
　池脇　冠動脈に有意狭窄のない狭心
症ということで、異型狭心症や冠動脈
攣縮という表現がありますが、冠攣縮
性狭心症でいいのでしょうか。
　桜田　冠攣縮の研究は日本がかなり
進んでいます。それは日本人に多いと
いうこともあったのですけれども、実
際には昔、異型狭心症といわれて、心
電図でSTが上昇するタイプだったの
です。そのときには胸痛発作があって、
冠動脈が閉塞していることもわかって、
それで異型狭心症といわれたのですけ
れども、結局病態としては、冠動脈が
痙攣を起こして閉塞して、完全な虚血
になるからSTが上昇する。ただ、完全
に閉塞するまで狭窄しなければ、ST

変化があまり起こらずに胸痛が起こり
うるのです。ですから、実際には今、
異型狭心症ではなく、冠攣縮性狭心症
で統一したほうがいいかと思います。
　池脇　確かに病態、原因が冠動脈の
動脈硬化による有意狭窄ではなくて、
攣縮、スパズムということですね。
　桜田　高度な狭窄ではないところが
痙攣を起こすわけです。
　池脇　スパズムの程度によっては、
STが上がるだけで必ずしも狭心症で
はないことも含めると、今は冠攣縮性
狭心症という言葉で統一されていると
考えてよいですね。
　桜田　はい。
　池脇　どうして痙攣を起こすのか、

冠動脈狭窄のない狭心症

所沢ハートセンター院長
桜　田　真　己

（聞き手　池脇克則）

　冠動脈に有意狭窄のない古典的な異型狭心症とされた病態についてご教示く
ださい。その成因の一つに冠動脈攣縮（スパズム）が指摘されていますが、ス
パズムも内皮の拡張障害から派生するとうかがっています。微小循環型狭心症
との差異についてご教示ください。また、両狭心症における薬物療法もご教示
ください。
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だろうと判断されてしまう場合があり
ます。
　また、一般内科の先生がホルター心
電図で何ともないけれど、患者さんは
胸が痛いからもしかしたら冠攣縮性の
狭心症かなと思って、ではニトログリ
セリンを投与しましょうと処方する場
合が多いのです。ところが、ニトログ
リセリンが効かないタイプの人もいる
のです。そうすると、あなたはニトロ
グリセリンが効かないから狭心症では
ないといって、昔の教科書的な考えか
らいくと、狭心症が完全にルールアウ
トされてしまう。そうすると患者さん
は「私はこんなに胸が苦しいのに、わ
かってもらえない」となって、結局抗
不安剤とか向精神薬とかを出され、少
し精神的なものでしょうと片付けられ
てしまう場合が多いのです。
　池脇　こういった冠攣縮性狭心症、
あるいはこの後説明していただく微小
循環型狭心症もそうですけれども、主
治医から「あなたは狭心症ではないよ」
と言われてしまう。しかし本当は狭心
症なのに、ということもありうるので
すね。
　桜田　はい。
　池脇　では、微小循環型狭心症とは
どこが違うのでしょうか。
　桜田　冠動脈造影で我々が見える血
管は0.1㎜までで、だいたい主幹部とか
近位部は２～３㎜の太さがあります。
心外膜を走っている目に見える太さの

血管が痙攣を起こすと、心電図変化も
出やすく、血管造影上、そこで痙攣が
起こるか起こらないかの診断をするの
ですけれども、実際に微小循環型とい
うのは見えないレベルの、心内膜の細
い血管の痙攣などが関係するので、血
管造影での誘発試験で大丈夫だからと
いっても、微小循環の血管の攣縮は完
全に否定はできないところが難しいの
です。
　池脇　通常は冠動脈造影は最後の、
もうこれで白黒つけるというときの検
査のようですけれども、それが何もな
くても、この微小循環型狭心症の可能
性は残っているということですね。
　桜田　そうですね。しかも、例えば
アセチルコリン負荷とか、誘発試験を
行うのですけれども、アセチルコリン
負荷でもだいたい９割ぐらいは当たる
と思うのです。ただ、外れる人もいる
のです。負荷試験で出ない人。そうい
う人たちにエルゴノビン負荷というも
のを行うと、その中でまた何割かは陽
性を示すので、エルゴノビン負荷を行
っている病院もありますし、負荷試験
に熱心な先生は両方やるところもあり
ます。両方やっても、微小循環型かど
うかはわからない可能性はあると思う
のですが。
　池脇　アセチルコリン、エルゴノビ
ンを使っても、それで拾えない狭心症
の方がいるということは一応念頭に置
いたほうがいいのですね。

どの程度わかっているのでしょう。
　桜田　血管の内皮機能の低下という
ことで、血管の造影上、全然動脈硬化
がない場所が痙攣する場合もあります
し、中等度50～75％とか、25％狭窄未
満の軽度なプラークしかないようなと
ころに痙攣が一致して起こる場合もあ
りますし、いろいろなタイプがありま
す。
　ただ、実際には誘発試験をやらない
と確定診断はつきません。今、冠攣縮
性狭心症は、一般の先生には一番診断
が難しい病態なのです。カテーテルの
誘発試験以外に、どういう検査をすれ
ばはっきりわかるのか、決め手がない
のが現状です。
　池脇　冠動脈造影ができる施設は少
ないので、臨床実地のレベルで冠攣縮
性狭心症を診断するのは難しいですね。
　桜田　はい。
　池脇　教科書的には労作性の狭心症
と冠攣縮性は、起こり方が違うのです
ね。
　桜田　労作性の狭心症とは、運動し
たときに狭窄部分からの虚血が生じて、
胸部症状が出現します。一方、冠攣縮
性狭心症は、安静時というか、夜間か
ら早朝に多いというイメージがあるの
ですけれども、過換気などで誘発され
たりすることもあるので、朝早く、通
勤や散歩で急いで歩くと、ある程度の
労作で痙攣が誘発されて、胸痛を生じ
ることがあります。労作性狭心症と診

断されがちですが、実際には労作で誘
発されるタイプの冠攣縮性狭心症とい
うものがあるのです。そのタイプにな
ると、労作性の狭心症だからβブロッ
カーが効くだろうと投与されてしまう
と、逆の効果になってしまうことがあ
るのです。
　池脇　なかなか難しいですね。
　桜田　運動負荷試験も、午前中行う
のと午後行うのでは結果が違うことが
あります。ですから、実際には安静時
に症状が出現するタイプの狭心症だと
冠攣縮性狭心症が疑われるのですけれ
ども、労作時に胸痛が出現する患者さ
んの中にも冠攣縮性狭心症が含まれる
ことがあるのです。
　池脇　検査にしても、労作性の場合
は運動負荷をして虚血を誘発できます
けれども、そういう意味では冠攣縮性
はなかなか誘発させるのは難しいです
よね。
　桜田　実際に患者さんの診察で何が
一番難しいかというと、例えばホルタ
ー心電図をとったら痛みがあるときに
わかるかというと、ホルター心電図で
は変化が出ない人が大多数なのです。
逆にホルターで変化が出るタイプとい
うのは、ほとんどいないと思っていた
だいたほうがいいぐらい少ないのです。
ですから、実際に一般内科の先生のと
ころで、外来でホルター検査を行って、
胸痛のときにも心電図変化がない。そ
うなると、冠攣縮性の狭心症ではない
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だろうと判断されてしまう場合があり
ます。
　また、一般内科の先生がホルター心
電図で何ともないけれど、患者さんは
胸が痛いからもしかしたら冠攣縮性の
狭心症かなと思って、ではニトログリ
セリンを投与しましょうと処方する場
合が多いのです。ところが、ニトログ
リセリンが効かないタイプの人もいる
のです。そうすると、あなたはニトロ
グリセリンが効かないから狭心症では
ないといって、昔の教科書的な考えか
らいくと、狭心症が完全にルールアウ
トされてしまう。そうすると患者さん
は「私はこんなに胸が苦しいのに、わ
かってもらえない」となって、結局抗
不安剤とか向精神薬とかを出され、少
し精神的なものでしょうと片付けられ
てしまう場合が多いのです。
　池脇　こういった冠攣縮性狭心症、
あるいはこの後説明していただく微小
循環型狭心症もそうですけれども、主
治医から「あなたは狭心症ではないよ」
と言われてしまう。しかし本当は狭心
症なのに、ということもありうるので
すね。
　桜田　はい。
　池脇　では、微小循環型狭心症とは
どこが違うのでしょうか。
　桜田　冠動脈造影で我々が見える血
管は0.1㎜までで、だいたい主幹部とか
近位部は２～３㎜の太さがあります。
心外膜を走っている目に見える太さの

血管が痙攣を起こすと、心電図変化も
出やすく、血管造影上、そこで痙攣が
起こるか起こらないかの診断をするの
ですけれども、実際に微小循環型とい
うのは見えないレベルの、心内膜の細
い血管の痙攣などが関係するので、血
管造影での誘発試験で大丈夫だからと
いっても、微小循環の血管の攣縮は完
全に否定はできないところが難しいの
です。
　池脇　通常は冠動脈造影は最後の、
もうこれで白黒つけるというときの検
査のようですけれども、それが何もな
くても、この微小循環型狭心症の可能
性は残っているということですね。
　桜田　そうですね。しかも、例えば
アセチルコリン負荷とか、誘発試験を
行うのですけれども、アセチルコリン
負荷でもだいたい９割ぐらいは当たる
と思うのです。ただ、外れる人もいる
のです。負荷試験で出ない人。そうい
う人たちにエルゴノビン負荷というも
のを行うと、その中でまた何割かは陽
性を示すので、エルゴノビン負荷を行
っている病院もありますし、負荷試験
に熱心な先生は両方やるところもあり
ます。両方やっても、微小循環型かど
うかはわからない可能性はあると思う
のですが。
　池脇　アセチルコリン、エルゴノビ
ンを使っても、それで拾えない狭心症
の方がいるということは一応念頭に置
いたほうがいいのですね。

どの程度わかっているのでしょう。
　桜田　血管の内皮機能の低下という
ことで、血管の造影上、全然動脈硬化
がない場所が痙攣する場合もあります
し、中等度50～75％とか、25％狭窄未
満の軽度なプラークしかないようなと
ころに痙攣が一致して起こる場合もあ
りますし、いろいろなタイプがありま
す。
　ただ、実際には誘発試験をやらない
と確定診断はつきません。今、冠攣縮
性狭心症は、一般の先生には一番診断
が難しい病態なのです。カテーテルの
誘発試験以外に、どういう検査をすれ
ばはっきりわかるのか、決め手がない
のが現状です。
　池脇　冠動脈造影ができる施設は少
ないので、臨床実地のレベルで冠攣縮
性狭心症を診断するのは難しいですね。
　桜田　はい。
　池脇　教科書的には労作性の狭心症
と冠攣縮性は、起こり方が違うのです
ね。
　桜田　労作性の狭心症とは、運動し
たときに狭窄部分からの虚血が生じて、
胸部症状が出現します。一方、冠攣縮
性狭心症は、安静時というか、夜間か
ら早朝に多いというイメージがあるの
ですけれども、過換気などで誘発され
たりすることもあるので、朝早く、通
勤や散歩で急いで歩くと、ある程度の
労作で痙攣が誘発されて、胸痛を生じ
ることがあります。労作性狭心症と診

断されがちですが、実際には労作で誘
発されるタイプの冠攣縮性狭心症とい
うものがあるのです。そのタイプにな
ると、労作性の狭心症だからβブロッ
カーが効くだろうと投与されてしまう
と、逆の効果になってしまうことがあ
るのです。
　池脇　なかなか難しいですね。
　桜田　運動負荷試験も、午前中行う
のと午後行うのでは結果が違うことが
あります。ですから、実際には安静時
に症状が出現するタイプの狭心症だと
冠攣縮性狭心症が疑われるのですけれ
ども、労作時に胸痛が出現する患者さ
んの中にも冠攣縮性狭心症が含まれる
ことがあるのです。
　池脇　検査にしても、労作性の場合
は運動負荷をして虚血を誘発できます
けれども、そういう意味では冠攣縮性
はなかなか誘発させるのは難しいです
よね。
　桜田　実際に患者さんの診察で何が
一番難しいかというと、例えばホルタ
ー心電図をとったら痛みがあるときに
わかるかというと、ホルター心電図で
は変化が出ない人が大多数なのです。
逆にホルターで変化が出るタイプとい
うのは、ほとんどいないと思っていた
だいたほうがいいぐらい少ないのです。
ですから、実際に一般内科の先生のと
ころで、外来でホルター検査を行って、
胸痛のときにも心電図変化がない。そ
うなると、冠攣縮性の狭心症ではない
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　桜田　そうですね。一般的にニトロ
グリセリンとか亜硝酸剤を、昔、好ん
で出す医師がいらっしゃったと思うの
ですけれども、治療の根幹はどちらの
タイプもCa拮抗剤がファーストチョイ
スです。ところが、Ca拮抗剤を出して
も効かない場合があります。量が足り
ないのか、あとは１種類だけで合わな
くて、Ca拮抗剤も２種類合わせて使っ
たほうが効く場合もある。ただ、その
方々の中には、動悸がしたり、むくみ
が出て、いろいろ変更しなければなら
ない場合もけっこう出てきます。それ
でも、一般的にはかなりの先生は、狭
心症にニトログリセリンが効くと思っ
ているところが難しいのです。
　それと、普通の一般的な大きな血管
が痙攣するタイプの人は、ニトログリ
セリンを舌下すると１～２分で効くの
ですけれども、微小循環型の狭心症は
ニトログリセリンが効きにくいのです。
一般的に閉経前の女性も多いといわれ
ているのですけれども、最近は若い人
にも多いのです。そういう若い人に、
狭心症を疑って、痛いときにニトログ
リセリンを含んでといっても、なかな
か効かないし、痛みも20～30分、長い
ときには半日も続いたりとか、典型的
ではないパターンが多いのです。
　池脇　話がずれるかもしれませんけ

れども、先生は数多く患者さんを診て
おられますが、Ca拮抗剤の中で、特に
こういうものが効くというのはあるの
でしょうか。
　桜田　効きにくい薬はあります。ノ
ルバスクとかアムロジンは血圧の薬と
しては効果があります。アムロジピン
は、Ca拮抗剤なのでこの人は効くはず
だと思っても、冠攣縮には効かないの
です。
　池脇　案外だめですか。
　桜田　ですから、ヘルベッサー、ア
ダラートとかコニールとかお勧めで、
ワソランも一部には効きますけれども、
そういうタイプのCa拮抗剤を選んでも
らうことと、それと血圧が下がってき
て、なかなか使いにくい場合にはCa拮
抗剤を減量して亜硝酸剤を併用されて
もいいと思うのです。
　ただ、Ca拮抗剤を１種類出してもな
かなか効かないという場合に、「あな
たは狭心症ではない」と言う前に、薬
を変更されたり、増量するということ
を試してもらうのが大事かと思います。
　池脇　冠攣縮性の狭心症はなかなか
診断が難しいし、狭心症ではないと思
っても、実はそうだということもある
ことを頭に入れたほうがいいですね。
　桜田　はい。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　まず、成人、小児、特に学童
レベルを中心にお話をうかがいます。
まず成人ですが、高齢化でだんだん増
えてきている印象があります。これは
事実なのでしょうか。
　中島　慢性便秘といいますと、女性
の病気と思いがちです。確かに60歳未
満では女性の方が圧倒的に多いのです
けれども、便秘患者のハイボリューム
ゾーンというのは60歳以上。60歳から
男性が徐々に増えて、80歳になると性
差がない、高齢者の病気と考えてよい
かと思います。
　山内　まず便秘の定義に関してです
が、俗に３日出なかったらというのが
あります。これは正しいのでしょうか。
　中島　半分正しくて、半分間違いだ
と思うのです。医師の視点から言いま
すと、お通じがない、排便回数が低下

するというのを便秘ととらえがちなの
ですけれども、実はほとんどの患者さ
んはお通じが２日、３日なくてもあま
り気にならなくて、排便困難症、便が
固いことによる怒責、力み、それから
残便感、あるいは１回に出切らない頻
回便、あるいは肛門部が締めつけられ
るような肛門部の閉塞感、こういう排
便困難症を訴える方がかなりの割合で
いらっしゃいます。
　ですから、慢性便秘というと、確か
に先生がおっしゃるように、週３回未
満という排便回数の減少、これは定義
としては正しいのですけれども、排便
困難症状だけでも慢性便秘ととらえて
よいのではないかと思います。便秘の
方のうち７割ぐらいは排便困難症状で
す。
　山内　そうすると、極端な例ですと、

基礎疾患のない慢性便秘

横浜市立大学肝胆膵消化器病学主任教授
中　島　　淳

（聞き手　山内俊一）

　基礎疾患のない方の慢性便秘について、成人、小児それぞれの最近の治療法
をご教示ください。

＜埼玉県開業医＞
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