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教育講演（第 139 回東邦医学会例会）
総

説

心筋架橋による心筋梗塞の発生
石川由起雄
東邦大学医学部病理学講座

要約：心筋架橋（myocardial bridge：MB）は，冠状動脈の走行途中の一部を心筋組織が被覆する解剖学
的亜型である．MB は左冠状動脈前下行枝（left anterior descending coronary artery：LAD）に多く，その
解剖学的特性（厚さ・長さ・開始位置）には個体差がある．心収縮期には，MB 自体の収縮により LAD が
圧迫され，血液の逆流が生じ，LAD 内血流の血行力学的変貌をまねき，同動脈の内膜硬化性病変の発生分
布に影響する．すなわち，MB 開始位置より近位の LAD 内膜には粥状動脈硬化症の進展をみるが，MB 被
覆部の LAD では逆にその発生・進展が抑制される．さらに，LAD 支配域の心筋梗塞剖検例の解析による
と，MB は非梗塞例に比して有意に厚く長い傾向を示し，MB 入口より近位 2 cm の位置の LAD 内膜に高
度な内膜硬化性病変の集中が生じ，厚く長い MB は心筋梗塞発生の責任病変形成に寄与していることが判
明した．本稿では MB による心筋梗塞発生の機構について概説する．
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心筋架橋（myocardial bridge：MB）は，冠状動脈の走

比較的薄く短いものが多いといえる．また，性別・年齢に

行途中の一部を心筋組織が被覆する状態であるが，主とし

関係なく検出された．これまでの報告によると，MB は胎

て左冠状動脈前下行枝（left anterior descending coronary

児および小児にも観察されていることから，先天的に存在

artery：LAD）に観察される解剖学的亜型である．日本

する解剖学的亜型と考えられ３），右冠状動脈や左冠状動脈

人の剖検正常心の解析では約 45％ に存在し，MB の解剖

回旋枝にも，まれながらその存在が報告されている．

学的特性（厚さ・長さ・開始位置）には個体差がある１）．
この MB の解剖学的特性は LAD 内血流に大きな影響を与

MB と LAD 内膜病変分布

え，さらに心筋梗塞発生の責任病変の形成に寄与している

MB の存在は冠状動脈内膜硬化性病変の分布に影響して

ことが明らかとなった．MB と動脈硬化症進展との密接な

いる．MB 被覆部の LAD 内膜には硬化性病変の発生・進

関係および MB による心筋梗塞発生の機構について述べ

展が抑制されるが，MB の近位部 LAD 内膜には高度な硬

る．

化性病変が形成される（図 1）
．この MB 下 LAD の硬化

MB の解剖学的特性

性病変抑制には，LAD 内血流の血行力学的変貌が関与し
ている１）．ヒト正常心の LAD について，MB 被覆前 LAD

LAD 走行部に MB を有する正常剖検心 200 例における

内皮細胞を走査電顕で観察すると，扁平・多角型の形状を

MB の解剖学的特性を組織学的に検討すると，厚さは平均

示すが，MB 被覆下 LAD のそれは血流に沿った膨隆・紡

856 μm，長さは平均 1.44 cm，開始位置すなわち大動脈分

錘型を呈していた．この内皮細胞の形態的差異は，培養内

岐からの平均距離は 4.39 cm であった２）．この結果から，

皮細胞に対する流体力学的実験と同一結果であり，動脈内

MB は LAD 走行の mid-LAD 領域に存在することが多く，

血流のずり応力の大きさによる差異である．すなわち，MB
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図 1 左冠状動脈前下行枝の elastic van Gieson 染色像．心筋架橋（myocardial bridge：
MB）の近位部（A）には内腔狭窄を示すアテローム病変が形成されているが，同一動脈
の MB 下（B）では粥状動脈硬化症の発生を認めない．

近位部では血流の低ずり応力，MB 直下では高ずり応力の
影響を受けていると考えられ，前者は易動脈硬化発生部位
であり，後者は硬化性病変抵抗性部位である．

MB による心筋梗塞発生
MB は心収縮期に LAD を圧迫するが，拡張期に LAD

高コレステロール食負荷ウサギの左冠状動脈を観察する

内に流入する血流は，MB 部において流速を増し，MB よ

と，脂肪内走行部には内膜硬化性病変が生じるが，心筋内

り末梢側では分岐動脈への血流の低下，心筋組織への血液

走行部では内膜病変の発生を認めない．さらに同冠状動脈

供給の不均衡化が生じ，局所的な虚血を生じることがある．

の走査電顕観察によると，脂肪内走行部は扁平・多角型の

特に，頻脈時には拡張期時間の短縮のため，より血流供給

内皮細胞を有し，心筋内走行部は膨隆・紡錘型の内皮細胞

減少が生じ，一層虚血状態に陥りやすい．このため有意な

であった．また，投与したフェリチン粒子を透過電顕観察

動脈硬化症がみられない若年者においても，MB の LAD

すると，脂肪内走行部では内膜病変の有無にかかわらず，

に対する圧迫が強い場合，すなわち MB が厚い場合や頻

中膜平滑筋細胞間にフェリチン粒子の透過をみたが，心筋

脈を起こすスポーツ時には，狭心症や心筋梗塞が生じるこ

内走行部では内弾性板周囲に留まっていた．この実験結果

とが知られてきた３）．

から考慮すると，脂肪内走行部の内皮細胞は血流の低ずり

しかし，これとは別に，MB の存在による MB 近位部の

応力の影響下にあり，内皮細胞透過性亢進により脂質の内

高度な硬化性病変進展を介した虚血性心疾患発生機構が判

皮下浸入が容易に起こり，硬化性病変が発生・進展する一

明した．LAD 領域に梗塞巣を有する剖検心の解析による

方で，心筋内走行部の内皮細胞は高ずり応力の影響を受け

と，MB は正常心と同じ頻度で観察されるが，その厚さ・

て，内皮透過性が抑制されるため，脂質の浸入が抑制され，

長さは正常心に比較して有意に大きく，MB を構成する心

４）

硬化性病変が生じなかったと考えられた ．

筋量の指標となる厚さ×長さ（MB muscle index）も有意

LAD 内血流の血行力学的変貌は，心収縮期に MB の

に大きかった．また，LAD 全長の動脈硬化度を 5 mm 間

LAD 圧迫によりもたらされると考えられる．心収縮期に

隔で検討すると，MB を有する梗塞心では，LAD の近位

は MB 下の血液は，MB の LAD 圧迫により近位部に逆流

部の動脈硬化度は，MB のない梗塞例に比較して有意に大

するため，近位部 LAD には圧上昇，管径拡張および不規

きく，MB の存在は LAD 内膜病変の分布を，より近位側

則な血流が生じ，心拡張期には 管 径 の 減 少 し た MB 下

へ移動させていた．実際に，MB の開始位置と MB より近

LAD 内に血液が流入するが，ここでは流速増大のため，

位部の最も高度な動脈硬化度を示す位置は，有意な相関関

より高ずり応力化すると考えられる．ヒト正常剖検心の解

係にあり，しかも MB 近位 2 cm の位置に高度な内膜病変

析では，MB 直下 LAD の動脈硬化度は，近位部の脂肪内

が集中していた．すなわち，厚く長い MB を有する梗塞

走行部 LAD に比較して有意に低く，しかも MB の厚さ・

心では，MB が LAD 内の梗塞責任病変の位置を規定して

長さが大きい場合には，両部位の動脈硬化度の差異は大き

おり，明らかに MB の存在が梗塞の原因となる内膜病変

２）

くなる ．この事実は，MB の厚さ・長さは MB を構成す
る心筋量の指標になり，その大きさは LAD への圧迫力と
並行関係にある指標と考えられた．

形成に寄与していた５）．

結

語

MB の頻度は微小なものを含めると，日本人の約半数に
検出されるが，すべての MB が心筋梗塞の発症に関与し
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ているのではなく，その解剖学的特性が重要な因子となっ
ていた．今後，臨床的実証が望まれるが，MB の厚さ・長
さ・開始位置に着目した研究が必要である．
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