
東京医科大学循環器内科主任教授
山　科　　章

（聞き手　池脇克則）

　健診の胸部X線検査で、大動脈石灰化、大動脈蛇行、時には冠動脈石灰化と
いう所見をつけられて相談に来られる患者さんがいますが、自覚症状のない方
でもなにか検査を行うべきでしょうか、ご教示ください。

＜大阪府開業医＞

自覚症状のない大動脈疾患への対応

　池脇　健診での胸部X線の異常に関
しての質問です。１つは大動脈の石灰
化、２つ目が大動脈の蛇行、そして３
つ目が冠動脈の石灰化、こういった患
者さんにどう対処したらよいかという
ことです。まず、大動脈と冠動脈の石
灰化が健診レベルで見つかったときに
ということですが、どうでしょうか。
　山科　胸部X線を撮ると、大動脈に
しばしば石灰化が見られます。どこに
一番見えるかというと、弓部です。大
動脈は上にあがっていって、後ろに回
って下におりていきます。後ろにいく
ところ、すなわち弓部はちょうどX線
に対して接線方向になるので、石灰化
が最も見えやすくなります。大動脈の
石灰化は動脈硬化がベースにあって起
こるのですが、全身の動脈で最も起こ

りやすく加齢に伴って起こるので、ほ
とんどの方で見られます。ですから、
歳を取られた方では弓部に石灰化があ
っても病的とはいえません。
　ただ、石灰化が非常に強い方もいら
っしゃいます。上行大動脈は動脈硬化
が比較的起こりにくいのですが、弓部
から下行にかけては動脈硬化が起こり
やすく、そこではびまん性内膜肥厚に
続いて粥腫ができ、粥腫が進み、内膜
側に石灰化が起こります。一方で、加
齢に伴って中膜も変性が進みますので、
そこに石灰化が起こります。けれども、
そこの石灰化はわりと小さいといわれ
ています。
　池脇　そうすると、大動脈弓部の石
灰化に関しては、高齢の方の場合には
病的といえない。ただ、下行動脈に関
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緩衝します。そして、心臓の拡張期に
大動脈が収縮するかたちで圧を作るの
で、拡張期血圧が生まれます。大動脈
が硬くなるとその圧を吸収する作用が
弱くなるので、心臓の後負荷が増しま
す。高齢者に多い収縮能が保たれた心
不全は、こういう石灰化の強い方に非
常に起こりやすいのです。そういう方
は血圧がちょっと上がると、心不全に
なります。あるいは、心房細動になっ
て頻脈になると、あっという間に心不
全になるといわれています。
　池脇　PWVが異常高値の場合には、
大動脈を単純CTで評価することもあ
るのでしょうか。
　山科　必要に応じてですね。CTを
撮って確認する必要はないと思います
が、一つの目安になると思います。こ
ういう方は、心不全や腎機能の低下、
あるいは全身の動脈硬化が進みやすい
ので、生活習慣の改善やリスクのコン
トロール、例えば血圧や糖尿病や、脂
質のコントロールが必要だと思います。
もちろん禁煙も大切です。そういうこ
とによって、その後の進行や心血管イ
ベントの予防ができると思います。
　池脇　健康な方も含めて健診を受け、
そういう異常があったときに、それが
将来のリスクと結びつくにしても、そ
の方の状況によって、どうするのかと
いうのも大切ですね。冠動脈の石灰化
についてはどうですか。
　山科　もともとリスクが低い方とか

症状がない方でも、冠動脈に石灰化が
あれば、冠動脈の動脈硬化であり、将
来、狭心症や心筋梗塞になるのではな
いかと心配され、例えば冠動脈造影な
どの侵襲的な検査をしたくなると思い
ます。冠動脈造影をしても、必ずしも
予後は改善しません。その方の動脈硬
化のリスクを評価し、症状をよく聞い
たうえで判断すべきと思います。健診
の方は無症状が多いと思うのですが、
リスクがある方は積極的に生活習慣を
改善し、必要に応じて治療をすること
も必要でしょう。場合によっては運動
負荷試験やホルター心電図を行い、虚
血があるかどうかを見ることが大切と
思います。大動脈の石灰化についても
同じだと思います。
　池脇　健診でほかにどの程度の検査
をされるかにもよりますが、血圧や脂
質、血糖といったところは調べるので、
そこに何か異常がある場合には、こう
いったものを併せ持つとよりリスクが
高まる。そうすると、そういう方は何
か治療をするのでも、少し厳格に管理
したほうがよいということですか。
　山科　動脈硬化が進んでいることは
間違いないわけです。今症状を起こし
ていないだけで、将来に向けて厳格に
コントロールし、患者さんを指導する
ことは必要だと思います。
　池脇　こういった画像での石灰化、
先生方がやっておられるPWV、それ
以外にも最近、血管ドックでは頸動脈

しての石灰化は異常とみたほうがいい
と。
　山科　胸部X線の側面像で、下行大
動脈の石灰化が明瞭に見える、あるい
は正面でも心臓の裏側を下行する大動
脈に縦に２本の筋が白く見える場合は
石灰化であり、そのときには全身的に
動脈硬化が進んでいますし、大動脈が
すごく硬くなっています。
　池脇　次に冠動脈の石灰化について、
私はあまり経験がないのですが、見え
ることがあるのですね。
　山科　冠動脈も、画像のコントラス
トや明るさを調節すると、左冠動脈の
石灰化がみえることがあります。近位
部ですが、正面像では肺門部の内側、
側面からだと前下行枝の石灰化が見え
ることがあります。しかし、それで診
断がつくことはないので、たまたま
CTを撮って見つかることがほとんど
です。大動脈も同じで、写真だけでわ
かるのは、よほど進んだ方ということ
になります。大動脈瘤を疑ってCTを
撮ったり、肺のCTを撮ったときにた
またま大動脈に石灰化がみつかること
が多いと思います。
　池脇　胸部X線の石灰化はきっかけ
にはなるけれども、それをきちんと評
価するにはCTということですね。
　山科　はい。
　池脇　単純でいいのですね。
　山科　はい。造影剤を用いた冠動脈
CTが最近よく行われていますが、造

影する前に単純CTで冠動脈の石灰化
を見ます。冠動脈の石灰化も定量的に
評価できます。どの程度の濃さの石灰
化がどのくらいの範囲に起こっている
かを、アガストンスコアで評価します。
同じように、大動脈の全周を、石灰化
の濃さと広がりをみる指標として大動
脈のアガストンスコアを出すこともで
きます。
　この大動脈アガストンスコアと血管
の硬さの指標である脈波速度（PWV）
は、非常によく相関します。大動脈が
石灰化すると血管が硬くなりますが、
その程度が強いほど、範囲が広いほど
PWVが速くなります。CTでの大動脈
のアガストンスコアが高い人は、その
後、７年ぐらいフォローすると、それ
が低い人に比べて何倍も心血管イベン
トが多いと報告されています。同様に、
PWVが速い方もイベントが多い。石
灰化が多い、強い方はそういうイベン
トが今後起こりやすいと理解しておく
といいと思います。
　池脇　将来のリスクにつながるかど
うか。これはとても重要な点ですが、
CTで石灰化のスコアが高いと、先生
方がやっておられるPWVも高く、将
来のリスクと結びつくのですね。
　山科　そうですね。大動脈のウィン
ドケッセル効果というのを聞かれたこ
とがあるかと思います。心臓が収縮し
て血液が大動脈に出て、大動脈が拡張
する。それによって急激な圧の上昇を

ドクターサロン61巻５月号（4 . 2017） （323）  32 （322） ドクターサロン61巻５月号（4 . 2017）

1705本文.indd   3 17/04/18   15:13



緩衝します。そして、心臓の拡張期に
大動脈が収縮するかたちで圧を作るの
で、拡張期血圧が生まれます。大動脈
が硬くなるとその圧を吸収する作用が
弱くなるので、心臓の後負荷が増しま
す。高齢者に多い収縮能が保たれた心
不全は、こういう石灰化の強い方に非
常に起こりやすいのです。そういう方
は血圧がちょっと上がると、心不全に
なります。あるいは、心房細動になっ
て頻脈になると、あっという間に心不
全になるといわれています。
　池脇　PWVが異常高値の場合には、
大動脈を単純CTで評価することもあ
るのでしょうか。
　山科　必要に応じてですね。CTを
撮って確認する必要はないと思います
が、一つの目安になると思います。こ
ういう方は、心不全や腎機能の低下、
あるいは全身の動脈硬化が進みやすい
ので、生活習慣の改善やリスクのコン
トロール、例えば血圧や糖尿病や、脂
質のコントロールが必要だと思います。
もちろん禁煙も大切です。そういうこ
とによって、その後の進行や心血管イ
ベントの予防ができると思います。
　池脇　健康な方も含めて健診を受け、
そういう異常があったときに、それが
将来のリスクと結びつくにしても、そ
の方の状況によって、どうするのかと
いうのも大切ですね。冠動脈の石灰化
についてはどうですか。
　山科　もともとリスクが低い方とか

症状がない方でも、冠動脈に石灰化が
あれば、冠動脈の動脈硬化であり、将
来、狭心症や心筋梗塞になるのではな
いかと心配され、例えば冠動脈造影な
どの侵襲的な検査をしたくなると思い
ます。冠動脈造影をしても、必ずしも
予後は改善しません。その方の動脈硬
化のリスクを評価し、症状をよく聞い
たうえで判断すべきと思います。健診
の方は無症状が多いと思うのですが、
リスクがある方は積極的に生活習慣を
改善し、必要に応じて治療をすること
も必要でしょう。場合によっては運動
負荷試験やホルター心電図を行い、虚
血があるかどうかを見ることが大切と
思います。大動脈の石灰化についても
同じだと思います。
　池脇　健診でほかにどの程度の検査
をされるかにもよりますが、血圧や脂
質、血糖といったところは調べるので、
そこに何か異常がある場合には、こう
いったものを併せ持つとよりリスクが
高まる。そうすると、そういう方は何
か治療をするのでも、少し厳格に管理
したほうがよいということですか。
　山科　動脈硬化が進んでいることは
間違いないわけです。今症状を起こし
ていないだけで、将来に向けて厳格に
コントロールし、患者さんを指導する
ことは必要だと思います。
　池脇　こういった画像での石灰化、
先生方がやっておられるPWV、それ
以外にも最近、血管ドックでは頸動脈

しての石灰化は異常とみたほうがいい
と。
　山科　胸部X線の側面像で、下行大
動脈の石灰化が明瞭に見える、あるい
は正面でも心臓の裏側を下行する大動
脈に縦に２本の筋が白く見える場合は
石灰化であり、そのときには全身的に
動脈硬化が進んでいますし、大動脈が
すごく硬くなっています。
　池脇　次に冠動脈の石灰化について、
私はあまり経験がないのですが、見え
ることがあるのですね。
　山科　冠動脈も、画像のコントラス
トや明るさを調節すると、左冠動脈の
石灰化がみえることがあります。近位
部ですが、正面像では肺門部の内側、
側面からだと前下行枝の石灰化が見え
ることがあります。しかし、それで診
断がつくことはないので、たまたま
CTを撮って見つかることがほとんど
です。大動脈も同じで、写真だけでわ
かるのは、よほど進んだ方ということ
になります。大動脈瘤を疑ってCTを
撮ったり、肺のCTを撮ったときにた
またま大動脈に石灰化がみつかること
が多いと思います。
　池脇　胸部X線の石灰化はきっかけ
にはなるけれども、それをきちんと評
価するにはCTということですね。
　山科　はい。
　池脇　単純でいいのですね。
　山科　はい。造影剤を用いた冠動脈
CTが最近よく行われていますが、造

影する前に単純CTで冠動脈の石灰化
を見ます。冠動脈の石灰化も定量的に
評価できます。どの程度の濃さの石灰
化がどのくらいの範囲に起こっている
かを、アガストンスコアで評価します。
同じように、大動脈の全周を、石灰化
の濃さと広がりをみる指標として大動
脈のアガストンスコアを出すこともで
きます。
　この大動脈アガストンスコアと血管
の硬さの指標である脈波速度（PWV）
は、非常によく相関します。大動脈が
石灰化すると血管が硬くなりますが、
その程度が強いほど、範囲が広いほど
PWVが速くなります。CTでの大動脈
のアガストンスコアが高い人は、その
後、７年ぐらいフォローすると、それ
が低い人に比べて何倍も心血管イベン
トが多いと報告されています。同様に、
PWVが速い方もイベントが多い。石
灰化が多い、強い方はそういうイベン
トが今後起こりやすいと理解しておく
といいと思います。
　池脇　将来のリスクにつながるかど
うか。これはとても重要な点ですが、
CTで石灰化のスコアが高いと、先生
方がやっておられるPWVも高く、将
来のリスクと結びつくのですね。
　山科　そうですね。大動脈のウィン
ドケッセル効果というのを聞かれたこ
とがあるかと思います。心臓が収縮し
て血液が大動脈に出て、大動脈が拡張
する。それによって急激な圧の上昇を
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り血圧をコントロールして動脈瘤を防
ぐ。もちろん、喫煙も非常に悪いファ
クターですので、たばこをやめていた

だくことが必要だろうと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

の超音波を含めて、内皮機能とか、い
ろいろな検査がありますが、結果をど
のようにして患者さんの指導あるいは
治療に持っていくのでしょうか。
　山科　検査を全部行うわけにはいか
ないと思うので、それぞれの障害の進
行度合いに合わせて行ったらいいと思
うのです。動脈硬化がかなり進んだ方
などでは、下肢の血管が詰まっている
かどうかをみるためABIを測ったり、
頸動脈のエコーでは、内膜・中膜の肥
厚やプラークを評価します。動脈硬化
は一般的に大動脈、冠動脈、頸動脈の
順で起こるといわれています。下肢の
動脈や頸動脈に動脈硬化が起こってい
ると、冠動脈や大動脈の動脈硬化はも
っと進んでいると推測されます。頸動
脈は超音波で解剖的に明瞭に見えるの
で非常にいい目安になると思います。
あとはPWVを組み合わせて行うとい
いと思います。
　池脇　先生がおやりになっている
PWVは、血圧の影響を受けやすいの
でしょうか。
　山科　血圧の影響を受けます。それ
を補正するためにCAVIという検査も
あります。PWVは血圧×血管の硬さ
ですので、血圧をコントロールして、
さらにそれでもPWVが速いのであれ
ば、より積極的に降圧を図る必要があ
るかもしれません。ただし、これは今
後の課題です。血圧も下がり、PWV
もよく下がる人たちはイベントが減り

ますし、蛋白尿も改善するといわれて
います。PWVには血圧以上の情報が
あるので、参考にしていただくといい
と思います。
　池脇　最後に大動脈の蛇行について
はどうでしょう。
　山科　蛇行はなぜ起こるかというと、
大動脈が太くなると同時に長くなるか
らです。それはなぜ起こるかというと、
大動脈の中膜が変化するからといわれ
ています。中膜の弾性線維は加齢とと
もに、あるいはいろいろな障害で変性
します。中膜の平滑筋も障害を受けて
変性平滑筋が増えます。大動脈を支え
る中膜が障害されると、中からの内圧
で、１日10万回、血圧で少しずつ、横
にも縦にも長くなり、動脈がうねりま
す。
　それが限局性に起これば動脈瘤にな
りますが、それがびまん性に起こると
動脈の拡張、あるいは大動脈弓部や下
行大動脈などのうねりとなります。高
齢の方は上腕動脈がしばしばうねって
いるのを見ますが、同じ現象だと思い
ます。
　大動脈の容積は普通200㏄か300㏄と
いわれていますが、心臓にとっては後
負荷が下がるので大動脈の容積が大き
くなってくれたほうが駆出しやすいの
だと思います。そういう代償的な目的
があるかもしれません。それが進むと、
先ほど言ったように動脈瘤になること
があるので、そういう人たちはしっか
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り血圧をコントロールして動脈瘤を防
ぐ。もちろん、喫煙も非常に悪いファ
クターですので、たばこをやめていた

だくことが必要だろうと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

の超音波を含めて、内皮機能とか、い
ろいろな検査がありますが、結果をど
のようにして患者さんの指導あるいは
治療に持っていくのでしょうか。
　山科　検査を全部行うわけにはいか
ないと思うので、それぞれの障害の進
行度合いに合わせて行ったらいいと思
うのです。動脈硬化がかなり進んだ方
などでは、下肢の血管が詰まっている
かどうかをみるためABIを測ったり、
頸動脈のエコーでは、内膜・中膜の肥
厚やプラークを評価します。動脈硬化
は一般的に大動脈、冠動脈、頸動脈の
順で起こるといわれています。下肢の
動脈や頸動脈に動脈硬化が起こってい
ると、冠動脈や大動脈の動脈硬化はも
っと進んでいると推測されます。頸動
脈は超音波で解剖的に明瞭に見えるの
で非常にいい目安になると思います。
あとはPWVを組み合わせて行うとい
いと思います。
　池脇　先生がおやりになっている
PWVは、血圧の影響を受けやすいの
でしょうか。
　山科　血圧の影響を受けます。それ
を補正するためにCAVIという検査も
あります。PWVは血圧×血管の硬さ
ですので、血圧をコントロールして、
さらにそれでもPWVが速いのであれ
ば、より積極的に降圧を図る必要があ
るかもしれません。ただし、これは今
後の課題です。血圧も下がり、PWV
もよく下がる人たちはイベントが減り

ますし、蛋白尿も改善するといわれて
います。PWVには血圧以上の情報が
あるので、参考にしていただくといい
と思います。
　池脇　最後に大動脈の蛇行について
はどうでしょう。
　山科　蛇行はなぜ起こるかというと、
大動脈が太くなると同時に長くなるか
らです。それはなぜ起こるかというと、
大動脈の中膜が変化するからといわれ
ています。中膜の弾性線維は加齢とと
もに、あるいはいろいろな障害で変性
します。中膜の平滑筋も障害を受けて
変性平滑筋が増えます。大動脈を支え
る中膜が障害されると、中からの内圧
で、１日10万回、血圧で少しずつ、横
にも縦にも長くなり、動脈がうねりま
す。
　それが限局性に起これば動脈瘤にな
りますが、それがびまん性に起こると
動脈の拡張、あるいは大動脈弓部や下
行大動脈などのうねりとなります。高
齢の方は上腕動脈がしばしばうねって
いるのを見ますが、同じ現象だと思い
ます。
　大動脈の容積は普通200㏄か300㏄と
いわれていますが、心臓にとっては後
負荷が下がるので大動脈の容積が大き
くなってくれたほうが駆出しやすいの
だと思います。そういう代償的な目的
があるかもしれません。それが進むと、
先ほど言ったように動脈瘤になること
があるので、そういう人たちはしっか
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