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30歳代の冠動脈疾患と冠硬化の危険因子
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Risk Factors of Coronary Artery Disease in Patients Aged 30 to 39 Years
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Seventeen patients (all men) aged 30 to 39 years with arteriographically proved

coronary artery disease (CAD) were identified and

Fifteen patients (8835 ) had experienced myocardial

patients with Ml had pre-existing angina. Four

reviewed for risk factor prevalence

infarct (MI), Only one third of the

patients (2196) of acute Ml had

emergent PTCA or CABG; 3 (205*;) and 1 (796) had elective PTCA and CABG,

respectively. There were no operative deaths.

Thirteen patients (7696) had a single vessel disea.Be; 3(1896) and 1(696)had

double and triple vessel disease (combined with left main CAD), respectively. There

was a high incidence of coronary risk factors, especially smoking (100^). Serum

cholesterol values were higher than 220mg/dl in 6(35;t;), and those were especially

higher in patients with multivessel disease.
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大塚他:38歳代の冠動脈疾患と冠硬化の骸険因予
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当院では昭和58年9月望8日より,狭心症および急性心

筋梗塞に対し経臆的冠動脈形成術 をPTC鋸 を開始しき

症例を経験したがさ近年,冠動脈造影件数の増加につれ,

30歳代の若年者冠動脈疾患も少なからず経験きれるよう

をこなった缶そこで奪軋 当軒で経験した若年例の冠動脈

遺影所見とその臨床所見から,若年者冠動脈疾患の特級

や冠硬化の危険因子にrjいて検討してみた.

対象及び方法

当科絹こおいて冠動脈造影を施行LやAHA分額1日こよ

る75%最上の冠動脈狭窄の認められた狭心症及び急性心

筋梗塞の症例のうち39歳以下の症例且冒例を対象とLたせ

食倒男性で,年齢は3嶺---39歳予平均36歳でありチ臨床診

断は狭心症望例,急性心筋梗塞息5例であった.

を有意としき見抜-3枝及び左主幹部病変に分顕した.

梗塞の有無については心電図の凝滞喝汲 あるいは灘】rm--

運動免荷心筋シンチグラムにおいてpeTSisもenも舶fkも

を示すものとLたサ心筋梗塞症例をこついてはヲ梗塞発症

前日までの狭心症発作の有無を調査したt但しや梗塞発

症当日の発作については9切迫梗塞と鑑別できないため

梗塞前狭心症には含めなかった牢冠教化釣魚険困予につ
いてはち男だ繭 (肥満度+漫0%以上)9喫煙 (本数/那,

高血圧､l仰酢.‖∴ 高粧F痛二廉い二･㌧;yL･'-,∴√ll.l~.

巨 高沫酸汀侶;I:-再こ酸価T.thlgLll.L‖∴ 軒'L･自ら､7毎

OGrTTにて糖尿病型)及び冠動脈疾患についての家族

歴の有無について検討を行った血

症 例

廿里lit表 1.No.l･卜二相局〕汗､[~冊∴.断冊了と:jl:

家族歴に特記事項はなく,昭和52年高血圧を指摘爵れる,

昭和59年12月油日き除雪作業*胸像 呼吸困難蛸臼現し声

道艶にて急性心鷹梗塞と診断され 当科-搬送Å院とな-｡
上.

来闘十上根甘-::闇.†L M.L･l＼'卜でLiT十日11.0

～-i31川l川卜.･.事･とこ＼二川1:lil(1＼＼,;tV'-,JL･.苦いi:図 卜 心て

コ-図において予下後壁の壁運動低下が認められたためず
急性L､筋梗塞と診断された.

本例は発症後望時間30分と畢願でありき護たCPK

値 且06u月と上界が軽度であったため,緊急冠動脈造

tう:ミ1
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忍野『爪転 WL山 野醍｣仰 尤 誹

園 ]来樟阜1･3誘導-i,/右≡､てい廿里t

影を施行したところ右冠動脈遠位部 臓を摘 分類♯3)

が摘0%閉塞Lており(図望級),ウロキナ-ゼ熟隻万単位

をこよる冠動脈飛血栓溶解療法 (PTC即 を行ったが芳造

影遅延を伴う99%狭窄を残Lたため (固執う予ひきつづ

､丹打鉦ミ]'Ti班･'jlii.fT廿減縮 半1､し､∴＼‥I:,:i十∴･図2ぐ∴最終

的に実測闘%′となり(因鍼)や再疎通をこ成功Lた.な

お左冠動脈には着意狭窄を認めなかった.

術後C㌘院値は最高那6u月まで尤界Lたが,リ-

ピ服豊順調をこ進みず退院時トレッド目し運動免荷試験をこ

おいて9--且OMETsの運動が可能であった.

症の診断かこて旦1月且8E3再度冠動脈遺影を施行したところ

左前下行枝近位部 (*齢 が99%狭窄で遺影遅延を搾1

-rT:巨:･･､凶.'l∴直[･∴lyrL':＼十試左,㌧小一guiか≠.iT･t､

が病変部を通過せずチさ捌こ心室性頻拍,心室細動を魯

洋上 ･_∫L■-'状態〔了T.,+-十八㌦I:tIミl'日中､凍.緊

急A-Cバイパス衝を施行したK

なお前回妄語TCAを施行し洗二右冠動脈遠縁郡をこぼ醇狭窄

は認められなか-｡た.術後退院前の運動免荷試験では8

-9M既Tsの運動が可能であった.

本例は心筋梗塞の初回発作後,約旦年間で著明な冠動

脈病変の進展を認めた例であるが,冠硬化の免除困子と

しては,肥満 (+iB卵,o拾う喫煙 雄3本〆臣∃)及び高血圧

が認められた.なお初回発作襖7喫煙は中止.し,血圧も

管理されていたが,肥満度は且年後+3望%礁悪化してい

習雄 心 半 溝
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尭塚他:迅翰歳代の冠動脈疾患と冠硬化の危険周予 (;;～:～

図2黒'̀L:,':頼町狛Lf'守 Lq∴臓.ほ,lZtト症桝1.
級:右冠動脈遠紋部 (朱印の部館)で且紛鰯密閉葦を藤ず血
i):..-…,トト ･i守11日帖J予再抽出3号･'jL門LM･∴∴亘上目畑_:.守巨 )ゝ9..

狭窄となる甲
だ…引き続き経営やりmmのパル-ンにより経成約冠動脈形成術 膵管6;鋸 を施行舟
過:最終的に実測鍔朝霧とな駆妄疎通に成功する付

…昔

上.

症例t]､､表 1.hTtI.卜灘歳:.'､,里十十∵,既往歴▲入Uトr京

をこ針-讃分拷統する胸痛が出現,遮医よりイソゾルピド

て㍉恒ト､.と=ほ(1日精査治療し'1:'._J~､'廿日};緑,二十llI_･

~ノ＼紺甘L_凍購∵1十 円囚‥iu-tト＼rl肘一Ul守J認l＼J､

られ (減縮 トレyげミル運動負荷試験ではプル-ス

図3緊訂正畔粍宣雄 L<.(1,()_ll.uh症判 卜3
品三前下行枝近位郡溌印の部労)で造影遅延を棒
坐)～)･'･酔ト∵∴こ･てい-.il恒ト.,にl'TLl!＼上,.い
たがヲガイドワイヤ州が病変部を通過せず孝二成功
し㍉JH,上 製■ここ.i;＼11ぺ仁-､~㍉臣灘で｣-十卜∵∴
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七品1塾ST低下を示しき虚血陽性と判断された∈採5右

99%狭窄を認め (園鎧楓),後E3㌘TCAを施行し窯測温8

%をこ改善したこ聞鎧粧 術後の運動免荷試験では,プル-

:ulJ:_,

本刑iTL..粧ト::/Ji-:I.硬1′いり危険閃J∵L二し二言.肥満 ._+こitミ

oL∴ 喫坤 ほ(トト トロ､高脹if】l症 Lrl'し'235Illgdl.T(:.

i)30mg(il,11川.一.し127mHT(11Ll及(吊摘三酸血症 汀:＼

呂土星m絡/捜及)が認められた.

図ti■冊榊Ti量守 ド.(;.1.呂.i,;-,し症桝･]､
汲:左前下血行技近椋郡 亡失だ夢的部分巨だ99劣狭窄

~十｣､十.

諸症例の分析

当緋をこけおける詣翰凝尊宅の冠動脈疾患息冒餅屋の冠動脈造影所

魔及び臨床所見のまとめを寮 息をこ示す.

17(糾一軒上甘言2桝.急甘心的仲舶:Ll封町こ守､.:/_.

急性√日用凍し'"i;Jl伸巨 急性粧ーJ_.緊急■亮動師封樟･肺行

し1畑f■iLl.(嬬ご_Ll桝潤(-.･1.ll.1t;.17､-二.い1.LJ佃

江華急 F'lrl-し'▲･＼綻｣＼il.帖1~､二日町ヒ緊急 ,LLl十prは

f桔∴い叛班州RLTl再恥血r成巧上∫-_.軌し'111鮎川車品二

から碍紹介をこより,慢性期をこ冠動脈造影を施行したも殿
である.

1.性別

17佃･1弓当町早り廿.~工巨･J∴

望｡冠動脈遺影所見

鬼音溝A分額をこよる有窓冠動脈病変枚数ではき且枝病変

が1封判LT()(-01,2持病せが3例 壬.1LqO｡卜:∴i';潤.忙しTT

且例 (6%)は左基幹部と3校病変を合併した厳重症例

■二鳥･一･言こ.1校病私丁ヽl叩伸･lJ-I.'E拍卜行柁病変が12倒し9'3

%)と圧倒的をこ多6才髄のi例 摘%)は右冠動脈病変

であった早またり激痛愛別では,慧議病変中学左前下行枝



大塚他:56億代の冠動脈疾患と冠硬化の危険園子

1.5it;{'00㌧ I,.:正勘据;-i･L2'10｡て∴回旋桂2L't～)Ool./7-二

王幹部且摘%)であった.

3.梗塞の合併及び梗塞前狭心症の存在の歯髄
17倒申15桝{.tiLqO｡1∴‡二心宣汁tl.:i;言l∴_三L_工町､二∴キ･▲7:

ラムにより心筋梗塞の所見を覇していたが,いずれも初

狭心症の段階で冠動脈造影を施行し′得た症例は望･例 く且望

%)のみであった申

梗窓前狭心症が認められたのは摘例中5例 髄%)管

ありき厳短で梗塞の鋸ヨ前,最長で3-嶺年前と澄まざ

まであった.

a,肥満 旦7例中+且0%以上の肥満度を示したぼ9例

･､.訂Oく､.う.■_守卜予..

I),喫煙 17伸巨 /打JJい1什)On∴阜軒坪賞でしい､､

Cや高血圧 高血圧の既往を看していた例は望例 拍2

%うのみであり,且例で未治療であっ紅

'I.高粕侶't lT秤目-′llL､2'](1mg-'llD､j了＼､高二∴

ステロ-ル鹿症を示す例は6例(35,Oi)に認められ了YC

二洲)lW Llli･F,巨'~＼草枕 二日シい1机了;･∴認拙､守上 ･_lt-I-_

各棟病変例では洩例中3例でTだ盟のm鰐/離以上であ

り､銅拙仁1'し':柵)mLTLlii~f､仁:守-.十･

摘7%)をこ認めC｡れ予うち転倒は高コレステul･--ル鹿症

十什 :てい上.

いずれも上京だの高脂激症をこ伴って認められた.

七､.高域醗Jl･Lpf正 して,＼7.山11g(.ll1日了亘さ再潮目侶;トを

示した例は3例 (旦8%)のみであっ溌二,

F.糖尿病 75欝を二弧TTをこて糖尿病型を示し栄二例は

望例 用語%ラのみであり,i例は食餅療法,違例は経m

糖尿病薬をこより血糖の:3ソトロ-瑚蕊良好であった叶

ド.家族幣 両親日工ヒ兄弟i二_牲亡∴症.･}工､し心拍梗塞

の既往を着した例は且例も認められなかった.

5書治療及び経過

狭心症の望例はそれぞれPWCA及びA-Cバイパス

術をこより症状の軽快を認めたや急性心筋梗塞の且5例中辛

急性代損｢十l刊ir̀付し二言.iZ仲にこ緊急TyrL':＼に､い).

仙LTヽiZ例は緊急 :＼LIL.㍉I,-､~Il柿J1-irよ))■正動脈LT岬-期再

疎通に成功した官金例経過は良好であり,死亡例は且例

も認めなかった砂

()こう5

考 察

近年冠動脈疾患患者数の増加につれ胃本邦においても

若年者の狭心症や心筋梗塞もめずらしくなくなって浄て

い上 ､L-刑i-∴いくUIl'1'Ll,㌔;101!で町二rL､検討~上蓋.(う0歳

代が1.30桝トl(1%1∴L:..･･F7,:T:･示し､510歳代7(刑 i.rl'TI∴

7裾引LtiiZ例､LillO(い):.iy'1t十 510-丁鋸射し∵:.十fノ付1淋一̀,言･

しめるものの,語り歳代の症例転6例 摘%)認めている
(図71,

東灘をこおける39歳以下の若年者心筋梗塞の頻度につい

~∵∵十卜こ.､絹仲基伸1ヽ1.2---･LirlOり卜tb-Tか告_､‖:I-r_∵主;1ご:日.

近年その比率は増加傾向をこあると報告されている諾),欧

歳の息631例の冠動脈疾患の報告などが認められる･

緩嵐 本邦における冠動脈疾患の整命予後は欧米に比

べてはるかをこ良好であるといわれており7),冠硬化の進

行における民族叢,あるいは食敏活を含めた幾活環境の

逮いがその原因と考え泣)れているが平近年食生活の欧米

佃こ伴う冠動脈疾風敬老数の増加や若年例の比率の増加

を考えた場合菅若年例の冠動脈疾患の予後は,必ずしも

良好･とは思われない書

そこで我利豊,若年例での冠動脈病変の特徴や臨床所

鼠 及び冠硬化の危険因子をこついて検討を行うことをこよ

形,これら若年例をこ対する治療法の選択や生活指導をこつ

いて考えてみた由

冠動脈遺影上の特徴としてはき且挽病変が漫7例率澄語例

(76%ラと殿も多く,2枚病変3例 拍8%),議枝病変息

望議枚中之5枚 摘5%)と最も多く,次に右冠動脈5校 接見

%)声回旋枝望挽 く9%うの偶であり,いずれも堀江も

望脚の報告と同様の燭鰹であり,若年例での解散の一つ

と考えられる.

仲･勘′津巨､行..町r/,いて浩 17伸7115利潤畔了･十二1､

性心筋梗塞を発症Lでからの来院であり亨狭心症段階で

の診断の遅れが痛感されるが,梗塞発症前に前駆症状と

t_-I:巧拙..､症畑Ic･!.̂F､吊1IJ,例汗1.F,榊申5例しこ1:ミt一日1に-守

ぎず,饗然発症型のJb筋梗塞が多かったことも影響して

いると思われるぜ広沢も9)は凝固心筋梗塞望3慧例軌 狭

心症の既経なし紅紫絡む筋梗塞を発症した例は4後凋%軍′

‖叫)げ iLLln･甘121例申し7､57･5Ooて予卜言.∴ここ報告してい

･七:ト今回L･'1検討では15例中l叩いGTOt､~＼】七守ヒ粒的高率で

あり,若準例をこおける特徴の-つとも考えられる中

心絹梗塞し')成因上して.J正動脈LIfl器質的狭窄上州に~1
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畳慧醇綱誘き

望翰-設93ゆ-3鰯確翰-喝田淵-59践髄-69常田-済 絡む-89藍歳き

し蕪j7 ､■再∴工手∵∴l'rf'-(∴＼伸11十帖吊JiL<.1:iH.t).ごバ-L<･札;ミ∴ミ1

パスム鍔)関与遷1)やアテr3-マの崩壊をこ伴う_血栓形成持う

の関与などが謄測きれているが9着準例での商い喫煙率

5)6)が発症の様式をこ雛轡を与えている可能性も考え較/7れ

･二.,

且と腎性をこ多汗ミラ)呈望)といわれているが,今回の娩綱で

は17例堂例が男性でありき髄の槻祭でも若年例では圧倒

的をこ男性が多いとざれている望)鵡15き6,t

冠硬化の危険因子として予肥満7喫煙平蔵泊ぼ予高脂

血症ヲ高尿酸血鼠 糖尿病き及び虚血性心疾患の家族歴

等があげられるがプ本検討例では,男性がW63%であ-｡

たことに加え,喫感者の割合が且り0%であり,最も高率

であった.高脂血症をこついては,8例 摘7%)をこ認めも

み増加型であった8また,多披病変例では嶺例車3例をこ

高脂血症を伴-了こおりサうち2例ではTC30りm搭/'鵡量

最上の高値であ-3た.高批狂の既往は望例 (12%)のみ

で低率であ-読.家族歴をこついて転,両親亨兄弟に虚血

性心疾患を有する鮎まなく,特に慮紫な囲flとは考え訪｡

治療及び臨床経過に関してはさ狭心症の望例について
言∴巨:+.t''llLl.トLU∵~.～(I･∴ -･̀宜･∴小さ畑1十王

叢馴こ緊急mCAないしノ緊急 A-Cバイパス術紅より冠

動脈の単調湧奪疎通が好能であった釣は洩例のみであり,

機の且臓服慢性期に初めて冠動脈造影が施行されたもの

であった書さいわい死亡例は且例もなく,入院中の経過

も良好であったが,梗塞の完成による心塵能の低~甑E,

社会復帰に際し大きな-ソディキミザ:}プになっていると

考えられる.



太塚他:30･歳着電の冠動脈疾患と冠硬膏転の危険獅子

治療との問題としてタ畢期発見が蚤牽であるが9若年

者では狭心症の段階での治療例が少ないことが問題であ

ら.これ闘豊突然発症型の急性心筋梗塞や,狭心症の発

現から早期に急性心筋梗塞に移行する例殿多いことなど

が原因として考えられJる昏したが-つて詣粉歳代であっても,

詳しい病歴の聴取により狭心症を疑う薫が少しでもあれ

ばき運動負荷試験等を汚い手本症を診断あるいは除外滞

る必鷲がある血

予防医学の問題としては,禁煙教宵は当然のこと甘高

脂血症の早期発見治療,蜘こ家族性高脂血症例での家族

調査i3)が養蚕と思われノる々 その他の麓険網子の管理に

IrL:I_仁 丹;守吊主神ltL!‖丹∵∴∴ナ里中甘ノ上∴･'-.＼㌦

十分な注意が必要である.

冠動脈病変に対する外科的治療をこ関しては,A-aiミ

の鬼--ここバイパス例の生命予後を淫0年で8嶺%,且翌年で冒転

%と報整しているq近軌 内胸動脈がve皇m鑑TaF=こ替

わり使用きれるようになり9長期開存率の改善l…6)が

報告されているが,若年例では酢手術の問題5)も考感じ

なくてほならないや

一方,言汀にAは丙施行時においても初河成功率を下

回ることなく字繰り返し安食に行えると7)号終)ことから青

梅に若年例では夕号華ト的治療のyi済む洩涙seと考えられ
･I,,

当科絹こおいても外科的治療の適応例に/ついてはMFrfI綾な

限り澗CAを選択し ㌘TCA困難例あるいは不成功例

をこ対しA-Cバイパス術を行うようをこしている.また,

当院胸部外科をこお汗こも65歳以下の症例をここ対してはき原

則的をこ内胸動脈を綾取㌢る方針としている冬

鳥そこ予若年者における冠動脈疾患をこ対Lてぼ†早期発

鼠 適切な治療法の選択とともをこ簸険因子の管理が強調
されJるべきと考えられた,
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