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当地域におけるPWV及び
ABIの心血管イベントとの

関連についていて

県北西部地域医療センター 国保和良診療所

廣瀬英生 加藤洋子 松居志洋 後藤忠雄

今回、我々は、当地域における脈波伝播速度 
（PWV）及び足関節上腕血圧比（ABI）と心血管
疾イベントの関連を調べましたのでここにご報告い
たします。
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背景
脈波伝播速度は、arterial stiffnessの指標であり、Meta-analysisで、は心血管イベント

のリスクファクターという報告がある。(HR 2.26、1.89-2.70)

(J Am Coll Cardiol. 2010;55(13):1318)

一方、The Cardiovascular Health Studyで、足関節上腕血圧比は、同様に心血管イベ

ントのリスクファクターであることが証明させれている

(Circulation 2006;113(3):388)

目的

当地域において、脈波伝播速度 (PWV)及び

足関節上腕血圧比 (ABI)と心血管疾イベントの関連を調べること

背景です。脈波伝播速度は、arterial stiffnessの
指標であり、Meta-analysisで、は心血管イベント
のリスクファクターという報告があります（HR 
2.26、1.89-2.70）

一 方、The Cardiovascular Health Studyで、 足
関節上腕血圧比は、同様に心血管イベントのリスク
ファクターであることが証明させれています

目 的 で す が、 当 地 域 に お け る 脈 波 伝 播 速 度 
（PWV）及び足関節上腕血圧比 （ABI）と心血管
疾イベントの関連を調べることです。
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方法①

研究デザイン
─平均9.5年間追跡のコホート研究

対象
─2004年度和良町住民健診を受診した30歳以
上の一般住民880名（男：397名、女：483名）

研究方法です。平均9.5年間の追跡コホート研究
を行いました。

対象は、2004年度和良町の住民健診を受診し、
PWV及びABIを測定した880の一般住民です。その
うち男性は、397名、女性は483名です。
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方法②
ベースラインの測定項目
─年齢、収縮期血圧、空腹時血糖、Body Mass Index、総コレス
テロール、HDLコレステロール、脈波伝播速度 (PWV)、足関
節上腕血圧比 (ABI)

エンドポイント
─心血管イベント (脳卒中+急性心筋梗塞)

統計解析
─Coxの比例ハザードモデルを用いて、ベースライン時のPWV及
びABIのエンドポイント関係について求めた

─それぞれの関係について、粗ハザード比、年齢調整ハザード比、
多変量調整（収縮期血圧、空腹時血糖、BMI、総コレステロール、
HDLコレステロール）ハザード比を求めた

ベースラインの測定項目として、年齢、収縮期血
圧、空腹時血糖、Body Mass Index、総コレステロー
ル、HDLコレステロール、脈波伝播速度 （PWV）、
足関節上腕血圧比 （ABI）

エンドポイントは、心血管イベントです。これは、
脳卒中と急性心筋梗塞の発症をたした値です

統計解析は、Coxの比例ハザードモデルを用いて、
ベースライン時のPWV及びABIとエンドポイント
の関連について調べました。

またHRは、粗のハザード比、年齢調整ハザード比、
多変量（収縮期血圧、空腹時血糖、BMI、総コレス
テロール、HDLコレステロール）で調整したハザー
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ド比を求めました。
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対象者背景 ①
男性 女性

人数 397 483

年齢
62.2

(60.8-63.5)
62.2

(61.0-63.3)

収縮期血圧 （mmHg）
* 133.1

(131.0-135.1)
130.6

(128.7-132.5)

空腹時血糖 （mg/dL）
* 104.0

(102.0-106.0)
99.5

(98.0-101.0)

総コレステロール(mg/dL)
* 202.7

(199.3-206.2)
214.6

(211.6-217.6)

HDLコレステロール(mg/dL)
* 56.6

(54.9-58.3)
63.3

(61.8-64.7)

*平均 (95%信頼区間)で表示

対象者背景についてお示しいたします
人数、年齢、収縮期血圧、空腹時血糖、総コレス

テロール、HDLコレステロールは以下のようでし
た。
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対象者背景 ②
男性 女性

Body mass index
* 22.8

(22.6-23.1)
22.4

(22.1-22.7)

喫煙人数 (喫煙率) 107 (27.0%) 23 (4.7%)

左右平均PWV (m/s)
* 15.5

(15.1-15.9)
15.9

(15.6-16.3)

左右平均ABI
* 1.12

(1.11-1.13)
2.14

(0.07-4.21)

*平均 (95%信頼区間)で表示

また、body mass index、喫煙人数、左右平均
PWV、左右平均ABIは以下のようになりました。
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コホートの結果
追跡
─平均期間 9.5年

─合計 8382人年 (男性 3131人年、女性 3916人年)

転出による追跡打ち切り
─男性 21人

─女性 18人

心血管イベント発生数
─男性 22人 (罹患率 5.94/1000人年)

─女性 17人 (罹患率 3.63/1000人年)

コホートの結果です。
平均追跡期間9.5年、合計8382人年。
転出による打ち切りが男性21人、女性18人。

心血管イベント発生数は、男性22名、女性17名で
す。罹患数はそれぞれ5.94、3.63/1000人年でした
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脈波伝播速度(PWV)との関連

男性 女性

粗HR
1.11

(1.00-1.10)
1.23

(1.11-1.36)

年齢調整HR
1.02

(0.94-1.10)
1.06

(0.91-1.24)

多変量調整HR
1.03

(0.95-1.10)
1.00

(0.84-1.20)

男女とも粗のハザード比は、1.11と1.23であり、
有意な関連を認めましたが

年齢調整ハザード比は、男性 1.02 （0.94-1.10）、女
性 1.06 （0.91-1.24）、および多変量調整後は、男性 1.03 
（0.95-1.10）、女性 1.00 （0.84-1.20）と有意な関連を
認めませんでした。
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足関節上腕血圧比 (ABI)との関連

男性 女性

粗HR
0.004

(0.00-0.19)
0.001

(0.00-1.88)

年齢調整HR
0.02

(0.00-1.81)
0.07

(0.00-21.6)

多変量調整HR
0.06

(0.00-4.49)
0.09

(0.00-43.9)

ABIについてお示しいたします。男女とも粗のハ
ザード比は、それぞれ0.004（0.00-0.19）、0.001（0.00-
1.88）有意な関連を認めましたが

年齢調整ハザード比は、男性 0.02 （0.00-1.81）、女
性 0.07 （0.00-21.6）、および多変量調整後は、男性 0.06 
（0.00-4.49）、女性 0.09 （0.00-43.9）と有意な関連を
認めませんでした。
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結論
男女とも年齢調整及び多変量調整をしたHRでは、
差を認めなかった。PWV、ABIとも年齢による交絡を
強く受けていると考えられる。

追跡期間を増やすなどして、今後さらなる調
査を行う必要があると考えられた。

結論です。
男女とも年齢調整及び多変量調整をしたHRでは、

差を認めなかった。PWV、ABIとも年齢による交
絡を強く受けていると考えられました。

追跡期間を増やすなどして、今後さらなる調査を
行う必要があると考えられました。




