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【
背景】運動耐容能 の低下は慢性心不企 の主症状であ
り、3

4動

時の心抽 出量増大は運動耐容能 の保持 に寄与

Pく 005)。

野

弘

幸

多変量解析 では運動時 IVPDは 心拍

数か ら独立 して pcak V02と 関連 した

(β

=075、 P

く005)。

す る。運動時の心拍応答 により左室充満時間は短縮す
る が 、 拡 張 早期 左 室 内 圧 較 差

(intrttentricular

結論 】運動 に よる IVPDの 克進 は心拍数 L昇 時 の
【

pressure difference:IVPD)が 克進 して左室充満 と

1回 拍 出量を維持 し、心拍応答 か ら独立 して心不全患

1回 拍 出量 は保 持 され る。 した が つ て 、 運動 時 の

者 の運動耐容能 と関連 した。

IVPDは 心拍応答 と独 ヽ
アして心不全患者 の運動耐容能
と関連す ると予想 され る。

緒言
慢性心不全では運動能力が低下 してお り、労作時呼

方法】17例 の慢性心不全患者 (59± 17歳 、左室駆 出
【

吸困難や易疲労感 のた めに生活 の質は不良 となる。運

13%)で 心肺運動負荷試験 と運動負荷 心エ コー

動によ り増加す る仝身の酸素需要に対応す るため、運

法 を 1週 以内の間隔 で行 った。左室流出血流速波形 を

動時には心拍 出量が増加 と末梢 における動静脈酸素較

用 いて 1回 拍 出量 を推定 し、心拍出量 を求めた。左室

差 の増大が起 こるが、 これ らが障害 され ると運動耐容

流入血流 のカ ラー Mモ ー ドドプ ラ像か らオイ ラーの

能は低下す る

運動方程式 を用いて IVPDを 推定 した。

応答 と 1回 拍 出量 の増力日が寄 与す るが、心拍数の増加

率38±

12。

運動時 の心抽 出量 の増大 には心拍

は左室充満時間を短縮す るため、左室充満 と 1回 拍出
【
結果 】17例 の うち、 10例 が軽症 (NYHA′ い機 能分
類 Iあ るい は II)、

7例 が重症 (NYHA心 機能分類

量を低下 させ る方向にはた らく。正常では、左室充満
を維持す るために拡張早期の左室圧下降により拡張早

III)で あった。 安静時 の左室駆 出率 は軽症群 で重症

期 左 室 内圧較差 (intraventricular pressure differ―

群 よ りも高値 であったが (45± 16%vs 28± 7%、

cncc:IVPD)が 増大す る3・ 。 したがって、運動時 の
IVPD増 大の障害は、心拍応答の障害 とと1)に 運動耐

1回 拍 出量に差はなか った

001)、
nlL、

NS)。

Pく

(65± 12 vs 56± 18

運動 によ り心拍数は両群 で有意 に増大 し

たが (軽 症群 162± 10→ 113± 22 bpm、 重症群 :69土
い ずれ も Pく 005)、

13→ 99± 36 bpn.、

変化 しなかった

1回 拍 出量 は

(軽 症群 :65± 12→ 68± 14 mL、

重症

容能 を低下 させ ると考え られ、1曼 性心不全患者 におけ
る運動能力低下には心拍数 と独立 して運動時の IVPD
増大不良が関 与す ると予想 され る。
近年、カラー Mモ ー ドドプラ心エ コー像 を用いた

群 :56± 18→ 60± 20 mL、 いずれ も NS)。 軽症群では

IVPDの 推 定が可能 となった '3。

運 動 時 に IVPDは 増 大 した が (24± 10→ 56± 26

荷心 エ コー 法 に応用す るこ とで運動時 の IVPDを 非

mmHg、

侵襲的に推定す ることができ、左室収縮障害 を有す る

Pく 005)、

重症群 では変化せず (17± 12→

この方法 を運動負

27± 12 mmHg、 NS)、 運動 時 IVPDは 軽症群 で有

心不全患者 における検討 では、運動 による左室全体の

運動時 の心抽 出量 と心

IVPD増 加量が運動耐容能の指標である最大酸素摂取

意 に高値であった

(Pく 005)。

拍数 は最大酸素摂取量 (peak V02)と 正相関 したが
(心 拍 出量

:R=068、 心拍数 :R=057、 いずれ も P

1回 抽 出量は相関 しなかった。運動時 の左室
IVPDは peak V02と I相 関 し (R=066、 Pく
001)、 運動時の 1回 拍出量変化量 とも相関 した (R=

量 (peak V02)と 関連 した と報告 されて い る

7。

さ

らに我 々 は、心不全患者 で安 静時 にお ける IVPDの

く005)、

空間的分布 を検討 した ところ、健常者 と比較 して心不

全体

い尖部付近 の IVPDが 低 下 してい る
全患者 では左室 ′

‑1‑

のに対 して 、心基部付近 の IVPDは 保 たれ てい るこ

とを報告 した 8。 この結果 は、心不全患者 では心尖部

2

心肺運動負荷試験

付近 の IVPDが 左室サ クシ ョンの減弱 を反映 して低

座位エル ギメーターによる漸増的多段階負荷法によっ

ドす るのに対 して、心基部付近 の IVPDは 上昇 した

て運動負荷試験 を行 った。負荷開始時には、1分 間の

左房圧 の影響で保 たれ ることを示唆 しているもの と考

無荷重状態で50か ら55回 転 /分 を 目標 にペ ダル を回転

え られ る。 心 不全 患者 におい て 、 運動 時 にお け る

させ、その後、症例の筋力に応 じて運動強度 を10か ら

IVPDの 空間的分布 を検討 した報告はない。

25ワ ッ ト/分 の範囲 で漸 増 して症候 限界性 に負荷強度

本研究 の 目的は、慢性心不全患者 を対象 に運動時の

IVPDを 観察 し、1)心

不全患者 にお いて IVPDは

を増加 した。 AE330S(ミ ナ トメデ ィカ ル 、大阪)を
用いて呼気 ガス分析 を行い、peak

V02を 計測 した。

心拍数 と独 立 して運動耐容能 と関連す るか否か、 2)
心不全患者 にお け る運動 時 IVPDの 空 間的分布 とそ

3

運動負荷心 エコー法
エル ゴメー ター を用
運動負荷心エ コー法 には、熱 ´

の意義、について明 らかにす ることである。

いた

(図 1)。

負荷前 の心 エ コー画像 を取得 した後 に

対象 と方法

1分 間の無荷重状態で50か ら55回 転/分 を 目標 にペ ダ

1

ル を回転 させ、その後、心肺運動負荷試験で得 られた

対象
対象 は、心不全治療 あるい は心疾患の診断を 目的に

peak V02に おける負荷強度 の80%の 強度 を最大負荷

当科に入院 した慢性心不全患者 17例 である。運動負荷

と設定 し、 7分 間かけて最大負荷 にまで負荷強度 を漸

試験 の禁忌症例に加 えて、非桐調律、運動誘発性心筋

増 して最大負 荷時 の心エ コー画像 を取得 した。
心 エ コ ー 装 置 に は フ ィ リ ッ プ ス 社 製 iE33と

虚血が証明 されている冠動脈疾患 、有意な左 ,い 系弁膜
症、心膜疾患 を有す る症例は除外 した。心不全治療が

25MHzプ

卜分 に行われて安定 した状態で、心肺運動負荷試験 と
運動負荷心エ コー検査 を 1週 以内 の間隔で行 った。本

で断層像、カラー ドプラ像、パルス ドプラ像 、組織 ド

研 究は当施設 の倫理委員会 によって承認 され、患者全

像 と二腔像 か ら二断面デ ィスク法 を用 いてた室拡張末

員 か ら書面 によるイ ンフォー ム ドコンセ ン トを得た。

期容積 と収縮末期容積 を計測 し、左室駆 出率 を算出 し

ロー ブを使用 し、運動 負荷前 と最 大負荷時

プラ像 とカ ラー Mモ ー ド像 を取得 した。 心 尖部四腔

た

9。

カ ラー ドプ ラ法 によ り僧帽弁逆流 を描 出 し、左

図 1:運 動負荷心エコー検査の様子

一‑2‑―

未満 を軽度、20%以 上、40%未 満 を中等度 、40%以 上

位 置 情 報 に つ いて積 分す る こ とで IVPDを 推 定 し
た 56■ 。 超音波 ビー ムの 方向に沿 って 、僧帽弁 開放

を高度 と判定 した。パル ス ドプラ法によ り心尖部左室

が起 こる直前 の僧帽弁輪 の位置 か ら各 ピクセルでまで

長 軸像 で左 室流 入 血 流 速 波形 を記録 し、 拡 張早期

の位置情報 について一次元積分 を行 うことで、僧帽弁

い房収縮期
(E)と ′

輪 か らのItl対 圧 を計算 し、IVPDの 時間的推移を推定

房 に占める逆流 ジェ ッ トの面積 の割合 を算出 して207)

(A)の 最大速度 を計測 し、その比
(E/A)を 求 めた。左室流 出血流 のパ ルス ドプラ像 を
記録 し、 その時間速度積分値 (TVI)を 求 め、 TVI

最大 IVPDを 求 めた

と左室流出路前後径 (d)か ら

僧帽弁輪 か ら 2cm左 室側 の間

1回 拍 出量 =π ×(d/2)2× TVI(mL)

し、Eと e/の 比

(E/e′

6。

得 られた時間

IVPD曲 線 か ら、拡張早期 の

(図 2)。

さらに、同様の積分 を
(心 基部

IVPD)、 同部

位 か ら左室心尖部の間の IVPD(心 尖部 IVPD)を そ

の式 に よ り 1回 拍 出量 を推 定 して心抽 出量 を計算 し
たЮ。 心尖部 四腔像 でバル ス組織 ドプラ法 によ り中隔

)を 計測 して平均
)を 求 めた。 心尖部四腔 像で

側 と側壁側 の僧帽弁輪運動速度

した
・

(e′

れぞれ算出 した

5

(図 2)8。

統計解析
すべての数値 は平均 土標準偏差で表 した。連続変数

左室流入血 流 のカ ラー Mモ ー ドドプラ像 を取得 し、

の運動負荷前後 の比 較 には paired t検 定 を、群間比

IVPDの 推定に用 いた。

較 には unpailed t検 定 を用いた。 カテ ゴ リー変数 の
比較にはカイニ乗検定を用 いた。2変 数間 の相関関係

4

の検討 には線 形単 回帰分析 を用 い 、 IVPDと peak

Ⅳ PDの 解析

CMMDの

デ ー タを用いてオイ ラーの運動方程式 を

V02と

の 関連 の心拍数 か らの独 立性 を検討 す るため

AI層 稽鼻開族 ￨

C

B
IVPDの 空間的分布

ＯＬ≧ 縁 α 晏

心基部

僧 帽 弁輪 か らの距 離 (cm)

図 2:カ ラー Mモ ー ドドプ ラ法 に よる IVPDの 推 定
カ ラー Mモ ー ド像 (A、 上段 )は 、時間 (t)、 位置 (s)、 速度 (v)の デー タを持 つ 。
これ らのデ ー タを 用 いて 、オイ ラー の運 動方程 式 を位 置情報 (s)に つ いて僧 幅 弁輪 か
さ尖部 まで積分 し、僧帽弁輪 一左 室 ,い 尖部 間の圧較 差 (intra ventricular pres
ら左 室 ′
(A、 下段 )を 推定す る。Bは 、左室全体 IVPD
が拡 張早期 に 最 大値 を とる時相 にお け る IVPDの 空 間的 分布 を示 し′
て い る。 僧帽 弁輪
か ら 2cm心 尖部側 、 同部位 か ら心尖部 ま での間 で積分 を行 うこ とで、心基部 IVPDと
心尖部 IVPDと をわけて推定す る こ とが で きる (C)。

surc difFerence:IVPD)の 時間的推移

‑3‐ 一

に運 動 時 の IVPDと 心 拍 数 を説 明変数 と し、 peak

Wと

71±

V02を

013、

NS)、

日的変数 とす る重回帰分析 を行 った。 全 ての

40Wと 、軽症群で高値 の傾 向にあ り (P=
peak V02は それぞれ 21± 6mL/kg/min

検定で危険率005%未 満 を統計学的有意水準 とした。

と15± 5mL/kg/minで ぁ り、軽症群で冶意 に高値で

結果

前後 の各指標 の変化 を表 2に 示す。負荷前の指標 を両

あ つた

1

(Pく 005)。

軽症群 と重症群 にお ける運動負荷

群間で比較す ると、重症群 において左室容積は大 きく

患者背景
17例 の患者背景 を表

1に 示す。年齢 は58± 17歳 で 9

駆 出率 は低値 であったが 、左室拡 張能指標 と IVPD

(53%)は 男性 で あ つた 。 心不全 の重 症 度 は 、

には有意な差はみ られなかった。運動負荷 によ り、心

NYHA心 機能 分類 Iあ るい は IIの 軽症 例 が 10例 、
NYHA心 機能分類 IIIの 重症例 が 7例 であった。左

拍数、収縮期血圧、拡張期血圧 は両群で有意 に増加 し

例

室駆出率は38± 15%で あ り、 5例 で30%未 満 の高度収

た。左室駆出率は運動 によ り両群 で有意に増大 したが、
e′

は軽症群 にお いてのみ増 大 した。1回 拍 出量 は ど

縮障害 が認 め られた。基礎心疾患は、拡張型心筋症が

ちらの群にも運動 による有意 な増大 はみ られず、心拍

6例 (35%)、 肥大型心筋症が 4例 (24%)、 虚血性心

出量は両群 で増加 したが、運動時 の心拍出量は重症群

疾患が 2例

(12%)で あった。患者 はア ンジオテ ンシ

ン変換酵素阻害薬 あるいはア ンジオテ ンシン II受 容
体拮抗 業 (88%)、
(47%)、

β遮 断薬 (82%)、

ス ピロノラク トン

ルー プ利尿薬

(41%)に よる標準的心不

に比 して軽症群で高値であった。運動によ り、心基部、
心尖部、左室全体の IVPDは す べ て軽症群 で増大 し
たが、重症群 では変化せず 、運動 時 の心 尖部

IVPD

と左室全体 IVPDは 軽症群で有意 に高値であった。

仝治療 を受 けていた。

3
2

運動耐容能 と心 エコー指標 との関連
単変量解析 による peak V02と 安静時お よび運動

軽症群 と重症群 の運動 による血行動態 と心 エコー
指標の変化およびそれ らの比較

時 の各指標 との関連 を表 3に 示す。安静時の指標では、

軽症群 と重症群 の最大負荷強度 はそれぞれ 105± 45

左室駆 出率 と左室弛緩能指標 eア が peak V02と 有意
に正相 関 し、左室充満圧 の指標 である E/e′ が有意 に

表 1 患者背景

逆相 関 したが 、IVPDは
58■ 17

年齢 (歳 )
男性 ,N(%)
NYHA心 機 能分類 ,N(%)

9(53%)

II

5(29%)
5(29%)

III

7(41%)

IV

0(0%)

I

基礎 心疾患
虚 血性 心疾患 ,N(%)
さ筋症 ,N(%)
拡 張型 ′
肥大型 心筋症 ,N(%)
高血圧性 心疾 患 ,N(%)
心サル コイ ドー シス,N(%)

2(12%)
6(35%)
4(24%)
2(12%)
3(18%)

薬 物治療 ,N(%)

ACE田 害薬 あ るいは ARB
β遮 断楽
ル ープ利 尿栞
ス ピロノラク トン
トル バ プ タン

8(47%)
7(41%)
3(18%)

1(6%)

ア ミオ ダ ロン

NYHA:New Yo■ k

15(88%)
14(82%)

Heart Association、

ACE:ア ンジオテン

シン変換酵素、ARB:ア ンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

peak V02と 相 関 しなか っ

た。 運動 時 の指標 で は、 心拍数 と心拍 出量 は peak

V02と 相 関 したが 、1回 抽 出量は相 関 しなかった。
運動 時 にお ける心基部 、心尖部 、左 室全 体 の IVPD
はすべ て peak vo2と 正相 関 した。
心 IE数 と左 室全体

IVPDを 説「
・l変 数 とす る多変量

解析 を行 うと、心拍数 は有意 な規定因子 としては選択
されず 、左室全体

IVPDの みが独 立 した peak V02

の規定因子であつた

4

(β

=075、

Pく 005)。

Ⅳ PDと 1回 拍出量 との関連
運動時 の左 室全体

IVPDは 、運動 に よる 1回 拍 出

量の変化量 と良好 に相 関 した (R=063、

Pく 005)。

考察
本研究は、1曼 性心不全患者 において、IVPDは 運動
時 の 1回 拍 出量を維持 し、心拍数か ら独立 して運動耐
容能 と関連す ることを明 らかに した。 さらに、IVPD
の空 間的分布 につい て検討 した ところ、軽症 ,い 不全群

表2

運動 による変化
軽症群 (N=10)
安静時

心拍数

(/min)

62±

(mmHg)

最 大運動 時

重症群 (N=7)

変化量

10 113± 22 51±

P値

安静時 最大運動時 変化量

36

く0001

69±

13

99± 36

114± 24 161± 33 47± 17

30± 29

9

く0001

97± 15

133± 22

37±

14

く0001

50±

11

60± 11

10± 7

121± 69 128± 62 7± 28
76± 56 71± 54 ‑4± 20
45± 16 52± 21 7± 7

0491
0461
0005

E(crn/s)

53± 13 94± 28 36±

A(cln/S)
E/A

71± 26 92± 39 21± 27
09± 04 10± 03 01± 04
58± 32 89± 5.5 32± 29

0002
0043

76± 25 122± 37
49± 19 46± 18

0371

12二

0002

52ニヒ20

収縮 期血圧

拡 張期血圧 (mmHg)
断層 心 エ コー 法

LVEDV(mL)
LVESV(ml.)
LVEF(%)

57± 15 74± 25 17±

179± 23メ 192± 27* 13± 17
129± 22* 131± 29・ 2± 13
28■ 7* 32± 7*
4± 2

P値
0013
く0001

0005

0049
0511
0003

ドプ ラ心 エ コー法

(cm/s)

e′

E/e′

21

120± 62 152± 118 33± 68

(cm/s)

1回 抽出量 (mL)
心抽出量 (L/分 )

僧帽弁逆流、N(%)

65± 12 68± 14 4± 8
41± 08 78± 19 38± 16

=04

201L09
73J=43

0087
0131

154± 45 189± 65
56± 18 60± 20
く0001
35± 07 49=L20*

461L30

0375
08± 05 0024
21± 43 0141
35± 72 0165
3± 9
0241

14± 17*

0025

10(100%)6(60%)

一

4(57%) 0(0%)

一

軽度

0(0%) 4(40%)

一

3(43%) 3(43%)

一

0(0%) 0(0%)
0(0%) 0(0%)

一

0(0%) 3(43%)
0(0%) 1(14%)

―

高度

0023
0046

無し
中等度

01104

‑3± 0

―

一

カラー Mモ ー ド法
左室全体 IVPD(ll■ mIIg)24± 10
心基部 IVI)D(mmHg) 14± 05

56± 26 32± 30
31± 25 11± 26
心尖部 IVPD(mmHg) 11± 06 35± 24 24± 25

〇〇〇
8

17± 12 27± 12* 10± 18* 0160
17二 L07

02」ヒ12

0044

14=ヒ 08

0014

06± 10 12± 12* 06± 10*

0623

0126

*Pく

0 05 vs軽 症群 。 軽 症 群 :NYHA,き 機 能 分 類 1/11、 重症 群 :NYHA,さ 機 能 分類 IIIo LVEDV: 左 室拡 張末期 容積 、 LVESV:
左 室 収縮 末期 容 積 、 LVEF:左 室駆 出率 、 E:拡 張早 期 の左 室流 入 血 流速 度 、 A:心 房収 縮期 の左 室 流入 血流速 度 、 e′ :拡 張早 期 の
僧 帽 弁輪運

J」

速 度 、 IVPD:intraventricula■

prcssure difference。

では心尖部 と心基部の両者が運動 によ り増大 したのに
表3

対 して、重症 心不全 例では どちらにも増大がみ られな

最大酸素摂取量 と各指標 との l連
F̲―

安静時
心拍数
収縮期血圧
拡 張効 血圧

LVEDV
LVESV
LVEF
E/c′

002
012
013

057
010
008

0019
0724
0762

‑033 0192
‑044 0074

‑058
‑068

0024
0006

心拍出量 と末梢 の酸素消費量が運動時 に増 大する必要

061

0015

066

0006

‑064

0005

‑045

0077

あ り、心拍 出量 の構成要素である心拍応答の減弱は慢

035
068
066
051
057

0184
0004
0006
0044
0022

性心不全患者の運動耐容能 と強 く関連す ることが報告

0530

0̲26

0306

左室全体 IVPD

020
007
037

0431
0779
0146

略 語 は表

運動時 には、全身の酸素 需要 が増大す る。運動耐容
能を維持す るためには、酸素摂取量の構成要素である

0027
0003

016

IVPD

運動耐容能 と iVPDと の関連

055
068

1回 抽 出景

心尖部 IVPD

P値

0946
0647
0613

心拍 出量
心基部

かった。

運動負荷時

R

R

がある 12。 心拍 出量は、心拍数 と 1回 拍 出量 の積 で

されてい る

12。

一方 で、運動時に心拍数が増加す る

と左室 充満時間を短縮 し、左室への血液流入量 とそれ
に引き続 く 1回 拍出量 を低下 させ る方向にはた らく。
これ を代償す るために拡張早期の左室圧下降 が増強 し
て IVPDが 増大す る°
。 したがって、IVPDと 心拍数

2と 同 様 。

‑5‑

とは、互いに独立 して運動耐容能 を規定す ると考 え ら

究にお ける重症心不全群 の左室駆出率 は 28± 7%と 高

れ るが、心不全患者 を対象にこれ を証明 した研究はこ

・ ・ の患者背景 と近い こ
度 に低値 であ り、上述 の報告

れ までになかった。

とか ら、高度 の左 房圧 上昇 が生 じて心基部

IVPDが

本研 究 では、運動 時 の IVPDは 心拍数 とは独立 し

上昇す る前に運動が中断 された可能性 があると考え ら

て最大酸素摂取量 を規定す ることが証明 された。 さら

れた。 また、軽症群 においては左房圧上昇の影響で心

に、運動 時の IVPDは 運動 による 1回 拍 出量 の変化

基部

量 とも良好 に正相関 し、 これ らの ことか ら、IVPDの

進 が ,い 基部

「L進 が,い 抽数 L昇 時 の 1回 拍出量を維持 し、心拍 出量
増大 に寄 与す る可能性が示唆 された。 IVPDは 、収縮

ている可能性があると考え られた。症例数が少ないた

末期 の左 室収縮 によって蓄 えられた弾性 エネル ギーが

ける運動時 の心 尖部 と心基部 IVPDの 変動 を観 察す

弾性反跳 として放出 され、引き続 く拡張早期 の左室壁

ることで、労作時息切れが,さ 原性 か否 かを鑑別す る手

J。

の急速 な変形 によって生 じると考 え られ ている

し

IVPDが L昇 した症例 と、 左室 サ クシ ョンの九
IVPDの 増 大 に関与 した症例 とが混在 し

め現時点ではこれ を証明できないが、軽症心不全 にお

段 とな り得 ることが期待 され る。

たがって心不全患者 にお ける運動時 IVPDの 克進 は、
収縮予備能 と強 く関連す ることが予想 され、運動負荷

研究の限界 と今後の展開

時 の IVPDは 、 心不全患者 の治療効果予測や予後予

本研究は、症例数 が少 ないために運動耐容能 の規定

測 のための新たなマーカーにな り得 る可能性があると

因子 を決定す るための多変量解析 を十分 に行 うことが
できなかった。 さらに、近年注 目されてい る左室駆出

考 えられ る。

い不全 の症例数が少ないため、左室駆出
率 の保たれた′
心不全患者における運動時 iVPDの 空間的分布の意義

率で患者群 を分 けて解析す ることが不可能であつた。

拡 張早期 には、左室圧 が急速 に下降 して IVPDが

今後、症例 を重ね ることで慢性心不全患者 の主症 状 で

生 じ、IVPDに よ り左室充満 が起 こるBo

IVPDは 左

ある運動耐容能低下の機序の一端 を、病態別 に解明 し

室の能動的な血液 引き込み であるサ クシ ョンの強度 を

たい と考 えている。 さらに、上述の よ うに、運動 によ

反映 した指標 と考え られ る一方で、心基部付近では左

る IVPDの 空間的分布 の変化 をマー カー とした労作

房圧 にも影響 を受 け、左房圧が上昇 した状態では心基

時,三 切れ の原因診断 ができる可能性があ り、今後 の検

部 の IVPDも 上昇 し得 る と考 え られ る。 我 々 は過去

討課題 としたい。

IVPDは 低 下 してい

また、慢性心不全患者では、運動療法施行後 に運動

るものの心基部 IVPDは 比較的保 たれ、左室 充満 は

耐容能 の改善が得 られ ることが知 られているが、 この

心基部 IVPDに よ り起 こることを報 告 した

運動耐容能改善 と IVPDと の 関連 について は報告 が

に、慢性 心不全患者 では心尖部

8。

この結

果 か ら、重症心不全患者では運動時に左房圧上昇 によ

ない。今後 、運動療法施行前後 での運動時 IVPDの

IVPDは 増大す るが左室 サ クシ ョンを反映
す る心尖部 IVPDは 変化せず、軽症 心不全患者 では
左房圧 が さほ ど上昇 しないため心基 部 IVPDの 増 大
は軽度で、左室サ クシ ョンの売進 によ り心尖部 IVPD

変化 を観察す る予定である。

が増大す ることが予想 された。 しか し、この予想 とは

きま した木村記念循環器財団に謝意を表 します。

り心基部

謝辞
稿 を終 えるにあた り、本研究施行 へ の助成 をいただ

異 な り、 本 研 究 で は重症 群 で は心 基部 と心 尖部 の

IVPDは

どち らも運動 による増カロは認 め られず、軽症

群では どちらも増加 した。 これ らの結果 は、以下の よ
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老 化骨格筋 の生 成 と制御 の 分子 基盤 の解 明
久留米大学医学部

内科学講座

心臓 ,血 管内科部門
田

圧 :140/90mmHg tt L、

研究背景
近年、我が国では脂質摂取量 の増加 と車社会の発達
などにより生活習慣が大きく変化 し、肥満 、脂質異常、

家 庭血 圧

原

敦

子

:130/85mmHg

以上)で 、降lL治 療未経験 の症例 を登録 した。
糖尿病 、冠動脈疾患 、脳 卒 中、悪性 高 in圧 、血清

20mg/dL以 上 、血 清 カ リウム値 55

高血圧 、耐糖能異常が増加 している。身体活動性や身

ク レアチ ニン値

体機能 の低下は、骨格筋における ミ トコン ドリアの量

inEq/L以 上、両側腎動脈狭窄、二次性 高血圧症、薬
剤開始前 の肝酵素が正常上限 の 3倍 以上または肝硬変

や機能 を低下 させ、その破綻 は骨格筋量の減少 を助長
し、イ ンス リン抵抗性、炎症、酸化 ス トレスな どを引

を有す る症例、妊娠 またはその可能性のある症例、使

き起 こす。イ ンス リン抵抗性、炎症、酸化 ス トレスな

用薬剤 に対 して過敏性 の既往がある症例は除外 した。

どの存在 は、高イ ンス リン血症を招 き、耐糖能異常や
脂質代謝異常を惹起す る。 さらには、血管内皮細胞 を

【ランダム化 と薬物療法】

増殖 させ、炎症や酸化 ス トレス と複雑に絡み合い、ア

登録症例 を無作為 にオル メサル タン治療群 とア ムロ

テ ローム性動脈硬化症 を発症・ 進展す る病態 を形成す

ジピン治療群に振 り分けた。薬剤量は、本邦 において

ると考え られている。また、骨格筋 において異所性 に

承認 されてい る薬剤量

形成 された脂肪細胞は筋力低下の要因になるばか りで

ア ム ロジピン 25 10mg/日

な く、筋線維 へ の栄養素供給 の妨 げ とな り、病態の悪

会の高血圧治療 ガイ ドライ ンに準 じて薬剤量 を調整 し、

(オ ル メサル タン

5‑40mg/日 、

)と した。 日本高 圧 学
ll■

化にも寄与す る。 これ らの病態 を解明 し、管理 ・治療

6か 月間 の降圧治療 を行 った。両薬剤 の最大量

介入す ることは動脈硬化 の発生・進展 を防止す る上で

メサル タ ン 40mg/日 、 も しくはアム ロジピン 10mg/

重要である。
は
F fluorodeOxygucose(FDG)は ブ

イアザイ ド利尿薬 を追加 した。

(オ ル

日)に よる治療でも降圧 目標 を達成 しない場合は、サ
ドウ糖アナ ロ

グであ り、筋細胞ではイ ンス リンシグナル を介 したブ
ドウ糖代謝 に応 じて FDG集 積 が規定 され る。すなわ
ち、筋細胞 のブ ドウ糖代謝率である FDG集 積度 の低
下は筋肉の老化や炎症 と関連 し、FDGを 用 いた posi―

評価項 目】
【

FDG PET/CT検

査 を施行 し、図 1に 示す ごとく大

腿部 の筋 肉 と皮下脂肪 に関心領域 を設定、大腿周囲径

tron emission tomography― conlputed tomography

や大llil皮 下脂肪面積 を計測 した。また、大腿筋肉や大

(PET/CT)に よ り大腿筋 肉にお ける老化度、炎症活

腿 皮 下脂 肪 それ ぞれ にお け る FDG集 積 度 を最 大

動性 を1司 時に定量評価す ることが可能である。 また、

standttdized uptake values(SUV)値 を用いて表

PET/CTは 月T臓 にお ける脂肪らL着 やぶこ下月旨ル5量 につ

現 し、 静 脈 相 の 最 大

いて も同時に評価す ることが可能である。そこで、1巴 満

backgrOund ratio(TBR)を FDG活 性 として算 出

による骨格筋量が減少す る要因を骨格筋のインス リン

した。肝臓 における脂肪沈着の評価 として、月
T臓 と牌

シグナルの低 下による骨格筋の考化 、 さらには骨格筋

臓 の CT値 を計汲」し、肝牌 CT値 比を用いて評価 した。

SUVで 補 正 した target to―

を中心 とする臓器間ネ ッ トワークの破綻 と捉 えて、その

動脈硬化 の評 価 として、 上腕 ・ 足首脈波伝播速度

メカニズムや動脈硬化 との関連 を FDG― PET/CTを 用

(brachial̲ankle pulse wave velocity:baPWミ ヽ に

いて解明することを目的 として本研究の着想 に至った。

て血管弾性 、頸動脈 エ コーにて最大内膜・ 中膜複合体
厚 を計測 した。 また、LDLコ レステ ロール 、HDLコ
レステ ローフ
レ、 中性脂肪 などの月
旨質 プロファイル 、空

研究方法

腹時 血糖、空腹時イ ンス リン、HbAlcな どの血糖プ ロ

【
患者登録】
20歳 か ら80歳 までの本態性高血圧症例 (外 来随時血

‑8‑

ファイル 、推算糸球体濾過率 (estimated glomerular

図 1:大 腿 筋 肉 と大腿皮 下脂肪 にお ける関心領域 の設 定

filtration rate l eGFR)、

尿 酸 、 高感 度 C reactive

表

1

protein(CRP)を 計測 した。

ノくラメー ター
男性

【FDG‐ PET/CT】

FDG― PET/CTは 、Philips社 製 の GEMINI

GXL

検出器は 3D― LOR― RAMLAを 用い、12時 間以上
の絶食下に 180mg/dL以 下の血糖値であることを確

16、

認後、42MBq(0 12mCi)/kgの FDGを 静脈注射 し
た。FDG静 注後は安静静上 し、60分 後に全身撮像を
行 った。

,

n(%)

240■ヒ30

841± 110
661± 124

血 圧 ′mmHg

収縮 期 血圧
拡 張期血圧
最大頸動脈 内膜 ・ 中膜複合 体厚 ',mm
baIう

WV,m/sec

1577± 135
910± 104
121(078‑159,
18194=ヒ 3731

脂質 プ ロファイ ル

LDLコ レステロール,mg/dL

【
画像解析法】

レステ ロール.mg/dL

旨肪
中性月

CTに て大腿 中点 を決定 し、筋肉面積や皮 ド脂肪 面
積、また、それぞれ の FDG活 性 (TBR)を 測定 し、
大腿部 中点か ら上下 2ス ライ ス (4 1nm間 隔、合計

5ス ライ ス)の 測定値 を平均 した。また、それぞれ の
評価項 目を高血圧治療前後で比較 した。
【
統計学的解析】
統計学的解析 は、SPSSを 用 いて行 い、有意水準 5

%未 満 を有意 とした。
結果
患者背景】
【
表 1に 患者背景を示す。登録症例数は、合計32症 例
)、

平均年齢 596± 121歳 、平均

body mass index(BMI)240±

3 8kg/m2、

平均心
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半

,mg/dL

1242± 210
618± 161
320(648‑1548)

糖質 ブロファイル
空腹 時血糖

*,mg/dIコ

空腹時インス リン*,mU/mL

HbAlc,%
推算糸球体濾過量,IJ/min
尿酸,mg/dIッ
高感度 CRP',mg/L
喫煙

性 /女 性 11/21例

11(344)

Body mass index, kg/m"
ウエス ト周 1径 ,cnl
「
心拍 数 ,回 /1nin

HDLコ

(男

N=32
596± 121

年齢

,

PET/CTマ ー カー
肝 眸 CT値 比
大IIF周 囲径 ,c■ l
大腿皮 下脂肪面積 ,cm2
大腿 筋 内 TBR
大腿 皮 下脂肪 TBR
薬物′n(%)
ア ス ピ リン
スタチ ン

915(870998)
54(34‑89)
576± 039
769± 159
526± 136
072(034‑171)
6(188)

132± 028
471± 51
632± 296
l J6±

020

055± 011
1(31)

4(125)

baI'WV:brachial-mkle pulse wave velociiy, LDL:loiv.
density lipoprotein. HDl:high-density protein. CRIr:C.
reaclive proLein.

拍 数 661± 124回 /分 、 平均収縮 期 血圧 1577± 135
ininHg、

空腹時イ ンス リン (β =0368)、 HbAlc(β

平均拡張期血圧 910± 10 41nrnHgで あった。

が有意 に関連す る因子であった

(表 2)。

=‑0380)
ステ ップ ワ

高血圧 治療 としてオル メサル タン治療群 16例 、アムロ

イ ズ法を用 いた重回帰分析 を行 うと、空腹時イ ンス リ

ジピン群 16例 に無作為に割 り付 けた。両群間において、

ン、女性、年齢 が独立 して大腿皮 ド脂肪面積 に関連す

ウエ ス ト周囲径 、脈拍 、 血圧、

性別 、年齢 、BMI、

る因子であつた (R2=0468)。
大腿筋 肉 TBRに 関連す る因子 を検討す る と、単回

脂質・糖質 プ ロフ ァイル 、喫煙歴、内服薬剤 な ど、患

帰分析 では baPWV(β =0387)、 空腹時血糖

者背景に差は認 めなかった。

0521)、

因子 であった

【
関連因子の検索】

0756)、

(β

HDLコ

時イ ンス リン
度

=‑0417)、

CRP(β

ウエ ス ト周 囲径

レステ ロール

(β

=0706)、 尿酸

(β

=0363)、 肝牌

=

(β

(β

が有意 に関連す る因子 であつた (表

大腿 皮下脂肪

2)。

=‑0404)

であつた

=0391)の みが有意 に関連す る因子

(表 3)。

ステ ップ ワ

イ ズ法 を用いた重回帰分析 を行 うと、 ウエ ス ト周囲径
と肝牌

ステ ップワイズ法 を用 いた重

TBRに 関連す る因子 を検 討す る と、

高感度 CRP(β

=0372)、 高感
(β

(表 3)。

に関連す る因子であつた (R'=0271)。

=‑0431)、 空腹

CT値 比

=

回帰分析 を行 うと、空腹時 血糖 のみが大腿筋 内 TBR

大腿周囲径 に関連す る因子 を検討す ると、単回帰分
析 では年 齢

(β

CRP(β =0374)が 有意 に関連す る

高感 度

治療効果 と臨床パ ラメー ターの変化】
【

CT値 比が独立 して大腿周囲径 に関連す る因子

6か 月間のアムロジピン、オルメサル タン治療 によ
る臨床バ ラメー ターの変化 を表 4、 5に それぞれ示す。

であった (R2=0626)。
大腿皮下脂肪 面積 に関連す る因子 を検討す ると、単

両群で低血圧 、肝機能障害や腎機能障害な どの有害事

=‑0369)、

象は認 め られず、忍容性 は問題 を認 めなかった。6か

回帰分析 では女性

(β

=0354)、 年齢

(β

表 2:大 腿 部の周 囲径 と皮下脂肪面積 に関連 す る因子
｀ラメー ター

大腿周 囲径

大腿 皮 ド脂肪 面積

Coefficient
‑0417
‑0311

p値

ウエス ト周囲径

0756

く0001

0226

心拍数

‑0104

‑0116

収縮期 血圧
拡 張期 血圧

()029

0572
0876

0285

0069

最大頸動脈内膜・ 中膜複 合体厚 †

‑0071

‑0263
‑0258

年齢

性別

*

baPWV

レステ ロール
HDI,コ レステ ローノし

p値
()038

‑0201

LDLコ

Coefficicnt

0757

0005

0095
0286

‑0066

0526
0339
0708
0153
0977
0961

中性月
旨肪 †
空腹時血糖 †
空腹 時イ ンス リン i

0300

HbAlc

‑0201

0270

‑0.38(〕

0032

推算糸球体濾過量

0058
0372

0036

¨
0055

0766

0285
0033

0857

‑0207
‑0122

0506

尿酸
高感 度

CRPi

l136J・

月
干lln cT輸 首上ヒ
喫煙

ア ス ピ リン
ス タチ ン
*男

― 128
(〕

0706

0060
0190

0022
0743
0298

0256

0027

=0,女 =1、

†ログ変換値を使用 、大字 :統 計学的有意
baPV「 V=blachial Щ kle pulse wave velocity LDL=low― density lipoprotein HDL=high―
protein,CRP=C reactive prOtein

―‑10‑

density

表 3:大 腿部 の筋 肉 TBRと 皮下脂肪 TBRに 関連す る因子
ヾラメー ター

大llPK筋 内 TBR

大腿皮 下脂肪

Coefficient

p油 直

0316

ウエス ト周囲径

0 175

0078
0165
0339

心拍 数
収縮期血圧
拡 張期血圧
最 大頸動脈 内膜・ 中膜複 合 体厚 †
baPヽ ハ
√
V

―
θ121

θ‐
llθ

年齢

性別

‑0251

*

LDL

3vz7e*)v
v7- fi*)v

HDL =

旨ルサ†
「口1生 月
空腹 時血精 †
空腹 時イ ン ス リン †

0184
0276
‑0050
‑0019

HbAlc

0266
0243

推算糸球体濾過量

‑0189

‑0199
‑0133

0126

‑0270

0

0.002

0

0180

‑0012
‑0141

0948
0646
0443

‑0094

0610

1

0508
0478
0161

0278

0123
0.035

‑0142

0438
0819
0492

*男

r1276

0916
0322

ll.374

ア スピ リン
ス タチ ン

p値

0529

0 785

尿酸

0042
0126
0300

TBR
0749
0397

0810

高感度 CRP I
肝膊 CT値 比
喫煙

Coefficient
‑0094

0571
‑0156

0394

=0,女 =1、 ￨ロ

グ変換値を使用、太字 :統 計学的有意
baPV√ V=braぬ ial‐ anklo pulse wave velodty,LDI,=10w― densit,lipoprotoin,HDL=high‐ density
protein,CRP=C― reactive prOtein
表 4:ア ム ロ ジ ピン治療 に よる臨床 パ ラ メー タの変化
ア ム ロジ ピン (N=16)
治療 前

9tzl,

839二 L88

cm

心抽数,回/min

fuE,

治療後

664± 142

836± 89
621± 74

1582± 135
893± 100

1290± 114
785± 80

18760± 3848

16928二 L2637

1281± 208
637± 175
770(625‑1468)

1215± 271

p値

mmHg

収縮期血圧
拡 張期 血圧
baPヽ 〃V
脂 質 プ ロフ ァイ ル

LDLコ レステロール,Щ g/dL
HDI,コ レステロール,mg/dL
旨月
方*,mg/dL
中1生 だ
糖質 プ ロフ ァイ ル
*,mg/dL
空腹 時血糖
空腹 時イ ンス リンネ
,mU/mL

HbAIc,%

尿酸,mg/dL
高感度 CRP',mg/L
PET/CTマ ーカー
月
干牌

CT値

ケヒ

大腿 周 囲径 、cm
大腿皮 下脂 lil面 積 ,cln 2
ブく腿 有
方内

TBR

大腿皮 下脂肪

TBR

0060
0733

=038
780± 157
512± 166

1015(9551063)
59(41‑104)
576± 034
806± 148
473± 126

0115

131(043‑193)

052(013‑176)

0031

134± 026
470± 45
657± 311
115± 018
053± 011

131± 028
468± 49
688± 319
112± 012
051± 006

0550
0527
0035
0512
0477

1020(958‑1070)

54(36‑89)
582二

lF算 糸球体濾 過量 ,I二 ■nill

602419 1

790(6081595)

0̲847

0116
0291

・median 6nterquartile range)、 大字 :統 計学的有意
baPWV=brachial‐ 蝕kle pulse wave veiocity,LDL‑lo7‑density lipOprOtein,HDI.=high‐ density
prOtOin,CRP=C、 reactive prOtein,PET/CT=pOSitrOn einission tomography― computed tomography,

TBR=targe■ to― background ratio
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表 5:オ ル メサル タ ン治療 に よる臨 床 パ ラメー タの変化
オル メサル タ ン (N=16)
9
l-, cnt
心 拍数 ,回 /1nin

治療前

治療 後

842± 128

6531L107

843± 108
641± 106

収縮 期血圧

1568± 130

1350二 生139

拡 張 期 血圧

916■ 100
17628± 3521

15995± 2834

=z

p値

{r,rE, mmHg

baPWV

828± 114

fl Flol

脂質 プ ロフ ァイル

LDLコ レステロール,mg/dL

HDLコ

レステ ローフ
レ,mg/dI,

中性脂肪*,mg/dL

糖 質 プ ロフ ァイル
空腹時血糖*,mg/dIッ
空腹 時イ ンス リン*,mU/1111J

IibAlc,%
推算糸球体濾過量,L/1nin

尿酸,mg/dL
高感度 CRP*.mg/1ッ

PET/CTマ ー カー
月
千Jtt

CTイ

二
直月

大腿周 囲径 ,cm
大 lllF.皮 下脂肪 面積 ,cm?
大腿 筋 内 TBR
大腿皮 下脂肪 TBR

*meditt unterquartile rangc)、

1203± 203
598± 143
905(678‑1548)

576± 139
875(638‑1360)

1000(915‐ 1128,

1025(933‑1150)

52(34‑93)

55(35‑83)
562± 036

1241± 243

571± 039
760± 159
531± 110
051(030‑140)

555± 135
042(027‑130)

130■ 029
472± 56
608± 278
118± 022
057± 009

135± 022
474± 54
602± 273
101± 019
049± 007

740二

0075
0256
0234

=202

太字 :統 計 学的 有 意

baPWV brachial mkle pulse wavc velociry, LDL:iow-density lipoprotein, IIDL-high-densitv
protein, cRP:c reactivc protein, PET/cr:positron ernission tornography-cornputed tomography,

TBR:target-to-background rario.

ヶ月間のアムロジピン、オル メサ ルタン治療は収縮期
血圧 、拡張期血圧 を同等に低 下 させた。 また、両群 と

大腿周囲径 に関連す る因子は、表 2に 示す よ うにメ
タボ リック症候 群 の関連因子が多 く含まれてお り、大

も高血圧治療 の前後 で baPWVを 有意 に低 下 させた。

腿周囲径 は内臓肥満 を基盤 とす るメタボ リック症候群

糖質プ ロファィル や脂質プ ロファイル は、両群 間で有

のサ ロゲー トマーカー として有用である可能4生 が示 さ

意 な変化 は認 め られなかった。ア ムロジピン治療前後

れた。 これ まで、四肢周径計測は骨格筋の肥大や 萎縮

では、高感度

CRPが 有意に低

積 が有意 に増加 した

(表 4)。

ドし、大腿皮 下脂肪 面
オル メサル タン治療前

後 では、大腿筋 肉 TBRと 大腿皮 下脂肪
に減少 した

TBRが 有意

を簡易に評価す る手段 として従来か ら用い られてお り、
筋線維 の発達状態や身体の栄養状態な どを反映 し、筋
力 と相関す ることが示 され てい る(1)。

また、今 回 の

検討 において、年齢 は大腿周 囲径 と負の 関連があ り、

(表 5)。

近年、注 目されているサル コペニ ック肥満 の評価項 目
考察

として有用である可能性がある。 また 、大腿周囲径 に

本研究は、老化骨格筋 の生成 と制御 の分子基盤 の解

は骨や脂肪量の影響があ り、大腿皮 下脂肪 面積 を 目的

明を目的 としてお り、大腿周 囲径や大腿皮下脂肪面積、

変数 として関連因子を検索 した ところ、女性や空腹時

大腿筋 肉や大腿皮 下脂肪 における FDG集 積度 を一回

インス リン値 と正の関連 、年齢 と HbAlcと 負 の関連

の検査 で同時 に評 lHが 可能 な FDG― PET/CTを 用 い
て計預Jし 、それぞれ に関連す るllu子 を検討 した。 さら

を認 めた。腹部皮下脂肪面積に関連す る因 子と類似の
結果であるが、その臨床的意義は混沌 としている。空

には、カル シ ウム拮抗薬やア ンジオテ ンシン II受 容

腹時イ ンス リンは、大腿周囲径や大腿皮 下脂肪面積 と

体拮抗薬 による降圧治療 により、それぞれのパ ラメー

正の関連 を示 してお り、大腿 にお ける骨格筋量や皮下

ターが どのよ うに変化す るかについ て検討 した。

脂肪量が減少す る要因は骨格筋や脂肪 におけるインス
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リンシグナルの低下による骨格筋 の老化 が関与 してい

本研究の限界
本研究では、大腿筋 肉や大腿皮下脂肪 における炎症

る可能性が考 えられ る。

FDGは

、 ブ ドウ糖誘導体 で細胞 のブ ドウ糖代謝 に

応 じて集積 し、FDG

活動性 を FDG集 積度 で評価 しているが、病理学的検

PETは 生体内のブ ドウ糖代謝 を

討 がな されてい ない。 しか しなが ら、倫理的に筋肉生

表す画像 として広 く臨床応用 され ている。炎症細胞 は

検 は困難 であ り、炎症病変 を最 も高感度 に検出す るこ

大量 の酸素や ブ ドウ糖 を消費 してお り、FDGが 高集

とが可能 な FDG― PETを 用 いて評価 してい る。次 に、

(24'。

積す ることが知 られている

また、炎症細胞 の 中

本研究 の症例数 は32症 例

(オ ル メサル タン群 16例 、 ア

で も低酸素刺激 を受 けたマ ク ロフ ァージや泡沫化初期

ムロジピン群 16例 )と 少な く、統計学的検定力が不足

のマクロフ ァー ジヘ の FDG集 積 が高い ことが報告 さ
3)。
FDG― PETを 用 い ることによ り炎症病
れ ている¨

す る必要がある。また、高血圧症例 のみを登録 してお

変 を高感度 に検出 し、炎症活動性 を検 出す ることが可

り、冠危険因子のない健常例 と比較 して検討す る必要

していると考え られ る。 さらに症例数が増や して検討

能 であ り、心サル コイ ドー シスの活動性や不明熱 の起

がある。6か 月間の高血圧 治療 では、大腿筋肉や皮下

源 の検 索に臨床応用 されて い る。 さらに、FDG

PET

脂肪 に形態学的な影響 をお よぼ してお らず、今後、長

は動脈硬化病変にお ける炎症活動性 の評価に対 して も

期的な観察 が必要 と考え られ る。最後 に、薬物ではな

利 用 され、 CD68陽 性細胞 の密度 と FDG集 積活性 に

く、筋カ トレーニングを用いた運動療法による介入 に
より歩行速度、下腿全体の筋力や筋肉・脂肪量な どに

密 な関連 があ り、動脈硬化病変における FDG集 積 は
炎症活動性 を反映 した ものであることが証明 されてい

どのよ うな影響 をお よぼすかについて検討す ること1)

る('9)。 動脈 にお ける FDG集 積 は再現性 が高 く、繰

臨床的意義があると考えられ る。

り返 して施行す ることによ り治療効果の判定に も有用
の
である°
。

結語

PETと CTが 同時 に撮影 可能 な hybrid PET/CT
を用 い ることによ り、高解像度 の PETと CTの 両者

ク症候群のみな らず、サル コベニ ック肥満 のサ ロゲー

の画像がほぼ一致 し、角子剖学的情報 と機能的情報 を重

トマー カー としても有用である可能性 がある。大腿筋

筋力を反映す るとわれている大腿周囲径はメタボ リッ

ね合わせて画像化す ることができ、 よ り正確な診断が

肉や大腿脂肪 にお ける TBRは 、共 に高感度

可能 になってい る。 Hybrid FDG― PET/CTを 用 い る

有意に正の関連 を示 してお り、炎症活動性 を反映 した

ことに よ り、腹部 内臓脂肪 と腹部 皮下脂肪 の面積や

も の と考 え られ た 。 ま た 、 大 腿 筋 内

FDG集 積度 を同時に評価す ることが可能 であ り、近
年、薬物介入 の治療効果や FDG集 積 に関連す る因子

baPWVが 正の関連 を示 してお り、動脈硬化のマーカー

の検索がな されてい・
る・ 。本研 究では、大腿筋肉、

骨格筋量や皮下脂肪量が減少す る要因は、骨格筋 のイ

大腿 脂肪 の両部位 にお ける FDG集 積度 を表す

TBR
には高感度 CRPが 有意 に関連 してお り、 TBRは 炎

ンス リンシグナルの低下による骨格筋 の老化、 さらに
は骨格筋や脂肪 を中心 とす る臓器間ネ ッ トワークの破

症活動性 を反映 したもの と考 えられた。 また、本研究

綻である Hl能 性 があ り、動脈硬化 と関連 している可能

において、 古くか ら血管弾性 の診断法 として用い られ

性があると考え られ る。

CRPと

TBRに

は

として も有用である可能性 が示 された。大腿 における

てきた baPWVと 大腿筋肉 TBRが 関連 してお り、大
腿筋肉における炎症活動性 は血管弾性 に関連があるこ
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