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慢性動脈閉塞症の診断意義と血管新生治療について
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北里大学医学部総合診療医学

 　動脈硬化リスク因子を有する患者には，慢性動脈閉塞症を早期に診断し，全身の動脈硬

化症の評価および治療介入を早期より実施することが重要である。慢性動脈閉塞症の予後は

ほぼ大腸がんに匹敵し，重症下肢虚血に陥ると，さらに予後の悪化が見込まれ，疼痛や創傷

管理が必要となり，最終的に下肢切断に至る可能性が高く，QOLの低下や生命予後に重大な

影響を及ぼす。そのため早期からの治療介入および病状の進展予防が望まれる。

　重症虚血肢に対する自家骨髄または自家末梢血単核球細胞移植は，閉塞性血栓血管炎に対

して有効であるが，閉塞性動脈硬化症には良い報告がなく，現在，新たな細胞治療の供給源

を模索している状況にある。
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Abbreviations: quality of life: QOL，末梢動脈疾患 (peripheral arterial disease: PAD)，閉塞性動

脈硬化症 (arteriosclerosis obliterans: ASO)，閉塞性血栓血管炎 (thromboangiitis

obliterance, Buerger's disease: TAO)，重症下肢虚血 (critical limb ischemia: CLI)，

自家末梢血単核球細胞移植 (autologous peripheral blood mononuclear cell

transplantation: PB-MNC)，脳血管疾患 (cerebrovascular disease: CVD)，冠動脈

疾患 (coronary artery disease: CAD)，足関節上腕血圧比 (ankle brachial pressure

index: ABI)，足趾上腕血圧比 (toe brachial pressure index: TBI)，upstroke time

(UT)，mean artery pressure (%MAP)，自家骨髄単核球細胞移植 (bone marrow

mononuclear cell transplantation: BM-MNC)，血管内皮前駆細胞 (endothelial

progenitor cells: EPC)，basic fibroblast growth factor (bFGF)，interleukin-6 (IL-6)

はじめに

　PADには，上肢や下肢の動脈が，動脈硬化や炎症性

病変により徐々に狭窄や閉塞を生じて，その末梢組織

の循環障害をきたす慢性動脈閉塞症 (chronic arterial

occulusive disease) と，血栓，脂肪，コレステロール結

晶 (大動脈壁のアテローム) などの塞栓子により，突

然，四肢の動脈が閉塞して，それ以下の末梢組織が重

篤な阻血に陥る急性動脈閉塞症 (acute arterial occlusion

disease) がある。本稿では，慢性動脈閉塞症であるASO

とTAOの診断，およびこれらのCLI治療のひとつであ

るPB-MNCによる血管新生治療について，自験例を含

め概説する。

慢性動脈閉塞症とは

　四肢の動脈が動脈硬化により徐々に狭窄あるいは閉

塞を生じて，その末梢組織に循環障害を生じる疾患で

ある。

　ASOは，近年，症例数が著しく増加傾向にある。高

齢に伴い有病率は高くなり，男性に好発する。主な危

険因子として，喫煙，糖尿病，脂質代謝異常，高血

圧，腎不全，があり，これらの因子を複数にわたり合

併していることが多い。好発部位は，腹部大動脈，腸

骨動脈，大腿動脈，膝窩動脈，前・後脛骨動脈などの

中・大動脈であり，上肢よりも下肢に高頻度に発症す

る。一般的に閉塞は徐々に進行し側副血行路が発達す

るため，症状の程度は病変の部位や範囲によって異な

る傾向にある。但し，血栓症を合併して急性閉塞に

至った場合や分岐部を含めた広範な閉塞では，側副血
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行路の発達がほとんどなく重症となることがある。

　TAOについては，原因は未だに不明である。但し，

喫煙との関係は以前より注目されており，タバコによ

るアレルギー血管炎説が唱えられたが，近年では自己

免疫による血管炎という説が有力視されている。喫煙

は，症状の増悪因子であり「禁煙」が治療の第一歩と

なる。アジア人に多く，50歳以下の若年男性に発症し

易く，女性にはまれな疾患である。四肢遠位部の中〜

細動脈が炎症性病変により限局的に狭窄や閉塞を生じ

虚血症状が出現する。静脈もしばしば障害され静脈炎

(遊走性血栓性静脈炎) を併発することがある。近年は

発症例数が減少傾向にある。

　ASOについて重要なことは，ASOを全身性動脈硬化

疾患の終末期ととらえるべきであり，単に「下肢の動

脈硬化症」という一部分症として軽視してはならない

ことである。超高齢社会へ向かうわが国において，動

脈硬化性疾患の増加と伴にCLIは，益々増加の一途を

たどることが予想され，CLIは疼痛管理や創傷管理，

下肢切断に至る可能性が高く，QOLの低下や生命予後

に重大な影響を及ぼしている。しかし，患者および医

療者サイドですら，この知見の普及度は，CVDやCAD

と比較して未だに低いため，適正に応じて必要な検査

が実施されておらず，早期から治療介入をされている

症例は少ないのが実状である。

　ASO患者の予後について，世界44か国から45歳以上

で，表1の項目を少なくともひとつを認める外来患者

67,888例 (うち，日本人5,193例) の観察研究である

REACH registryが重要な情報を提供してくれており，

表1.  REACH registryの患者エントリー基準

1) 脳血管疾患: 一過性脳虚血，脳梗塞
2) 冠動脈疾患: 安定および不安定狭心症，心筋梗塞，冠動脈形成術，冠動脈バイパス術
3) 末梢動脈疾患: 間欠性跛行 (ABI < 0.9)，血管内治療，バイパス術，四肢切断
4) 以下の危険因子を3つ以上もつ
　①男性65歳以上，女性70歳以上
　②喫煙: 15本/日以上
　③1型/2型糖尿病薬物治療中
　④脂質代謝異常の薬物治療中

　⑤糖尿病性腎症 (微量アルブミン尿 > 30μg/ml)
　⑥収縮期血圧 ≧ 150 mmHg (3か月以上治療が奏功していない)
　⑦ABI < 0.9
　⑧無症候性頸動脈狭窄 (70%以上)
　⑨頸動脈プラーク (1か所以上)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ABI: 足関節上腕血圧比

図1.  心筋虚血患者1,005名，9年間の累積追跡結果からみた総イベント発生に寄与する要因解析
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ASOの50%以上がCADを，25%がCVDを合併してお

り，14%がASO，CAD，CVDの3つを有していた1。日

本人のデータに限ると，ASOの30%にCADを，21%に

CVDを合併していた。さらに7%にASO，CAD，CVD

の3つが合併しており，ASOを有する患者の44%に

CADかCVDが合併していた。またASO単独の患者より

も，CADまたはCVDのいずれかあるいは両者を合併し

ている患者の予後が悪く2，ASOは単に下肢の動脈硬化

症ということではなく「ASOは全身の動脈硬化症の

窓」として，特に，冠動脈や脳血管に動脈硬化症が存

在している可能性が高いことを念頭において診療すべ

きである。したがってASOの治療方針は，脳心血管疾

患の発症や増悪を予防し生命予後を改善することと伴

に下肢症状を改善してQOLを向上させることである。

　北里大学東病院心臓二次予防センターでは，カテー

テル治療や冠動脈バイパス術後の虚血性心疾患患者

1,005人 (平均年齢男性67歳，女性72歳，男女比78対22)

を対象に9年間の累積追跡の結果，死亡や入院を要した

総イベント89件 (虚血性心疾患の再発51件，心不全増悪

11件，脳血管障害9件，悪性新生物4件など) について解

析したところ，総イベントを起こす最も高いリスクは

ASO合併患者であり，3年以内に全員が何らかのイベ

ントで死亡していた (2番目のハイリスク要因は慢性腎

臓病，次いで慢性心不全の既往であった) (図1)。この

結果の解釈は，総イベント発生に関連する因子とし

て，冠危険因子である喫煙・糖尿病・高血圧・脂質代

謝異常などは予防ガイドラインが遵守されコントロー

ルされていたとしても，ASOや慢性腎臓病を有する虚

血性心疾患患者はハイリスク患者として治療の継続と

評価が必要であることを示している3。

　さらに，65歳以上6,880名を対象とした欧州における

5年間の前向きコホート研究では，PAD患者はPADの

ない患者に比較して，脳心血管イベントの発症や死亡

率が高く，ABIの悪化に伴い心血管イベントや死亡率

が増加しており，PADの有無は独立した予後規定因子

であると報告されている。例え無症状のPAD患者で

あっても，PADのない患者と比較して心血管イベント

や死亡率の高いことが示されており，PADを早期から

診断して治療介入してくことが重要である4。

慢性動脈閉塞症の診断

　PADを診断するための検査には，「機能的検査」と

「形態学的検査」がある。機能的検査は，非侵襲的検査

法によって，PADの診断，虚血の程度や重症度および

治療効果を評価するものである。この項では，機能的

検査で最も繁用されているABIとTBIについて概説する。

　まず，PAD診断のアルゴリズム (図2) を参照すると，

PADの診断にはABIとTBIは必須の検査であることがわ

かる。

1. ABI
　両上腕と両側の足関節部の収縮期血圧を測定し，

「足背動脈または後脛骨動脈血圧の高い方の値／左右

図2.  末梢動脈疾患診断のアルゴリズム (「TASC II Working Group (日本脈管学会訳).  下肢閉塞性動脈硬化症の診断・治療指
針II (第1版).  メディカルトリビューン 2007; 1-109」より許可を得て一部改変のうえ転載)7
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の上腕収縮期血圧の高い方の値」で算出され，下肢 (足

関節) と上腕の血圧比より下肢循環障害の診断や重症度

を判定する検査である。ABIは0.9以上〜1.4未満までが

正常値である。ABIが0.9以上〜1.0未満では境界域，0.6

以上〜0.9未満では軽症から中等症，0.6未満は重症，

0.3以下は極めて重篤と判断される。また足関節血圧が

70 mmHg未満ではCLIが示唆され5，一般的に足関節血

圧が50 mmHg未満では虚血性安静時疼痛が生じると報

告されている6。

　糖尿病合併症例や維持透析症例では動脈の石灰化が

高度であるため，ABIが測定不能あるいは1.4以上にな

ることがある。このような場合には，TBI，経皮的酸

素分圧測定 (transcutaneous oxygen tension)，容積脈波記

録 (pulse volume recording) およびduplex法超音波検査

などを組み合わせて，末梢動脈循環障害の有無を確認

する必要がある7。その中でも，もっとも簡便で有用な

検査がTBIである。

　また，ABI計測時の波形から算出されるUTは，拡張

期から収縮期に到るまでの時間を表したもので，狭窄

や閉塞があると延長し180 msがその目安になる値であ

る。また%MAPは，波形の平均面積を脈波の振幅で割

り%で表したもので，狭窄や閉塞があると%MAPは大

きくなり45%以上がその目安になる値である。ABIが

正常値であってもUTや%MAPが異常値を示し，血管超

音波検査など他の画像診断を実施してみるとPADの診

断がつく症例を経験することがある。

2. TBI
　ABIが1.4以上あるいは正常範囲内であっても，動脈

の石灰化が疑われる糖尿病血行障害や維持透析症例の

場合，あるいは下肢症状とABI値にミスマッチがある

と思われる症例には，TBIの計測がPADの診断に有用

である。通常，石灰化が足趾の動脈にまで及ぶことは

少ないので，足趾血圧の測定は末梢の血流障害を反映

する。また，ABIが0.91〜1.0 (境界域) で下肢に症状が

ある症例，さらにTAOや糖尿病性血行障害のように末

梢動脈に閉塞病変がある場合，足関節に潰瘍があり

ABIが測定できない症例にはTBIが有用である。また，

足趾血圧が50 mmHg未満であればCLIの存在が示唆さ

れ，30 mmHg以下では虚血性安静時疼痛が出現すると

報告されている7。

　維持透析患者210例にPADのスクリーニング検査と

してABIとTBIを実施したところ，80例 (約38%) にPAD

を認めた。そのうち，ABIが正常値でTBIが0.6未満に

てPADと診断がついた患者が43%も存在した。した

がって，維持透析患者については，ABIだけでなくTBI

を併用しなければPADを見逃す可能性が高いことが報

告されている8。

3. ABI，TBI測定の意義
　ABI，TBIの測定によりPADの診断はもちろん，無症

候性あるいは日常生活において活動性が少ない患者

や，下肢の疼痛，下肢機能が低下した患者において整

形外科的な原因を考慮すべきか，あるいは血管疾患を

考慮すべきか，それとも両者の合併を考慮すべきか，

などの判定がつく。さらに心血管疾患のハイリスク集

団を同定するために，①労作時に下肢症状を認める症

例，②70歳以上，③50〜69歳では，糖尿病や喫煙歴な

どの心血管系のリスクファクターを持つ症例，④フラ

ミンガムリスクスコア9の10年危険率が10〜20%の症例

図3.  慢性閉塞性動脈硬化症 (重症下肢虚血) 患者の下肢救済のための
集約的治療

青山　直善
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は，ABIを用いてリスクの層別化を図るべきであると

言われている5。また，ABI値の悪化に伴い心血管イベ

ントや死亡率の増加が報告されており4，ABIは長期予

後に対する重要な情報を提供するばかりでなく，脳心

血管系疾患のスクリーニングに用いることができる1,2。

慢性動脈閉塞症の治療

　治療の第一歩は，PADを早期に発見し，直ちに全身

の動脈硬化症を評価して動脈硬化リスク因子のコント

ロールと臓器障害の進行を抑制あるいは改善すること

にある。PADの治療目的は，主に脳心血管疾患の発症

や増悪を予防して生命予後を改善することと，下肢症

状を改善してQOLを向上させることである。図3に重

症下肢虚血治療の概要を示した。その中でも，この項

では血管新生治療について自験例を含めて概説する。

　CLIは，動脈閉塞性疾患に起因する慢性虚血性安静

時疼痛や潰瘍あるいは壊疽を有する場合を言い，治療

の目標は，疼痛軽減，潰瘍治癒，肢切断の予防，QOL

の改善，および生存期間の延長である。つまり，血行

再建術による血行動態の改善が不可欠であり，併せて

疼痛と感染の管理，心血管系リスクファクターの管理

が必要となる。しかし，CLI症例は脳心血管系の重篤

な障害を合併していることが多いことから，血行再建

術のリスクも高く，約3分の1の症例は血行再建術が受

けられない状況にあると報告されている10-13。そこで，

他に治療法が無く，最終的に下肢切断を実施せざるを

得ない症例を対象に，新生血管を誘導して血流改善を

促進する血管新生療法が臨床応用されている。本邦で

は，表2に示した血管新生治療が試みられている。

　CLIに対してBM-MNCを用いたtherapeutic angiogenesis

by cell transplantation研究が本邦で始まり，疼痛の軽

減，ABIの改善，皮膚潰瘍の改善，皮膚血流の増加，

歩行距離の増加，下肢血管造影にて新生血管の形成が

認められ，安全性と有効性が確認されている14。長期

予後については3年間の虚血肢切断回避率がASOで

60%，TAOで91%であり，ASOにおける治療効果は

TAOより劣っていたと報告されている15。

　PB-MNCは，BM-MNC治療と比較して，移植する

EPC数が少なく，serum vascular endothelial growth

factor，basic fibroblast growth factorやangiopoietin-1など

の血管新生因子が少なくなるため新生血管の形成が劣

ると考えられていたが，これはマウスを用いた虚血肢

モデルによる実験から得られた結果であり，実際の臨

床データではPB-MNC治療を繰り返し実施すると，ほ

ぼBM-MNC治療と同等の治療効果が得られると報告さ

れた16。またBM-MNC治療は骨髄採取を実施するため

に全身麻酔が必要となるが，PB-MNC治療は成分採血

による単核球細胞採取であり，比較的容易に安全に繰

り返し実施することができるため，PB-MNC治療はCLI

症例に対する血管新生治療として有用であると報告さ

れた17。PB-MNC治療を受けた42症例の3年6か月間の長

期予後成績は，患者の約60〜70%で下肢症状が改善し

ており，死亡，大切断や心血管系疾患の発症に至った

症例は，血液透析患者であったと報告されている18。

北里大学病院でも筆者らが2006年5月から2014年2月ま

で，可及的な治療を施したのち最終的に切断せざるを

得ないと診断された計30症例のCLI症例にPB-MNC治療

を実施した。30症例のうち，24症例がASO，6症例が

TAOであった。PB-MNC治療後3か月以内の大切断をエ

ンドポイントして，6例の患者が大切断に至り，1例の

患者が小切断となった。大切断に至った患者は，経皮

的酸素分圧，移植血のCD34陽性細胞 (EPCのマーカー

のひとつ) 数が非大切断患者より有意に低かった。小切

断および大切断になった患者 (切断群) と切断が不要で

あった (非切断群) 患者のサイトカインの変動を追跡す

ると，切断群はPB-MNC治療3日後からIL-6が上昇し続

け，PB-MNC治療3日後のbFGFは低下する傾向にあっ

た。このようにIL-6やbFGFの変動を追跡することによ

り，PB-MNC治療3か月後の切断の必要性を治療3日後

のデータから予測することができた。この結果より，

活動性の炎症が存在する状況下にPB-MNC治療を実施

しても効果はなく，逆に悪化をもたらす可能性がある

と考えられた。つまり，下肢に活動性の壊死や壊疽あ

るいは骨髄炎が存在し，既に炎症性サイトカインが豊

富に産生されている状況下にPB-MNC治療を実施して

慢性動脈閉塞症の診断意義と血管新生治療について

表2.  本邦で実施されている重症下肢虚血症例に対する血管新生治療

①自家骨髄単核球細胞移植

②自家末梢血単核球細胞移植

③GCSFを併用した自家末梢血単核球細胞移植
④GCSFを併用した自家末梢血管内皮前駆細胞 (CD34細胞) 移植
⑤GCSF単独治療
⑥肝細胞増殖因子 (HGF) 遺伝子治療
⑦塩基性線維芽細胞増殖因子 (bFGF) 治療
⑧脂肪組織由来間葉系前駆細胞移植

GCSF: 顆粒球コロニー形成刺激因子
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も効果は認めず，むしろ悪化を助長するだけではない

かと考えられた。したがって，PB-MNC治療前に炎症

や感染の活動性を評価してPB-MNC治療の適応を考慮

する必要があると思われた。

　大切断に至らなかった症例のPB-MNC治療前の血管

造影またはCT造影所見は，総腸骨動脈から膝下動脈ま

で閉塞はなく，膝下三分枝 (前脛骨動脈，腓骨動脈，後

脛骨動脈) のうち，少なくとも複数の動脈が開存し，順

行性の流れを示していないとPB-MNC治療は奏功しな

かった。これは，PB-MNC治療が，血管の無いところ

に新たに血管を新生して増生するような治療ではな

く，ある程度の血流が元来よりないと血管は新生され

ないことを示唆しており，経皮的酸素分圧が低い患者

には効果を示さなかったことを裏付けていると思われ

る。したがって，PB-MNC治療は血管内治療やバイパ

ス手術後に，ハイブリット治療として実施される方が

効果を望めるのではないかと思われた。

　また，大切断に至った患者の移植血にCD34陽性細胞

が少なかったことは，多くの動脈硬化の因子を有する

患者19，糖尿病患者20や透析患者21などは，末梢血に動

員されるEPCの数が元来より少ないと報告されてお

り，この事象を反映したものと考えられた。

　PB-MNC治療はTAOには全例有効であった。TAOの

症例は，一般的にASOの患者よりも若年層が多く，糖

尿病，慢性腎臓病，虚血性心疾患，脳血管障害の罹患

率が低く，比較的，膝上の動脈血流は保たれ，膝下の

中小動脈が障害されるため，PB-MNC治療はTAOには

有効性が高いと考えられた。これはBM-MNC治療でも

同様の傾向が報告されており，BM-MNCおよびPB-

MNC治療はTAOには非常に良い治療法である18,22-24。し

かし，ASOに対する有効性は未だに確立されていな

い。現在，表2⑧の脂肪組織由来間葉系前駆細胞移植が

新たな細胞治療の供給源として注目されている。ヒト

においては皮下脂肪から吸引採取するので，骨髄単核

球細胞採取に比べ低侵襲で，幹細胞の含有率が高く，

血管新生効果や組織再生能力を有することが報告され

ており25，今後，多施設共同研究が展開され，結果に

ついてたいへんに興味がもたれている。

　これらの治療も含め，BM-MNCやPB-MNC治療など

による細胞治療の効果を判定するには，将来的に大規

模プラセボ二重盲検ランダム化比較試験が必要である

が，その効果の持続については，治療後の動脈硬化リ

スクコントロール状況，日常の活動性やリハビリ治療

の有無により長期予後に差が出てくる可能性が高く，

血管新生治療の適応を患者の悪性新生物，増殖性網膜

症の有無だけでなく，炎症や感染の評価，日常の活動

性やリスクコントロール，薬物治療およびリハビリ治

療継続の重要性を十分に理解あるいは実施できる症例

が原則的に適応症例になると思われる。

おわりに

　今後，超高齢社会を迎えるにあたり，慢性閉塞性動

脈硬化症は増える一方であり，PADの5年生存率は大

腸がんとほぼ同等である。下肢症状があればもちろん

のこと，無症状であっても，50歳以上の動脈硬化リス

クを持つ患者や70歳以上の高齢者は，ABIおよびTBIを

計測して，PADの有無をスクリニーニングし，PADが

あれば全身の動脈硬化の評価をして，早期から治療介

入や臓器特異的な治療を併行しながら，CLIに陥らせ

ず，全身の動脈硬化管理を実施していくことが，高齢

者のQOLや日常の活動性を維持していくことにつなが

ると思われる。
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Clinical importance of diagnosing peripheral artery disease,
and therapeutic angiogenesis using cell transplantation for

patient with critical limb ischemia

Naoyoshi Aoyama

Department of General Medicine, Kitasato University School of Medicine

Peripheral artery disease (PAD) represents progressive generalized atherosclerosis that is associated with low
physical function, sedentary lifestyle, poor health-related quality of life as well as high risk of foot ulceration,
lower limb amputation, cardiovascular event, and death. Although the ankle-brachial pressure index (ABI) is
widely used as a primary noninvasive screening test for PAD, the sensitivity of ABI is low in patients with
arterial calcification such as diabetes mellitus or hemodialysis.  The additional measurement of the toe
brachial pressure index in patients with diabetes mellitus or hemodialysis is recommended as a screening
method for PAD, and increased diagnostic efficiency may lead to effective early treatments to avoid limb
amputation, cardiovascular event, and death.

Therapeutic angiogenesis using autologous peripheral blood mononuclear cell transplantation (PB-MNC)
is useful in patients with critical limb ischemia and who had managed inflammation and who had
revascularization of the upper-popliteal arteries and two infra-popliteal arteries.  Variation in interleukin-6 and
basic fibroblast growth factor in the early period after PB-MNC could be predictors of the requirement for
amputation within 3 months after PB-MNC.  Lower levels of transcutaneous oxygen tension before PB-MNC
and transplanted CD34-positive cells also helped us to access the requirement for major amputation within 3
months after PB-MNC.

Key words: peripheral artery disease, critical limb ischemia, therapeutic angiogenesis using mononuclear
cell transplantation
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