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末梢動脈疾患に対する薬物＋運動療法
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ABSTRACT

Trans Atlanticinter－Society Consensus（TASC）IIstrongly recommends walking

exercise andantiTPlateletagents forpatients with peripheralarterialdisease（PAD）．We

havereported that a program combining heparin administration with exerciseis a use－

fultherapeutic strategy forstimulation ofcollateraldevelopmentinischemiclegsinpa－

tients with non－OPtion PAD via transientincreasein hepatocyte growth factor．To

examine a hypothesis that additionalcombinationoflipo－PrOStaglandin（PG）El，aPOtent

VaSOdilator andinhibitorofplatelet aggregation，aCCelerates the effectiveness ofheparin

＋　exercise programin patientswith non－OPtion PAD，20symptomaticnooptionPAD

（FontaineII orIII）patients were randomly assignedin adouble blind fashiontotwo

groups；a grOuP Oflipo－PGEl（＋）（supervised walking for60min／day afterintravenous

administrationof3，000units heparinandlO〃glipo－PGElfor14days，n＝10）anda group

Oflipo－PGEl（－）（same supervised walkingpr・Ogram afteradministration ofheparin and

saline，n＝10）．After14－day－initialtreatment，thepatientsofboth groups didambulatory

exerciseundersupervisionfor60minonceaday，3days／weekduringaperiodoffol－
lowlng22weeks．Additionaladministration oflipo－PGElonheparin＋exerciseprogram

bringsthetherapeutic galnaPPearanCe forward．Thisbeneficialshort－term effect may

encourage patients with non－OPtion PADtomaintainexercise trainlng．f抄u妙uMbd．Jl，
26（3，4）95～98，2007
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はじめに

薬物作用制御学の准教授として2007年1月より　自治

医科大学より赴任いたしました安と申します．過酷な卒
後初期研修を沖縄の地で行った小生にとって「沖縄は癒

しの場所とはほど遠く，背筋が自然にピシッと伸びる緊

張する土地」であります．微小循環をkey wordとし
て，臨床研究として超音波心筋造影，末梢動脈疾患の薬
物運動療法，基礎的な研究として虚血再潅流傷害と一酸

化窒素，KATP channelを研究して参りました．これ
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までに培った臨床経験を生かして，「臨床研究プロモー

ターとして日本のEBMに貢献する」というビジョンに

向けて，研究に教育に精一杯がんばりたいと思いますの

で，よろしくお願い申し上げます．

生活習慣の欧米化，高齢者人口の増加にともない，動

脈硬化を基盤とする末梢動脈疾患は急速に増加の一途を

たどっております．末梢動脈疾患に対する国際的な診断，

治療の標準化をめざしたガイドラインであるTrans

atlanticinterTSOCiety consensus（TASC）1）が2006

年に改訂され，その疫学調査データによれば末梢動脈疾
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Fig．1末梢動脈疾患治療のアルゴリズム

息は年齢とともに増加し40－50歳での有病率は約1％，6

0－65歳で3％，65－70歳では約6％に到達しています．ま

た末梢動脈疾患患者の約半数が冠動脈疾患を有し，末梢

動脈疾患の主な死因は冠動脈や脳血管疾患であることも

重要な点です．末梢動脈疾患患者に対する診断ならびに

運動療法の位置づけ，運動療法の多面的効果，運動療法

を実施する際の注意点について述べます．

末梢動脈疾患の診断

末梢動脈疾患のスクリーニングとしてもっとも有用なの

が、上下肢血圧比（ankle brachial bood pressure

index，ABI）です．ABI測定をすべき対象として，

TASCIIやAHA／ACCガイドライン2）では，①政行

など下肢の症状を有する症例は全例，②70歳以上は全

例，③50－69歳で喫煙や糖尿病など危険因子を有する症

例は全例とクラス1（裏付ける十分なェビデンスあり，

強く推奨）で推奨しています．ABI＜0．9であれば末梢動

脈疾患としており，リスク評価とそのコントロールをお

こないながら運動療法を指導し，その後で局所診断とし

て超音波ドプラー検査，MRI，CT，血管造影などをお

こないます．また末梢動脈疾患患者は冠動脈疾患の高リ

スク群であり，運動療法開始前に心電図をモニターしな

がら運動負荷試験を行い，狭心症症状，ST－T変化や

不整脈を確認する必要があります．末梢動脈疾患患者に

は，漸増変化の幅の大きいBruCe PrOtOCOlよりも2分

ごとに2％ずつゆっくり傾きが漸増するGardner pro－

tocol（速度3．2km／h固定）が適しており3），政行出現

までの時間または距離，最大歩行時間または距離で運動

能力を定量評価することができます．政行がすぐに出現

して心血管系の評価ができない場合には薬物負荷心筋シ

ンチグラムやマルチスライスCTによる冠動脈評価を行

うことを勧めています．ABI＞0．9でも間欠性政行を呈す

る場合には，病院の廊下を3分間歩行負荷後に再度

ABIを測定してみるとABI値が0．9以下を示す末梢動
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Fig．2　運動の末梢動脈疾患における多面的効果

脈疾患を発見できます．糖尿病や慢性腎不全患者で動脈

の硬化度が著名に増してしまい足首の血圧測定用カフで

動脈を圧迫できず，動脈狭窄はあるにもかかわらず

ABI値が正常を示す症例が頻度は少ないが存在いたし

ます．このような場合には足址での血圧測定が参考とな

ります．（足址収縮期血圧／上腕収縮期血圧）

Transatlanticinter－SOCietyconsensus（TASC）II

における運動療法の位置づけ

2006年に改訂されたTASCIIl）では，その疫学調査

データの結果末梢動脈疾患は50歳を超えると年齢とと

もに増加し，他の動脈硬化疾患とのオーバーラップの頻

度が高く，予後規定因子は下肢の病変ではなく冠動脈や

脳血管疾患であることが示されました．末梢動脈疾患の

治療指針として（Fig．1），FontaineI，IIの軽症末梢

動脈疾患では監視下での運動療法と抗血小板薬（TASC

IIはシロスタゾールを推奨）の投薬を行い3－6ヶ月間

観察期間を設け，症状の改善がなければ血行再建療法を

勧める．特に腸骨動脈病変のような近位部狭窄例では，

いたずらに血行再建療法の時期を遅らせてはいけません．

FontaineIII，IVの重症虚血肢では最初から血行再建

療法を勧める．血行再建療法はカテーテル治療とバイパ

ス治療に大別されるが，その選択基準は血管病変のパター

ンによるが1，2），最終的には患者の希望と施設の成績を

十分考慮して決めることになります．

TASCIIl）でもAHA／ACCガイドライン2でも，
運動方法としてトレッドミルやトラック歩行など有酸素

運動で1人でも実行可能な歩行運動を十分な強度でお

こなうことを推奨しています．末梢動脈疾患（特に間欠

性政行症例）において監視下での運動療法が，非監視下

での運動療法と比較して歩行能力をより改善することが

エビデンスAで推奨しています．運動療法導入時には監

視下できちんとした運動療法の仕方を身体に覚えさせる，

いわば，習慣化が重要と強調されています4，5）．
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土台治療としての運動療法を組み合わせた

治療戦略の必要性

患者のQOL改善は重要な治療目標ではあるが，生命

予後の改善はさらに重要な治療目標であることを私たち

は忘れてはなりません．たとえカテーテルインターベン

ションやバイパス術で局所血行再建に成功しQOLが改

善しても，その後のリスクコントロールが悪ければ生命

予後の改善は望めません．だからこそ，TASCIIでは

徹底したリスクコントロールと運動療法の習慣化をこと

のほか強調しているのです．カテーテルインターベンショ

ンやバイパス術施行予定の患者でも，土台治療としての

運動療法と組み合わせた治療戦略をめざすべきです．

間欠性政行は末梢動脈疾患の約15－40％に見られます6）．

跛行があれば当然，政行症状を減らすために歩行速度や

歩幅を落として歩くようになります．その結果PAD患

者の身体活動量は減少し，生活習慣が悪化し，全身の動

脈硬化をさらに促進してしまう悪循環に陥りやすいので

す．運動による虚血性疾患の運動能力改善の正確なメカ

ニズムは立証されていませんが，推測される機序として

側副血行路の発達，筋肉の酸素利用効率の改善，最近の

報告として循環血液中の内皮前駆細胞の増加と血管内皮

成長因子（VEGF）を介しての血管新生などがありま

す（Fig．2）．Lundgrenらば），75例の末梢動脈疾患

患者をバイパス術のみ群とバイパス術＋監視型運動療法

群と監視型運動療法のみ群の3群に無作為に割り付け

13ヶ月後の政行出現までの時間と最大歩行時間を比較

しており，3群とも政行出現までの時間と最大歩行時間

は延長していましたが，バイパス術＋監視型運動療法群，

バイパス術群，監視型運動療法のみ群の順番でその効果

は強く表れました．バイパス術後でも監視型運動療法を

行う有益性が証明されたエビデンスです．

末梢動脈疾患に対して政行距離延長を認めることが証

明されたクラスA薬物は意外に少なく，シロスタゾー

ルしかありません．高脂血症薬であるスタチンの有効性

についてはクラスBにとどまります．本邦で重症末梢

動脈疾患に使用されることの多いプロスタグランジン

El製剤については，エビデンスが不足しているクラス

CにAHA／ACCやTASCIIガイドラインでは位置づ

けられています．

末梢動脈疾患患者に運動療法を

実施する際の注意点

末梢動脈疾患において，運動療法はもっとも生理的で安

全かつ安価な血管新生療法です．血管新生物質の遺伝子

治療や自己幹細胞移植，LDL吸着療法など高額の血管

新生療法を施す場合でも，あくまでそれらは運動療法を

サポートするまたは運動療法を施行できるまでのブリッ

ジと認識したいというのが私の主張です．前施設（自治
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医科大学附属さいたま医療センター）では，血管造影検

査入院後にバイパスやカテーテルインターベンションの

適応なしと判断された症例に対して，薬物療法（ヘパリ

ン，重症例にはリボプロスタグランジンElを併用）と

組み合わせて約2週間集中的に運動のやり方を指導し8），

その後は万歩計での毎日の歩数チェックと運動日誌を用

いて非監視下運動へと移行します．準備運動を5分施

行した後で，最初は3－5分で政行が出現する速度で1日

約30分，過に3回の間欠的な歩行運動をおこないます．

中等度の政行症状まで歩き続けてもらいその後休憩し，

疲労しすぎない程度の強度と持続時間を設定するように

します．数分の休憩後下肢症状が消失したのを確認して

から再び歩行運動をおこないます．この歩行，休息，再

び歩行，休息を繰り返す間欠的な歩行運動が末梢動脈疾

患運動療法の基本となる．歩行運動終了後に整理体操

5分間行い終了します．歩行時間を徐々に増加させ，60

分まで延長させ，過5回の頻度で実施するように促し

ます．

皮膚潰瘍や壊症のあるFontaineIV度の患者では，

感染徴候があれば運動療法は禁忌となりますが，感染徴

候がなければリハビリ指導士の監視下でエルゴメーター

や軽い屈伸運動など，歩行に替わる下肢に体重負荷のか

かりにくい方法で，それぞれの患者の症状にあわせて軽

い負荷からとにかく少しずつでも運動習慣をつけるよう

に促します．習慣化を完全に定着させるためには，継続

して約3ヵ月かかるといわれていますが，2週間継続で

きれば，私たちの経験では約50％以上の末梢動脈疾患患

者が運動療法を継続しています．末梢動脈疾患患者に満

足な運動習慣を身につく確率は監視下運動療法では20％，

非監視下運動療法で5％との報告もあり，末梢動脈疾患

患者に運動習慣を身につけてもらうのは大変であること

を認識し，パラメディカルスタッフや家族の協力を得な

がら長期的な視野でのフォローアップをすることが大切

です．
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