
狭心症 

 

 

狭心症～疾患編～ 

狭心症は虚血性心疾患の一つで、その病名は発作が起こると胸が狭められたり締め付けられ

たりするような痛みに襲われることに由来しています。 

この発作は一過性であり症状が軽いうちは軽視しがちですが、急速に心筋梗塞へと進行して

死に至ることもある油断できない病気です。 

このコンテンツでは狭心症を 
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の順に詳しくご説明いたします。 

 

 

狭心症の疫学 

狭心症とはどのような疾患であるのか、まずは疫学からご説明します。 

 

狭心症とは 

心臓に血液を供給している冠動脈の内腔が狭くなる冠動脈狭窄があると、動作や興奮した時

などに一過性に心筋の血液還流量が減少し、酸素需要量に対して供給量が追いつかなくなる

ようになります。 

狭心症とは心筋が酸素不足の状態に陥って狭心症発作と言われる症状が現れる病気です。 

組織が酸素不足に陥って生じる乏血状態を虚血と言います。 

 

主な症状 

狭心症発作の典型的な症状は心筋の酸素不足によって起こる胸痛です。 

重く締め付けられるような圧迫感のある痛みを前胸部の広い範囲に感じるのが特徴です。 

この痛みは9分から長い時は15分程度持続しますが、20分以上続くことはありません。 

 

 



痛みのある位置 

『奥歯・顎・首筋・左肩・左腕の内側・鳩尾』などの心臓から離れ

た部位に痛みを感じることもあり、これを放散痛と言います。 

胸痛以外の症状として『不整脈・呼吸困難・動悸・倦怠感・ 

めまい・嘔吐』などを伴うこともあります。 

 

 

心筋梗塞との違い 

虚血性心疾患とは、心筋への血流が阻害されて心筋に血液が行き届かなくなった疾患の総

称です。 

狭心症と心筋梗塞がその代表的な疾患ですが、その違いは 

●狭心症は冠動脈の狭窄により心筋に一時的な血流不足が生じたもの 

●心筋梗塞は冠動脈の完全閉塞により血流が途絶えて心筋の壊死が起こったもの 

です。 

狭心症は可逆的で酸素不足が改善すれば症状が治り元に戻りますが、心筋梗塞は不可逆的

で元に戻ることはありません。 

 

統計 

厚生労働省による平成29年の患者調査によると、日本の狭心症総患者数は約51万人と報告

されています。 

男女別内訳は【男性-約30万人・女性-約21万人】となっており、男性に多い疾患です。 

同じ調査内での年齢別分布を見てみますと、男性患者は女性よりも早く増え始め、40歳代

から増加が顕著となり70歳代にピークとなります。 

一方、女性患者は閉経を迎える50歳を超えたあたりから増え始め、80歳代がピークとなり

ます。 



男女共に多くは50～70歳代に分布しており、80歳を超えると患者数は大きく減少します。 

日本人の狭心症の予後は欧米諸国に比べて良好であるとの報告が多く見られます。 

例えば冠動脈のカテーテル治療が行われる以前の報告ですが、確定診断された狭心症患者の

心筋梗塞発症率は 診断1年後8%、5年後24%、10年後37%であり、5年生存率は87%で

した。 

この5年生存率は当時の欧米の調査結果よりも良好であったと報告されています。 

 

 

狭心症の原因 

狭心症の原因リスク因子についてご説明します。 

狭心症の病巣となる冠動脈は心臓の表面を覆うように走り、心臓に酸素と栄養素を供給して

います。 

冠動脈には左冠動脈と右冠動脈があり、い

ずれも大動脈起始部から分岐しています。 

左冠動脈はさらに左回旋枝と左前下行枝に

枝分かれし、分かれるまでの根元の部分を

左冠動脈主幹部といいます。 

動脈硬化による狭窄は冠動脈の分岐部で多

く認められる傾向があります。 

なお冠動脈は場所によって1～15番までの

番号が付けられており、血管の病変がどこ

にあるのか表せるようになっています。 

 

狭心症の原因 

狭心症に至る冠動脈狭窄の原因は2つあります。 

1つは冠動脈の器質的変化つまり血管壁にコレステロールなどの宿状の物質が局所的に溜ま

って盛り上がり、組織プラークを形成する粥状動脈硬化です。 

もう1つは冠動脈が痙攣して収縮する冠攣
かんれん

縮
しゅく

です。 

 

粥状動脈硬化 

まず粥状動脈硬化の基礎から見て参ります。 

動脈の壁を構成する内膜中膜外膜のうち、粥状動脈硬化と密接に関わっているのは内膜で

す。 

内膜が血液と接する内腔側は一層の内皮細胞から成る内皮で覆われ、血管の防御壁として

働いています。 



粥状動脈硬化は大動脈や頚動脈冠動脈などの比較的太い動脈に起こり、 

●血流の乱れ 

●高血糖 

●高血圧 

●喫煙 

●活性酸素 

などが合わせて刺激とな

り、内皮組織が損傷する

ことから始まります。 

 

血液中で増加した LDL は障害

された血管内皮細胞を通過し

血管内膜に侵入します。 

この過剰 LDL に活性酸素が働

くと酸化変性を起こして酸化 

LDL になります。 

また脂質異常症・糖尿病・高

血圧などが原因で内細胞が傷

つくと、そこから単球が侵入

しマクロファージに分化しま

す。 

このマクロファージはスカベ

ンジャー受容体を介して酸化 LDL を貪食し、泡沫細胞となります。 

 

泡沫細胞が集まると動脈硬化の初期病変である脂肪斑、そして脂肪線条を形成します。 

一方、傷付いた内皮細胞に血小板が集まりPDGFや様々なサイトカインが分泌されます。 

すると中膜の平滑筋細胞が内膜に遊走し増殖していきます。 

この平滑筋細胞も泡沫

化することができま

す。 

 

泡沫細胞はやがて自滅

し、コレステロールは

結晶としてその場に残

ります。 

 

泡沫細胞 



 

このコレステロー

ルは再びマクロフ

ァージに取り込ま

れます。 

このようにして泡

沫細胞やコレステ

ロールが集積しプ

ラークの形成と増

大を起こし、動脈

硬化層が形成されます。 

 

プラークの分類 

動脈に形成されたプラークは血管内視鏡などからの情報を基に、破綻しやすい程度から

不安定プラークと安定プラークに分類されています。 

不安定プラークは脂質を多く含んで柔らかく、線維性被膜が薄いため物理的に不安定で

破綻して血栓を形成しやすいプラークです。 

一方安定プラークは線維性被膜が厚く物理的にも安定している破綻しにくいプラークで

す。 

 

冠攣縮 

次に冠動脈の狭窄の原因の2つ目、冠攣縮の機序についてです。 

冠攣縮の機序はまだ明確になっていませんが、動脈硬

化などによって血管内皮細胞が障害され一酸化窒素(N

O)の産生が低下することで起こるのではないかと考え

られています。 

通常、安静時の副交感神経が優位の状態では、冠動脈

においては血管内皮からのNO産生による血管拡張作用

と血管平滑筋の収縮による血管収縮作用のバランスが

保たれています。 

しかし、内皮細胞が障害され血管内皮からのNO産生が

低下すると血管拡張作用が弱まり血管収縮作用が優位

となりバランスが崩れてしまいます。 

その結果として冠動脈の収縮【冠攣縮】が起こると考

えられています。 

 



リスク因子 

狭心症の原因となる動脈硬化や冠攣縮のリスク因子としては以下の様なものがあります。 

 

生活習慣病や肥満は、血管内皮の機能障害を介して動脈硬化を促進します。 

さらにこれらのリスク因子の重なりやメタボリックシンドロームでは、相互促進的に動脈硬

化のリスクが高まります。 

喫煙やストレスは血圧や血糖を上昇させるだけでなく、 LDL を酸化させる活性酸素の産生

を増やし動脈硬化を促進します。 

喫煙は血管内皮におけるNOの産生能を低下させ、血管の痙攣を起こしやすくすることから

冠攣縮の危険因子として特に重要です。 

また、狭心症がやや男性に多く女性において特に閉経前に少ないのは、女性ホルモン(エス

トロゲン)の抗酸化作用や抗血小板作用が関係していると考えられています。 

 

  



狭心症の分類 

狭心症の分類について、基準や詳しい内容についてご紹介します。 

 

狭心症の分類基準 

狭心症は冠動脈狭窄の発作の起きる状況によって【労作性狭心症・安静時狭心症】に 

また臨床経過によって【安定狭心症・不安定狭心症】に分類されています。 

 

 

発作が起こる状況での分類  

まずは労作性狭心症と安静時狭心症の違いから見て参ります。 

 

 



労作性狭心症 

労作性狭心症の主な原因は冠動脈硬化による冠動脈狭窄です。 

胸痛などの発作は、普段より激しい運動をしたり興

奮したり急に寒いところに出たりした時などに起こ

りやすく、3～5分程度持続します。 

心電図では ST 低下を示します。 

労作性狭心症では、酸素需要の増加に対して酸素供

給が追いつかなくなって酸素の需給バランスが崩れ

ます。 

つまり運動などで心拍数が増加し心筋の酸素需要が

増加しますが、冠動脈狭窄のために心筋に十分な血

液が流れ混まず酸素供給の不足が生じて発作が起こ

ります。 

 

 

安静時狭心症(冠攣縮性狭心症) 

一方、安静時狭心症は冠攣縮による一過性の冠動脈狭窄による場合、あるいは動脈硬化に

よる重度の狭窄や血栓形成によって重症となった場合、すなわち不安定狭心症の場合があ

ります。 

冠攣縮による狭心症の頻度は欧米人よりも日本人の方が多いと言われています。 

冠攣縮による発作は夜間や安静時、特に明け方に起こ

ることが多く、胸痛発作の持続時間は労作性狭心症と

比べて長く、数分から長い時は15分程度持続しま

す。 

心電図では通常 ST 低下を示しますが、冠攣縮によっ

ては上昇がみられる場合もありこれを異型狭心症と呼

びます。 

安静時狭心症は、安静時で心臓がそれほど酸素を必要

としていないにもかかわらず冠攣縮、重度の狭窄に伴

い心筋に流れ込む血液量が減り、酸素供給量が低下し

て需要量を下回るため発作が起こります。 

 

 

 

 

 



臨床経過での分類 

続いて安定狭心症と不安定狭心症の違いについて詳しい内容をご説明します。 

 

安定狭心症 

狭心症の内冠動脈狭窄の原因となるプラークの状態が安定しており、病状が急速に変化す

ることが少ないのが安定狭心症です。 

安定狭心症は発作の強さや頻度、起こる状況や持続時間などが似通っており、いつも一定

の範囲内で収まります。 

定期検査と必要な治療を受け生活上の注意を守っていれば普通に生活することが可能で

す。 

 

不安定狭心症 

一方プラークの状態が不安定で心筋梗塞へ進行する危険性が高く、迅速な処置を必要とす

るものが不安定狭心症です。 

●初めて狭心症発作が起こった時 

●しばらくなかった発作が再発した時 

●発作が安静時動作時を問わず起こる 

●発作の頻度や強さ、持続時間などが短期間のうちに大きく変動する 

などが該当します。 

不安定狭心症は不安定プラークの増大による重度の肝動脈狭窄、あるいは不安定プラーク

の破綻により形成された血栓による急速な冠動脈狭窄によって心筋虚血に至った状態で

す。 

近年、【不安定狭心症→心筋梗塞→心臓突然死】に至る一連の過程を発症機序の類似性か

ら急性冠症候群(ACS)と総称しています。 

一括して捉え、救急対応することで救命率が上がることが期待されています。 

 

  



 

狭心症の診断と検査 

狭心症の診断検査の進め方は緊急性の高い低いで異なってきます。 

救急で支援してきた場合などで急性冠症候群の疑いがある場合は、診断検査と並行して緊急

治療が速やかに行われます。 

必要な緊急治療ができない場合には専門施設と連絡を取り救急搬送されます。 

 

問診・診察 

一方、通常の外来を受診してきた場合など緊急性が低いと判断された場合は、問診・診察を

十分行い必要な検査を行った上で確定診断されます。 

問診・診察では 

●いつ・どこで・どんなきっかけで胸が痛み始めたのか 

●痛みの強さ 

●頻度 

●持続時間 

●既往歴 

●生活習慣 

●家族歴などの危険因子 

●動悸・息切れ・めまいなどその他の症状の有無 

などを確認します。 

他に顔色や血圧・脈拍数・心拍数・心音などの診察を行います。 

緊急受診の場合の問診・診察は簡潔迅速に行い、患者が重症で十分問診が行えない場合は付

き添いの人から可能な限り確認します。 

高齢者や糖尿病患者などでは、心筋が虚血に陥っているにもかかわらず痛みとして感じてい

ない、または感じにくい場合があります。 

この場合、狭心症とは言わず無症候性心筋虚血と呼びます。 

高リスク患者では症状がないからと言って虚血がないとは言えず注意が必要です。 

 

検査 

問診・診察に引き続き狭心症の確定診断に必要な検査が順次行われます。 

急性冠症候群が疑われる場合は、確定診断に必須の心電図や血液検査などが優先され迅速に

行われます。 

それでは行われる各種検査の主なものについてそれぞれご説明します。 

 

 



心電図検査 

心電図検査は、心筋を動かす電気刺激の起こり方や伝わり方に異常がないかどうかを波形

の変化として検出します。 

心電図には『正常波形』と言われる波形記録があり、それに

当てはまらない心電図は『異常波形』と判定されます。 

狭心症の場合は発作時に ST 低下が認められることが多く、

この変化は冠動脈の狭窄により心筋が必要とする血液量が送

られていない心筋虚血時に見られます。 

一方、冠動脈が完全閉塞死心筋壁前走で可決が起こっている

場合は ST 上昇が認められ、冠攣縮より一過性の完全閉塞を

きたす異型狭心症でも ST が上昇します。 

STとは 

心電図の波形には【P波・PQ部分・QRS波・ST部分・T波】の５

つがあり、健康であればST部分は心電図の正常波形に一致しま

すが、心臓などに異常があると乱れることもあります。 

正常波形よりも高いことをST上昇、低いことをST低下と呼びま

す。 

 

 

運動負荷試験 

通常行われる安静時心電図検査で異常を検出できない場合は、運動負荷試験24時間ホルタ

ー心電図検査が行われます。 

運動負荷試験は運動をしながら心電図を記録する試験で、心臓に負荷をかけ ST の変化を

確認します。 

労作性狭心症の診断に有用で発作が起こる運動量を把握することができますが、不安定

狭心症の場合は禁忌です。 

運動負荷試験には 

●マスター2段階試験(階段の上り下り) 

●トレッドミル負荷試験(ベルトコンベヤー歩行) 

●エルゴメーター負荷試験(自転車こぎ) 

があります。 

運動負荷試験は心室細動などの重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、医師立会い

のもと慎重に行われます。 

身体的な理由で十分な運動負荷をかけられない場合は、ドブタミン(ジピリダモール)とい

う薬物で負荷をかける方法もあります。 



禁忌事項 

負荷試験は、以下のような場合は禁忌ですので行えません。 

 

ホルター心電図検査 

ホルター心電計は携帯式の心電計で、24時間連続で心電図を記録することができます。 

安静時心電図や運動負荷時心電図で異常が検出できない場合や、運動負荷試験が適用でき

ない場合などに用いられます。 

動作と無関係に夜間や明け方に発作が多い冠攣縮性狭心症の診断手段としても有用です。 

 

運動負荷心筋シンチグラフィ 

症状や心電図から狭心症の疑いが強いものの確定診断に至っていない場合などには、運動

負荷心筋シンチグラフィが行われます。 

この検査はエルゴメーターなどによる運動負荷をかけた状態と数時間後の安静状態の2

回、心筋に取り込まれやすい放射性同位元素である201TI(タリウム)あるいは99ｍTc-MIBI

(テクネシウム)などを常駐して、ガンマ線シンチカメラで心臓を撮影する検査です。 

ガンマ線は冠血流を反映するので、撮影した2枚の画像を比較することで心筋虚血部やそ

の範囲など検出することができます。 

運動負荷の代わりにアデノシンなどの薬剤によって負荷をかける場合もあります。 

 

 

 



冠動脈造影検査 

冠動脈造影検査は問診・診察・心電図などの検査結果から狭心症の疑いが強い場合に確定

診断のために行われます。 

経皮的にカテーテルを冠動脈の入り口まで誘導し、造影剤を注入しながら X 線透視で冠動

脈の様子をモニター上で観察し撮影します。 

造影剤の流れから冠動脈狭窄の部位・程度・状態などを確認します。 

この検査は緊急の場合は引き続きカテーテル治療を行うこともでき、最適な治療を行うた

めにも欠かせない検査です。 

冠動脈造影で冠動脈に狭窄が認められた場合、臨床ではAHAの狭窄度分類に従い視覚的に

狭窄度が評価されています。 

一般にAHA分類の狭窄度75%以上になると狭心症の症状が現れ、心機能や予後にも影響を

及ぼします。 

この意味で狭窄度75%以上を有意狭窄と呼んでいます。 

最近では冠動脈造影装置にコンピュータープログラムが内蔵されており、自動で狭窄度を

計測することができます。 

また冠動脈造影検査では造影下にカテーテル経由でアセチルコリンまたはエルゴノビンを

冠動脈内に注入して冠攣縮を誘発し、冠攣縮性狭心症を診断することも可能です。 

誘発した冠攣縮はニトログリセリンなどの硝酸薬を投与して解除します。 

  



 

識別診断 

鑑別診断のために必要な他の検査も。 

狭心症の鑑別診断は、心筋梗塞など緊急性と重症度の高い病態を念頭において進める必要が

あります。 

鑑別診断では特に問診が重要で、問診による詳細な情報が鑑別の手がかりとなります。 

また心電図検査・血液検査・胸部 X 線検査は鑑別に必須の検査であり、心エコーも有用な

検査です。 

 

血液検査 

血液検査では心筋梗塞の場合は壊死した心筋細胞から流れ出すトロポニン T などの心筋障

害マーカーの上昇が検出されますが、狭心症の場合は検出されません。 

 

胸部X線検査 

胸部 X 線検査では心臓の形や大きさの様子などを確認できるため、 

●重症の狭心症や心筋梗塞に伴う心不全 

●肺うっ血の診断 

●呼吸器疾患など他の疾患との鑑別 

に有用です。 

 

心エコー図検査 

心エコー検査は、 

●心室壁運動障害の有無の確認 

●心機能の評価 

●心肥大や弁膜症などの類似疾患との鑑別 

のために行われます。 

 

狭心症と識別すべき疾患  

狭心症と鑑別すべき疾患には 

●胸痛発作を伴う疾患 

●心電図異常が見られる疾患 

●胸痛に類似した症状を呈する疾患 

●心筋虚血を誘発する疾患 

などがあります。 

胸痛発作を伴うものや心電図異常が見られる疾患には以下の表の様な種類があります。 



 



 

その他の検診 

狭心症の診断検査に用いられるその他の検査についてご紹介します。 

これからの新しい画像検査として注目されているのがマルチスライス CT と MRI です。 

 

マルチスライスCT 

マルチスライス CT は X 線検出器を複数配列した CT 装置です。 

そのため、全ての臓器をあらゆる角度方向から三次元画像として見ることができるなど、

より詳しい情報が得られます。 

冠動脈造影検査の代替として期待されています。 

 

MRI 

 MRI は強力な磁場の中で電磁波をかけ、体の中の水素分子の変化を測定しコンピュータ

ー処理して臓器や血管などの画像を得る検査です。 

造影剤を使用しないという利点があり、精度の高い様々な情報を得ることが可能ですが、

費用が高額で設備が大がかりであることが欠点です。 

 

 

胸痛を呈する心臓関連疾患 

その他に胸痛を呈する心臓関連疾患については、次の様な疾患があります。 

 

微小血管狭心症 

女性、特に更年期の女性が訴える胸痛の原因として注目されている微小血管狭心症があり

ます。 

微小血管狭心症の胸痛は、多くは安静時に起こり持続しやすく数時間から一日続くことも

あります。 

心筋の中を走る微小血管の攣縮が原因で、閉経により血管拡張作用のあるエストロゲンの

量が減るために起こると考えられています。 

ニトログリセリンは細い血管を拡張しないため効き難く、カルシウム拮抗薬が有効な場合

が多いと言われています。 

冠動脈造影では診断がつかず、受診を繰り返す患者も多くいます。 

命に関わることは少ないですが、 QOL の低下を招く要因となっています。
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シンドロームX 

シンドローム X というのは狭心症類似の症状をきたす症候群で、運動負荷によって胸痛

が起こり心電図では ST 低下が見られるものの、冠動脈造影では器質的狭窄も冠攣縮に

よる共作も認められないという場合につけられる病名です。 

若い女性にしばしばみられ、日が経つうちになんでもなくなってしまうことが多く見ら

れます。 

原因として、冠動脈造影では観察できない細い動脈の機能異常や心臓内の化学物質の不

均衡などが考えられていますが、まだ詳しくは分かっていません。 

 

 

あとがき 

狭心症は動脈硬化などによって血流が悪くなった状態です。 

動作中に起きるイメージがあるかもしれませんが、場合によっては安静時にも冠動脈が痙攣

することで起きる狭心症発作もあります。 

動脈硬化の原因には喫煙や肥満などの日々の生活で気を付けることのできるリスク因子もあ

るので、普段の生活や健康診断の結果に気を付けることで予防や早期発見をすることができ

ます。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたらご

意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 

 


