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Studies on Blood Coagulation and Fibrinolysis Capacities of Trained Group 

Akira ITO, Takao SUGIURA* and Sachio IKAWA** 

The purpose of this study was to evaluate the effect of jogging on blood coagulation and fibrinoly-

sis capacities. A group of 42 trained adult males, 20 to 78 years of age was studied. This group had 

run 5 to 10 km per day, 3 to 5 days per week for 5 to 20 years and was in active training at the time of 

testing. A control group was randomly selected 2 1 sedentary adult males. 2 1 to 74 years of age. 

The results were as follows: 

1 ) Rate of abnormal value finding in euglobulin lysis time was significantly lower in trained group 

compared with control (p < 0.05). 

2) Rate of abnormal value finding in serum total cholesterol concentration was significantly lower in 

trained group compared with control (p < 0.025), also found in serum free fatty acid concentra-

tion, but it was not significant. These abnormal rates decreased with the increase of training 

career. 

3) Euglobulin lysis time in control group was distributed in a wide range from I O to 40 hours, but in 

trained group this was astringent to normal range. 

4) Correlation between euglobulin lysis time and age in control group was significant, but not in 

trained group. 

5) Significant correlations between fiblinolysis and serum lipid concentrations were as follows: euglcF 

bulin lysis time and serum free fatty acid level (r = 0.330, p < 0.05), whole plasmin time and 

serum triglyceride level (r = -0.284, p < 0.05), streptokinase activating eugloblin lysis time and 

serum triglyceride level (r = -0.380, p < 0.01). 

6) Correlation between euglobulin lysis time and serum total cholesterol level in control group was 

significant (r = 0.777, p < 0.005), but not in trained group. 

7) Correlation between prothrombin time and serum triglyceride level was significant (r = - 0.271, p < 

0.05). 

* LLILIl~l~~~ ~~~f3 



一122一

緒　言

　わが国の成人病は，国民健康調査によると増加

の傾向にあり，なかでも動脈硬化に起因する疾患

が23、ユ％と多くを占めているξ2〕

　動脈硬化の成因は，未だ不明な点が多いが，古

くから血中脂質値との関連から，多くの研究がな

され，成因のみでなく，進展因子としても関与し

ていると言う報告がある二3〕32〕

　血液の凝固能と線維素溶解能（以後，線溶能と

省略）は，通常は動的平衡を保っているが，これ

が凝固系に傾いた場合，フィブリンが生成される邑〕

Duguidはξ〕このフィブリンが動脈壁に過剰沈着

すると，壁在血栓となり動脈硬化にっながって行

くと言う血栓説をユ948年に提唱した。それ以来，

この説が注目をあび，動脈硬化性疾患と血液の凝

固系及び線溶系の関係についての研究がなされる

ようになった。

　とりわけ血中脂質値は，血液凝固能及び線溶能

とも関係が有り，これが増加すると凝固能が九進
さ札逆に線溶能を低下させると言う報告ボ劉ミご

　これらをふまえた運動と血液凝固能及び線溶能

に関する研究は，運動負荷によって一過性に凝固

能及び線溶能が充進するという報告がみられるξ6〕

比較的長期問の運動について観察を行った研究と

しては，MoxIy等31〕の2ヵ月間のトレーニング実

験が有り，トレーニング後の線溶活性は，著明な

変化を示さなかったとしている。また，Ferguson

等釧は，ユカ月間のトレーニング後に線溶活性の低

下を報告している。伊藤等は～5〕4ヵ月間のトレー

ニング実験を行ない，トレーニング前に線溶能が

低下していた者は，トレーニング後に克進し，ト

レーニング前に正常であった者は，トレーニング

後にも変化がなく，逆にトレーニング前に克進し

ていた者は，トレーニング後には低下して，いず

れも正常域に収飲したと報告しており，それぞれ

の結果に差がみられ一致していない。

　従って今回は，5～20年という長期問にわたり，

ジョッキングでトレーニングを積んでいる鍛練者

について，血中脂質値との関連から，血液の凝固

能及び線溶能について検討した。その結果，若干

の知見を得たので報告する。、

　方　法

　1．被検対象

　被検者は，1日5～ユ0kmのジョッキングを，

週3～5日の頻度で，5～20年問実施している横

浜老童レースクラブ員男性42名で，年齢は22～78

歳である。

　対照としての非鍛練群は，日常まったく運動を

行っていない，東京都内在住の健康な男性21名で，

年齢は22～74歳である。

　2．採血及ぴ処理法

　採血は，朝食を摂らせず，午前10～12時の問に

プラスチックシリンジを用い，肘正中皮静脈より

行なった。採血量は約ユ0m1とし，採血後直ちに4．5

m1を3．8％クエン酸ナトリウム溶液O．5m1の中に

入れ凝固を阻止し，冷却遠心後の血奨を測定に供

した。測定に用いたガラス器具は，すべてシリコ

ン塗布したものを用いた。また，血糖を測定する

ために，血液O．5m1を直ちに0．6Nの過塩素酸溶

液1．0m1の中に入れ，除蛋白処理した。残りの血

液は遠心分離し，血清を血清化学成分値の測定に

供した。

　3．測定項目及ぴ方法

（1）血液凝固能検査

　①プロトロンビン時問（以下，PTと省略）：Qu－

ick一段法13〕②部分トロンボプラスチン時間（以

下，PTTと’省略）23〕③血漿フィブリノーゲン値

（以下，Fbgと省略）1チロジン法二9〕

（2）血液線溶能検査

　①ユーグロブリン溶解時間（以下，ELTと省
略）！9〕②ストレプトキナーゼ活性化ユーグロブリ

ン溶解時問（以下，SKELTと省略）ξ9〕③全プラ

スミン時問（以下，WP1aと省略）：岡本法94〕

（3）血清化学成分検査

　①血清総蛋白値（以下，TPと省略）：屈折法20〕

②血糖値（以下，BSと省略）：酵素法ξo〕③血清総

コレステロール値（以下，TCho1と省略）：OPA

法チユ〕④血清中性脂肪値（以下，TGと省略）：アセ

チールァセント法ξ6j⑤血清遊離脂肪酸値（以下，

FFAと省略）：Itaya＆Ui変法二7〕
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　結　果

　表一ユに，鍛練群と非鍛練群のELTと血清脂

質値にっいて，それぞれ異常値の出現率を示した。

また，鍛練群については，ジョッキングの経験年

数5年ごξに分けて示した。各項目の正常値は，

ELTが6～！8時問，TCholがユ00～230mg／d1，

TGが44～152mg／d1，FFAがO．355～0，740
mEq／1であるきo〕

　鍛練群のELTの異常値出現率は，非鍛練群に

比し有意に低かった（P＜0．05）。またTCho1に

ついても鍛練群の方が有意に低率を示した（P＜

O．025）。いずれもジョッキングの経験年数の増加

に伴い低下傾向にあった。FFAについても，鍛練

群の異常値出現率は，有意性はないが非鍛練群よ

り低い傾向を示した。

　図一1には，ジョッキングの経験年数とELTの

関係を示した。非鍛練群では，ELTがユ0～40時

問まで広範囲に分布しているのに比し，鍛練群で

はジョッキングの経験年数の増加に伴い，正常域

一に収飲される傾向にあった。

　図一2には，年齢とELTの関係を示した。非鍛練

群では，両者の間に有意な相関を認め（P＜0，005），

相関係数はO．712であった。しかし，鍛練群では

有意な相関が認められなかった。

　表一2には，血液凝固能及び線溶能と血清脂質

値，血清総蛋白値，血糖値間の相関係数を示した。

有意な相関性を示した項目は，PTとTG（r＝

一0，271，P＜0．05），PTとTP　（r＝一0，226，

P＜O．05），　FbgとTG（r＝一0，275，P＜0．05），

FbgとFFA（r＝0，266，P＜0，05），ELTとTC－

ho1（r＝．0，465，P＜O．005），　ELTとFFA（r

＝0，330，P＜O．05），SKELTとTG（r＝一〇．380，

P＜O．01），WPlaとTG（r＝一0，284，P＜O．05），

WPlaとTP（r＝一0，276，P＜O．05），WPlaと

BS（r＝一0，272，P＜0．05）であった。

　図一3には，ELTとTCho1の関係を示した。

非鍛練群では，両者の問に有意な相関性が認めら

れ（P＜0，005），相関係数はO．777であった。し

かし，鍛練群では，両者に有意な相関が認められ

なかった。
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　考　察

　動脈硬化の成因については，古くから脂質代謝

異常説が唱えられ，数多くの研究がなされている。

しかし，Duguid8』によって血栓説が再提唱されて

以来，血液凝固系及び線溶系と動脈硬化性疾患に

関する研究が盛んに行われるようになった。

　Astrupは…〕生苧的状態においても，血管壁では

凝固系の活性化により，壁在血栓が生成され，一

方では線溶系の活性化により壁在血栓が生成され

ないよう調節しているという，動的平衡説を唱え

た。この仮説に立脚すれば，凝固系と線溶系の動

的平衡が崩壊し，凝固系に偏じた場合，フィブリ

ンの過剰沈着による血管硬化の可能性が考えら

れる。

　一方，運動は心疾埠などの動脈硬化性疾患に対

し，予防効果があると言う多くの報告があり，実

際に心疾患々者に対し，運動療法が行われている。

また，運動負荷による凝固系及び線溶系の動態を

観察した報告は，数多くなされている9〕26〕28川35〕

すなわち，凝固系では，一般に運動負荷後の内因

系凝固因子，なかでも第V皿因子を中心とした活性

克進がみられ，線溶系では，プラスミノーゲン・

アクチベーターの活性克進がみ。られると言われて

いる；6，そして，これら一過性の充進の程度は，両

系とも，激運動に近い程著しいと言われている。

特に，Rosi㎎は；5〕線溶系の活性克進は，運動強

度と運動時問によって規定されるとし，70％†02

max．の強度でも，運動時間を延長すれば1OO％

V02max．強度時に相当する活性を示すと報告し

ている。

　このような九進のメカニズムは，一般に凝固系

では，運動後の血中アドレナリンの増加に伴う第

㎜因子の体内プールからの放出が…4〕一方線溶系で

は，血中カテコールアミンの増加による，血管壁

のプラスミノーゲン・アクチベーターの放出が関

与しているものと考えられているξ1｝

　上述の如く，運動負荷による一過性の凝固系及

び線溶系の変化に関する研究は，数多くなされて

いるが，トレーニングに基ずく変化に関する研究

になると，非常に少なくなってしまう。Menxon

等28〕は，線溶活性は，非鍛練者よりも鍛練者の方

が九進していると報告している。また，生山等は16〕

大学運動部員と一般学生について，フィブリン平

板法により線溶活性を測定し，鍛練者の方が溶解

面積の分布が集中していたと報告している。また，

同一個人を縦断的に追跡した研究として，伊藤等15〕

は30～72歳の男性35名を対象に，歩・走を主とし

たトレーニングを，週7回の頻度で4ヵ月問実施

させ，ELTの低下群及び九進群いずれも1正常域

に収飲されると共に，血清脂質値も正常域に入る

者が多くなったと報告している。

　当該研究においては，非鍛練群のELTが広範



囲に分布しているのに比し，鍛練者ではジョッキ

ングの経験年数の増加につれて正常域に収飲され

る傾向にある（図一1，図一2）。また，ELTと

TCho1の異常値出現率についても，鍛練群が有意

に低率を示し，なかでもジョッキングの経験年数の

増加に伴って低率を示す傾向が認められている（表

一ユ，図一3）。

　従来，鍛練群と非鍛練群に於ける比較研究の場

合，その差違がトレーニングを実施したことによっ

て生じた結果か，トレーニングする前から，その

ような特性を持った集合であったかは定かではな

いが，当該研究のようにジョッキングの経験年数

により差違がみられ，かつ現在もトレーニングを

持続していること，更に先行研究の結果等を総合

して，当該結果はトレーニングによる差違と考え

たい。

　松田はξ引加齢に伴う変化について，健常者では

60歳までは凝固系及び線溶系の克進傾向がみられ

るが，60歳以降になるとむしろ低下すると述べ，

ELTの短縮傾向を報告している。しかし，安部

は；〕加齢によりELTのわずかな遅延を報告してい

る。その他でも，加齢により克進傾向を示すと言

う報告12〕30〕38〕低下傾向を示すと言う報告ξ〕6〕変化

なしと言う報告があり…7L致した見解は得られて

いない。当該結果においては，加齢により，非鍛

練者のELTが有意な低下を示した（図一2）。

　このように，当該結果で得られたELTの非鍛

練群の加齢に伴う有意な低下に比し，鍛練群では

変化がないという結果，またジョッキングの経験

年数により正常域に収飲してくると言う結果は，

トレーニングにより，線溶能には変化がみられな

いと言い報告31jや，低下すると言う報告9，がある

だけに，非常に重要な意味を持っており，このよ

うな結果を示すメカニズムとしては，血中脂質値

との関係が考えられる。

　血中脂質値が，動脈硬化症や血栓症の成因，促

進因子として関与すると言う研究は数多いと3〕32〕ま

た，凝固能及び線溶能と血清脂質値との関連性に

ついても，血清脂質値が増加することにより，凝

固能が九進し，線溶能が低下すると言う報告があ

るとO川33〕また，トレーニングにより血清脂質値が

改善されると，線溶能も改善されるという報告が
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ある二川

　運動が，血中カテコールァミンの増加をもたら

すことは，今や疑う者がいない。また，カテコー

ルアミンとC＿AMPには相関性が強く，運動に

よってC－AMPが上昇することは，すでに証明

ずみである二4〕今日では，C－AMPはリパーゼ活

性を克進し，血中カイロマイクロンの代謝に代用

し，LDLの減少をもたらすと言う考え方が強い。

さすればTG，TCho1の低下は充分に考えられ

る。また，血中カテコールアミンは，血管壁のプ

ラスミノーゲン・アクチベーターの活性化に関与

すると言われており，これが線溶能の充進に作用

しているものと考えられるξ6〕問題は，血中脂質が

凝固能及び線溶能に，どのようなメカニズムで影

響を与えているかについてで，Brakmanは…〕高脂

血症では，プラスミンの阻害因子の検出や組織プ

ラスミノーゲン・アクチベーターの阻害試験が陽性

であったとしている。また，血清脂質の動態が

Fbgの増量を促し，アクチベーター活性を低下せ

しめ，β一リポ蛋白の内因性抗PL活性賦活作用

により，高凝固系一低線溶系の機作がもたらされ

ると考えられる；9〕しかし，Dome等7〕によると，

高脂肪食を与えると，末梢血液の線溶盾性は低下

するが，動脈壁の組織プラスミノーゲン・アクチ

ベーターには差違がみられなかったという報告も

あり定かではない。

　当該研究では，組織プラスミノーゲン・アクチ

ベーターを測定していないが，FFAとFbgとの

間に有意な相関を認め，松尾等27〕と同様の結果を

得ている。しかし，FbgとTGとの剛こは，有意

な負の相関を示しており，定かではない。

　まとめ

　一日に，5～10kmのジョッキングを，週3～5

日の頻度で，5～20年問実施している男性の鍛練

者（22～78歳，42名）の血液凝固能及び線維素溶

解能について検討した。対照とした非鍛練者は，．

日頃まったく運動を実施していない，22～74歳の

男性21名である。

　結果を要約すると次の通りである。

1）鍛練群のユーグロブリン溶解時問の異常値出
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現率は，非鍛練群に比し有意に低率を示した（P

＜0．05）。

2）鍛練群のユーグロブリン溶解時問は，ジョッ

キング経験年数の増加に伴い，正常域に収飲され

る傾向を示した。（非鍛練群ではユO～40時問まで

広範囲に分布）。

3）鍛練群のユーグロブリン溶解時問は，加齢と

の問に有意な相関は認められなかった。しかし，

非鍛練者ではr＝0．7ユ2の有意な相関が認められ

た（P＜O．O05）。

4）鍛練群の血清総コレステロールの異常値出一現

率は，非鍛練群に比し有意な低率を示した（P＜

0，025）。また，血清遊離脂肪酸の異常値出現率に

ついても同様の傾向が認められた。さらに，これ

らはジョッキングの経験年数の増加に伴い低下傾

向を示した。

5）血液線維素溶解能と血清脂質値との問に，有

意な相関が認められたのは，以下の通りである。

i）ユーグロブリン溶解時間と血清遊離脂肪酸値

r＝0，330，P＜0．05

ii）ストレプトキナーゼ活性化ユーグロブリン溶

解時間と血清中性脂肪値，r＝一0，380，P＜0．01

川）ユーグロブリン溶解時問と血清総コレステロー

ル値については，鍛練群では有意な相関が認めら

れなかった。しかし，非鍛練群では有意な相関が

認められた。r＝O，777，P＜0，005

iV）全プラスミン時問と血清中性脂肪値，

r＝一〇．284，P＜0，05

6）血清輝固能と血清脂質値との問に有意な相関

が認められたのは，以下の通りである。

i）プロトロンビン時問と血清中性脂肪値，

r＝一0，271，P＜0．05
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