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血管指標APIの原理

小峰秀彦

独立行政法人 産業技術総合研究所

ヒューマンライフテクロノジー研究部門

　我々、産業技術総合研究所のグループは、動脈壁硬化度を評価する指標としてAPIならびに

AVIを開発した。今回のセッションでは特にAPIをとりあげて、その計測原理を解説する。

　オシロメトリック血圧計を用いた血圧計測では、上腕に巻いたカフを加圧した後に減圧する。こ

の時、上腕動脈はカフ加圧によって押しつぶされた後、カフ減圧とともに血管が拡張して加圧前

の状態に戻っていく。この現象は、血管壁に加わる外圧（カフ圧）が減少する結果、相対的に内

圧（血圧）が増加することによって生じる。したがって、カフ減圧時の血管拡張は、血管内圧が増

加した時の血管拡張現象として捉えることができる。血管壁が硬い場合には、血管壁が柔らかい

場合と比較して、血管内圧増加に対する血管拡張応答が緩やかになることが知られている。血圧

計測時のカフ減圧に対する血管拡張応答についても、血管壁が硬い場合には、血管壁が柔らか

い場合よりも緩やかになることがコンピュータシミュレーションで予測されていた。そこで上腕カフ

に伝播する脈波を用いて、カフ減圧にともなう血管容積変化曲線（カフ圧―血管容積曲線）を算

出した。算出したカフ圧－血管容積曲線を関数にフィッティングし、曲線の傾きを反映する係数を

動脈壁硬化度指標（API）とした。

　APIはbaPWVおよびcfPWVと正の相関関係にあり、頸動脈コンプライアンスと負の相関関係にあっ

た。APIが、中心動脈壁の硬さおよび柔らかさの指標であるcfPWVおよび頸動脈コンプライアンス

と相関があるとしても、APIは中心動脈壁の硬さを反映するわけではない。APIは、原理的に、あく

までも上腕動脈壁の硬さを反映すると考えられる。cfPWVや頸動脈コンプライアンスとの相関関係

については、上腕動脈壁と中心動脈壁の硬さ変化が並行して生じた結果を反映している可能性

がある。

～　シンポジウム ２－１　～

「 新たな視点で血管機能を診る 」



血管指標AVIの原理と全身血管網シミュレータを用いた指標の評価

高木　周

東京大学　大学院工学系研究科

　著者らは、これまで、スーパーコンピュータ「京」向けに、病態の予測や治療の支援を行うための

人体シミュレータの開発を行ってきた。循環器系の計算では、3次元の複雑な血管構造に対する

血流の詳細な流体力学計算に加えて、そのような3次元計算の境界条件を与えるものとして全身

の1次元血管網モデルを構築してきた。本講演では、この1次元全身血管網シミュレータを用いて、

中心動脈の動脈硬化を推定する指標としてのAVIの妥当性を評価する。シミュレータでは、腕に

巻いたカフの影響も評価し、カフで測定される血圧の値と、実際の血流中の圧力の関係、心臓か

ら伝わってくる脈波の成分のうち、AVIの指標で利用している遅れて到達する脈波の成分と血管

の硬化の関係、さらには、従来のAVIの指標とは異なる新しい評価法についても提案する。コン

ピュータシミュレーションによる脈波伝播のシミュレーションは、多くの近似を伴うため、実際の人

体内における脈波の伝播を厳密に再現しているわけではないが、これまでの研究より、多くの場

合に定性的には妥当な結果を与えること、局所的な血管の硬さだけを変化させることが可能であ

り、ある部位における動脈硬化がカフでの測定値にどのような影響を与えるかなどを直接調べるこ

とができるなど、様々な利用が考えられる。本講演では、上腕部の動脈硬化と、中心動脈の動脈

硬化が脈波波形に与える影響について評価し、想定される誤差も含めた議論を行ない、シミュレー

ションの有効性について説明する。　

～　シンポジウム ２－２　～

「 新たな視点で血管機能を診る 」



臨床で見た血管指標 １

～　新しい血管指標 arterial velocity pulse index (AVI) および

arterial pressure volume index (API) の臨床的意義を考える　～

池田久雄

久留米大学医学部附属医療センター 循環器内科

　動脈硬化危険因子の集積は内皮機能障害や動脈弾性低下などの血管機能障害を惹起し、動

脈硬化の進展とともに心筋梗塞などの臓器障害を引き起こす。従来、心血管病発症リスクは動脈

硬化の危険因子などを用いて評価してきた。しかしながら症例ごとに危険因子の影響に差があり、

リスク評価が困難なことも多かった。近年、血管機能を客観的に評価できる検査法が臨床応用で

きるようになり、心血管病発症リスクの推定が可能になったばかりではなく治療効果判定にも応用

されるようになった。今回、新しい血管指標であるAVIおよびAPIの臨床的意義について検討した。

　対象は外来通院患者439名　69.1±11.6歳（男性196名、女性243名）および入院治療患者73名

　71.2±14.5歳（男性41名、女性32名）である。患者の臨床的背景、服薬内容、血液生化学指標

および従来法の血管機能検査所見を調査した。医用電子血圧計AVE-1500 PASESAを用いて

AVIおよびAPIを測定し、同時に血流依存性血管拡張反応 (FMD) を測定した。

　外来通院患者において、AVIは平均24.3±7.7、APIは26.9±7.8であった。AVIとAPIは有意に

相関した。AVIおよびAPIともに年齢と有意な正の相関関係が認められた。AVIおよびAPIはともに

男性の方が有意に低値であった。AVIおよびAPIは頸動脈内膜中膜厚 (IMT) と有意に相関した。

AVIはFMDと有意に相関したが、APIはFMDとは相関しなかった。AVIおよびAPIはともに冠危険

因子保有数と相関しなかった。服薬治療薬のAVIおよびAPIに対する効果の検討では、レニン－

アンジオテンシン系阻害薬は有意にAVIおよびAPIが低下していた。非内服群の検討ではAVIは

冠危険因子数と有意に相関したが、APIは相関しなかった。入院治療患者における包括的医療

のAVIおよびAPIに対する効果の検討では、AVIおよびAPIはいずれも有意に低下し、同時に

FMDは有意に増加した。

AVIおよびAPIは血管の機能および形態を反映し、リスクの層別化や治療効果判定などの臨床応

用が可能であると考えられた。

～　シンポジウム ２－３　～

「 新たな視点で血管機能を診る 」



臨床で見た血管指標 ２

～　血行動態と血管指標　～

石上友章

横浜市立大学大学院医学研究科病態制御内科学

　サイレントキラーと言われる高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、心血管イベン

ト（脳血管障害、虚血性心疾患）のリスク因子と考えられており、障害のない健康長寿の実現のた

めには、その制圧は国民・国家の重大な関心事である。血圧、血糖、脂質といったリスク因子は、

内皮障害をもたらし、動脈硬化症にいたり、心血管イベントをもたらすと考えられている。従って生

活習慣病の治療標的は、一次的には血圧、血糖、脂質であるが、究極的なエンドポイントは、致

死的・非致死的心筋梗塞といった虚血性心疾患や、致死的・非致死的脳血管障害の抑止、回避

にあることは周知である。血圧、血糖、脂質の変化は、臨床的に評価することが可能であるが、サ

イレントキラーと言われるように、症状や症候の変化を伴わない変化であり、動脈硬化症の進展を

評価する適切な代替マーカー(surrogate marker)が求められている。臨床応用可能な代替マーカー

には、病態に関連すること、再現性に優れていること、簡便かつ低侵襲であること、低コストで標

準化可能であることばかりでなく、確実な予後予測能、治療応答性が求められており、付加価値

の高いものであれば、より有用性が高いといえる。高血圧症は、代表的なリスク因子であり、数々

の降圧薬の臨床試験に活用されているように、血圧値そのものが、有用な代替マーカーであると

言える。従来の研究から、血圧のリスクは固有成分(steady component)と、変動成分(pulsatile

component)に分けられると考えられており、個々の成分を正確に評価し、適切に介入することで、

より効率的に心血管イベントの抑制が可能になる高血圧診療を実現すると予想される。我々は、

血圧リスクの固有成分として夜間血圧・夜間基底血圧、動脈硬化の代替マーカーとして、医用電

子血圧計AVE-1500 PASESA(Shisei datum)を用いたAVI (Arterial Velocity pulse Index)、 API 

(Arterial Pressure volume Index)に着目して、その可能性について検討した。本シンポジウムで、

その成果の一端をご紹介するとともに、適切な代替マーカーの臨床応用について討論したい。

～　シンポジウム ２－４　～

「 新たな視点で血管機能を診る 」



臨床で見た血管指標

～　２型糖尿病患者と血管指標　～

坂下杏奈、秋山義隆、 阿部義美、 森澤智子

押谷奈都子、森田智子、 松田彰、松田昌文

埼玉医科大学総合医療センター　内分泌・糖尿病内科

【目的】　　２型糖尿病患者において血管障害の程度の評価は重要である。指標API（Arterial 

Pressure volume Index)、AVI（Arterial Velocity pulse Index）の意義を2型糖尿病患者において評

価するために四肢脈波測定装置によるPWV(Pressure Wave Velocity)及びFMD（Flow-Mediated 

Vasodilation）測定により得られる血管指標との関連を検討。

【方法】　　入院２型糖尿病患者（n=43、 M/F=25/18、 年齢: 60±13、HbA1c: 10±6%）に血管指

標計測可能血圧計測定しPWV、FMD測定結果との相関を検討。

【結果】　　AVI、APIは24±8、25±8であった。AVIは年齢、空腹時血糖、左右baPWVと有意に相

関。baPWVとAVI(r=0.50、 p＜0.01)、API(r=0.34、p＜0.05)共に相関したがAPIはFMD測定時の

stiffness-β(r=-0.3、p=0.06)と逆相関傾向があった。AVIとAPIの意義を評価するため更に因子分

析を行った。AVIはbaPWV、年齢、API、血圧を含む因子に、APIはBMI、血圧を含む因子に解析

された。

【総括】　　血圧測定のみでPWV相当の指標である指標AVIが糖尿病患者にもおいても有用と思

われるが、血圧の影響の評価や、API指標自体の意義については今後の検討が必要と考えられ

る。

～　シンポジウム ２－５　～

「 新たな視点で血管機能を診る 」



一般演題 １



健診に於ける血管指標AVI、APIの検討

【目的】　　当院健診受診者を対象に医用電子血圧計 AVE-1500 （志成データム社製）を用い

て、血管指標である AVI、API を測定し、同時に測定した受診者背景および健診結果をコホー

ト研究である　NIPPON DATA 80　に基づく健康度評価システムに照らし合わせ、AVI、API 両

指標においての循環器疾患リスク判定に関する有用性を検討した。

【対象】　　健診受診者（2012年10月1日～2013年7月13日）において判定可能なデータの得ら

れた年齢28～78歳までの716名（男性：563名　女性：153名　平均年齢49.2歳）を対象に解析し

た。

【方法】　　対象より得られた古典的リスクマーカーである患者特性（性別、年齢、喫煙の有無、

収縮期血圧、空腹時血糖値、血清総コレステロール）を NIPPON DATA 80 循環器疾患健康

度評価チャートに当てはめ（＊）、得られた10年以内の循環器疾患死亡確率（以下、疾患リスク）

を4段階（1％未満、1～3％未満、3～7％未満、7％以上）に階層化した。次に、血圧測定時

（AVE-1500） に得られる２つの血管指標 AVI、API の値（以下、判定値）の各階層分布幅を調

べ、両指標の循環器疾患リスク判定に関する有用性を検討した。

＊ただし空腹血糖値126以上を随時血糖値200以上とした。

【結果】　　1. 対象者716名における疾患リスクは、4段階に層別化された。

2. 層別化された疾患リスクと AVI、API 両判定値の分布幅をみた結果、疾患リスクと両指標の

判定値は比例傾向を示し、AVI では低リスク～中リスク群において良好な感度が得られたのに

対し、API では主に高リスク群において良好な感度が得られた。

3. さらに判定能の高い基準を得るために、AVI、API どちらの指標を判定に用いるのが適切か

を検討した。その結果、50歳を境として被験者が50歳未満の場合は AVI、50歳以上の場合は

API を判定指標として用いた場合が、各指標を単独で用いるよりも高い判別能を示す結果を得

た。

秋元崇史、鈴木和郎

健康館　鈴木クリニック

～　一般演題 １－１　～



【結論】　　健診においては、循環器疾患リスクを4段階に層別化した場合、対象者がどの階層に

分類されるかを判定するために AVI、API の利用が有効であると思われる。

　また、疾患リスクの分類判定に際して、対象者の年齢を50歳前後で区切り、AVI と API を各前

後で使い分けることにより、さらに良好な判定精度が得られた。

　今後このような新たな指標が健診分野に取入れられる可能性が示唆された

～　一般演題 １－１　～

図2：判定指標別に見た指標値の分布と疾患リスク

図2A　判定指標：AVI 図2B　判定指標：API 図2C 判定指標：50歳未満AVI、50歳以上API

1%未満、1～<3%、3～<7%、7%以上 1%未満、1～<3%、3～<7%、7%以上 1%未満、1～<3%、3～<7%、7%以上
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図1：対象者をNIPPON DATA 80 の判定

基準に基づき、10年以内の循環器疾患

死亡確率で4段階に層別化した度数分布

人

n = 716



心房細動を認めない脳梗塞患者スクリーニングとしての

動脈硬化評価法(CAVI、IMT)と血漿D-dimer併用法の有用性について

【目的】　　演者は、動脈血管の非観血的測定法であるCAVI、IMTを測定し、高度動脈硬化群

を選別し、さらに血栓発症のバイオマーカーとして重要視されている血漿D-dimerを組み入れ

ることにより、脳梗塞発症の高リスク群をピックアップし、その有用性を報告した（Int J Hematol

92:76-82，2010）。また、近年では心房細動が脳梗塞発症の極めて重要な危険因子であること

が確立し、診療ガイドラインに提示されている。今回、心房細動のない動脈硬化患者に発症し

た脳梗塞患者のCAVI、IMT、D-dimerを測定し、スクリーニング法としての有用性を検討する。

【対象および方法】　当クリニックに通院中の動脈硬化性患者（n=265、男性87名、女性178名、

平均年齢：71.9 /-10.7歳）を対象として、H18-H23年の6年間に発症した脳梗塞11例(心房細

動を伴った症例2名、伴わない症例9名)とCAVIとIMTで4群に層別化した症例を比較検討した。

CAVI(フクダ電子、VaSeraVS-1000)、IMT(頸動脈内中膜厚、東芝メディカル（Xavio、SSA-

660A)、血漿D-dimer(SRL、ラテックス免疫比濁法)、脳卒中症状を認めた患者に対して頭部

MRI(T1、T2、FLAIR、Diffusion、T2star、MRA)を実施した。

【結果】　　患者265名をCAVIとIMTの値により4群に層別化した。すなわちA群（CAVI>8.0、

IMT<1.1mm、年齢75.8 /-8.5歳）、B群（CAVI>8.0、IMT>1.1mm、年齢80.2 /-6.9歳）、C群

（CAVI<8.0、IMT<1.1mm、年齢65.8 /-9.7歳）、D群（CAVI<8.0、IMT>1.1mm、年齢71.5 /-9.7

歳）に分けた。心房細動のない脳梗塞はA群1例/42症例（発症率：0.0238）、B群7/55（0.127）、

C群0/113（0）、D群1/55（0.0181）であった。A、B、C、D群での脳梗塞発症率の比較では

BvsD(p<0.05)、BvsC(p<0.01)、BvsA(p<0.05)であり、B群で有意に脳梗塞の発症が多かった。B

群でのみ脳梗塞の発症率が有意に高値であった。脳梗塞9例のD-dimer（1.56ug/ml）は

B(0.63u/ml)、C(0.42ug/ml)、D(0.66ug/ml)群のそれよりも有意に高値であり、A群(0.97ug/ml)と

は有意でなかった。

【結語】　　心房細動の認めない動脈硬化性疾患でもCAVI、IMTを測定し、さらに血漿D-Dimer

を組み合わせることにより、脳梗塞の発症の危険性を見出すことの可能性があり、早期の抗凝

固療法を行うことができる。

林　　滋

医療法人社団 桐心会　　林クリニック

～　一般演題 １－２　～



一般演題 ３



AIP75 / 年齢

r = 0.15

p = 0.331

cSBP / 年齢

r = 0.34

p = 0.027

AVI / 年齢

r = 0.02

p = 0.889

API / 年齢

r = 0.50

p = 0.000

中高齢者における動脈の硬化度指標としての

AVI、API 、AI、中心血圧

【目的】　　50歳以上の中高齢者を対象に、AVI、API、AI（AIP75）、中心血圧を測定し、動脈の

硬化度指標としての特性を比較検討したので結果を報告する。

【対象】　　H市市民健康講座（H25年10月5日実施）において同意を得られた50歳以上の中高

齢者44名（男性：9名、女性：35名　平均年齢72.0歳、最少50歳、最高86歳）を対象とした。

【方法】　　ｵﾑﾛﾝｺｰﾘﾝ社製血圧脈波検査装置 HEM-9000AI でAIP75と中心血圧 cSBP を、志

成ﾃﾞｰﾀﾑ社製医用電子血圧計 AVE-1500 で AVI と API を測定し、各指標の年齢相関を見た。

【結果】　　１） 年齢相関はAPI (r=0.50)が最も強く、次いで cSBP （r=0.34) で有意な相関が認

められた。AVI では相関はなく、AIP75 はごく弱い相関で有意とは言えなかった。（p<0.05）

山田明夫

栄町クリニック

～　一般演題 ３－１　～

　２） 更に各指標の特徴を詳しく見るために、対象者を健常群と治療群とに分け検討を行った。

　その結果、健常群だけを見た場合は、どの指標も被験者全体で見た場合に比べて相関係数は上昇した。

年齢相関は API (r=0.55) が最も強く、次いで cSBP (r=0.43) に有意な相関が認められた。

【考察】　　１） 健常者においては加齢とともに血管の硬化が進むとの先行研究によると、健常者で年齢相

関の高い指標ほど血管硬化の進展を良く捉えているものと考えられる。その仮定に基づくと50歳以上の中

高齢者を対象とした場合、API が血管硬化の進展を最も良く表し、次いで中心血圧 cSBP となり、中高齢者

対象ではAIP75とAVIは血管硬化の進展を表しているとは言い難いと考えられた。

２） 降圧剤、高脂血症薬、糖尿病薬いずれかの薬物介入が入った場合、AIP75、cSBP、AVIはいずれも年

齢相関を下げる方向に働いたが、API についてはその影響がごく軽微であった。これにより、API は薬物介

入による影響を受けにくく、血管そのものの器質的硬化を反映している指標と考えられた。

逆に AVI は薬物介入の影響をもっとも受けやすく、血管の機能的硬化を反映していると考えられた。

３） 血管検査は、各指標の特徴を良く理解した上で行う必要があり、中高齢者を測定対象とした際は、血管

そのものの器質的硬化度を測る場合には API 、薬物など介入の影響を見る場合には AVI といった使い

分けが効果的と思われた。



中高齢者における血管指標AVI、APIとAI、中心血圧の関連

【目的】　 50歳以上の中高齢者を対象に、収縮期血圧、拡張期血圧、心拍数、血管指標 AVI、

API を測定し、これらから AI、中心血圧 cSBP を推定可能であるか検討を行った。

【対象】　 H市市民健康講座（H25年10月5日実施）において同意を得られた50歳以上の中高

齢者44名（男性：9名、女性：35名　平均年齢72.0歳、最少50歳、最高86歳）を対象とした。

【方法】　 志成データム社製医用電子血圧計 AVE-1500 を用いて血圧ならびに AVI、API を

測定し、続いてオムロンコーリン社製血圧脈波検査装置　HEM-9000AI 　により AI（AIP75） 、

中心血圧 cSBP を測定し、 AI（AIP75）、中心血圧 cSBP を、AVE-1500 より得られた収縮期血

圧、拡張期血圧、心拍数、AVI、API で推定可能であるかを重回帰モデルにより検討した。

【結果】　　１）健常群（心臓病、脳卒中、腎不全のいずれも既往がなく、現在、降圧剤、高脂血

症薬、糖尿病薬いずれも服薬がない）26名（男性：4名、女性：22名　平均年齢69.9歳、最少50

歳、最高83歳）による推定結果は　AIP75 (R
2

=0.54)、cSBP (R
2

=0.85) でいずれも有意であった。

～　一般演題 ３－２　～

山田明夫

栄町クリニック

目的変数

　　AIP75

説明変数

SBP, DBP, 

BPM, AVI, 

API

寄与率

0.54

Ｆ検定値　　　　

4.697

目的変数

cSBP

説明変数

SBP, DBP, 

BPM, AVI, 

API

寄与率　　　　

　0.85

Ｆ検定値　　　

　23.430

実測値

推定値

実測値

推定値

２）治療群（心臓病、脳卒中、腎不全いずれかの既往がありかつ現在、降圧剤、高脂血症薬、

糖尿病薬いずれかを服薬中）18名（男性：5名、女性：13名　平均年齢75.0歳、最少66歳、最高

86歳）を含む44名（男性：9名、女性：35名　平均年齢72.0歳、最少50歳、最高86歳）による推定

結果は AIP75 (R
2

=0.32)、cSBP (R
2

=0.69) でいずれも有意であった。

【考察】　　１）健常群、治療群ともに AVE-1500 より得られる収縮期血圧、拡張期血圧、心拍数、

AVI、API から、HEM-9000AI で得られる AI ならびに中心血圧 を有意に推定できる可能性が

示唆された。　

２）中心血圧の推定は AI の推定に較べて推定精度が高かった。　

３）健常群のみの場合は治療群を含めた場合に比較して推定精度が高い傾向があった。



API（arterial pressure volume index）の測定回数における

妥当性に関する検討

【目的】　　近年開発されたAPI（arterial pressure volume index）は、ASI（arterial stiffness index）

と同様に上腕動脈血管の圧－容積特性を反映した血管の硬化の程度を評価する指標である。

ASIはより安定した値を得る方法として、3回の測定を行い、3つの測定値のうちで近似した2つ

の測定値の平均値をとる方法（3測定2選択法とする）が推奨されている。

今回は、APIを複数回の測定し、得られた測定値の変動およびいくつかの算出方法で算出した

値の関連について検討した。

【対象・方法】　　本学学生30名（男性15名、女性15名、平均年齢22±1歳）を対象とした。

API測定はPasesa AVE-1500を使用した。座位にて5分間の安静後に1分間隔で複数回の測定

を行った。得られた測定値から、下記の算出方法で値を算出した。

1回測定法：1回の測定値を採用。

2回平均法：測定により得られた2つの値の平均値を採用。

3回平均法：測定により得られた3つの値の平均値を採用。

2・3回平均法：3回の測定のうち、2回目および3回目の値の平均値を採用。

3測定2選択法：3回の測定のうち、近似した2つの値の平均値を採用。

【結果】　　算出方法における値は、3測定2選択法（19.8±4.2）、2・3回平均法（20.0±4.1）、3

回平均法（20.4±3.9）、2回平均法（20.7±3.7）および1回測定法（21.2±4.0）に差を認めなかっ

た。また、3測定2選択法との関連は、2・3回平均法（r=0.97）、3回平均法（r=0.98）、2回平均法

（r=0.96）および1回測定法（r=0.84）で有意に相関を認めた（p<0.01）。

【結語】　　APIは複数回の測定で得た測定値の変動が小さかった。また、APIは測定環境およ

び検者間における熟練度の影響を受けにくい安定した指標であることが考えられた。

芝崎翔平、稲見麻耶、飯島悠介、古溝里穂、宮川直輝

司茂幸英、原島敬一郎、三谷博子

杏林大学保健学部　生理機能検査学

～　一般演題 ３－３　～



動脈硬化危険因子保有数に対する

上肢および下肢におけるASIの変動

【目的】　　我々は上肢のASIと動脈硬化の危険因子の関連、および下肢のASIが上肢のASIに

比較して早期から高値になることを報告してきた。今回は上肢のASIおよび下肢のASIと動脈硬

化の危険因子の関連について比較検討した。

【対象および方法】　　対象は当センターの人間ドック受診者146名（56±12歳、男性114名、女

性32名）とした。対象者を健常群および動脈硬化の主な危険因子である脂質代謝異常、高血

糖、高血圧および喫煙を有する数により危険因子1群から危険因子4群の4に群分けした。

　危険因子の基準は下記のように定義した。

　　　脂質代謝異常　 ：　TG 150mg/dl以上またはHDL 40mg/dl未満

　　　　　高　血　糖　　：　FBS 126mg/dl以上（JDS値）またはHbA1c 6.5％以上

　　　　　高　血　圧　　：　SBP 130mmHg以上または、DBP 85mmHg以上(診療血圧)

　　　　　　　 喫　煙　　：　喫煙または禁煙

　上肢（左腕）および下肢（左右の足首）から得られたASIが危険因子保有数により、どのように

変動するかを検討した。

【結果】　　上肢のASIは健常者 53±18、危険因子1群 66±32、危険因子2群 67±35、危険因

子3群 91±69および危険因子4群 52±18であった。健常群のASIとの比較において、危険因

子3群のみで有意に差を認めた（p<0.05）。

　右下肢のASIは健常者 87±29、危険因子1群 114±39、危険因子2群 117±50、危険因子3

群 120±37および危険因子4群 120±37であった。健常群のASIとの比較において、危険因子

1群、危険因子2群および危険因子3群で有意に差を認めた（p<0.05）。

　左下肢のASIは健常者 79±26、危険因子1群 117±33、危険因子2群 115±40、危険因子3

群 110±53および危険因子4群 124±48であった。健常群のASIとの比較において、危険因子

1群から危険因子4群のすべてで有意に差を認めた（p<0.05）。

【結語】　　動脈硬化の危険因子を保有に対して、下肢のASIは上肢のASIに比較して早期に変

動することが示唆された。ASIは上肢ASIのみならず、下肢ASIの測定は有用であると考えられた。

佐藤秀昭

JA東京健康管理センター

～　一般演題 ３－４　～



高血圧患者における短期の運動介入が

Arterial Stiffnessに及ぼす影響

【目的】　　収縮期高血圧は高齢者に多い疾患であり、心臓疾患に対する危険因子でもある。ま

た、収縮期高血圧は抑制可能な疾患でもあり、抑制方法としては、運動療法、食事療法、薬物

療法などがあげられる。高齢者高血圧では、動脈の壁硬化が心血管疾患の罹患率、死亡率に

対する危険因子となり得ることが知られている。当院では疾病予防施設として、高齢者等に運

動を処方し、生活習慣病の抑制及び健康増進を目的として活動を行っている。今回我々は、

当院施設利用者の中で高血圧と診断されている利用者を対象として運動療法を行い、血圧に

大きく影響を与えるArterial Stiffnessがどのように変化するかを検討した。

【対象と方法】　　対象者は当施設利用者の中で安静時収縮期血圧が140ｍｍHg以上の利用

者（対象者20名、年齢66±8歳）とした。測定は運動前及び運動後5分以内にパセーサ（志成デー

タム社製）を用い、上肢及び下肢の血圧、API（Arterial Pressure volume Index）およびAVI

（Arterial Verocity pulse Index）を測定し比較検討を行った。なお運動負荷量はトレッドミルを

30分間、運動強度は最大酸素摂取量50％とした。

【結果】　　上肢及び下肢の収縮期血圧は運動前に比べ、運動後は有意に低下した。拡張期

血圧については、下肢で優位に低下した。また、動脈の硬さ指標APIに関しては上肢では運動

前に比べ運動後は有意に低下を示し、下肢では有意差はなかったものの改善する傾向がみら

れた。AVIについては、上肢において運動前に比べ運動後で有意な低下を示した。

【考察及び結語】　　高血圧患者の血圧を低下させることは心血管イベントの発生を抑制するこ

とにつながる。今回、運動強度50％で30分間の運動をおこなうことで、高血圧上昇の抑制につ

ながる可能性と、末梢の血管の硬化度を反映しているAPI、およびAVIについて、上肢で改善

がみられたことから動脈の硬化度の改善につながる可能性のあることが示唆された。今後、さら

に運動量、及び長期間の運動が血圧変動へ与える影響を検討する必要があると考えられた。
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memo


