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1. 教室員と主研究テーマ 

 
准 教 授   大木 貴博  急性冠症候群と口腔内感染症との関連 

急性冠症候群発症予測因子としての気圧の意義 

講  師   馬場 彰泰  心不全アフェレシス治療の開発  

助  教   眞野 恵範  心不全における炎症・C 反応性蛋白の意義 

非同期造影 CT よる急性冠症候群の診断能の解析 

助川 博章  経皮的冠動脈形成術施行症例における高脂血症薬投与による抗炎症効果と内 

皮機能保護効果の検討 

  

2. 成果の概要 

 
急性冠症候群を中心とした冠動脈疾患においては、トップクラスの治療技術と豊富な臨床経験を誇り、全

国規模の多施設研究である PACIFIC（急性冠症候群患者におけるアテローム血栓性イベントの発症率に関す

る前向き観察研究）への参加要請を受け、全国の中でも上位にランクされる豊富な症例を登録するなど中心

的な役割を果し、高い評価を受けている。 

2006 年に導入した心臓病センターホットラインシステムは順調に稼動しており、救急隊との密な連携が

より強固となっている。循環器疾患の罹患率が急増している状況の中、その社会的要請に応えるため、近隣

開業医との更なる連携も模索しており、その足がかりとして心筋梗塞後外来通院におけるクリティカルパス

導入している。 

これらの循環器疾患の診療とともに、現在以下の研究を進めている。 

 
1）急性冠症候群と口腔内感染症との関連 

急性冠症候群の発症機序は未だ不明であるが、口腔内慢性感染がその原因として報告されている。急性冠

症候群治療として一般的に行われている血栓吸引治療の吸引物の細菌培養を行ったところ、一部の症例で吸

引物よりグラム陽性球菌が検出されることが判明した。また培養陽性者の口腔内を観察したところ歯周病な

どの慢性感染を合併している症例があることも確認された。今後は血栓吸引物及び口腔内細菌との関連の確
認、吸引血栓内細菌陽性の臨床的意義、吸引血栓内細菌を標的とした急性冠症候群治療法確立の可能性につ

いて検討を予定している。 

 

Am Heart J 2012; 163(2): 164-7 
 

2）急性冠症候群発症予測因子としての気圧の意義 

急性冠症候群の発症に気温などの気象に関連する要素が関わっていることは経験的に知られているが、そ

の詳細については不明である。十分な症例数での検討には至っていないが、気圧の変化と急性冠症候群発症

との間の相関が示唆され、今後症例数を重ねながら更なる検討を予定している。 

 

3）梗塞後左室リモデリングと炎症性サイトカインの関連 

１）2）の研究と同一患者群を対象とする。経時的な心臓エコー検査による左室リモデリングを定量化し、

炎症性サイトカインや口腔内感染/吸引血栓中細菌陽性との関連の検討を予定している。 

 
 

4) 心不全アフェレシス治療の開発抗心筋自己抗体の測定を継続することで、心不全アフェレシス治療の国

内多施設共同治験ならびに先進医療B結果の補完的総括をはかる。心不全・腎不全患者の血中カルニチン濃

度測定から、カルニチントランスポーター（OCTN2）に対する自己抗体を検出し、今後バイオマーカーとな

るか検討中である。 

 

J Artif Organs 2017 Apr 5; Epub ahead of print  
(doi: 10.1007/s10047-017-0956-7) 

 



 

 

 

5) 心不全における炎症・C 反応性蛋白の意義 

CRP (C-Reactive Protein)は非特異的な炎症のマーカーとして広く知られているだけでなく，虚血性心疾

患を中心とした心血管イベントの有用なマーカーとしても確立されつつある。また最近では CRP の上昇は，

虚血・非虚血に関わらず，心不全の発症や左室機能低下と関係していることが示され，心不全発症との関連

も示唆されている。基礎研究では CRP が angiotensin type 1 receptor(AT1R)や炎症性サイトカインの発現

を亢進させることや，拡張型心筋症患者の心筋内で CRP とマクロファージの co-localization が頻繁に認め
られることが示されており，CRP はマーカーとしての役割だけではなく，CRP 自体が心不全の発症に何らか

の役割を持っていると推察されるがその意義は明らかにはされていない。これらのことから我々はヒト CRP

を過剰発現させたトランスジェニックマウス(human CRP-overexpressing transgenic mice: CRP Tg)を用い

て心筋梗塞モデル、糖尿病モデル、高血圧モデルを作成し，それぞれの病態における CRP の意義について検

討を行っている。 

 

  Circ J 2011; 75(7): 1717-27 
  Hypertension 2011;57(2): 208-15 

 

6) 非同期造影 CT よる急性冠症候群の診断能の解析 

胸痛や背部痛を主訴に来院した患者の診断は、詳細な病歴聴取・身体所見や心電図所見、心エコー所見、

採血所見などが重要であり、多くはこれらにより診断が確定できる。しかし症状が非典型的であったり、こ

れら従来の検査でははっきりとした診断が得られない場合、あるいは大動脈解離や肺塞栓症と急性冠症候群

との鑑別が困難な場合も少なからず存在する。そのような場合、近年心電図同期の MDCT により、冠動脈疾

患・大動脈疾患・肺動脈疾患の診断を行う triple rule out の有用性が報告されているが、夜間・休日問

わず常に緊急で心電図同期 CT, およびその 3D 再構築を緊急で行い、これらの診断が可能である施設は、設

備や人員の問題もありごく少数に限られる。そこで我々は通常大動脈解離や肺塞栓症の診断で用いる心電図

非同期造影 CT で撮像した心筋の perfusion を、CT 値から解析し、造影欠損の有無から急性冠症候群の診断

がどの程度可能か検討を行っている。 

 

3. 科学研究費補助金・各種補助金 

 

研究代表者 研究課題 研究費 

馬場 彰泰 
拡張型心筋症の新規根治療法に対するバイオマーカ

ー確立 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究（C） 

  

4. 研究活動の特記すべき事項 
 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

馬場彰泰 2016.11.27 
教育講演 4 心不全におけるアフ

ェレシス治療の現況 

第 37 回日本アフェレシ

ス学会学術集会 
横浜市 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

大木 貴博 2016. 5.17 急性心筋梗塞の１例 
第 26 回ハートカンファ

レンス市川 
市川市 

大木 貴博 2016. 5.17 心電図判読の落とし穴 
第 26 回ハートカンファ

レンス市川 
市川市 

大木 貴博 2016. 6.28 
不整脈専門医にとっての抗血栓

薬の使い方 
CAST meeting 船橋市 

大木 貴博 2016. 7.27 
PE を中心とした静脈血栓塞栓症

の診断と治療について 

市川循環器ハンズオンセ

ミナー 
市川市 



 

 

大木 貴博 2016. 8. 2 心電図の見方 市川市医師会学術講演会 市川市 

大木 貴博 2016. 9.28 
トルバプタンの使用経験からの

考察 

高齢心不全治療地域連携

講演会 
千葉市 

大木 貴博 2016. 9.28 
ビソプロロールの使用経験から

の考察 

高齢心不全治療地域連携

講演会 
千葉市 

大木 貴博 2016. 9.29 氾濫する抗血栓薬の使い分け 市川市薬剤師会研修会 市川市 

大木 貴博 2016.11.15 降圧剤選択法の鉄則 
Hypertension Forum 

2016 
市川市 

大木 貴博 2016.12. 3 致死的不整脈について 第 35 回 IAA 勉強会 市川市 

大木 貴博 2016.12.18 

「虚血性心疾患合併心房細動に

対する抗血栓療法の残された課

題」座談会 

Master the Essentials 

of NOAC 

東京都 

千代田区 

大木 貴博 2017. 1.20 
当院における SGLT2 阻害剤の症

例経験 

糖尿病合併冠動脈疾患を

考える会 
市川市 

 

5. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

その他メディア等への掲載・出演 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

大木 貴博 2016. 9.15 救急対処法について 
ひるどき情報ちば＜ひるどき健康塾＞ 

NHK-FM ラジオ 

 


