%FMDの有意な関与があり､統計学的にもこの,Hを衰付ける証

拠となり得よう｡

JMTの肥厚を含めたプラークスコア-を高めるものとしでは,年齢､男性､高脂血症､

糖尿病が有意な危険因子であることが示されている71｡376人の冠動脈造影を施行 し､

頭部動脈の超音波による評価を行った患者の検討では､単相関で頚動脈硬化と有せな関

連をみたものは､年齢､冠動脈淡紫､高血圧､喫煙､左室肥大､中竹脂肪値､冠動脈疾
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息の既往､幾コレステロール値であり.多変量解析で年齢､高血IL 喫煙､HDLコレス

テロール値､尿較伯､TypeAscorcであることが報ruLされている72tまた suLUk.らは肥

満や糖尿病のない高血圧患者を対象とするとIMT は LDLコレステロ-ル位､インスリ

ン抵抗件の指標であるSSPG値とも有意の正相関を示し､多変還解析でもsspG伯､収

縮期血圧､HDLコレステロール値の関与が認められている73｡そのほか Lp(a)74､

TG-nehremnantが満頒する食後高 TG血症75､虚血仇心疾患や心肥大が多いとされる

ACE-DDger10Lypc76が,額動脈硬化の独立した危険因子とさiしているO

研究 3での重回帰分析の検討では%FMDを従属変数とし､IMT､空腹時血糖､中竹脂

肪､BM)､年齢､平均血圧,総コレステロール.HbAIc､H[)Lコレステロールの9独立変

数の中ではJMTのみ有意な関与があった｡またlMTを従属変数とし､ %FMD､空腹時血

糖､中性脂肪､BMl､年齢､平均血圧､総コレステロール､HbAlc､HDLコレステロー

ルの9独立変数の中では%FMl)のみ有意な関与があったものの､空腹時血糖値が It=008

と傾向のあることが判明した.これに関してSu?.uklらはインスリン抵抗作が lMT肥厚

の独立した危険因子と報告している73｡空腹時血糖高値が直様インスリン抵抗作とは結

び付かないものの､インスリン抵抗作が内皮機能と密接に関連している43ことを考える

と､IMT肥厚ならびに内皮機能低下の両者にインスリン抵抗俳の存在が大きく関与して

いる可能僧が示唆される｡研究 3では名籍頚動脈 IMTのみの観察を行ったが､被験者対

象年齢が60歳と比較的若かったため､明らかなプラークを有する症例は存在しなかった｡

iB動脈 Bモード超音波断層法を用いて､降圧剤や高脂血症治療Rによる動脈硬化の進
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展退縮研究が行われている コレステロール吸収m富剤であるコレスナポールと,ニコ

チン倍速ヰ体であるナイアシンを併用した39人の庶物ifE,.触肝をr白は の7ラ七ポ辞と比較

したCholcStCrO)Lou･cr"gAlherosekrosISStudy(CLAS)の報告では､糞物iJu･禎群で lVTの

進展抑制がみられた77｡Th vastatmL.p.dsandALhero～cLeros.slntheCarollddrteneS(PLACln

では冠動脈疾患を有し､TMTがL3mm以上のアテローム咋硬化旬を つ 以上付する50-75

歳のLDLコレステtj-Jt,値の高い男女)51例を対曳とし､Pm vasILIIln二五日検試験を行っ

た｡3年間におけるl年当たりの肥厚の進展は､プラセボ群と比べて籍頚動朕で537%の

抑制(た002)がみられている78C

234人の男仇を壁肥厚度スコアに基づいて4辞に分け､冠動脈遺影の所見との検討を行っ

た研究では､冠如脈硬化の範囲が広いと額勤派硬化が強いという脱器相関が報告されて

いる79oRottcrd:un研究では55鼓以上の970人の頚勅舵超音波Frr兄とAnklctoAmlPrcsSUrC

)ndcx(AAl)とを比較している｡超音波olnlmの lMTの増加は AAlの0026の減少につな

がることを報告している80｡以上の研究より頚動脈陳化は全身の軸旋硬化の一部分症と

考えられる｡

lMTの肥厚 ならびに%FMDの低下がともに動脈硬化症の?一期に認められる変化であ

り､可逆他の変化と考えれば､臨床的に動脈硬化作疾患発症以前に疾患陵補辞を見つけ

だすことが屯要である｡研究3で得られた結果は動旋硬化竹疾患を有きない辞はわずか

33名という少数の結果であり､健常者を含めての､動朕硬化作疾患発症以前の症例を増

やして検討を行う必要があると考えられる
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4結論

研究 】

高脂血症､糖尿病､高血rE.現在喫煙習慣の4つの動脈硬化危険因 仁の壷複数に伴っ

て内皮機能の障害が認められた｡内皮機能の障吉には年齢､HbAlc胤 判 別寺血糖値の

関与が有意であることが判明した｡

内臓脂肪型肥満者における内皮依存性血管拡張反応はIE下脂肪型肥満者のそれに比べ

低下しており､内皮機能の障害が内臓脂肪型肥満者において動脈硬化TJl疾患の多いこと

の原因の一つと考えられた｡

研究 2

閉経後女髄で女.FLホルモン補充療法を受けている患者における内皮依存附EnjE5,拡張能

は治療経過とともに改善傾向を認め､治療期間中にその効果の減弱は認められなかった｡

閉経後女性に対する女眺ホ)i,モン補充療法による動脈硬化作疾患の発症抑制には､女他

ホルモンの内皮機能改善が関与している可能性が示唆された｡

内皮依存性血管拡張反応は女件の月経周期により変動 し､月栓掛 二比べて排卵期およ

び黄体期で有意に と昇 したOすなわち EstradlOl高値の時期に一致 して内皮依存竹血管

拡張反応の増大が認められた｡男竹のL人波 依存ill-.血管拡張反応は女竹の排卵期､黄体期

より有意に′トさく､月経期と同程度であった｡内因fl卵巣ホルモンの生理的変動､特に
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Esu-ad101が､内皮横能に促進的に影響している町能代が示唆された｡

研究 3

動腺硬化竹疾恩を有する辞では劫朕硬化竹.疾患をイl'さか 一群に比へて明らかな稔頚動

脆内膜中腹の肥呼と内皮携能の障害が認められたっ軸旋硬化ft_疾患を布さか ､許におい

て鑑頴動朕内膜中腰の肥琴座と上朕動腺の内皮機能にはflの相関が認められ､内皮横能

障害と動脈硬化初期柄変の形成の関連が示唆さItた

以上､研究 l､研究2､研究3に分けて動脈硬化危険閃rならびに動脈硬化初期変化と

血管内皮機能との関連を検討し上記の結論を得た｡ネ研究での超音波熊藍を用いた非侵

鍵的方法による内皮機能評価は､将来広く臨床応用が可能な検査であると考える｡また

上腕動脈における内皮楼能が冠動脈におけるアセチルコリンの反応刊とも良く桶関する

ことも報告されている34｡

動脈硬化什疾患に陥る以前にこの検査を行うことで､未然に疾思発症を防くための動

脈硬化リスク管理指導等を行うこともpT能であり､また動腺硬化fl疾患患者においでは､

服薬等による内皮横能の改善が長期予綾に与えるきき管も横討nT能になると考えられる.
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