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2)冠動脈疾患の病態における血栓症の関与
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Thrombosis in Coronary Artery Disease
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Coronaryendothelialdysfunct･ionisimportantnotonlyfortheprogressionof

atherosclerosisbutalsoforthetriggerorplaquedisruption.Theruptureorplaquesis

nowConsideredtobethecommonpathophysiologicalsubstrateoftheacutecoronary

syndromesthatincludeunstableangina,aeut･emyocardialinfarction and sudden

ischemicdeath.ToexaminewhetherornotthelevelsofNOx(nitriteandnitrate)and
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coronaryatherosclerosis,thelevelsinplasmaobt-ainedfromostiumofleftcoronaryar-

teryandcoronarysinusofpatientswhoComplainedofchestpainwereevaluatedinrel

lationtotheireorornaryangiographicfindings. OurstudyrevealedadecreasedNOR

levelandanincreasedTM levelincoronarycirculationinpatientswithseverecoronary

atherosclerosisimplyingseverecoronaryendothelialdysfunction.Thereisapossibility

thatthelocaltherapyforthecoronarysegmentswherecoronaryendothelialfunctionis

severelyimpairedmayContributetothepreventionoftheacutecoronarysyndromes.
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冠動脈疾患,冠動脈造影検査.一酸化窒素,トロンポモジュ1)ン

は じ め に

現在,不安定狭心症や急性心筋梗塞のほとんどが,近

動脈内血栓によるとされている.さらに.近年ではその

冠動脈内血栓はプラークの破綻を引き金として起こるこ

ともわかってきたlト 3-.このため循環病態や重症度の
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異なる急性心筋梗塞や不安定狭心症,虚血性心臓突然死

は発症機序から一括 して急性冠症候群 (acuteCoro-

narysyndrome;ACS)と呼ばれるようになった.

冠動脈の内腔を覆う内皮細胞はこれまで血液の単なる

バリアーとしか考えられていなかったが,最近,この細

胞は血液の凝乳 線溶,血管 トーヌス,炎症などを制御
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各科領域における血栓症

している多機能な細胞であることがわか-)てきた.また.

この内皮細胞が様々なリスクファクターによる刺激で障

害され,ACSのプラーク破綻の引き金となることも報

告されてきている.

そこで∴今回我々は冠動脈造影検査を行った患者にお

いて,冠動脈硬化の程度と冠血管内皮細胞障害との関連

について検討した.また冠動脈硬化の程度と ACSの

発症について文献的に考察を加えた.

対 象 と 方 法

対象は1997年から1999年までの期間に当科で冠動脈

疾患を廉い,冠動腺造影検査を施行された症例である.

検査の際に冠動淑入口部 (LCA)および冠状静販洞

(CS)および末梢静脱から採血をし,以下の分析と測定

を行った.

冠動腕硬化の重症度の指標は,冠動脈造影上の有意狭

窄病変校数と修正 GensiniSeoTe(GS)を用いた4).

冠動脈内皮細胞の機能の指標 として血中の-酸化窒素

(NO)の安定した最終代謝産物である n血iteと ni-

trateを HPl.C一一GI･iess法で測定 した.測定システ

ムと測定感度については既報のごとくである5).また,

血中可溶性 thrombomodulin(Th･,,I)はサンドイ､ソチ

EIA法で測定した.

結 果

1. 冠循環血中 NO と冠動脈病変重症度

対象は77例 (平均年齢63歳),ただし,急性心筋梗塞,

弁膜症および心不全症例は除いた.冠動腺造影所見より

GSを左冠動脈につき求め∴正常群19例 (GS:0),軽

度硬化群31例 (GS:ま一輔 ,塞度硬化群27例 (GS:

≧15)の3群に分けた.血中 NOx (nitI,ite十IlitI,at.e)

のレベルは LCA,CSにおいて3野間で有意差を認め

なかったが,NOxの冠循環血中変化率 (鶴);[(CS-

LCA)/LCA〕は,正常群 :-0.9士0.5乳 軽度硬化

秤 :-2.2±0,59も,重度硬化群 :-2.8±0.5%であ

り,重度硬化群は正常群に比 し有意に低下 していた

(p<0.05).さらに.GSと冠循環血rflNOx変化率の

間には有意な負の相関を認めた (r-10.36,p<0.01)

(図1A).

2.冠循環血中 TM と冠動脈病変重症度

127例 (平均年齢63歳)を0校群5()例,1校病変群29

例,2校病変群27例.3校病変群 (左主幹部病変を含む)

21例に分けた.末梢静脈の TM レベルは,4群間で差

を認めなかった.冠循環血中の TM レベJL,の変化 [ユ
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AトGensiniSeoreLGS)を用いて評価Lた

冠動脈硬化の重症度と冠循環血中NO代謝産物

(NOx)の関係.B)GSと冠循環血中可溶性

もhTOmbomodulin(TM)の関係.

TM :(CSILCA)]は OVD:0.1± 0.9U/Il江 1

VD:0.1±1.1U/ml.コVD:0.7±0.9U/ml,3

VD:0.6±0.9U/mlで,2VD はOVD.1VD と

比較して有意に高値であり,3VD はOVD と比較 し

て有意に高値であった (p<0.05).GS と冠循環血中

の TM レベル (△TM)の変化は有意な正の相関を認

めた (r-0.33.p<0.0005日 図1B).

考 察

冠動脈硬化鼠患者では冠動娘の狭窄が量産になるに伴

い,冠循環中での NOxの減少と TM 濃度の上昇が認

められた.このことは冠動娩狭窄病変の重症度と冠血管

の内皮細胞機能低下 ･傷害程度とが関連していることを

示すものと考えられる,

Falkら31は急性心筋梗塞の貴任冠動脈病変部の発症

前の冠動脈狭窄度を検討した.その結果,約 3/:1の症

例では,狭窄程度が70%以下の軽度から中等度の狭窄部

位にプラークの破裂が生じ,急性心筋梗塞を発症してい

る事を報吉した.しかし,このことは冠動脈疾患患者に

おいて,軽度から中等度の狭窄病変の方が圧倒的に数が

多いためであり,AldeTmanらの報告6)のように高度

狭窄病変部位では,軽度な狭窄よりもより高い確率で閉

塞しやすいことを指摘 している (表 1).

ACSの発症の寮機 となるプラークの破綻は,まず,

冠動娩内皮細胞の機能低下や組織学的傷害を基盤に生じ

ると考えられている.今回の我々の検討結果からも,高

度狭窄病変を有する患者では冠血管の内皮細胞障害が進

んでおり,そのため高度狭窄病変部位では,軽度な狭窄
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表1 冠動販狭窄病変の進行

5年間で閉塞 閉塞 した全病

癖変数 した病変 変中で責める

(%) 病変敷 比率 %

OQも 2161 ･ ( 0 .T ot,1 15 20.8%(15/72)

5-490b 430 -----･ (.2.3%1 10 13.9%(10/72)

50-800b 258 --･(10.1%1 26 36.1%し26/721

81-959も 89 ･(23.69,ら) 21 29.ヨob(21/721

総数 2938 ---I (2.Sol)1 72 100cb

文献6)より

よりもより高い確率で開姦 しやすいことが予測きれる.

しかし.血管造影で軽度から中等度の狭窄のどのプラー

クが破裂 LやすいかはIr･潮が困難である.この事が解決

できれば.現在.カテ一･--テ7日台穂やバイパス手術で対応

している高度な狭窄病変1､L外に.プラークの破架を起こ

しやすい病変部位に対 して局所治療を積極的に行うこと

で.ACSの発生を減らすことが可能であるか もLれな

い .
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司会 (辻) あ りがとうございました.それでは,た

だいまのご発表にご質問.ご討議をお願いいたします.

高橋 .Et:_データは興味深 く拝見させていただきました.

冠動脈硬化病変における白血球の活性化とトロンボモジュ

リンとの関連についてはどのように考えられますか ?

松原 冠動脈硬化病変による冠循環局所での白血球の

活性化については,現在検討中であi十 トロンボモジュ

リンとの関連については今後検討 してふようと思います.

高橋 心筋梗塞後に狭心症を繰 り返すような患者では,

血中の凝固関連の指標が変動するのですが,それが冠循

環中の変化を示 しているのか,全身の血栓傾向を表 して

いるのかを考えることがtZ･要と思いますが.

松原 今回の検討では､対象患者は安定 した冠動脈病

変を有する患者であi),急性心筋梗塞例は含まれていま

せん.冠動脈の入t._I部と冠状静脈洞で採血することによ

i).冠循環中の変化を検討することができると思います.

請 冠動脈バ イパス術で内胸動脈を使桐し,狭窄病変

がある冠動脈の血流が改善した場合などでの,シアース

トレスの郎轡についてはどのように考えられますか.

松原 動脈ゲラ7トを朋いた冠動脈バイパス術後の吻

合された冠動脈の内皮機能については,いろいろと雑書

がなされていますが,血流量が増えることによりシアー

ストレスが増加 し,それに伴-)て冠動脈の内皮細胞か ら

の NO の産生も増えることが推測されます.

司会 (近) どうもあi)がとうございまLた.それで

は,次に,急性期脳血栓症の診断と治療ということで新

潟小針病院の小山先TFとおねがいLます.


