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全身疾患と眼血流

眼科医とともに歩んだ動脈硬化制御への道
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要約：世界保健機構の集計によると，2010 年における世界の全死亡者のうち，心血管系疾患（cardiovascular

disease：CVD）による死亡者の割合は 23％ を占め，2030 年には約 30％ 以上に達すると想定される．

心血管系疾患増加原因の 1 つとして，既存の検査数値のみでは，CVD 発症を予測することが容易ではない
ことが挙げられる．われわれは CVD の予備軍を早期に発見する眼底血流診断法について国際誌に報告した．
Laser speckle flowgraphy（LSFG）はレーザー散乱を利用した網膜の血流を画像化する装置で，網膜の脈動
は，年齢，頸動脈肥厚度や脈波伝搬速度と相関する．さらに，加齢の評価において，最も鋭敏な指標である．
近年，眼底疾患と全身血管疾患のリスクファクターの類似性が報告されている．心血管系リスクファクター
である睡眠時無呼吸や血管平滑筋マーカーは，冠動脈疾患で高値を認め，糖尿病網膜症患者においても高値
を示す．今後は眼底血流検査が担う全身血管疾患予防の役割について，さらなる解明が期待される．
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心血管系疾患（cardiovascular

disease：CVD）による

は低下している．CVD の増加原因の 1 つとして，既存の

死亡は年々増加の一途をたどり，現在，世界の死亡率にお

検査数値のみでは，CVD 発症を予測することが容易では

ける第 1 位である．世界保健機構による 2010 年の世界の

ないことが挙げられる．そこで，本稿では，加齢を鋭敏に

疾患別死亡率についての報告によると，CVD による死亡

反映する新しい眼底動脈の診断方法と，眼疾患と虚血性心

者の割合は全体の約 23％ を占め，2030 年には約 30％ 以

疾患に重複した危険因子である睡眠時無呼吸や血管平滑筋

上に達すると想定されている．また，本疾患の後遺症によ

バイオマーカーの発見について記載するとともに，東邦大

る介護必要者数はその数倍に及ぶことが推定される．本邦

学医療センター（当センター）内における眼科と循環器内

で行われた「久山町研究」では，心筋梗塞発症後の 5 年生

科との連携による，眼底検査を用いた新しい CVD リスク

存率は 58％ で，最近 30 年間では改善されていないことが

の評価法確立のための取り組みについて概説する．

報告されており，今後，わが国においても CVD による死
亡率の増加が危惧される．一方，米国国立がん研究所の報
告では，CVD による損失生存年数は疾患別第 1 位で，合

眼底脈動の診断
網膜拍動測定装置

計 8670 万時間に相当し，仮に CVD による死者が生存し

Laser speckle flowgraphy（LSFG）は人体で行える眼循

ていれば，米国民全体の平均寿命は約 5 年以上延長すると

環測定装置で（図 1）
，2009 年より当センター佐倉病院（当

している．眼底検査は古くから CVD に対するスクリーニ

院）では，開発者であられる九州工業大学名誉教授藤居

ングとして行われてきたが，定量化が困難で，検者間で診

仁先生と共同研究を行っている．LSFG は，レーザー散乱

断にばらつきが生じるため，最近では，実臨床での重要性

を利用し，眼底血流を画像化する装置である．測定方法は，

1）〒285―8741 千葉県佐倉市下志津 564―1
2）〒143―8541 東京都大田区大森西 6―11―1
受付：2015 年 5 月 18 日

東邦医学会雑誌 第 62 巻第 3 号，2015 年 9 月 1 日
ISSN 0040―8670，CODEN: TOIZAG

東邦医学会雑誌・2015 年 9 月

眼科医とともに歩んだ動脈硬化制御への道

（21）１９１

網膜症患者の眼内硝子体液 LR11 の高濃度発現が認められ
ることから，糖尿病網膜症発症のリスクとされる４）．今後，
眼循環と全身循環との関わりについては，血流分布や調節
機構についてのさらなる解明が必要である．

睡眠時無呼吸
ここでは，2006 年より，当院内で眼科と循環器内科の
共同研究の 1 つとして行われている睡眠時無呼吸の病態に
ついて記載したい．睡眠時無呼吸は，夜間の繰り返す呼吸
停止とそれに引き続き起きる大きく速い呼吸により定義さ
れ，病的呼吸停止の診断基準は 10 秒以上の呼吸減弱とさ
れる．睡眠中の酸素低下と再酸素化は，組織に酸化ストレ
図1

人体で行える眼循環測定（レーザースペックル法）
［LSFG-NAVITM：ソフトケア（有），福津］

スを生じることからメタボリック症候群の独立した危険因
子となる．睡眠時無呼吸を放置すれば 10 年以内に約 34％
の患者が CVD を発症し，約 20％ の患者が死亡すること
が報告されている．われわれは，睡眠時無呼吸と糖尿病網

4 秒間 2 心拍以上の脈動を 1 心拍に正規化した心拍マップ

膜症との関連を世界で初めて報告した５）．現在，夜間在宅

に計算することにより，眼底の平均血流量，吹き抜けスコ

呼吸補助装置装着による睡眠時無呼吸治療の効果について

ア，吹き抜け時間などが求まる．われわれは，当院循環器

前向き研究が行われており，血管機能の改善などの良好な

内科にて行った入院患者における網膜の脈動（blowout

結果が得られている．

time）は，頸動脈肥厚度と相関することを見いだした．さ

おわりに

らに，脈波伝搬速度を表す pulse wave velocity や頸動脈
肥厚度，プラーク数の動脈硬化指標に比べて，加齢の鋭敏
１）

な指標であることを国際誌に報告している

眼疾患と虚血性心疾患に重複した危険因子
血管平滑筋細胞マーカー LR11

突然死に直結する心血管系心疾患の増加を抑制するため
には，さまざまな動脈硬化測定装置や血管バイオマーカー
を用いた新規の CVD 予防方法開発が必要である．LSFG
は網膜の脈動を定量化する装置で，CVD 発症の危険性が
高い患者を同定する．したがって，CVD 発症を防ぐため

Low-density lipoprotein（LDL）受容体ファミリー LDL

には，眼科医と循環器内科医が緊密に連携を保ちながら医

receptor relative with 11 ligand-binding repeats（LR11）は

療を行う必要性がある．眼底疾患と全身血管疾患のリスク

アポ E をリガンドとし，動脈硬化巣の内膜平滑筋細胞に

ファクターの類似性が報告されており，今後は眼底血流検

特異的に発現する．動脈硬化巣の肥厚内膜の構成要素には

査が担う CVD 予防における役割について，詳細な解明が

さまざまな細胞が存在することに加えて，脂質の蓄積細胞

期待される．

外マトリックスなどが関わる．これらを制御する細胞とし
て内膜と中膜の平滑筋細胞が挙げられる．中膜の平滑筋細

本臨床研究の診療環境の整備に多大な尽力をいただいた東邦大学

胞は動脈硬化の進展とともに，内皮細胞，マクロファージ
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などの浸潤細胞から刺激を受け内膜に遊走，増殖する．そ
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胞としての機能（収縮型）を喪失し，新たな機能（合成型）
を獲得する．LR11 は，中膜の血管平滑筋の遊走と機能と
を調節することが報告されていることから，血管機能のバ
イオマーカーとも考えられる．血中可溶型 LRI1 濃度が冠
動脈疾患において高値を示すことが明らかになり，冠動脈
疾患発症に対する血管平滑筋マーカーとしての有用性が報
２）

告されたが ，LR11 と血管機能との因果関係を明らかに
するためには前向き調査が必要である．一方，LR11 は糖
尿病患者において高値を示し，糖尿病網膜症患者において
は，網膜症のない患者に比し高値を示す３）．また，糖尿病
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