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さて、皆様、この度、特定非営利活動法人国際心血管薬物療法学会日本部会 J-ISCP（Japan Section for 

International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy）を立ち上げさせて頂き、平成 25 年 2 月に会誌「心血管
薬物療法」創刊号を発行する運びとなりましたのでご挨拶申し上げます。

ISCP は、1989 年、京都で Cardiovascular Pharmacotherapy International Symposium（CPIS）が開催されたのを
機に国際学会として立ち上がり、2001 年に第 10 回学術集会が京都で、2012 年 5 月に第 17 回学術集会がルー
マニアのブカレストで開催されました。この様に、日本が大きく貢献してきた歴史ある国際学会をさらに盛
り上げるために、昨年より各国に代表者を決めて、それぞれの国においてチームを形成して ISCP の活動を活
発化するようにと、ISCP 会長 Kaski 先生（ロンドン）からご指示あり、これを機に NPO 法人 J-ISCP を立ち
上げさせて頂いたところです。

心血管疾患に対する薬物療法は　この 20 年あまりの間に飛躍的に進歩し、国民の健康と福祉に大きく寄与
してきました。心不全の薬物治療は拡張型心筋症の 5 年生存率を飛躍的に改善しました。血圧、脂質の厳重
な管理は、虚血性心疾患患者において第一選択治療法であり、患者さんの予後改善に大きく寄与してきまし
た。しかしながら、ガイドラインに基づいたリスク管理は未だ徹底されているという状況には至っていませ
ん。また心房細動におい脳塞栓予防のための抗血栓薬適応患者で、これまでの処方率は半分に満たないとい
われており、新しい抗血栓薬の出現により処方率が高まることが期待されます。この 20 年余りの心血管薬物
療法の発展と共に、心血管疾患発症の情報伝達機構や病態解明も大きく進み、膨大な情報が蓄積していますが、
これらの貴重な情報が未だ患者さんに還元されずに残存しています。このように心血管薬物療法の発展が大
きく患者さんに利益をもたらし、また今後ももたらす可能性があるにも関わらず、特に日本においてはその
ような理解が不足し、開発治験なども極めて遅れている状況が続いています。今でも心臓血管病（心臓病や
脳卒中）は全世界で最も重大な死因となっており、この二つの原因で毎年 1,750 万人の命が失われています。
医療関係者に適正な心血管薬物療法に関する教育・研修を行うと共に、心血管疾患の重大性ならびに薬物療
法の大切さを一般市民に啓発して行くことは　とても重要な社会貢献と考えます。

このような状況の中、J-ISCP は、心臓血管系疾患の薬物療法に関する研究を推進し、その知識を全世界に
普及させることを目的とした国際学会 ISCP の日本における活動拠点として、学術集会、教育研修会、市民公
開講座などを開催することにより、学術振興・教育・市民への啓発を行います。会誌「心血管薬物療法」は
J-ISCP のこのような活動の一環として、国内外臨床試験結果や up-to date な基礎及び臨床研究成果を基にした
心血管薬物療法に関する総説を掲載致します。創刊号では、主に本会の J-ISCP 役員の方を中心にご執筆頂き
ました。どうか医療従事者の皆様も一度、J-ISCP ホームページで「一般市民の皆様へ」をクリックして頂き、
我々の熱意を感じ取って頂ければと存じます。この機会に是非、J-ISCP にご参加いただきますようどうぞ宜
しくお願い申し上げます。

J-ISCP会誌　「心血管薬物療法」　創刊にあたり
J-ISCP 理事長　長谷川　浩二

国立病院機構京都医療センター

2013 年 2 月吉日
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

スタチンとは 

スタチンは、hydroxymethylglutaryl (HMG)-CoA 還
元酵素の働きを阻害することによって、血液中の
コレステロール値を低下させる薬物の総称である。
1973 年に日本人によって最初のスタチンが発見さ
れて以来、様々な種類のスタチンが開発され、高コ
レステロール血症の治療薬として世界各国で使用さ

れている。スタチンなどの薬剤を用いた積極的な脂
質低下療法による冠疾患イベントの減少は、プラー
クの質的あるいは機能的改善によるとする考え方が
提唱されてきた 1。　　　　

冠動脈プラークへの効果を検証した定量的検討に
関しては、冠動脈造影法では捉えることの出来な
い冠動脈の微小な変化を血管内超音波検査（IVUS）
では評価することが出来る。通常のグレースケール
画像ではプラークの質的評価を正確に行うことは困
難であったが、近年 IVUS の後方散乱信号のスペク
トルパラメータを組み合わせることによりプラーク
の性状を診断できる integrated backscatter IVUS (IB-

IVUS) が臨床においても使用可能になっている 2（図
１）。川崎らは高脂血症をもつ安定狭心症の 52 症
例を対象に、アトルバスタチン投与群（20mg/ 日）、
プラバスタチン投与群（20mg/ 日）、コントロール
群（食事療法）の 3 群に分け、それぞれ経皮的冠動
脈形成術施行時と 6 ヵ月後に IB-IVUS を行い、プ
ラークの性状を評価した。その結果、脂質低下療法
は脂質成分が豊富なプラークから脂質成分を減少さ
せ線維成分を増加させることにより、プラークを安

血管保護をふまえた脂質異常症・高血圧の薬物治療
山口　浩司、佐田　政隆

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部器官病態修復医学（循環器内科学）

要旨
近年、日本人におけるコレステロール低下療法及び降圧療法に関する臨床成績が集積しつつあ

るが、それに伴いスタチンの脂質低下作用、降圧剤による血圧低下作用とともに血管に対する保護
作用の重要性が注目されている。スタチン内服により LDLを低下させることが、プラークの量の
低下、プラークの質の改善（脂質成分の減少）さらに血管内皮機能改善などをもたらすことから、
スタチンは心血管リスクを低減させる薬剤として注目されている。本稿ではスタチンの多面的作用・
スタチン以外の脂質異常症治療薬・脂質低下療法の効果とエビデンス・スタチンの分類について概
説する。

 キーワード   スタチン，多面的効果，プラーク安定化，ストロングスタチン

 * Tel: 011-706-6326  Email: s.gotoh@eng.hokudai.ac.jp
 ** Tel: 011-706-7274   Email: nawa@eng.hokudai.ac.jp

図１

 
病理画像とそれに対応するIB-IVUS画像（文献2より引用）

約90%の感度・陽性的中率で各組織性状を区別することが出来る。

図１. 病理画像とそれに対応する IB-IVUS 画像（文献 2
より引用）

 約 90% の感度・陽性的中率で各組織性状を区別す
ることが出来る。
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定化させる効果があることが、6 ヵ月間という短期
間で証明された 3。

スタチン以外の脂質異常症治療薬

スタチンの有用性は確立されているが、心血管イ
ベントの抑制率は約 30％にとどまり、多剤による
治療介入も必要と考えられる。特にスタチン単独で
は十分なコレステロール低下が得られない場合や副
作用などでスタチンが使用できない場合には、スタ
チン以外の脂質低下薬が重要な役割を果たす。
①エゼチミブ

エゼチミブは、小腸における Niemann-Pick C1-

Like 1 を阻害することにより、食事由来および胆汁
由来のコレステロール吸収を抑制する。スタチン投
与によりコレステロール吸収が増加することが指摘
されており、アトルバスタチン 80mg の LDL コレ
ステロール低下と同等の効果が、アトルバスタチン
10mg とエゼチミブとの併用によりもたらされると
報告されている４。
② エイコサペンタエン酸

エ イ コ サ ペ ン タ エ ン 酸（Eicosapentaenoic acid; 

EPA）は脂肪酸の合成を抑制し、中性脂肪を低下さ
せ、HDL コレステロールもわずかに上昇させる。
JELIS 試験５はわが国で行われた大規模介入試験で
ある。高コレステロール血症患者をスタチン単独群
とスタチン /EPA 併用群に割り振り、最長 5 年間追
跡したところ、併用群ではスタチン単独群と比較し
て 19％のリスク低下を認めた。

脂質低下療法の効果

① 動脈硬化と変性 LDL

動脈硬化病変の形成に重要な変性 LDL はスカベ
ンジャー受容体ファミリーとよばれる LDL 受容体
とは異なる受容体により細胞内に取り込まれる。こ
の受容体は細胞内コレステロール量による negative 

feedback を受けず、マクロファージはこの受容体を
介して過剰の変性 LDL を取り込んで泡沫細胞とな
る。これが粥状動脈硬化初期の主病変である。動脈
硬化巣の主要脂質成分はコレステロールエステルで
あり、その大部分は血流中の LDL コレステロール

に起因する。したがって血清コレステロールを正常
域に維持すれば動脈硬化の発症と進展を抑制できる
と考えられる６。
②スタチンの多面的効果７

虚血性心疾患や脳血管障害などの動脈硬化性疾
患は日本人の死因の上位を占めているが、その治
療としてスタチンによる LDL コレステロール低下
療法が中心的な役割を果たしている。Myocardial 

Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering 

(MIRACL) 試験８などから LDL コレステロール作用
とは別にスタチンの細胞に対する直接作用が臨床上
重要な意味合いをもつと考えられ、スタチンの多面
的効果と考えられている。動脈硬化症を誘起する高
レムナントリポ蛋白血症が単球細胞の血管内皮接着
を誘導し、この現象をアトルバスタチンが抑制した
との報告がある９。また、動脈硬化プラークにおい
てマクロファージは Matrix metalloproteinase (MMP)

を産生し、プラークの不安定化を引き起こし、ひ
いては心血管イベントの発生に寄与することが知
られているが、フルバスタチン、シンバスタチン
が MMP-9 の活性、ならびにマクロファージからの
放出を抑制したとの報告もある 10。内皮細胞につい
ては高コレステロール血症を治療すると、内皮細胞
の nitric oxide (NO) 産生能が改善し、心筋虚血の改
善・軽減をきたすことが知られている。酸化 LDL

は、内皮型一酸化窒素合成酵素 (eNOS) 活性の抑制・
NO 失活を起こすと報告されているが 11、スタチン
は血中酸化 LDL レベルを低下させる。またそれと
は独立してスタチンが eNOS の発現や活性化を直接
的に増加させたとの報告もある 12。スタチンの抗炎
症作用として血管内皮細胞上の vascular cell adhesion 

molecule (VCAM-1) の発現を抑制することも報告さ
れている 13。またスタチンが肝細胞での CRP 産生を
抑制したり 14、内皮前駆細胞（endothelial progenitor 

cell , EPC）を骨髄から動員し、血管新生を促進する
との報告もある 15。
③血管内エコーによる脂質低下療法の効果

欧米で行われた疫学研究から血清コレステロー
ル値と心血管イベントの発症に強い因果関係があ
ることは以前より認識されており、いくつかの大
規模試験からスタチンの予後改善効果が示され
た。2004 年に報告された REVERSAL (Reversal of 
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Atherosclerosis with Lipitor) 試験ではプラバスタチン
を用い LDL コレステロール値を中等度に低下させ
た群とアトルバスタチンを用い積極的に低下させ
た群とで 18 ヵ月後の IVUS でのプラーク量変化を
評価している。LDL コレステロール値はプラバス
タチン群で、平均 150mg/dl から 110mg/dl と 25.2%

低下したのに対し、アトルバスタチン群では平均
150mg/dl から 79mg/dl と 46.3% 低下した。プラーク
量はプラバスタチン群では 2.7% 増加したのに対し、
アトルバスタチン群では 0.4% 減少を認めた。すな
わち LDL コレステロール値を約 80mg/dl まで低下
させることによりプラーク量の増加を抑制できる可
能性が示された 16。GAIN 試験では IVUS によるプ
ラークのエコー輝度の増加からプラーク内の組成が
変化した可能性が報告され、スタチンには，不安定
なプラークを安定化させる作用がある可能性が示さ
れた 17。
④血管内視鏡による脂質低下療法の効果

スタチンによる冠動脈プラークに対する効果を血
管内視鏡を用いて評価した研究に TWINS 試験 18

がある。冠動脈疾患を伴う高コレステロール血症
（LDL コレステロール値 120mg/dL 以上）患者 57

例（平均年齢 57.5 歳）のうち、血管内視鏡および
IVUS による評価を照合し得た 20 例（追跡期間 80

週）を対象とした。LDL コレステロール値 100mg/

dL 以下を目標にアトルバスタチンを投与し，冠動
脈プラークの質的および量的変化を血管内視鏡およ
び IVUS を用いて評価した。58 個の黄色プラーク
について血管内視鏡グレード（色彩強度により０～
５の６段階に分類）の平均変化を解析したところ、

アトルバスタチン投与開始時の 1.5 から 28 週後に
は 1.1（p ＝ 0.012,  vs 投与開始時）、80 週後には 1.2（p

＝ 0.024）と有意な改善がみられた（図２）。これら
の 58 個の黄色プラークを含む 30 病変についてア
テローム体積の平均変化を IVUS により調べたとこ
ろ，投与開始時と比べて 28 週後には－ 8.3％（p ＜
0.001, vs 投与開始時）、80 週後には－ 17.8％（p ＜
0.001）と有意な減少がみられた。本試験では，プラー
クの色調の変化がプラーク退縮よりも早期に起こっ
ている可能性が考察されている。 

スタチンの心血管イベント抑制に 
関するエビデンス

脂質代謝異常は冠動脈疾患の重要な危険因子であ
り、これまで冠動脈イベント抑制のための脂質代謝
異常治療薬の大規模介入試験が行われている。
①スタチンによる一次予防効果のエビデンス

高コレステロール血症に対して初めてスタチンに
よる一次予防効果を示した外国における大規模研究
として The West of Scotland Coronary Prevention Study 

(WOSCOPS) がある 19。虚血性心疾患の既往のない
中等度高コレステロール血症男性 6,000 例以上でプ
ラバスタチンは一次エンドポイント（冠動脈疾患死
＋非致死性心筋梗塞）予防効果を示し、総死亡率も
低下させた。この試験により、スタチン投与が安全
な冠動脈疾患の一次予防に有用であることが示され
た．わが国では最近、プラバスタチンを用いた一
次予防試験として、ハイリスク群における一次予
防のエビデンス Management of Elevated cholesterol in 

the primary prevention Group of Adult Japanese (MEGA 

図2

 
血管内視鏡によるプラークの色調gradeの変化（文献18より引用）

図 2. 血管内視鏡によるプラークの色調 grade の変化 
（文献 18 より引用）
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study) が発表された 20（図３）。厚生労働省の委託
研究事業として 1994 年に始められた、コレステロー
ル低下による心血管系疾患の一次予防を目的とす
る日本初の大規模な無作為化比較試験で、約 8000

名の高脂血症患者（総コレステロール値 220 ～ 270 

mg/dL）を対象に、食事療法単独または食事療法＋
プラバスタチン治療群との 2 群に無作為割付けを
し，心血管系疾患の一次予防効果を平均５年以上観
察し比較検討したものである。この試験では心血管
病リスクの低下に関しては約 33% という結果を得
ており，またこの試験は女性の割合が 70% と多い

ことから，女性においてもプラバスタチンに冠動脈
イベント抑制効果があることが示された。
②スタチンによる二次予防効果のエビデンス

明らかな冠動脈疾患の既往をもつ患者の二次予
防に関してのスタチンの有効性に関しての報告と
しては，シンバスタチンを用いた The Scandinavian 

Simvastatin Survival Study (4S) がある（図４）21。こ
の研究によりシンバスタチンで総コレステロール値
を 25% 低下させると冠動脈イベントの抑制のみな
らず総死亡も減少させることが初めて示された。そ
の他にもThe Cholesterol and Recurrent Events (CARE)

試 験 22、The Long-Term Intervention with Pravastatin 

in Ischemic Disease (LIPID) 試験 23 など数多く存在す
る。これらの結果から冠動脈疾患の二次予防にはス
タチンによる積極的な脂質低下療法が推奨されてい
る。

ストロングスタチンについて

①ストロングスタチンとは
現在わが国において使用可能なスタチンは 6 種類

（プラバスタチン、シンバスタチン、フルバスタチン、
アトルバスタチン、ピタバスタチン、ロスバスタチ
ン）あるが、その中でも LDL コレステロール値の
低下率が高いアトルバスタチン、ピタバスタチン、
ロスバスタチンはストロングスタチン、残りのスタ
チンはスタンダード（マイルド）スタチンと呼ばれ
ている。最近強力な LDL コレステロール低下作用
が動脈硬化の退縮をもたらすことが報告され 24、強
力な LDL コレステロール低下療法が注目されてい
る。 

②ストロングスタチンのエビデンス
高コレステロール血症を認めない心血管病ハイリ

スク群に関しても、大規模臨床研究でスタチンに
よる心血管イベント抑制効果が認められている。 

Collaborative AtoRvastatin Diabetes Study (CARDS) 試
験 25 は心臓病の既往歴がなく、コレステロール値
が比較的低い 2800 名以上の 2 型糖尿病患者を対象
に，アトルバスタチン 1 日 10mg 投与群とプラセボ
投与群を比較することにより、スタチン系薬剤の効
果を研究するために計画された過去最大規模の試験
である。試験の結果，アトルバスタチン投与群では
主要な心血管イベント（入院、心臓蘇生、冠動脈再
建術などの処置が必要となった心臓発作、脳卒中、
胸痛など）が 37％減少した。さらに、アトルバス
タチン投与群で脳卒中を発症した患者数はプラセボ
投与群と比較して 48％減少し、アトルバスタチン
投与群における総死亡率はプラセボ投与群と比較し
て 27％低いことが明らかになった。
③スタチンの使い分けについて

リスク別の脂質管理目標値が日本動脈硬化学会か
らの動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007 年版か
ら示されてはいるが，心血管イベントを最も抑制し
うるコレステロール値の至適レベルは明確になって
いないのが現実である。重症高コレステロール血症
患者に対しては管理目標値に達するためにストロン
グスタチンが必要になるであろうし、コレステロー
ル値が重症高値を示さない患者、冠危険因子が多い
患者，冠動脈疾患患者、家族歴を有する患者などに

図4

 
4S study(文献21より引用)
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図 4.  4S study
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対しては多面的効果を期待してスタンダードスタチ
ンが薦められる。また、安全性の面からは緩徐なコ
ントロールを行うほうが横紋筋融解症による死亡が
少ないとの報告がある 26。スタンダードスタチンあ
るいは半量のストロングスタチンから開始すること
により緩徐なコントロールを行い、目標値まで到達
しない患者に対してストロングスタチンへの変更あ
るいは増量といった治療方針は有用であり、ホメオ
スタシスの低下した高齢者では特に検討すべき点で
あると考えられる。

降圧剤による血管保護

高血圧症は血管障害を引き起こし、脳卒中、心筋
梗塞、腎不全などの重篤な合併症発症を強力に促進
する。高レニン性高血圧は、正あるいは低レニン性
高血圧に比し脳卒中や心筋梗塞の発症リスクが高い
ことが知られており 27、液性あるいは細胞性因子が
血管障害成因に関わっていると考えられる。レニン
アンジオテンシン系はそのような因子の一つとして
高血圧患者の動脈硬化性心血管疾患の病態に深く関
与している。実際、血管局所においてアンジオテン
シン初め様々な増殖因子の発現亢進が多数報告され
ている。また臨床試験で、アンジオテンシン拮抗薬
による心血管イベント抑制が多数報告されている。
しかし長時間作用型Ｃａ拮抗薬アムロジンとの比較
では有意差がなかった、あるいは降圧薬の種類より
も血圧数値の重要性を示唆する報告もある 28,29。そ
れでも慢性腎臓病患者に限定するとアンジオテンシ
ン拮抗薬が長時間作用型 Ca 拮抗薬に比べて有意に
腎イベントを減少させることが示されている 30。ま
たアンジオテンシン拮抗薬による糖尿病の新規発症
を示した報告も多数ある。これらのことから高血圧
による血管障害におけるレニンアンジオテンシン系
は、特に糖尿病や慢性腎臓病患者において重要であ
ることが示唆される。

おわりに

本稿において主に脂質異常症治療薬と積極的脂質
低下療法の効果およびスタチンの特徴について述べ
た。スタチンによる脂質低下療法はプラーク量の減

少のみならずプラークの質的改善ももたらすことが
血管内超音波法などのさまざまなモダリティで確認
されている。このプラークの安定化作用がスタチン
による心血管イベント抑制に深く関与していると考
えられる。今後は「血管保護」を視野に入れた治療
が行われるべきであり、個々の患者の背景に応じて
のスタチン導入方法を検討することが重要であると
考えられる。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに 

脂質異常症の治療は HMG － CoA 還元酵素阻害
薬（スタチン）の開発により飛躍的に進歩し、特に
2000 年代以降は我が国でもストロングスタチンや
エゼチミブの登場により今まで治療が困難だった例
にも対応できるようになってきた。しかしながら、
家族性高コレステロール血症など依然としてコント
ロールに難渋する場合もあり新たな薬剤の開発が待
たれる。ここでは、多くの新規治療薬の中から近い
将来に実際の臨床に使用される可能性の高い薬剤に
ついて述べていく。

PCSK9阻害薬

 PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) 

は、タンパク質を前駆体から成熟型に変換するエン
ドプロテアーゼファミリーに属している。常染色体
優性遺伝の家族性高コレステロール血症では LDL

受容体の遺伝子変異が有名だが、一部の症例ではこ
の PCSK9 遺伝子の変異が原因となっていることが

分かり、脂質異常症の新たな治療のターゲットと
して注目されている。PCSK9 は細胞内に取り込ま
れた LDL 受容体を分解し、細胞表面の LDL 受容体
を負に調節している。従って、PCSK9 の生成や作
用を阻害すると LDL 受容体の発現が亢進し、結果
的に血中の LDL コレステロールが低下することが
期待され、PCSK9 阻害薬の開発が進められた。機
序としては PCSK9 mRNA に作用する antisense DNA

や、PCSK9 の作用を阻害する抗 PCSK9 抗体が現在
開発されている。

PCSK9 antisense DNA は ISIS pharmaceutics 社が発
見し Bristol-Myers Squibb 社とともに開発を進めて
いる。この antisenseDNA は高脂肪食で飼育された
マウスの総コレステロール値を 53%、LDL コレス
テロール値を 38% 低下させた 1。現在、ヒト対象の
臨床試験が計画されている。

抗 PCSK9 抗 体 治 療 薬 と し て は Amgen 社 の
AMG145、Sanofi 社と Regeneron 社によって開発さ
れた REGN727 がある。AMG145 は第 1b 相試験の
結果が 2012 年のアメリカ心臓学会議で報告された。
スタチンを服用中の高コレステロール血症患者にお

脂質代謝経路に着目した新規治療薬開発の現状と課題
石井　秀人、吉田　雅幸

東京医科歯科大学先進倫理医科学

要旨
HMG－ CoA還元酵素阻害薬（スタチン）は脂質異常症の治療を大きく進歩させたが未だに不

十分なコントロールとなっている症例も少なくない。そのため様々な新規治療薬が創製、開発中だ
が実際の臨床で使用できる薬剤はまだ多くない。その中で現在は LDL（低比重リポ蛋白）受容体に
関与する PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9)阻害薬や、HDL(高比重リポ蛋白 )

コレステロールを上昇させる CETP（Cholesteryl ester transfer protein）阻害薬などが注目されて
いる。

 キーワード   PCSK阻害薬、CETP阻害薬、ω -３脂肪酸製剤、ACAT阻害薬、MTP阻害薬

 * Tel: 011-706-6326  Email: s.gotoh@eng.hokudai.ac.jp
 ** Tel: 011-706-7274   Email: nawa@eng.hokudai.ac.jp
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いて AMG145 の追加投与は最大 81% の LDL コレ
ステロール値低下がみられたが、重大な有害事象は
認められなかった。現在、同社はスタチン抵抗性
の高コレステロール患者を対象とした第 2 相臨床
試験をすすめている。REGN727 の第１相臨床試験
では、すべての試験プロトコールで LDL コレステ
ロール値の有意な低下がみられ、有害事象による中
止はなかった 2。第 2 相試験では、脂質低下療法中
のヘテロ接合体家族性高コレステロール 血症患者
に REGN727 を追加し、やはり LDL コレステロー
ルの有意な低下を認めている 3。また、アトルバス
タチン投与中の原発性高コレステロール血症患者で
は REGN727 の併用効果がさらに顕著であることが
確認されている 4。しかし、現在治験がすすめられ
ている抗 PCSK9 抗体はいずれも皮下注射による投
与であり、今後は経口薬の開発も必要であろう。

CETP阻害薬

心血管イベントの抑制を目的とする動脈硬化症
の治療には HDL（高比重リポ蛋白）コレステロー
ルも重要な標的である。数々のエビデンスから低
HDL コレステロール血症は重要な血管の危険因子
と考えられている。しかしながら、HDL コレステ
ロールの上昇を主目的とした薬剤は存在せず、ナイ
アシンによる効果も十分とはいえない。日本人に
多い CETP（Cholesteryl ester transfer protein）欠損症
では高 HDL コレステロール血症を呈する。CETP

は HDL 中のコレステロールをアポ B 含有リポ蛋白
に転送する働きをし、コレステロールは LDL 受容
体に取り込まれる。従って CETP が阻害されると
高 HDL コレステロール血症となる。この機序を利
用して複数の CETP 阻害薬が開発されるようになっ
た。Pfizer 社は torcetrapib の開発を進めたが、アト
ルバスタチンとの併用試験が複数行われたが、す
べての試験でコントロール群と比較して有意な動
脈硬化改善作用が認められず、死亡率が上昇した
ため開発が中止された。torcetrapib 投与群で収縮期
血圧と血中アルドステロンの上昇が見られており、
これが結果に影響を与えている可能性もある。ま
た、日本たばこ産業（JT）が創製し、Roche 社が海
外で開発していた dalcetrapib も第 3 相試験の結果が

効果不十分ということで開発中止となっている。現
在開発がまだ続いている製剤は、Merk 社が開発し
ている anacetrapib と Lily 社の evacetrapib の 2 剤で
ある。anacetrapib の安全性試験では冠動脈疾患を有
する患者に本剤とプラセボを 18 ヶ月間投与し、血
圧・血中アルドステロン・血中電解質を観察したが、
プラセボ群と同様に変化がみられなかった 5。この
試験では anacetrapib 投与で HDL コレステロール値
は 41 から 101 mg/dl へ上昇し、ApoB は 21% 低下、
ApoA1 は 44.7% 上昇した。vacetrapib も anacetrapib

と同様に血圧の上昇やアルドステロン値の上昇など
はみられなかった。HDL コレステロールの上昇効
果も最大 128.8％であり、anacetrapib 同様に CETP

阻害薬として期待される。表 1 に CETP 阻害薬をま
とめた。現在のところ anacetrapib と evacetrapib が
CETP 阻害薬の候補として期待されているが CETP

欠損症では動脈硬化症が増えるとの報告もあり 6、
CETP の抑制すること自体が動脈硬化の抑制にどう
影響するのかを今後慎重に検討していく必要があ
る。

ω -３脂肪酸製剤

ω - ３脂肪酸製剤としてはすでにイコサペント
酸エチル（EPA）があり、中性脂肪の治療薬とし
て使用されて来た。武田薬品工業はノルウェーの
Pronova 社が創製した高純度のイコサペント酸エチ
ル（EPA-E）及びドコサヘキサエン酸エチル（DHA-E）
を含むω - ３脂肪酸製剤（TAK-085）を開発し , 第
３相試験の結果を 2012 年の日本循環器学会学術集

表１：CETP阻害薬の候補と現状

薬剤名 製薬会社

 
現状

torcetrapib Pfizer

anacetrapib Merk

evacetrapib Lily

dalcetrapib JT/Roche

収縮期血圧や血中アルドステロンの上昇

 
が見られ、動脈硬化の改善は見られず死

 
亡率上昇で開発中止

収縮期血圧や血中アルドステロンの上昇

 
が見られず、HDLコレステロールを

 
41mg/dlから100mg/dl上昇させた

収縮期血圧や血中アルドステロンの上昇

 
が見られず、HDLコレステロールを

 
128.8％上昇させた

HDLコレステロール上昇の効果が不十分

 
なため開発中止

表１：CETP 阻害薬の候補と現状



13

会で発表した。この試験では、日本人の高トリグ
リセライド血症患者を対象として、TAK-085 2g/ 日

（2g × 1 回 / 日）及び 4g/ 日（2g × 2 回 / 日）、コン
トロールとして EPA 製剤 1.8g/ 日（0.6g × 3 回 / 日）
をそれぞれ投与し薬剤の有効性、安全性の検討をし
た。投与期間は 12 週間。主要評価項目は投与開始
時と 12 週時における、ベースラインからの血中ト
リグリセライド値の変化率で、副次評価項目は投
与開始時と 12 週時における、ベースラインからの
他の脂質に関する臨床検査値（LDL コレステロー
ル、HDL コレステロール、総コレステロールなど）
の変化率とした。結果は、TAK-085 2g/ 日投与群、
4g/ 日投与群、EPA1.8g/ 日投与群のベースラインか
らの血中トリグリセライド値の変化率は、EPA1.8g/

日と比較して、TAK-085 4g/ 日投与群は有意な改善
を示し、TAK-085 2g/ 日投与群は同程度の改善を示
した。また、LDL コレステロール、HDL コレステロー
ル、総コレステロールについてはは変化率に大きな
変動はなかった。TAK-085 4g/ 日投与群は EPA1.8g

投与群と比較して、動脈硬化惹起性の低い LDL コ
レステロール分画といわれる large buoyant LDL を
増加させた。さらに安全性は EPA 製剤と同様であっ
た。EPA はそのトリグリセライド低下作用以上に抗
動脈硬化作用があることが知られており、TAK-085

は抗動脈硬化薬として期待される。

コレステロール吸収阻害薬

現在、臨床で実際に使用されているコレステロー
ルの吸収を抑制する薬剤としては陰イオン交換樹脂
とエゼチミブがある。陰イオン交換樹脂は胆汁酸を
吸着して脂肪のミセル化を低下させコレステロール
の吸収を抑制する。さらに胆汁酸の再吸収が低下し
て胆汁酸のプールが減少する。このため肝臓でコレ
ステロールから胆汁酸への変換が進んでコレステ
ロール値が低下する。しかし、肝臓のコレステロー
ル合成能には十分な余力があるため陰イオン交換樹
脂のコレステロール低下作用は比較的小さい。ま
た、エゼチミブはコレステロールトランスポーター
の Niemann-Pick C1 Like 1（NPC1L1）の阻害薬で、
肝臓でグルクロン酸抱合を受け腸管循環を繰り返し
ながら作用し、コレステロール吸収阻害薬としては

LDL コレステロールを比較的強力に低下させるこ
とができる。

しかしながらコレステロール吸収という面から
のアプローチではコレステロール低下作用という
点ではなお不十分でありさらなる薬剤の開発が望
まれている。コレステロールが吸収されカイロミ
クロンとしてリンパ管に送り出される過程には、
acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase (ACAT2)

と microsomal TG transfer protein (MTP) が関与して
いる（図１）。そこでコレステロール吸収阻害薬開
発においてこれらがターゲットと考えられ始めた。
ACAT2 は小腸から取り込まれた遊離型コレステ
ロールをコレステロールエステルに変換する酵素で
あり、MTP はアポ B48 を含むカイロミクロンに中
性脂肪を運搬するタンパクである。また、ACAT と
MTP はともに肝臓に存在し、VLDL の合成・分泌
に関与している。ここではこれらの薬剤の開発状況
について述べる。

① ACAT 阻害薬
第一三共が開発していた pactimibe が ACAT 阻害

薬として期待されていた。Nissen らは、冠動脈疾
患を有する患者 408 例に対し、血管内超音波検査

（IVUS）を実施した 7。すべての患者には二次予防
としての通常の治療を行い、必要に応じてスタチン
投与も行われた。患者を、pactimibe またはプラセ
ボのいずれかを投与する群に無作為に割付け 18 ヵ
月後に再び IVUS を行い、アテローム性動脈硬化の
進行を評価した。アテローム量の変化は pactimibe

胆汁由来コレステロール

食事由来コレステロール

ミセル化
コレステロール

コレステロール

胆汁酸
ABCG5
ABCG8

NPC1L1

トリグリセライド

遊離コレステロール

コレステロールエステル(CE)

B48

カイロミクロン

 （CM）

ACAT2

MTP

小腸上皮細胞 小腸

図１：小腸でのコレステロール吸収とACAT2及びMTP
図１：小腸でのコレステロール吸収と ACAT2 及び MTP
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群とプラセボ群で同等であったが IVUS での評価は
ベースライン値と比較した標準化総アテローム量は
プラセボ群で有意な減少が認められたが pactimibe

群では認められなかった。もっとも病状の重い 10 

mm のサブセグメントでのアテローム量は，プラセ
ボ群で 3.2 mm3 減少したのに対し、pactimibe 群では 

1.3 mm3 の減少であった。この結果から pactimibe の
開発は中止された。ACAT には２つのアイソフォー
ムが存在し、ACAT1 阻害剤は病変部位でのコレス
テロール蓄積を阻害するだけでなく、周辺部位の脂
肪欠乏を誘発する可能性があるため、現在 ACAT1

阻害剤は開発されていないが、今後 ACAT2 阻害薬
の開発が期待される。
② MTP 阻害薬

MTP は無βリポ蛋白血症の原因遺伝子である
MTP は肝臓での VLDL の合成・分泌に関与してい
るため、選択性の低い MTP 阻害薬では小腸での
コレステロール吸収と肝臓の VLDL 合成の双方を
阻害するため、副作用として脂肪肝や肝機能障害
が出現した。そこで現在開発されている SLx-4090

（Surface Logix 社）や lomitapide（Aegerion 社：FDA

申請中）は小腸選択性の高い MTP 阻害薬である。
SLx-4090 の第 2 相試験では食後高脂血症や LDL コ
レステロールの改善が見られ体重も減少したといわ
れている。lomitapide の 4 週間投与で 6 例のホモ接
合体性家族性高コレステロール血症患者で LDL コ
レステロールは 50.9％低下し、アポ B リポ蛋白も
55.6％減少した 8。

さらに、胆汁酸再吸収のトランスポーター（apical 

sodium bile acid transporter；ASBT) の阻害薬も開発
されている。これは回腸において胆汁酸の再吸収を
担当する ASBT を阻害することにより胆汁酸の再吸
収を低下し、コレステロールプールを減少させて、
LDL コレステロールを低下させるメカニズムであ
る。動物実験では ASBT 阻害薬を単剤で LDL コレ
ステロールが 40-50% 程度低下し HDL コレステロー
ルも上昇すると報告されている 9。

おわりに

脂質異常症に対する薬剤は、この他にも多くの試
みがなされている。しかしながら、臨床で使用され

るに至るものは少ない。例えばスタチンと同じくコ
レステロール生成経路を阻害するスクアレン合成阻
害薬 lapaquistat acetate なども期待された時期もあっ
たが有効性・安全性の面から、既存薬に対する優位
性が認められず開発中止となっている。脂質異常症
にはスタチンというブロックバスターが存在するた
めこれを上回る新薬開発のハードルも高い。しかし、
今後もこの分野で多くの薬剤が開発されていくこと
を期待する。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに 

厚生労働省による平成 19 年の国民健康・栄養調
査では、糖尿病は約 890 万人と推計され、「糖尿病
の可能性を否定できない人」も合わせると約 2210

万人いると考えられている。糖尿病は冠動脈疾患危
険因子として考えられているが、耐糖能異常の状態
からでも冠動脈疾患のリスクであり早期の介入が必
要な病気と言える。

しかし、ACCORD 試験 1 からは HbA1c6.0% 以下
をめざした強化インスリン療法がむしろ心事故や死
亡率を悪化させる結果となった。

そこで新たな治療戦略としてインクレチンと呼ば
れる血糖降下作用を有する消化管ホルモンが注目を
集めている。

インクレチン

インクレチンとは、INtestine seCRETion INsulin の
略であり 1929 年に La Barre らが腸管粘膜抽出物中
からの分離に成功した血糖低下活性を有する因子の

ことである 2。 

血 糖 低 下 活 性 を 有 す る イ ン ク レ チ ン は GIP

（Glucose-dependent insulinotropic polypeptide） と
GLP-1（Glucagon-like peptide-1）の 2 つがある。

GIP は小腸上部の K 細胞から分泌される一本鎖ポ
リペプチドで、食事摂取に伴い速やかに血中濃度が
上昇し食後 30 分でピークを迎える。GIP の受容体
は胃、膵、小腸、脂肪細胞のほか脳、心臓および血
管内皮細胞にも存在する。

GLP-1 は遠位小腸と結腸の粘膜にある L 細胞から
分泌される。

インクレチンは食後、膵臓のβ細胞からのイン
シュリン分泌を刺激し、インスリン感受性を増加さ
せ、胃腸からの食物の排泄を遅延させて、肝臓から
のグルカゴン分泌を減少させることによって、血糖
値を調整する。しかし、分泌された GIP や GLP-1

は DPP-4 と呼ばれる蛋白分解酵素により、2,3 分と
ごく短時間で不活性化され、最終的に腎臓から排泄
される。3,4

このインクレチンの作用を延長させることを目的
としたものがインクレチン製剤とよばれるものであ

インクレチン製剤の心血管への作用とその機序
樋渡　敦、尾山　純一、野出　孝一

佐賀大学医学部　循環器内科

要旨
糖尿病は冠動脈疾患危険因子のひとつである。しかし、ACCORD試験からは HbA1c6.0%以下

をめざした強化インスリン療法がむしろ心事故や死亡率を悪化させる結果となった。そこで新たな
治療戦略としてインクレチンと呼ばれる血糖降下作用を有する消化管ホルモンが注目を集めてい
る。インクレチン製剤には、GLP-1アゴニストを注射することで作用時間を延長させる GLP-1受
容体作動薬と、インクレチンを分解する酵素 DPP-4を阻害することで体内の GLP-1作用時間を延
長させる DPP-4阻害薬の 2つにわけられる。インクレチン、特に GLP-1は血糖降下作用以外にも
血圧低下、血管内皮機能改善、抗酸化作用、抗炎症作用、心筋再生、保護作用などの心血管系への
多面的効果が存在する。

 キーワード    インクレチン、GLP-1、DPP-4阻害薬、心血管保護、プレオトロピック効果
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り、長時間作用の GLP-1 アゴニストを注射するこ
とで作用時間を延長させる GLP-1 受容体作動薬と、
インクレチンを分解する酵素 DPP-4 を阻害するこ
とで体内の GLP-1 作用時間を延長させる DPP-4 阻
害薬の 2 つにわけられる。糖尿病そのものが心血管
疾患の主要な危険因子であるので、インクレチン製
剤の心血管保護作用は血糖コントロールを行うこと
がまず基本にある。しかしながら最近の実験や臨床
的エビデンスによると、糖尿病のコントロールとは
独立した機序による心保護的な効果を及ぼすことが
示唆されている

インクレチン製剤の心血管への作用

インクレチン製剤は多数存在するが、本邦（2012

年 9 月時点）においては GLP-1 レセプター作動薬
の 2 種類（リラグルチド、エクセナチド）、DPP-4

阻害薬の 5 種類（シタグリプチン、ビルダグリプチ
ン、アログリプチン、リナグリプチン、テネグリプ
チン）が 2 型糖尿病の治療薬として承認されている。

DPP-4 阻害薬はそれぞれ化学構造が異なるにもか
かわらず、いずれも DPP-4 酵素を阻害して、GLP-1

と GIP の分解を遅延させる。その主な作用機序は、
図 1 の中で表す 5。また、GLP-1 受容体作動薬は注
射で投与する必要があるが、DPP-4 阻害薬は経口薬
であるという利点がある。

さらに GLP-1 の血糖コントロール作用には、イ
ンシュリン生合成、β細胞増殖と保護、アポトーシ

スの抑制、腸蠕動低下による食物排泄の遅延があり、
長期的には食欲減退や体重減少もある 6。

図 2 の中で表されるように、DPP-4 阻害薬の心血
管保護作用も基本的にはインクレチン（特に GLP-

1）を通して行われる。

a）動脈硬化、プラーク
4 週間にわたり高脂肪食または通常食を与えられ

た生後 6 週間のマウスをアログリプチン（40mg/kg/

日）群またはプラセボ群にランダム化し 12 週間投
与したところ、プラセボ群と比較して高脂肪食、通
常食のいずれにおいても脂肪組織マクロファージ、
大動脈プラーク、大動脈プラークマクロファージ、
炎症性バイオマーカーの CD11b,CD11c を減少させ
た。

さらに、LDL レセプターのノックアウトマウス
にアログリプチンを投与した実験でも、対照群と比
較して血清脂質の減少を認めている 7。この実験に
おいて重要なのはアログリプチン群が体重変化なく
効果を示していることである。ほかの糖尿病薬のよ
うに体重に影響を及ぼすことなく効果を認めている
といえる。

臨床試験においては、後ろ向き研究ではあるが
the General Electric Centricity database からの 54 万人
の糖尿病患者の分析がある 8。1996 年 1 月から 2008

年 1 月までに、5861 例の患者がシタグリプチンを
投与されていた。これらの患者において、LDL コ
レステロール、総コレステロール、トリグリセリド
の減少を示した。他の臨床研究においてもシタグリ

図 1. DPP-4 阻害薬は GLP-1、GIP ともに増加させ、血
糖降下作用を来す 

 文献 5 より引用、一部改変

図１ 
文献５より引用、一部改変 

 ＤＰＰ４阻害薬  

ＤＰＰ－４酵素の 
  不活性化 

インスリン分泌   
   促進 

 グルカゴン分泌  
    抑制 

  血糖低下作用     ＧＬＰ－１，ＧＩＰ    
     の増加 

ＤＰＰ－４阻害薬はＧＬＰ－１，ＧＩＰともに増加させ、血糖降下作用を来す 

図２ 文献５より引用、一部改変 

                            

糖尿病 

  動脈硬化    内皮機能 
   障害 

  高血圧     心筋傷害    

ＤＰＰ４阻害薬の多面的効果      
図 2. DPP 阻害薬の多面的効果
 文献 5 より引用、一部改変
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プリン、ビルダグリプチンの通常用量で治療された
患者で、それぞれ総コレステロール、LDL コレス
テロール、トリグリセリドの減少と HDL コレステ
ロールの増加が報告されており、脂質異常症の改善
効果も示唆されている 4。

b） 高血圧
複数の実験や臨床試験において、GLP-1 による適

度な血圧低下作用が報告されている。その作用機序
としては①近位尿細管からのナトリウム再吸収低下
作用、②末梢血管拡張と末梢血管抵抗低下作用の 2

つが考えられている。
麻酔下のラットに GLP-1 受容体作動薬を投与し

たところ糸球体濾過量（GFR）が 39% 増加し、ナ
トリウム排泄が 13 倍の増加を認めた 9。

臨床試験においては、6 つのスタディからプール
された 2171 人の糖尿病患者の 6 カ月間の分析によ
ると、エクセナチドはプラセボまたはインシュリン
と比較して収縮期血圧を減少させた。拡張期血圧に
関しては有意差を認めなかった 10

また、小規模のクロスオーバー試験ではあるが、
非糖尿病で中等度の高血圧を有する患者 19 人にシ
タグリプチン 50~100mg またはプラセボを投与した
ところ、プラセボと比較して 24 時間血圧の有意な
減少を認めている 11。

c）血管内皮
血管の内皮細胞や平滑筋細胞にも GLP-1 レセプ

ターが存在し、それを介した GLP-1 による有益な
内皮機能効果があると考えられている 12。

これまでに、GLP-1 が一酸化窒素（Nitric Oxide : 

NO）生成に依存した、内皮依存性の血管緊張低下
（Vasorelaxation）を誘発することが証明されている。

NO は周知のごとく内皮依存性の血管拡張作用があ
り、虚血再灌流後のヒト大動脈内皮機能を改善させ
る報告もある 13。

リ ラ グ ル チ ド は TNF- α（tumor necrosis factor-

α）、血管細胞接着分子 PAI-1（plasminogen activator 

inhibitor type 1）発現の抑制により、シタグリプチ
ンはさらに NO を介して血管拡張作用を示す 13。

著者らも、TNF- αで傷害されたヒト臍帯静脈
内 皮 細 胞（human umbilical vein endothelial cells 

:HUVECs）にリラグルチドを投与したところ、
PKC- α（Protein kinase C- α ）、NADPH オ キ シ
ダ ー ゼ（Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

oxidase）、NF- κ B（Nuclear factor- κ B） な ど を
阻害し、HUVECs のアポトーシスの阻害や PTX-3

（Pentraxin3）の低下などの抗酸化性および抗炎症性
効果を及ぼすことを確認している（図 3）14。 

d）心筋
GLP-1 レセプターはげっ歯類やヒトの心臓にも

存在することが特定されており、リスク因子管理
としての糖尿病コントロールによる効果に加え、
GLP-1 の心筋への直接的な効果も示唆されている
13。GLP-1 シグナルは、受容体を介して心筋細胞内
の Ca 濃度を高めることにより心筋収縮力を高める。
また、GLP-1 レセプターを介した心筋保護作用とし
ては、NO 産生の促進、心筋のインスリン感受性や
グルコースの取り込みの増加、心筋のアポトーシス
の予防によるものがある。また、GLP-1 は抗酸化遺
伝子 Hemo oxygenase-1 を活性化し心筋線維化を抑
制するため、心筋梗塞後のリモデリング予防が期待
される 5。

実験においては、左冠動脈前下行枝の結紮によっ
て急性心筋梗塞を起こさせた DPP-4 ノックアウト

図 3. TNF- αで傷害された HUVECs にリラグルチドを
投与したところ、細胞のアポトーシスの阻害や PT-
X-3 の低下などの抗酸化性および抗酸化性および
抗炎症性効果を及ぼす

 文献 14 より引用、一部改変

図３ 

文献１４より引用、一部改変

ＴＮＦ-αで傷害された
HUVECs
を投与したところ、細胞の
アポトーシスの阻害やＰＴ
Ｘ－３の低下などの抗酸
化性および抗炎症性効果
を及ぼす

リラグルチドの濃度依存性にアポトーシスの減少 
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（DPP-4 -/-）マウス 対 野生型（DPP-4+/+）対照マウ
スでの血行力学的モニタリングと心エコーにより評
価したものやストレプトゾシンで糖尿病を誘発され
たマウスに長期的にシタグリプチンを投与下に急性
心筋梗塞後に高脂肪食を負荷させたものが報告され
ている。

シタグリプチン投与群では、対照群と比較して虚
血 - 再灌流障害後に機能的な回復を認めた。虚血 -

再灌流後の DPP-4 ノックアウトマウスでも同様の
心筋障害予防がみられた 15,16。

これらの研究において、急性心筋梗塞前からの
GLP-1 の投与は、対照と比較して虚血 - 再灌流後の
梗塞サイズの減少が示された。

ほかのインクレチン製剤でも膵β細胞の増加やイ
ンスリン感受性増加、インスリンレベルの減少によ
り梗塞サイズの縮小が報告されている 5。

ヒトにおいても GLP-1 の注射による心保護効果
は示されている。Sokos らは、NYHA Ⅲ ~ Ⅳ度の心
不全患者 12 人に標準治療に加えて GLP-1（2.5pmol/

kg/min）を持続投与し、標準治療のみの 9 人と比較
した。その結果、GLP-1 注射群は左室駆出率を 21

± 3% から 27 ± 3%（p<0.001）、6 分間歩行距離を
232 ± 15m か ら 286 ± 12m（p<0.001） と 改 善 し、
ミネソタスコア（Minnesota Living with Heart Failure 

Quality of Life score） を 64 ± 4 点 か ら 44 ± 5 点
（p<0.01）へといずれも有意な改善を認めた 17。

また、急性心筋梗塞で経皮的冠動脈インターベ
ン シ ョ ン（Percutaneous Coronary Intervention:PCI）
成功後の左室駆出率の変化を調べたスタディもあ
る。PCI 後の左室駆出率 40% 未満の 21 例を GLP-1

（1.5pmol/kg/min）72 時間持続投与群 10 例、対照群
11 例にわけた。いずれもベースラインの左室駆出
率は投与群 29 ± 2% と対照群 28 ± 2% で有意差は
認めなかったが、GLP-1 投与終了時は左室駆出率が
投与群 39 ± 2% と対照群 29 ± 2% で有意差（p<0.01）
をもって改善した 18。

他に、左室駆出率は保たれた血行再建術予定の冠
動脈疾患患者においてシタグリプチン 100mg また
はプラセボの単回投与後に GLP-1 分泌促進のため
ブドウ糖 75g を経口投与し、ドブタミン負荷心エ
コーを安静時、ピークストレス時、負荷後 30 分で
評価したスタディもある。血漿 GLP-1 レベル（pg/

ml）もピークストレス時 16.5-9.7（p=0.003）、負荷
30 分後 12.4-9.0（p=0.02）とシタグリプチン群で有
意な増加を認めた。左室駆出率ではシタグリプチ
ン群 - プラセボ群は負荷前 60.1%-60.1% からピーク
ストレス時 72.6%-63.9%（p=0.0001）、負荷 30 分後
60.1%-55.5%（p<0.0001）と変化した。この結果から、
プラセボ群でドブタミン負荷後には負荷前よりも左
室駆出率が低下しているように、安静時心エコーで
は左室収縮能に問題がない冠動脈疾患患者でもドブ
タミン負荷後に虚血後の左室機能障害を示すことが
多い。しかし、シタグリプチン投与群はドブタミン
負荷後も左室駆出率は負荷前と変化はなく維持され
ており、シタグリプチン投与による心保護効果が示
唆される（図 4）19。

また、酵素 DPP-4 は幹細胞の心筋への分化誘
導の過程で認められる間質細胞由来のレセプター
CXCR-4 を切断する働きがあるので、DPP-4 阻害薬
シタグリプチンと G-CSF の組み合わせは幹細胞の
心筋への帰巣、分化誘導や血管内皮前駆細胞（EPC）
の動員、集積を促すことが予測される。

SITAGRAMI 試験の第 3 相試験 20 は経皮的冠動
脈インターベンションに成功した急性心筋梗塞患
者 100 例を、シタグリプチン 100mg/ 日　28 日間
+G-CSF5 μ g//kg/day 5 日間投与群とプラセボ群に
ランダム化して、末梢血幹細胞の心筋への帰巣性、

図 4. プラセボ群のように安静時心エコーでは左心収縮
能に問題がない冠動脈疾患患者でもドブタミン負
荷後に虚血後の左心機能障害を示すことが多い。
しかし、シタグリプチン投与群はドブタミン負荷
後も左室駆出率は負荷前と変化はなく維持されて
いる。

 文献 19 より引用、一部改変

図４ 

文献１９より引用、一部改変 

プラセボ群のように安静時心エコーでは左室収縮能に問題がない冠動脈疾患患者でもドブタミン負荷後
に虚血後の左室機能障害を示すことが多い。しかし、シタグリプチン投与群はドブタミン負荷後も左室駆
出率は負荷前と変化はなく維持されている。 
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分化誘導を研究したものである。36 例の 6 週間の
フォローアップにおいて、G-CSF とシタグリプチ
ンの組み合わせは、心筋再生のきわめて安全で有効
な方法であり、かつ将来的には心筋再生の新しい治
療オプションになる可能性があるため、本研究の最
終結果が待たれる

GLP-1受容体作動薬と DPP-4阻害薬

GLP-1 受容体作動薬は、GIP の分解は阻害せず
GLP-1 のみに直接作用する。そのため、心血管保護
作用はそのまま GLP-1 による抗酸化、抗炎症、血
管内皮機能改善作用に基づいている。

それに対して DPP-4 阻害薬は、GLP-1、GIP の分解、
不活性化を阻害することで GLP-1 の効果を高める。
しかし、GLP-1 受容体作動薬とは異なり生体から分
泌されたインクレチンの作用時間を延長させるもの
であるため、DPP-4 阻害薬による GLP-1 の上昇は
それほど高くはなく GLP-1 に起因する心血管保護
作用はそれほど強くはないと考えられてきた。

だが、前述のように DPP-4 を介した心筋保護、再
生などの存在も示唆されており、今後の報告が待た
れる。

おわりに

インクレチン製剤の心血管系の作用とその機序に
ついてまとめた。

GLP-1 に関する実験や臨床データは複数でてきて
いるものの、DPP-4 阻害薬に関してはまだ後ろ向き
研究や短期間のデータしかなく、現在進行中の大規
模、長期間の臨床データの報告に期待したい。

また、糖尿病は心血管病のリスクファクターであ
り血糖コントロールがまず基本となることを忘れて
はいけない。

文　　　献
 1） Gerstein HC, Miller ME, Byington RP, et al : 

Effects of intensive glucose lowering in type 2 
diabetes, The action to control cardiovascular risk 
in diabetes study group. N Engl J Med 24 : 2545-
2559, 2008

 2） La Barre : Sur les possibilites d’un traitement du 
diabete par l’incretine. Bull Acad R Med Belg 12 
: 620-634, 1932

 3） Mannucci E, Rotella CM : Future perspectives on 
glucagon-like peptide-1 diabetes and cardiovascular 
risk. Nutr Metab Cardiovasc Dis 18 : 639-645, 2008

 4） Rizzo M, Rizvi AA, Spinas GA, et al : Glucose 
lowering and antidiabetogenic effects of incretin-
based therapies: GLP-1 analogues and DPP-4 
inhibitors. Expert Opin Investig Drugs 18 : 1495-
1503, 2009

 5） Chrysant SG, Chrysant GS : Clinical implications 
of cardiovascular preventing pleiotropic effects of 
Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors. Am J Cardiol 
109 : 1681-1685, 2012

 6） Cobble M : DPP-4 inhibitors : a new therapeutic 
class for the treatment of type 2 diabetes. J Fam 
Pract 58 : 1-7, 2009

 7） Shah Z, Kampfrath T, Deiuliis JA, et al : Long 
term dipeptidyl-peptidase 4 inhibition reduces 
atherosclerosis and inflammation via effects on 
monocyte recruitment and chemotaxis. Circulation 
124 : 2338-2349, 2011

 8） Horton ES,  Si lberman C,  Davis  K,  et  a l  : 
Weight loss, glycemic control, and changes in 
cardiovascular biomarkers in patients with type 2 
diabetes receiving incretin therapies or insulin in 
a large cohort database. Diabetes Care 33 : 1759-
1765, 2010

 9） Moreno C, Mistry M, Roman PJ : Renal effects of 
glucagon-like peptide 1 in rats. Eur J Pharmacol 
434 : 163-167, 2002

 10） Okerson T, Yan P, Stonehouse A, et al : Effects of 
exenatide on systolic blood pressure in subjects 
with type 2 diabetes. Am J hypertensions 23 : 334-
339, 2010

 11） Mistry GC, Maes AL, Lasseter KC, et al : Effect 
of sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, on 
blood pressure in nondiabetic patients with mild-
moderate hypertension. J Clin Pharmacol 48 : 592-
598, 2008

 12） Ban K, Noyan-Ashraf MH, Hoefer J, et al : 
Cardioprotective and Vasodilatory action of 
glucagon-like peptide 1 receptor-dependent and 
independent pathways. Circulation 117 : 2340-
2350, 2008

 13） Anagnostis P, Athyros VG, Adamidou F, et al 



22

: Glucagon-like peptide-1 based therapies and 
cardiovascular disease: looking beyond glycemic 
control. Diabetes Obes Metab 13 : 302-312,2011

 14） Shiraki A, Oyama J, Node K, et al : The glucagon-
like peptide 1 analog liraglutide reduces TNF-
α -induced oxidative stress and inflammation in 
endothelial cells. Atherosclerosis 221 : 375-382, 
2012

 15） Sauve M, Ban K, Momen MA, et al : Generic 
deletion or pharmacologic inhibitor od dipeptidyl 
peptidase-4 improves cardiovascular outcomes after 
acute myocardial infarction in mice. Diabetes 59 : 
1063-1073, 2010

16） Bose AK, Mocanu MM, Carr RD, et al : Glucagon-
like peptide1 can directly protect the heart against 
ischemic/reperfusion injury. Diabetes 54 : 146-151, 
2005

17） Sokos GG, Nikolaidis LA, Mankad S, et al : 
Glucagon-like peptide-1 infusion improves left 
ventricular ejection fraction and functional status in 

patients with chronic heart failure. J Card Fail 12 : 
694-699, 2006

18） Nikolaidis LA, Mankad S, Sokos GG, et al : 
Effects of glucagon-like peptide-1 in patients with 
acute myocardial infarction and left ventricular 
dysfunction after successful reperfusion. Circulation 
109 : 962-965, 2004

19） Read PA, Khan ZK, Heck PM, et al : DPP-4 
inhibition by Sitagliptin improves the myocardial 
response to dobutamine stress and mitigates 
stunning in a pilot study of patients with coronary 
artery disease. Circ Cardiovasc Imaging 3 : 195-
201, 2010

20） Theiss HD, Brenner C, Engelman MG, et al : Safety 
and efficacy of SITAgliptin plus Granulocyte-
colony-stimulating factor in patients suffering from 
Acute Myocardial Infarction （SITAGRAMI-Trial） 
– rationale, design and first analysis. Int J Cardiol 
145 : 282-284, 2010



23

J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

不整脈に対する薬物療法の 
基本的な考え方 

1. 不整脈治療の現状
現在の不整脈治療は、薬物療法に加えてカテーテ

ルやデバイスを用いた治療も可能であり、個々の患
者において‘benefit’、‘risk’、‘cost’を考慮して、
総合的な判断により治療法を決定する。薬物療法以
外の治療法が主流となっている不整脈においては、
まずはスタンダードな治療法について検討し、その
上で薬物治療の適応を吟味する（表 1）。

発作性上室頻拍、心房粗動に対しては、カテーテ
ルアブレーションが安全かつ短時間で、しかも高い
成功率で治療することが可能であり、これが治療の
中心になる。致死性の高い心室不整脈に対しては、
心臓突然死を防ぐ意味からも、まずは植込み型除細
動器（implantable cardioverter defibrillator:ICD）の適
応が検討される。徐脈性の不整脈に対しては、人工
ペースメーカーの適応の可否がポイントになる。

2. 抗不整脈薬の分類と作用機転
抗不整脈薬を分類する場合、これまでは Vaughan 

Williams 分類（I 群、Ⅱ群、Ⅲ群、Ⅳ群）の使用が
一般的となっていた 1,2。最近の日本のガイドライン
では Sicilian Gambit 分類の使用を推奨している（表
2）3,4。Sicilian Gambit 分類とは、（イオン）チャネ
ルや受容体などに対する遮断作用の有無で分類した
ものである。Sicilian Gambit 分類をうまく活用する
には、チャネルと受容体の働きについてある程度
知っておく必要がある 5,6。

抗不整脈薬の実臨床に応じた使い方
池田　隆徳

東邦大学医学部　内科学講座循環器内科学分野

要旨
現在の不整脈治療は、薬物療法に加えてカテーテルやデバイスを用いた治療もあるため、個々

の患者において総合的な判断により治療法を決定する。頻度の多い発作性心房細動に対して洞調律
維持療法を行う場合、Ⅰ群抗不整脈薬（Naチャネル遮断薬）が第一選択薬となる。心拍数調節療
法を行う場合はβ遮断薬が推奨される。心房細動患者では、いずれを選択した場合でも抗凝固療法
の必要性を必ず吟味しなければならない。発作性上室頻拍の第一選択薬は、（非ジヒドロピリジン系）
カルシウム拮抗薬である。危険性のある心室性不整脈に対して薬物を選択する場合、Ⅲ群抗不整脈
薬が第一選択となる。心機能が低下した患者では、不整脈の種類にかかわらずアミオダロンが第一
選択薬となる。

 キーワード   抗不整脈薬、Naチャネル遮断薬、Kチャネル遮断薬、β遮断薬、 
カルシウム拮抗薬

 * Tel: 011-706-6326  Email: s.gotoh@eng.hokudai.ac.jp
 ** Tel: 011-706-7274   Email: nawa@eng.hokudai.ac.jp

表 1. 不整脈の種類と主な治療法の組み合せ

表1.不整脈の種類と主な治療法の組み合わせ 

 不整脈の種類    主な治療法 

 

Ⅰ徐脈性不整脈 ・洞不全症候群 → ペースメーカー/薬物 
  ・房室ブロック → ペースメーカー/薬物 
 
Ⅱ頻脈性不整脈 

  1. 上室不整脈 ・心房期外収縮 → 観察/薬物 
  ・心房細動  → 薬物/アブレーション 
  ・心房粗動  → アブレーション/薬物 
  ・心房頻拍  → 観察/薬物/アブレーション 
  ・発作性上室頻拍 → アブレーション/薬物 
 
  2. 心室不整脈 ・心室期外収縮 → 観察/薬物/アブレーション 
  ・心室頻拍  → ICD/薬物/アブレーション 
  ・torsade de pointes → ICD/薬物 
  ・心室細動  → ICD 

アブレーション, カテーテルアブレーション； ICD, 植込み型除細動器 
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チャネルには、Na チャネル、Ca チャネル、K チャ
ネルがあるが、抗不整脈効果としては Na チャネル
と K チャネルが重要である。総論として、Na チャ
ネル遮断薬（≒ I 群薬）は心房細動などの上室不整
脈、K チャネル遮断薬（≒Ⅲ群薬）は心室頻拍など
の心室不整脈の抑制に有効である。Ca チャネル遮
断薬は房室結節伝導抑制（心拍数減少）において効
果を発揮する。

受容体にはα受容体、β受容体、ムスカリン（M）
受容体があり、交感神経活動の亢進が関与する不整
脈にはβ（β 1）受容体遮断作用、迷走神経活動の
亢進が関与する不整脈には M（M2）受容体遮断作
用のある薬剤が有効である。

心房細動に対する薬剤の 
選び方と使い方

1. 心房細動の病態と診断・分類
心房細動は、大小さまざまな複数の興奮波が同時

に存在することによって形成される不整脈である。
日本の総人口の約 1.0% にも及ぶ頻度の高い不整脈
であり、加齢とともに増加し、80 歳以上では 5%

の人が心房細動を有する 7,8。脳塞栓の原因として忘
れてはならない。基礎疾患に伴って発症することが
多く、高血圧、糖尿病、心不全、僧帽弁疾患、甲状
腺機能亢進症、貧血などが基礎疾患として重要であ
る。自律神経の影響を受けやすい不整脈でもあり、
孤立性に発症することもある。

発作の持続時間と自然停止の有無によって分類す
ることが一般的となっており、7 日以内に自然停止
する場合は発作性心房細動、7 日以上持続し自然停
止しなければ持続性心房細動、除細動が不成功ある

いは実施なされなかったことにより、永久的に持続
すれば永続性（慢性）心房細動と分類される（図 1）2。
最近では、自律神経活動の関与の度合いにより、交
感神経緊張型、迷走神経緊張型、混合型の 3 つのタ
イプに分類されることも多い 1。

2. 発作性心房細動に対する第一選択薬
日本のガイドラインでは、心房細動を発作性と持

続性に分けて薬物の選択指針を示している 3。
心機能が正常な発作性心房細動の洞調律維持療法

においては、slow kinetic（作用が強い）の Na チャ
ネル遮断薬を第一選択として挙げている。ピルジカ
イニド、フレカイニド、シベンゾリンなどがこれに
あてはまる。Na チャネル遮断薬が無効な場合には、
K チャネル遮断作用を併せもつ intermediate kinetic

（比較的作用が弱い）の Na チャネル遮断薬を推奨
している。これにはアプリンジンなどがあてはまる。
一般に、停止には強い Na チャネル遮断薬、再発予
防にはマルチチャネル遮断薬が推奨される。

心機能が低下した心房細動患者においては、強い
Na チャネル遮断薬を投与すると心機能低下に拍車
をかけるため、K チャネル遮断薬または K チャネ
ル遮断作用を併せもつ比較的弱い Na チャネル遮断
薬を選択する。アミオダロンが最も適する。

自律神経活動の影響が強い心房細動に対しては、
M 受容体遮断作用あるいはβ受容体遮断作用のあ
る薬剤を選択する 7,8。前者としてはシベンゾリンや
ジソピラミドなど、後者としてはプロパフェノンも
しくはβ遮断薬がある 9,10。

表2. Vaughan Williams分類とSicilian Gambit分類 

1. Vaughan Williams分類 

  a. Ⅰ群（Ⅰa群、Ⅰb群、Ⅰc群） 

  b. Ⅱ群（β遮断薬） 

  c. Ⅲ群 

  d. Ⅳ群（Caチャネル遮断薬） 

2. Sicilian Gambit分類 

  a. チャネル遮断薬（Naチャネル遮断薬、Kチャネル遮断薬、Caチャネル遮断薬） 

  b. 受容体遮断薬（β[受容体]遮断薬、α[受容体]遮断薬、M受容体遮断薬） 

  c. Ｎａ／Ｋポンプ遮断薬 

表 2. Vaughan Williams 分類と Sicilian Gambit 分類

図 1. 欧米の学会が提唱する心房細動の分類と考え方 
 （文献 2 より改変引用）

心房細動の検出 

永続性（慢性）心房細動 

持続性心房細動 
（自然停止なし） 

発作性心房細動 
（自然停止あり） 

図1. 欧米の学会が提唱する心房細動の分類と考え方 
（文献2より改変引用） 
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3. 発作回数が少ない心房細動に対する投与法
発作回数の少ない心房細動においては、近年、発

作があった時点で一日量の薬物を一度に服用する
‘pill-in-the-pocket’法が行われることが多い（図 2）。
これには slow kinetic の Na チャネル遮断薬が用いら
れる。‘Pill-in-the-pocket’法は通常の投与法よりも
心房細動の停止効果が高く、逆に継続的な投与法よ
りも副作用が少ない 11。初めて行う場合は 2 回量で
もよい。停止効果は若干低くなるが、副作用の発現
はまずない。

4. 持続性（慢性）心房細動に対する薬物療法
持続性心房細動に対しては心拍数調節療法が推奨

される。日本のガイドラインでは、心拍数調節療法
を持続性心房細動に対する第一選択としている 3。

心拍数調節療法には、β遮断薬、（非ジヒドロピ
リジン系）カルシウム拮抗薬、ジギタリス製剤が用
いられるが、最近では心機能の程度にかかわらずβ
遮断薬が用いられることが多い（図 3）。その理由
は、β遮断薬には心保護作用と心房細動自体を抑制
できる作用があるためである。β遮断薬を用いる場
合、心臓（β 1）選択性に優れた長時間作用型の薬物、
特にビソプロロールが好んで用いられる。

抗不整脈薬で洞調律維持を行う場合は、K チャネ
ル遮断作用を有する薬剤が用いられる。ベプリジル
は K チャネル遮断作用に加えて強い Ca チャネル遮
断作用を有する薬剤であり、不応期の延長作用が強
い。日本においては、この薬剤のみが持続性心房細

動に対して保険適応となっている。ガイドラインで
は、アミオダロンとソタロールも有用であるとして
いるが、保険適応になっていない。

5. アップストリーム治療の現状
心房細動の発現には、構造的リモデリング（心房

の拡大・伸展・線維化・炎症および内膜障害）と電
気的リモデリング（主に不応期の短縮）の両方が関
与するが、これらを改善させることによって心房細
動の発現を抑えるのがアップストリーム治療であ
る。

アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬とア
ンジオテンシン II 受容体拮抗薬（ARB）で、その
効果が期待されている。高血圧治療ガイドライン
2009 でも心房細動の予防薬として ARB と ACE 阻
害薬が推奨された。しかし、心房細動の予防におい
て ARB の有効性を示した前向き臨床研究は今のと
ころ出されていない。スタチンもアップストリーム
治療において期待されている薬剤である。スタチン
には抗炎症作用があるためである。開心術を施行し
た症例で有用とされているが、そうでない症例にお
いては明かではない。

6. 抗凝固療法の基本
心房細動では、どの治療法を選択したとしても

血栓形成を阻止する抗凝固療法の必要性を必ず考
慮しなければならない。日本のガイドラインでは、

図 2. 抗不整脈を用いた pill-in-the-pocket アプローチの 
実際

図2. 抗不整脈を用いたpill-in-the-pocketアプローチの実際 

発作性心房細動 

持続時間の確認 

＜48時間 ≧48時間 

pill-in-the-pocket 
アプローチ 

他のアプローチ 
の検討 

2時間の経過観察 

停止 持続 

抗不整脈薬の 
追加投与は禁止 

医療機関受診 終了 

図 3. ガイドラインが推奨する心機能を重視した心拍数
調節療法の方針

 （文献 3 より改変引用）

図3. ガイドラインが推奨する心機能を重視した心拍数調節療法の方針 
（文献3より改変引用） 

心機能の確認 

β遮断薬 
Ca拮抗薬 

＋ジギタリス製剤 

良好 
（左室駆出率≧40%） 

低下 
（左室駆出率＜40%） 

心拍数調節療法の方針 

ジギタリス製剤 

＋少量β遮断薬 
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CHADS2 スコア（脳梗塞、一過性脳虚血発作の既往 :2

点、高齢〔年齢 >75 歳〕、心不全、高血圧、糖尿病 :1

点）が 2 点以上であればワルファリンの使用を推奨
している 3,12。1 点の場合は必要に応じて投与する。

近年では、直接トロンビン阻害薬（ダビガトラン）
や第Ⅹ a 因子阻害薬（イグザレルト、リバーロキサ
バン、エドキサバン）のような新規抗凝固薬を使用
するケースも増えている。新規抗凝固薬はワルファ
リンに比べて高価ではあるが、利便性が高く、食事
の制限がないことなどがその主な理由である。新
規抗凝固薬を使用する場合は、CHADS2 スコアが 1

点でも推奨している。アスピリンなどの抗血小板薬
は、心房細動における血栓・塞栓の予防効果が乏し
いことから推奨薬から外れている。

ワルファリンを導入する場合の PT-INR の目標値
は 2.0~3.0 である。ただし、日本では高齢者は脳出
血の合併が高いことを考慮して、70 歳以上では PT-

INR の目標値を 1.6~2.6 と低めに設定している。抜
歯や白内障などの小手術を行う場合は、圧迫止血が
可能なためワルファリンの中止は必要ない。外科手
術および内視鏡生検などは、外部からの圧迫止血が
不可能なためワルファリンの中止が必要になる。こ
の場合、危険因子が複数ある患者では入院させ、ワ
ルファリンに変えてヘパリンの持続点滴を術直前ま
で行い、術終了後速やかにヘパリンを再開し、早々
にワルファリンに戻す。

新規抗凝固薬であるダビガトランあるいはリバー
ロキサバンを使用する場合、腎機能に注意する。ク
レアチニンクリアランス（Ccr）が前者では <30 ml/

min､ 後者では <15 ml/min では禁忌となる。これら
の薬剤は高齢者（75 歳以上）で使用すると出血の
リスクが高まるため、低用量で用いることを基本と
する。副作用としては、ダビガトランでは胃痛など
の胃腸障害、リバーロキサバンでは鼻出血、歯肉出
血、皮下出血に注意する。

発作性上室頻拍に対する薬剤の使い方

1. 発作性上室頻拍の病態と診断・分類
リエントリーを機序とする頻拍の代表であり、突

然発症して突然停止するのが特徴である。比較的若
い人に多い不整脈であり、持続性で規則正しい頻拍

を呈する。発作性上室頻拍は、電気生理学的に 4 つ
のタイプに分けられる（表 3）。このうち、房室回
帰性頻拍と房室結節リエントリー性頻拍が原因の
90% 以上を占める。

房室回帰性頻拍は WPW 症候群に基づく頻拍であ
り、副伝導路（Kent 束）と呼ばれる伝導性が早い
異常伝導路と房室結節の間でリエントリーが形成さ
れる。順行型（房室結節を順行性に伝導）と逆行型

（房室結節を逆行性に伝導）の 2 つのタイプがある。
房室結節リエントリー性頻拍は、房室結節部の二

重伝導路、すなわち本来の正常伝導路である房室結
節（速伝導路）と遅伝導路と呼ばれる異常伝導路の
間でリエントリーが形成される。通常型（遅伝導路
と順行性に速伝導路を逆行性に伝導）と非通常型（速
伝導路を順行性に遅伝導路を逆行性に伝導）の 2 つ
のタイプがある。

2. 発作性上室頻拍に対する薬物療法のポイント
発作性上室頻拍は、最近では薬物療法よりもカ

テーテルアブレーションが選択されることが多い。
発作性上室頻拍に対するカテーテルアブレーション
は成功率が 95% 以上と高く、重篤な合併症の発現
がきわめて低く、比較的安全に行えることがその理
由である。何らかの理由でカテーテルアブレーショ
ンが行えないか、あるいは患者が強く非侵襲的な治
療法を希望した場合に、薬物療法が適応される。

発作性上室頻拍はその種類によって選択される薬
剤が異なる。発作性上室頻拍の多くは、房室結節を
介してリエントリーが形成されるため、房室結節に

1. 房室回帰性頻拍 

     a. 順行型 

     b. 逆行型 

2. 房室結節リエントリー性頻拍 

     a. 通常型 

     b. 非通常型 

3. 心房内リエントリー性頻拍 

4. 洞結節リエントリー性頻拍  

表3. （リエントリー性）発作性上室頻拍の分類 

表 3. （リエントリー性）発作性上室類拍の分類
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対して伝導抑制作用を有する薬物、すなわち（非ジ
ヒドロピリジン系）カルシウム拮抗薬であるベラパ
ミルが第一選択となる。β 1 選択性の高いβ遮断薬
やジギタリス製剤も有効である。停止においては
ATP 製剤の静注もよく行われる。

上記が無効な場合は、副伝導路に対する不応期延
長作用やリエントリーの抑制効果が期待できる薬剤
を考慮する。K チャネル遮断作用を有する Na チャ
ネル遮断薬であるシベンゾリン、ジソピラミド、フ
レカイニドなどがこれにあてはまる。

3. 発作性上室頻拍において推奨される薬剤と 

　　pitfall

心電図でデルタ波を認める（顕性）WPW 症候群
では、心房細動が生じると副伝導路を介して興奮波
が早く心室に伝わるため、偽性心室頻拍を呈する。

（非ジヒドロピリジン系）カルシウム拮抗薬やβ遮
断薬が投与されていると、房室結節を介した伝導が
抑制されていることもあり、多くの興奮波が副伝導
路を介して心室へ伝わるため、偽性心室頻拍が重篤
化しやすい。これらの薬剤は禁忌となる

心室不整脈に対する薬剤の 
選び方と使い方

1. 心室頻拍と心室細動の病態と診断・分類
心室不整脈は、心筋梗塞や心筋症などの器質的心

疾患に伴って発現しやすい不整脈であり、心機能の
低下した患者ではさらに出現しやすい。一方で、心
臓に器質的な異常がなくても出現することがある。

心室不整脈の分類を表 4 に示した。心室期外収
縮、心室頻拍、torsade de pointes、心室細動に分け
られる。心室頻拍は、幅広い QRS 波（心室期外収
縮）が房室解離を伴って 3 連発以上出現する頻拍で
ある。QRS 波の形態によって単形性と多形性、持
続様式によって持続性（30 秒以上）と非持続性と
分けられることが多い。心拍数が速く、多源性で持
続性の場合に危険性が高くなる。幅広い QRS 波の
尖端が基線を中心に‘ねじれ’を描くように上方か
ら下方へ、そして上方へと出現する場合は、torsade 

de pointes と呼ばれ、通常の心室頻拍とは区別して
取り扱われる。QRS の波高は漸増・漸減して紡錘

形を呈することが多い。QT 延長症候群に伴って出
現するのが特徴であり、心室細動に次いで致死性の
高い不整脈である。心室細動は QRS 波が無秩序に
きわめて速い速度で出現し、QRS 波の判別が困難
になる不整脈である。心筋が収縮力を失った状態で
あり、循環動態的には心停止に等しく、危険性が最
も高い不整脈である。器質的心疾患に伴って出現す
ることが多いが、Brugada 症候群のように正常心機
能でも心室細動をきたす病態がある。

2. 心室不整脈に対する第一選択薬（経口薬）
欧米のガイドライン 13 のみならず、日本のガイド

ライン 4 でも生命予後に影響を及ぼすタイプの心室
不整脈と判断されれば、まずは ICD の適応を検討
することを推奨している。ICD が使用されても心室
頻拍や心室細動が頻発する場合や ICD の適応とな
らない心室不整脈に対しては、薬物療法が選択され
る。

心室不整脈を抑制する目的で薬物を使用する場
合、Ⅲ群薬（K チャネル遮断薬）を推奨している。
これにはアミオダロンとソタロールがあてはまる。
アミオダロンは、複数の K チャネル遮断作用に加
えて、Na および Ca チャネル遮断作用を有し、加
えてβおよびα受容体遮断作用も併せもつ薬剤であ
る。心機能が低下した患者では第一選択となる。ソ
タロールは、チャネルにおいては K チャネル、そ
のなかでも IKr チャネルのみを遮断し、受容体にお
いてはβ受容体のみを遮断する。そのため、ソタ
ロールはアミオダロンと比べて QT 時間が延長しや
すく、また（β遮断作用が強力なため）心抑制をき
たしやすい。

薬剤の選択においては、副作用を回避することが
重要なポイントになる。アミオダロンにおいては間
質性肺炎の合併、ソタロールにおいては QT 時間延
長による torsade de pointes と強いβ遮断作用による
心抑制の発現に注意する。日本のガイドライン 4 で

表 4. 心室不整脈の分類 

表4. 心室不整脈の分類 

1. 心室期外収縮（単源性・多原性、単発性・2連発、散発性・多発性、2段脈・3段脈、R on T型） 

2. 心室頻拍（持続性・非持続性、単形性・多形性・2方向性、反復性、特発性） 

3. torsade de pointres：QT時間延長に伴って出現する多形性心室頻拍 

4. 心室細動（一過性、特発性） 
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は Ib 群薬およびプロカインアミドも推奨薬として
挙げている。他の I 群薬（多くの Na チャネル遮断薬）
は、逆に予後を悪化させる可能性があるため、使用
すべきではない。ベプリジルはⅣ群薬（Ca チャネ
ル遮断薬）に分類されるが、K チャネル遮断作用が
強力であるため、Ⅲ群薬として分類されることもあ
る。

現在の実状に合わせた薬物の選択法を図 4 に示し
た。選択にあたっては、ガイドラインで述べられて
いるように、まずは心機能と冠動脈疾患の存在に目
を向ける。

3. 静脈薬による心室頻拍・心室細動の抑制
以前は、リンドカインが心室不整脈に対する第一

選択の静注薬であった。しかし、心室期外収縮の抑
制には効果的であるものの、危険な心室頻拍や心室
細動に対しては有効でなく、また予後改善効果もな
いことから、現在では推奨薬から除外されている。
現在では、静注用Ⅲ群薬（K チャネル遮断薬）が推
奨されている。日本では、アミオダロンとニフェカ
ラントがこれにあてはまる。これまでのエビデンス
からみても基本的にはアミオダロンが第一選択とな
る。両薬剤の特徴を踏まえた使い分けを表 5 に示し
た。静注用Ⅲ群薬が無効な場合は、静注用β遮断薬
が推奨される 4,13。日本ではランジオロールが用い
られている。

アミオダロンは、静注薬として使用した場合と経
口薬として使用した場合で薬理作用が異なる。ど
ちらの場合も K チャネル遮断作用が中心であるが、
静注薬では IKr チャネル遮断作用、経口薬では IKs チャ
ネル遮断作用が強く出やすい。また、静注薬は経口
薬よりも Na および Ca チャネル遮断作用が強く出
る傾向にある。そのため、低心機能例で使用した場
合には、血圧低下（心抑制）と徐脈に配慮する必要
がある 14。

ニフェカラントは K チャネル、そのなかでも IKr

チャネルのみを選択的に遮断する。他のチャネルや
受容体に対する作用をもたない 15。そのため、心抑
制や徐脈といった副作用がほとんどない。ニフェカ
ラントはアミオダロンと異なり、急速静注すること
も可能である。使用時のポイントは、過度の QT 時
間延長による torsade de pointes の発現に注意する。

静注用β遮断薬を使用する場合、即効性があり心
臓（β 1）選択性の優れた静注薬が必要となってくる。
即効性でなければその場で起きている不整脈を抑制
することができず、β 2 遮断作用を有する薬剤であ
れば呼吸不全と血圧低下を助長する可能性があるた
めである。このような条件を備えた薬剤がランジオ
ロール（超短時間作用型β 1 選択的遮断薬）である。
静注用β遮断薬には、他にもプロプラノロールやエ
スモロールがあるが、上記の利点ではランジオロー
ルに及ばない。ランジオロールは、術中・術後の上
室性不整脈（特に心房細動）に対して用いられる薬
剤であるが、近年、救急治療においても使用される
ことが多くなっている 16。
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Review

はじめに 

心不全とは、心臓のポンプ機能の障害により、体
組織の代謝に見合う十分な血液を供給できない状態
で、左心不全、右心不全、両心不全に分類される。
また、時間経過より急性心不全、慢性心不全に分類
される。急性心不全と慢性心不全では病態も異なり、
治療方法も異なる。そのどちらにおいてもエビデン
スの蓄積によりガイドラインが作成され、実地臨床
に役立っている。本総説では、慢性心不全の薬物療
法について、新しい治療薬も含めて概説する。

慢性心不全治療ガイドライン

①欧米でのガイドライン
よりよい治療を患者に提供するために、EBM 

(evidence-based medicine) という概念のもと、さまざ
まな疾患に対して、大規模臨床試験の結果を基にガ
イドラインが作成されてきた。心不全治療に関して
も、1980 年代の半ばから心不全治療に関する大規
模試験の結果が蓄積され、1995 年に米国心臓病学

会 (ACC) と米国心臓協会 (AHA) が合同で初めて心
不全ガイドラインを発表した。その後、新たなエビ
デンスが追加され、2001 年、2005 年に改訂が行わ
れている。2001 年の改訂では、心不全の発症と進
行を考慮し心不全を４段階のステージ (A~D) に分
類するという新たな試みがなされた。最初の２つ
のステージ A,B は心不全のリスクを有するが無症
候性の心不全前状態に相当する。ステージ C,D は、
症状と徴候がみられる症候性心不全状態に相当す
る。2005 年の改訂ではさらに、①このステージ分
類の重要性が強調された点、②早期診断と適切な治
療に重点がおかた点、③予防医学的な観点からの介
入と終末医療を新たに盛り込んでいる点などが特徴
である。すなわち、リスクはあるが心不全症状の無
いステージ A や B の段階から積極的に介入し、心
不全への移行を阻止することに重点が置かれてい
る。2009 年には 2005 年度版に追加という形で、新
しい臨床試験の知見と、費用対効果（医療経済）に
関する追加と、入院患者に対する診断、治療に関す
るセクションが設けられているが、大きな変更はな
い 1。

心不全の薬物療法：現状と今後
森本　達也 1、鈴木　秀敏 1、砂川　陽一 1、刀坂　泰史 1、和田　啓道 2、長谷川　浩二 2

1 静岡県立大学薬学部分子病態学
2 国立病院機構京都医療センター展開医療研究部

要旨
心不全はあらゆる心疾患の最終像であり、欧米だけでなく我が国においても病因別死亡数は上

位に位置する。多くの臨床研究の結果、心不全の治療に関するエビデンスが蓄積され、治療ガイド
ラインが作成されている。本総説では、まず心不全治療のガイドラインについて、次に慢性心不全
の薬物療法について、収縮障害と拡張障害についてそれぞれエビデンスに基づいた治療薬を概説す
る。さらに、今後期待の新しい治療薬として期待のかかる、スタチンやクルクミンについてもその
展望を述べる。

 キーワード  心不全 : Heart Failure、治療 : Therapy、スタチン : Statin、クルクミン : Curcumin

 * Tel: 011-706-6326  Email: s.gotoh@eng.hokudai.ac.jp
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一方、欧州心臓病学会（ESC）の心不全ガイドラ
インも 1995 年に作成されている。2005 年の改訂で
は、急性心不全と慢性心不全のガイドラインが作成
された。さらに 2008 年に出された改訂版の特徴は、
急性心不全の原因として慢性心不全の悪化によるこ
とが多いため、両者を別々に論じるのではなく、時
間経過的に延長線上にある疾患として統一し、「急
性・慢性心不全の診断と治療のための ESC ガイド
ライン 2008」として発表されたことである。
②我が国のガイドライン

我が国の心不全に対するガイドラインは、日本循
環器学会学術委員会の「慢性心不全治療ガイドライ
ン作成研究班（松﨑益德班長）」により、2000 年「慢
性心不全治療ガイドライン」が発表された。このガ
イドラインは、日本人を対象とした慢性心不全患者
の治療に関する信頼できる EBM がほとんどない時
期であり、欧米のデータやガイドラインを基に作成
された。その後、我が国の多くの臨床家の尽力によ
り、日本人を対象にした心不全患者の診断・治療に
関わるデータが蓄積してきたおかげで、日本人を対
象とした新しい知見を反映させた改訂版が 2010 年
に作成された（「慢性心不全治療ガイドライン（2010

年改訂版）」）2。この改訂版の特徴は、治療推奨度
を表すクラス分類を 4 つの群に分類し直したこと

（Class I、Class II a、Class II b、Class III）である。また、
治療根拠となる臨床試験の結果から、エビデンスレ
ベルを A~C の 3 つに分類した点である。興味深い
事に、非薬物療法として心臓再同期療法、運動療法、
和温療法などについての記載も追加された。さらに、
睡眠呼吸障害、性差をふまえた心不全治療、高齢者
と幼児・小児の慢性心不全に対する治療ガイドライ
ン、補助循環、人工心臓、左室容積減少術および心
臓移植についてその適応ガイドラインなども示され
ている。

本ガイドラインは、一般臨床家だけでなく、循環
器専門医を意識して作成されているので、一読する
ことをお勧めする。

慢性心不全の治療

患者に対する日常生活に関する教育は極めて重要
である。塩分、水分制限、毎日の体重測定の必要性、

心不全症状とはいかなるものか、症状が出ればすぐ
に受診することなどを根気よく説明する。また、服
薬の中断は増悪因子の１つであるので、副作用の
チェックを含めて、薬剤師と連携して、アドヒアラ
ンスの向上に努めることは重要である。肥満の改善、
禁煙、インフルエンザワクチンの接種、アルコール
の適量摂取、適度な運動の推奨なども重要である。

収縮不全と拡張不全で薬物療法の基本方針は大き
く異なる。収縮不全は大規模臨床試験により有効性
が確認されているものが多いのに対し、拡張不全に
ついては診断方法を含めて研究段階であり、大規模
臨床試験により有効性が証明されている薬剤はな
い。
①収縮機能障害に対する治療

心筋梗塞などの虚血性心疾患や拡張型心筋症や高
血圧性心疾患などの非虚血性心疾患などを基礎疾患
として、左室収縮機能障害により心不全は発症す
る。基礎疾患が明らかな場合はそちらに対する治療
法（例えば、虚血性心疾患に対しては冠動脈血行再
建術、高血圧に対しては血圧のコントロールなど）
をまず行う。さらに、心不全に対する治療法を行う。
古くは心不全の治療は、肺うっ血に対しては利尿剤、
ポンプ不全に対しては強心薬、前負荷・後負荷軽減
のために血管拡張薬などが用いられてきた。しかし
ながら、心臓にストレスがかかると、交感神経系や
レニンーアンジオテンシンーアルドステロン (RAA)

系などの神経液性因子が賦活化され、心肥大、心不
全の発症・進展に関与することが明らかになってき
た。そこで最近の慢性心不全治療は、この活性化し
た悪循環を断ち切ることにより生命予後が改善する
ことが大規模臨床試験で明らかになってきたため、
β遮断薬、ACE 阻害薬などが積極的に用いられて
いる。
A) アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬

ACE 阻害薬の左心機能不全に基づく心不全患者、
あるいは心筋梗塞後患者の生命予後、および種々
の心血管イベントに対する効果は 多くの大規模臨
床試験により確立している。CONSENSUS 試験で
は、重症うっ血性心不全患者（NYHA 分類 IV 度、
253 例）の 6 カ月後の全死亡率は、プラセボ群で
44%、エナラプリル群で 26% であり、エナラプリ
ル投与により全死亡率が 40% 減少した（p ＝ 0.002）。

図2．禁煙外来初診患者におけるＳＤＳスコアの分布
禁煙科学 2008年2巻2号23-26 より 
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図 2. 禁煙外来初診患者におけるＳＤＳスコアの分布
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図3．初診時ＳＤＳスコアと禁煙成功率 
禁煙科学 2008年2巻4号4-8より 

 

 図 3. 初診時ＳＤＳスコアと禁煙成功率
 禁煙科学　2008 年 2 巻 4 号 4-8 より
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SOLVD treatment trial 試験では、慢性心不全患者 

（NYHA 分類 II ～ III 度、2,569 例）のエナラプリル
群の全死亡は 35.2% であり、プラセボ群の 39.7%

に対し、死亡リスクを 16% 低下させた（p ＝ 0.0036）。
SOLVD prevention trial 試験では、無症候性左室機能
不全患者（4,228 例）へのエナラプリル投与は死亡
および心血管死リスクを低下させる傾向を示し、心
不全および入院リスクを有意に低下させた。さらに、
SOLVD 試験に参加した患者を長期経過観察した結
果、無症候の左室収縮機能不全患者の心不全の入院
を抑制し、生命予後を改善することが明らかになっ
ている。また、ATLAS 試験では、慢性心不全患者

（NYHA 分類 II ～ IV 度、3,164 例）におけるリシノ
プリルの低用量と高用量の長期予後への効果を比較
したところ、低用量群と高用量群で全死亡率に有意
差は認められなかった。しかし、高用量群は、全
死亡および全入院リスクを 12% 減少（p ＝ 0.002）、
心不全による入院リスクを 24% 減少（p ＝ 0.002）
した。

以上の試験より、ACE 阻害薬はすべての左室収
縮機能低下患者に用いられるべきであり、薬剤の忍
容性がある限り（咳嗽の有無、血圧、血清クレアチ
ニン値、血清カリウム値のチェック）、増量を試み
るべきである。
B) アンジオテンシン II 受容体拮抗薬（ARB）

我が国のエビデンスとしては、ARCH-J 試験 に
おいて、左室駆出率 45% 以下かつ NYHA 分類 II ～
III 度の症候性の ACE 阻害薬を服用していないうっ
血性心不全（CHF）を有する患者（305 例）で、カ
ンデサルタンがプラセボと比較して心不全の進行

（66.7％減少）および心血管イベントを抑制するこ
とが報告された。同様に、CHARM-Alternative 試験
では、ACE 阻害薬不耐性の慢性心不全患者（左室
駆出率（LVEF）≦ 40）において、カンデサルタン
群（単独投与）は、心血管死または慢性心不全によ
る入院を、プラセボ群に比し、23% 有意に減少した（p

＝ 0.0004）。
ACE 阻害薬と ARB を比較した臨床試験として、

ELITE Ⅱ試験では、60 歳以上の老年者心不全患者
（NYHA 分類 II ～ IV 度、3,152 例）へのロサルタン、
カプトプリルの投与で忍容性において ARB は ACE

阻害薬より優れていたものの、死亡率改善効果には

有意差は得られなかった。同様に、VALIANT 試験
では、心不全および左室収縮機能不全を伴う急性心
筋梗塞患者（14,500 例）を対象として、バルサルタ
ンのカプトプリルに対する心血管イベント抑制効
果の非劣性が確認された。さらに、ARB と ACE 阻
害薬との併用の効果を検証する Val-HeFT 試験にお
いては、ジゴキシン、利尿薬、ACE 阻害薬あるい
は遮断薬を服用中の慢性心不全患者（NYHA 分類 

II ～ IV 度、5,010 例）に対して、バルサルタンの追
加投与は総死亡率を改善しなかったが、心不全の悪
化による入院を減少させ、症状を軽減し QOL も改
善した。同様に、CHARM-Added 試験では、慢性心
不全患者（LVEF ≤ 40%、ACE 阻害薬投与中）にお
いて、カンデサルタン追加群は、心血管死または
慢性心不全による入院を、プラセボ群に比し、15%

有意に減少した（p ＝ 0.011）。
以上より左室収縮機能低下患者において ARB は

ACE 阻害薬と同等の心血管イベント抑制効果を有
すだけでなく、ACE 阻害薬との併用によってもさ
らなる抑制効果が得られる。したがって ACE 阻害
薬が忍容性等の点で投与できない場合だけでなく、
収縮機能低下例には、積極的に ARB を用いるべき
である。
C) β遮断薬

US Carvedilol study 試 験 で は カ ル ベ ジ ロ ー ル、 

CIBIS II 試験にではビソプロロール、MERIT-HF 試
験ではコハク酸メトプロロールの有意な生命予後、
および心不全悪化防止効果が明らかにされた。我が
国では、MUCHA 試験で、日本人に対するカルベジ
ロール（1 日 5 mg および 20 mg）の有用性が報告さ
れた。以上の臨床試験の対象のほとんどは NYHA II

度および III 度の患者であった。COPERNICUS 試験
では、LVEF が 25％以下の NYHA IV 度の重症心不
全患者においてもカルベジロール投与により 35％
の死亡率低下が得られた。COMET 試験ではカルベ
ジロールと酒石酸メトプロロールの効果が比較さ
れ、カルベジロール群で死亡率が有意に低かった。
一方、CAPRICORN 試験では、LVEF の低下した心
筋梗塞患者にカルベジロールを投与し、死亡率が低
下したことより、有症状の心不全患者のみならず、
無症状の左室収縮機能低下患者においてもβ遮断薬
導入を試みることが勧められる。

図4.心理社会的ストレスと喫煙は密接な相互関係のもと 

悪循環を形成している 
日本循環器学会専門医誌 2010年18巻2号352-356 より 

 
図 4. 心理社会的ストレスと喫煙は密接な相互関係のも

と悪循環を形成している
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β遮断薬の投与に際しては、NYHA Ⅲ度以上の心
不全患者は原則として入院とし、体液貯留の兆候が
なく、患者の状態が安定していることを確認した上
でごく少量より時間をかけて、数日～ 2 週間ごとに
段階的に増量していくことが望ましい。血漿 BNP

濃度はその忍容性や有効性の指標となる。
D) 抗アルドステロン薬

RALES 試験で NYHA Ⅲ度以上の左室収縮機能不
全に基づく重症心不全患者に対して、スピロノラク
トンの併用が全死亡率、心不全死亡率、突然死のい
ずれをも減少させた。また、EPHESUS 試験でも、
急性心筋梗塞後に左心機能不全および心不全を合併
した患者では、エプレレノンを併用すると、死亡お
よび心血管イベントの発生リスクが抑制された

E) ジギタリス
DIG 試験で、ジゴキシンが洞調律心不全患者の予

後は改善しなかったが、心不全増悪による入院を減
らすことが明らかとなった。一方、心房細動を伴う
心不全患者においては、心拍数をコントロールし十
分な左室充満時間を得るためにジギタリスが用いら
れる。これは臨床症状の改善を目的とするもので
あって、心房細動を伴う左室収縮機能不全患者にお
いてジギタリスが予後を改善するかどうかに関する
エビデンスはない。
F) 利尿薬

心不全患者のうっ血に基づく労作時呼吸困難、浮
腫等の症状を軽減するために最も有効な薬剤である
が、利尿薬の予後に関しては、大規模試験によるエ
ビデンスは得られていない。
F) アミオダロン

心臓突然死は、心不全の増悪による死亡とならん
で心不全の二大死因であり、その基礎となっている
のは心室頻拍および心室細動等の重症心室性不整脈
である。アミオダロンはこれらの重症心室性不整脈
を抑え、心不全患者の突然死を予防することが期待
されるが、SCD-HeFT 試験では、有効性が示されな
かった。
G) 末梢血管拡張薬、経口強心薬、ナトリウム利尿
ペプチド

長期予後を改善するという大規模臨床試験のデー
タはない。
②拡張機能障害に対する治療

心不全治療に関する大規模臨床試験はほとんど収
縮不全を対象に行われてきたため、拡張不全に対す
る治療に関するエビデンスはない。また、拡張機
能障害の原因が様々であり、治療方針も様々であ
る。我が国の慢性心不全治療ガイドライン（2010

年改訂版）では、NYHA クラスに関係なく利尿剤
が Class I に分類されているが（エビデンス C）、拡
張機能障害では、前負荷軽減が心拍出量の低下につ
ながるため、投与量設定を含め、エビデンスの蓄積
を待つ必要がある。

拡張不全の主病態は、左室肥大・線維化と考えら
れており、それらを抑制・退縮させる薬剤が有効と
想像される。しかし、現在のところ、左室肥大を退
縮し、拡張機能を改善し、自覚症状や運動耐容能の
改善をもたらしたという報告はなく、今後の検討が
待たれる。

近年 RAA 系が左室肥大・線維化に重要な役割を
果たしているという知見が蓄積され、 ACE 阻害薬、
ARB が収縮不全だけでなく拡張不全の予防・治療
効果が期待されている。高血圧に対する降圧治療に
よって、左室肥大の退縮が様々な降圧薬で認められ
ているが、中でも ACE 阻害薬が最も有効であるこ
とからも、ACE 阻害薬、ARB に対する期待は大きい。
実際、V-HeFT 試験では EF 35％以上の心不全症例
でも、エナラプリル群の方が、硝酸薬とヒドララジ
ンの併用療法より有意に予後を改善した。さらに、
左室収縮機能を保持した慢性心不全患者（EF>40%）
を対象にした最初の大規模無作為試験 CHARM-

PRESERVED 試験では、カンデサルタン群は、プラ
セボ群より、心血管死または慢性心不全による入院
を減少させる傾向があり（p ＝ 0.118）、慢性心不全
による入院については、カンデサルタン群はプラセ
ボ群に比し、有意な減少を示した（p ＝ 0.014）。中
規模であるが、心エコー検査によって拡張不全を厳
密に定義した ACE 阻害薬ペリンドプリルの無作為
割付試験 PEP-CHF 試験では、1 年間の心不全増悪
による入院件数はペリンドプリル投与群で減少し
た。

β遮断薬は、降圧効果、肥大退縮効果とともに心
拍数抑制効果にて拡張期充満を改善する可能性があ
り、心筋が原因である拡張不全には有効と考えられ
る。現在、我が国において収縮機能の保たれた心不
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全例を対象としたカルベジロールの臨床試験 J-DHF

が進行中である。

今後期待の薬物療法

①レニン阻害薬
レニンは、アンジオテンシノーゲンからアンジオ

テンシン I への変換を触媒する酵素で、RAA 系の
最上流にて機能している。レニン阻害薬は高血圧治
療薬として臨床応用されている。レニン阻害薬で
あるアリスキレンの心不全に対する効果につては、
ALOFT 試験では、心不全重症度マーカーである
NT-proBNP を有意に低下させ、ALLAY 試験では心
肥大を抑制したことが報告され、心不全患者に有用
な効果があるのではないかと期待されている。現在、
ASTRONAUT 試 験（Aliskiren Trial on Acute Heart 

Failure Outcomes）や ATMOSPHERE 試験（Aliskiren 

Trial of Minimizing Outcomes for Patients with Heart 

failure）が行われ、アリスキレンの心不全治療薬と
しての可能性が明らかになると思われる。
②中性エンドペプチダーゼ（NEP）阻害薬

NEP 阻害薬オマパリラートはナトリウム利尿ペプ
チド等の代謝を抑制し、ANP、BNP 等の作用増強
するだけでなく、ACE 阻害作用も持つ新しい心不
全治療薬として期待されている。IMPRESS 試験で
は、オマパリラートが心不全患者の死亡または入院
を減少させたことが報告され、慢性心不全治療薬と
して有用である可能性がある。
③バゾプレッシン受容体拮抗薬

バゾプレッシン V2 受容体拮抗薬であるトルバプ
タンは、腎集合管の V2 受容体に作用し、電解質排
泄には影響せずに水を排泄する。従来の利尿薬とは
作用機序が異なることから、他の利尿薬でも体液貯
留が改善されない体液貯留状態にある慢性心不全
患者にも有効である可能性がある。ACTIV 試験や
EVERST 試験でトルバプタンが心不全症状を改善す
ることが報告された。さらに、METEOR 試験では、
トルバプタンは慢性心不全患者の予後または心不全
増悪をプラセボに比較して有意に抑制することが報
告された。
④ HMG-CoA 還元酵素阻害薬（スタチン）

高コレステロール血症治療薬のスタチンが、心

不全患者において LVEF の改善や BNP 値低下等の、
心不全治療効果があることを示唆するいくつかの
臨床試験結果が報告された。スタチンの心不全に
対する有効性が初めて報告されたのは 4S 試験のサ
ブ解析で、シンバスタチン投与により心不全発症
リスクが有意に減少した。さらに、PRAISE 試験、
OPTIMAAL 試 験、ETITE II 試 験、VAL-HeFT 試 験
などの大規模臨床試験のサブ解析から、スタチンが
心不全の予後を改善することが示唆された。この効
果は高コレステロール血症のない患者や非虚血性の
心不全患者においても認められることから、スタチ
ンのコレステロール低下作用を介したものではな
く、何らかの多面的効果が関与していると考えられ
ている。また、スタチンの種類による心不全改善効
果の違いを検討した PROVE IT - TIMI 22 試験では、
ストロングスタチンであるアトロバスタチンがプロ
バススタチンに比べて、心不全による入院を 45％
改善することが示された。

我が国でスタチンの心不全に対する効果を最初に
前向きに検討したのは野出らである 3。スタチンを
短期間投与することにより、非虚血性の心不全患者
に対する効果があるのかどうか検討するために、従
来療法を行っても症状を示す特発性拡張型心筋症患
者（EF<40%、NYHA II、 III、51 名）を無作為にシ
ンバスタチン群とプラセボ群に分けて効果を検討
した。シンバスタチンは NYHA 分類も左室駆出率

（LVEF）も有意に改善した。また、MUSASHI-AMI

試験では、ST 上昇型急性心筋梗塞（AMI）で PCI

施行例において、早期（AMI 発症後 96 時間以内）
のスタチン治療が心不全を含む心血管イベントを抑
制するか検討したところ、うっ血性心不全発生率や
心血管イベントの発症を有意に改善した。4

スタチンの慢性心不全改善効果を前向きに検討し
た初めての大規模臨床試験は CORONA 試験 5 であ
る。慢性かつ虚血性の収縮期心不全高齢患者（5,011

例）において、心血管系の症状による入院は、プラ
セボ群よりロスバスタチン群の方が有意に少なかっ
たが（p<0.001）、主要評価項目（心血管死、非致死
的心筋梗塞、非致死的脳卒中の複合）の発生は、ロ
スバスタチン、プラセボ群で有意差を認めなかった。
同様に、GISSI-HF 試験 6 では、虚血性・非虚血性
の症状性慢性心不全患者（4,631 例）を対象にロス



36

バスタチンの効果を検討したが、ロスバスタチンは
心不全患者の心血管死や全死亡等の予後を有意には
改善しなかった。UNIVERSE 試験でも、虚血・非
虚血性の慢性心不全患者（EF<40%）に対して、ロ
スバスタチンの効果は認めなかった。これらの前向
き試験で、ロスバスタチンは心不全患者の心血管死
や全死亡等の予後を有意に改善しなかったが、スタ
チンには水溶性と脂溶性があり、スタチンの種類に
よる心不全改善効果が異なる可能性がある。小室ら
は、脂溶性スタチン・ピタバスタチンの心不全改善
効果を見るために PEARL 試験を行っている。この
試験の内容は、症状を有し安定した慢性心不全患者
を対象に、無作為にピタバスタチン投与群とスタチ
ン非投与群に分け、4 年間フォローするものである。
1 次エンドポイントは心不全悪化による入院または
心臓死である。また、筆者らは、ピタバスタチンが
左室拡張機能障害を有する高コレステロール血症患
者の拡張能に及ぼす効果を検討するために、多施設
共同研究 STAT-LVDF 試験を行っている。
⑤クルクミン

これまでの心不全薬物治療は心不全において活性
化される細胞外の神経体液性因子を標的としたもの
であった。筆者らは、心不全のより根本的治療を確
立するために、心筋細胞情報伝達の最終到達点であ
る核内の共通経路を標的とした治療法を模索してき
た。内因性ヒストンアセチル化酵素（HAT）活性を
有する p300 が心不全治療の重要なターゲットであ
ることを示した 7,8。最近、健康食品やカレーに用い
る香辛料として使用されている天然物ウコンの主成
分であるクルクミンが p300 の特異的アセチル化阻

害作用を持つということが明らかになったが、我々
はこのクルクミンが心不全の進行を抑制することを
高血圧性心疾患ならびに心筋梗塞後の 2 つの慢性心
不全ラットモデルにおいて証明した（図1）9。さらに、
クルクミンは心不全の進展・増悪を抑制するのみな
らず、高血圧から高血圧性心肥大への移行も抑制す
ること、クルクミンが梗塞後心不全に対して、心不
全の標準的治療薬として臨床で広く用いられている
ACE 阻害剤（エナラプリル）に相加的効果のある
ことを示した 10。また新たに、Drug delivery system 

（DDS）を用いて吸収効率の良い経口コロイダルディ
スパージョン型クルクミン（高吸収クルクミン）の
作成に成功し 11、極めて低用量で梗塞後心不全の心
機能を改善することを示した 12。実際に、高吸収ク
ルクミン製剤が心不全患者さんに効果があるかどう
かを臨床試験を行い検討した。左室収縮能正常の高
血圧性心肥大患者（軽症心不全）を対象に高吸収ク
ルクミン製 60mg/ 日を 24 週間内服してもらったと
ころ、拡張能指標である E/E` が優位に改善し、プ
ラセボ群と比較しても優位に改善した。血圧などへ
の影響はなく、副作用なども認めなかった。安価で
安全性の確認されたクルクミンを用いた心不全治療
の可能性が示された。

まとめ

心不全の病態と治療薬についてまとめたものを図
2 に示す。慢性心不全は、高血圧や心筋梗塞などに
より、心拍出量の低下や肺うっ血が見られる。これ
らのストレスにより、交感神経系や RAA 系などの

左室
リモデリング

心筋梗塞

収縮機能不全

心不全

求心性
 心肥大

収縮機能不全
左室

リモデリング

高血圧 心不全

遠心性
 心肥大

クルクミン

p300 HAT

p300 HAT

図 1. クルクミンは心臓収縮機能不全の進行を抑制した

慢性心不全の病態と治療薬

高血圧、心筋梗塞

心拍出量↓、肺うっ血↑

神経体液性因子の活性化

心筋拡張能、収縮能↓

末梢血管抵抗↑

後負荷↑

病的心筋細胞肥大↑

ARB・ACE-I
遮断薬
1990年代～

強心剤、利尿剤
1960年代～

クルクミン
21世紀 血管拡張薬

1970年代～

図 2. 慢性心不全の治療薬
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神経体液因子が活性化され、病的心筋細胞肥大がお
こり、心筋の拡張能や収縮能の低下を来たし、病態
が悪化する。また、末梢の血管抵抗が亢進し、後負
荷が亢進することにより、病態は悪化する。1960

年代には、強心剤や利尿剤といった薬物によって治
療が行われ、1970 年代には、後負荷軽減のために、
血管拡張薬が用いられてきた。さらに、1990 年代
になり、ARB、ACE 阻害剤、β遮断薬といった神
経体液性因子の活性化を抑制する薬物が使用され
た。21 世紀にはクルクミンのような、転写調節因
子をターゲットとした薬物治療の可能性を示唆して
いる。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

我が国におけるたばこ対策 

生活習慣の欧米化から増加しつつある冠動脈硬化
症を基盤として発症する心筋梗塞は国家社会的にも
極めて重要な問題である。喫煙は、高コレステロー
ル血症、耐糖能障害など共に動脈硬化危険因子の一
つであり、その管理は心血管イベントの抑制に必須
である。喫煙による冠動脈疾患の発症リスク増加は
約 2 倍とされており、これにメタボリック症候群が
合併すると相加的にリスクが上昇することが示され
ている 1。また冠動脈疾患患者の禁煙によるリスク
低下については、冠動脈疾患患者において禁煙によ
り 36% の全死亡率低下が認められるという。この
低下率は、年齢、性別、国、他の危険因子の存在な
ど　様々な条件に係わらず、ほぼ同程度であった。
血行再建術など　他の介入による死亡率低下に比べ
て、禁煙による死亡率低下の程度は　顕著であり、
改めて　循環器診療における禁煙の重要性が認識さ
れる。また、最近、受動喫煙による急性冠症候群発
症がホットな話題となっている。2004 年以後、公
共場所における禁煙を法や条例で定めると、心筋梗

塞の入院を減らすことが世界各地で相次ぎ報告され
た。多くの報告を総括すると、受動喫煙は　急性冠
症候群の発症を 30% 程度　増加させると考えられ、
受動喫煙の心血管系に対するインパクトは皆が考え
ていたより大きいことが明かとなってきた 3。また
公共場所の禁煙は、喫煙者、非喫煙者の両者におい
て急性冠症候群の入院を減少させるが、減少の割合
はむしろ非喫煙者の方が多いことが示された 4。

このように smoke-free environment （無煙環境）の
重要性が認識されるようになってきた。これらの
背景のもと、本邦においては受動喫煙防止条例の施
行、たばこ増税といった禁煙政策が推進されてきた。
日本循環器学会では、2002 年に禁煙宣言がなされ、
2005 年 12 月には 9 学会合同で、禁煙ガイドライン
が発表された。2006 年 4 月からは、「禁煙治療のた
めの標準手順書」に従って行われた禁煙治療には健
康保険が適応されニコチン依存症管理料が算定でき
るようになり、禁煙治療が普及してきた。2009 年
の厚生労働省国民健康栄養調査では、日本人の喫煙
率は 21.7％で、年々減少してきている。男性の喫煙
率は 32.2％で、40 歳代がもっとも高く 42.4％であっ

禁煙のための薬物療法と心血管バイオマーカー
長谷川　浩二 1、和田　啓道 1、小見山　麻紀 2、高橋　裕子 3

1 国立病院機構 京都医療センター　展開医療研究部
2 国立病院機構 京都医療センター　総合内科

3 奈良女子大学　保健管理センター

要旨
喫煙は、高コレステロール血症、耐糖能障害など共に動脈硬化危険因子の一つであり、その管

理は心血管イベントの抑制に必須である。喫煙者がたばこを止められない大きな原因はニコチン依
存に陥っているからであるが、またニコチン依存は潜在的うつ状態やうつ病と密接な関係がある。
また禁煙により肥満 /高脂血症が増悪することが指摘されている。したがって禁煙による心血管イ
ベントリスク抑制効果を最大限に生かすためには、これら禁煙に伴ううつ状態・肥満 /高脂血症を
包括したより質の高い禁煙治療要領を確立する必要がある。そのために、心血管バイオマーカーに
よるリスク評価は極めて有用である。本稿では、ニコチン依存と禁煙のための薬物療法について述
べ、喫煙者は患者という理解を深め、さらに、禁煙に伴ううつ状態や肥満、心血管バイオマーカー
に関する我々の最近の知見について概説したい。
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た。平成 7 年より減少してきており、平成 17 年度
に初めて 4 割をきっています。一方、女性の喫煙率
は 8.4％で、20 歳代が 12.8％、30 歳代が 14.2％と若
年層で高い値を示している。男性に比べ、平成元
年より 9 ～ 12％の間を上下しながら漸増している。
他の先進国と比較すると、日本の全人口の喫煙率は
依然高く、欧米諸国の先進国に比べ規制が日本は極
めて遅れており、我が国においては禁煙の重要性が
もっと認識される必要がある。

喫煙者の男性で 6 割、女性で 7 割の人が、今後タ
バコをやめたいと思っているが、禁煙外来を受診す
るまでには至っていない。喫煙者がたばこを止めら
れない大きな原因はニコチン依存に陥っているから
であるが、またニコチン依存は潜在的うつ状態やう
つ病と密接な関係がある。本稿では、ニコチン依存
と禁煙のための薬物療法について述べ、喫煙者は患
者という理解を深め、さらに、禁煙に伴ううつ状態
や肥満、心血管バイオマーカーに関する我々の最近
の知見について概説したい。

ニコチン依存と禁煙治療

　喫煙により摂取されたタバコの活性成分ニコチ
ンは、ノルアドレナリン、ドーパアミンなどの脳内
神経伝達物質の分泌を通して脳の覚醒や快感を引き
起こすため、たばこを吸うと喫煙者は心が安らぐと
感じる。しかしながらこのような状況が長く続くと
脳内ニコチン受容体の減少を招き、ニコチンがない
とイライラしたり、いてもたってもいられないよう
な不安状態や、うつ状態になるなど、ニコチン欠乏
症状（離脱症状）が出現するようになる。長年喫煙
している人がたばこを止められない主な理由は、こ
のニコチン依存と、ついつい手が出てしまう、いわ
ゆる習慣依存である。

たばこを抑制する際に出現するニコチン離脱症状
を抑制するための薬が禁煙治療薬である。

現在、医師の処方箋により処方できる禁煙治療薬
には、ニコチンパッチと経口薬バレニクリンがある。
ニコチンパッチは少量のニコチンを経皮的に吸収さ
せてニコチン血中濃度を離脱症状が出ない程度に保
つものである。ニコチンパッチは OTC として市販
もされており、処方箋なしで薬局で買い求めること

ができる。一方、バレニクリンはニコチン受容体の
部分作動薬であり、脳内ニコチン受容体に結合する
ことにより、少量のドーパアミンを放出させてニコ
チン欠乏症状を和らげる（図 1）5。それと共に、た
ばこを吸ったときに吸収されるニコチンが受容体に
結合するのを阻止することにより、たばこを吸った
ときの快感を抑制するものである。禁煙外来では、

「禁煙治療のための標準手順書」に基づいて、これ
らの禁煙治療薬を用いると同時に　カウンセリング
を行いつつ、禁煙治療を施す。

喫煙、潜在的うつ状態と心血管疾患

ニコチンはセロトニンの分泌により気分の調整に
も関与し、抗うつ、抗不安に作用するため、ニコチ
ン摂取によりうつ状態が軽減する可能性が示唆され
ている 6,7。逆に海外の報告ではうつ状態の患者は喫
煙率が高いと同時に、禁煙成功率が低いこと 8,9、う
つ病の患者を無理に禁煙するとうつ状態が悪化する
ことなどの報告がある 10。

そこで筆者らは、喫煙患者における潜在的うつ状
態の実態を把握することを目的に、禁煙外来を受
診した患者を対象にスクリーニング調査を実施し
た 11。結果、図 2 に示すように、精神疾患の既往の
ない禁煙外来初診患者において、4 分の 1 以上が神
経症以上のうつ状態であり、正常 / 神経症境界群を
含めば半数以上に潜在的うつ状態を認めることが判
明した。禁煙外来を受診する喫煙患者において精神
疾患の既往のない患者でも潜在的うつ状態の併発率
は高いことが明らかとなった。

図1.禁煙治療薬バレニクリンの作用機序  
 『Heart View』 2011年第15巻第12号 236-240より 

 
 

図 1. 禁煙治療薬バレニクリンの作用機序 
 『Heart View』　2011 年第 15 巻第 12 号 236-240 より
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さらに、この喫煙者における潜在的うつ状態が禁
煙外来 12 週間の通院治療による禁煙達成成否に及
ぼす影響について検討した 12。図 3 に示すように、
うつ状態の程度悪化に伴って、禁煙成功率は著明に
低下して行くことが判明した。多重ロジスティック
回帰分析の結果、禁煙治療による禁煙成否を規定す
る唯一の独立因子がうつ状態の指標である SDS ス
コアであった (P  = 0.032, OR: 0.927, CI: 0.866-0.993)。
禁煙外来初診患者には明らかなうつ病の既往がなく
とも、潜在的うつ状態が比較的高頻度に存在すると
同時に、この潜在的うつ状態の存在が禁煙成功率を
著しく低下させることが明らかとなった。禁煙支援
において、初診時におけるうつ状態の評価のみなら
ず、その経時的変化を注意深く観察することも重要
であると考えられた。

うつ病と喫煙はそれぞれ独立した心血管危険因子
であると同時に、相互に悪循環を形成し、心血管リ
スクを増大させていると考えられる（図 4）13。わ
が国でも、昨今の社会情勢や高ストレス社会を反映
して、うつ病や潜在的うつ状態を伴う患者は急増し
ていると推測され、循環器診療においても重要な問
題と考えられる。特に喫煙を含む心血管危険因子の
コントロールが難しい患者において潜在的うつ状態
の存在を早期に発見し、これに対する適切な対処法
を確立することは極めて重要であると考えられる。

禁煙後肥満と心血管バイオマーカー

禁煙をすると心血管病変など致死的な病気のリス
クが低下し、総死亡が減少する一方で、禁煙後に体
重増加が認められることが知られている。体重増加
の程度については報告によって様々であるが、自力
で禁煙した場合は平均で男性 2.8kg、女性 3.8kg、十
数％の人では 13㎏以上増えるとされている。バレ
ニクリンを使用し禁煙した場合で 1 年後の体重増加
は 0.4 kg、ニコチンパッチでは 0.5 kg と、自力で禁
煙した場合に比べて体重増加は抑制される傾向にあ
る。禁煙後 3 年程度の間に体重は増加し、その間、
耐糖能が悪化するが、禁煙後の体重増加量が大きい
人ほど耐糖能悪化のリスクが大きい。禁煙後体重増
加の予知因子について様々な報告がある。例えば、
禁煙後体重増加のリスク因子としてヘビースモー
カー、有色人種、若年者などが挙げられている。

図2．禁煙外来初診患者におけるＳＤＳスコアの分布
禁煙科学 2008年2巻2号23-26 より 
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図 2. 禁煙外来初診患者におけるＳＤＳスコアの分布
 禁煙科学　2008 年 2 巻 2 号 23-26　より

図3．初診時ＳＤＳスコアと禁煙成功率 
禁煙科学 2008年2巻4号4-8より 

 

 図 3. 初診時ＳＤＳスコアと禁煙成功率
 禁煙科学　2008 年 2 巻 4 号 4-8 より

図4.心理社会的ストレスと喫煙は密接な相互関係のもと 

悪循環を形成している 
日本循環器学会専門医誌 2010年18巻2号352-356 より 
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喫煙は脂質過酸化の主な原因のひとつであり、酸
化 LDL は動脈硬化の発症と進展に重要な役割を果
たしている。最近、2 つの新規酸化・修飾 LDL マー
カー、血清アミロイド A ／ LDL 複合体 (SAA-LDL) 

及びα 1 アンチトリプシン -LDL 複合体 (AT-LDL)

が同定された。SAA-LDL は、HDL と結合して存在
する急性相反応性蛋白の血清アミロイド A（SAA）
と低比重リポ蛋白（LDL）とが血管内炎症の場で、
活性化した炎症細胞由来の活性酸素により結合した
複合体である。この複合体中の脂質の酸化と apoB

の断片化から酸化変性 LDL と考えられており、肥
満・炎症と密接に関連することが報告されている。
一方、AT-LDL は、α 1 アンチトリプシン（AT）と
低比重リポ蛋白（LDL）が複合体形成したもので、
脂質の酸化度合いから、粥状動脈硬化病変部位でマ
クロファージの取り込みによって酸化変性を受けた
酸化 LDL の一種と考えられている。酸化 LDL は粥
状動脈硬化病変部位に存在し、マクロファージに取
り込まれ泡沫細胞化させることによって粥腫の形成
に関与すると共に、血管内皮細胞の活性化など血管
構成細胞に対して多様な動脈硬化促進作用を有し
ている。この意味から AT-LDL は動脈硬化の研究に
有用なマーカーと考えられる。我々は SAA-LDL と
AT-LDL が共に喫煙者の血清で有意に上昇している
こと、3 か月の禁煙により、SAA-LDL は変化しな
いが、AT-LDL は有意に低下すること（図 5）、多変
量解析で AT-LDL が年齢、HDL-C とともに現在喫
煙に密接に関連していることを見出した 14-15。AT-

LDL は喫煙、加齢と密接に関連した動脈硬化マー
カーとして有用である可能性がある。

禁煙推進は循環器医の 
極めて重要な責務である

生活習慣病の末期像として冠動脈硬化症及びそれ
を基盤とする心筋梗塞症の発症を予防することは社
会的、医療経済的に極めて重要である。冠動脈硬化
症患者の二次予防において、動脈硬化危険因子の管
理がまず優先されるべき治療であることには疑いの
余地がない。社会経済的には国民一人にすれば約
800 万円以上の公的債務を有する日本において、医
療費のさらなる増幅は将来 保険医療の破綻を来す
可能性がある。生活習慣の改善が循環器診療に根付
くよう日本の循環器は大きく変革をしなければなら
ない時期に来ている。

禁煙は有効な心筋梗塞発症予防法であると同時
に、医療経済的にもメリットが高い。今回、報告し
たように、喫煙や過食などの生活習慣の乱れの根本
には心理社会的ストレス、潜在的うつ状態が密接に
関与している。心筋梗塞症とそれに基づく心不全は
生活習慣病の終末像であるが、生活習慣病の根元と
考えられる潜在的うつ状態も含めたトータルな治療
が 21 世紀の循環器病学に必要であると考えられる。
加えて心筋梗塞症は受動喫煙の影響が極めて大き
い。街ぐるみでの禁煙が、喫煙者のみならず非喫煙
者の心筋梗塞発症も有意に減少させることが明らか
となってきた。医療施設において敷地内禁煙を遵守
し、喫煙しているヒトがいれば一言声をかけ注意す
ることは、急性心筋梗塞患者に緊急で対応するのと
同等に重要なことである。禁煙推進啓蒙の意義及び
重要性について十分に認識し、医療の質　向上を常
に目指すことは循環器専門医の使命である 13。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

動脈硬化性疾患と LOX-1

動脈硬化の進行には血中の悪玉コレステロールで
ある LDL が関与しており、中でも酸化などの修飾
を受けた変性 LDL がその作用本体と考えられてい
る。LOX-1（lectin-like oxidized LDL receptor-1）は、
我々が血管内皮細胞から同定した酸化 LDL 受容体
である 1,2。LOX-1 と酸化 LDL との結合は、アポトー

シス、炎症性サイトカインの放出、活性酸素種の産
生、NO の低下などの内皮障害を誘導する。LOX-1

は平滑筋、マクロファージ、血小板でも発現し、平
滑筋の増殖、泡沫化細胞の形成、活性化血小板の凝
集といった動脈硬化巣の進展反応を引き起こす。ま
た LOX-1 は、白血球や活性化血小板との接着因子
として機能するほか、CRP と結合することで炎症
を促進する作用がある（図 1）。各種心血管疾患モ
デルにおいて LOX-1 を抑制すると、高脂血症下で

心血管機能における LOX-1の意義とその診断治療への応用
髙谷　智英、沢村　達也

国立循環器病研究センター研究所　血管生理学部

要旨
動脈硬化の進行は、生活習慣病を発症する遥か以前の健康な若年時から始まっている。血管機能

を健全に保ち、最終的に心筋梗塞や脳梗塞を予防するには、早期からの診断と予防が必須である。
血管内皮の酸化 LDL受容体 LOX-1は、変性 LDLと結合することで血管内皮障害を惹起し、動脈

硬化性疾患の進展と発症を促進する。これまでの研究で、LOX-1は動脈硬化の初期段階から発現が
上昇すること、LOX-1の抑制は心血管疾患の症状を改善することが明らかになっている。
本稿では、①LOX-1とリガンドを測定したコホート研究と心血管疾患発症予測マーカーへの応用、

②日常生活の中で動脈硬化を予防する試みとして、食品由来の LOX-1ブロッカーの探索と動物実
験の結果を紹介する。

 キーワード   LOX-1, LOX index, LAB, procyanidin, cardiovascular diseases

 * Tel: 011-706-6326  Email: s.gotoh@eng.hokudai.ac.jp
 ** Tel: 011-706-7274   Email: nawa@eng.hokudai.ac.jp

図 1. LOX-1 のリガンドと動脈硬化性疾患
 LOX-1 の代表的なリガンドと、LOX-1 を介したそ

の作用（文献 16 から改変）。

内皮障害

動脈硬化
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心筋梗塞 再狭窄

図2

抗抗LOXLOX--11療法療法

図 2. 動脈硬化性疾患の進展と抗 LOX-1 療法

図 5. 血清 AT-LDL レベルは禁煙後有意に減少する
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の動脈への脂質沈着 3、CRP 依存的な血管透過性の
亢進、炎症による好中球の浸潤、動脈損傷による内
膜肥厚、虚血再灌流による心筋障害などが改善され
る。すなわち LOX-1 は、動脈硬化性疾患の各段階
で憎悪因子として機能している（図 2）。

以下では、動脈硬化性疾患の初期段階から発現が
上昇する LOX-1 とそのリガンドの測定を利用した
疾患マーカーの開発と、LOX-1 ブロッカーによる
動脈硬化予防の試みについて紹介する。

心血管疾患マーカーとしての 
LOX index

1. LAB（変性 LDL）
悪玉コレステロールの指標として臨床の現場で

は LDL 量が測定されているが、真の悪玉は酸化修
飾などを受けた変性 LDL であり、動脈硬化性疾患
の精確な診断やリスク評価にはその定量が必須で
ある。従来の酸化 LDL 測定では、その一部のみを
認識するモノクローナル抗体が用いられてきたが、
この方法では様々な修飾パターンが存在する酸化
LDL の全てを検出することができない。また、酸
化はあくまで変性の一種に過ぎず、LDL は他にも
マロンジアルデヒド化、アセチル化、カルバミル化、
糖化、陰性荷電化などの多様な修飾を受ける。酸化
LDL が動脈硬化巣に存在することはよく知られて
いるが、近年、その他の変性 LDL も、喫煙、糖尿病、
慢性腎疾患、急性冠症候群、脳梗塞などによって血
中量が増加することが明らかになってきた。

LOX-1 は酸化 LDL を含むこれら変性 LDL と結
合し、内皮機能障害を引き起こす。そこで我々は、
LOX-1 の受容体機能を利用し、生理活性を持つ多
様な変性 LDL を一括測定することで、動脈硬化性
疾患のバイオマーカーを開発できないかと考えた。
具体的には、LOX-1 に結合する apoB 含有リポタ
ンパク質 LAB（LOX-1 ligand containing apoB）を、
LOX-1 の細胞外ドメインと抗 apoB 抗体によるサン
ドイッチELISAで検出する（図3）4。動物実験の結果、
LAB の血中濃度は高脂血症の apoE 欠損マウスや高
コレステロール血症の WHHL ウサギで増加してい
ること、血中の LAB を低下させると動脈硬化巣の
サイズが縮小することが明らかとなった。以上の結

果は、LAB が動脈硬化を促進しており、その血中
量は疾患の進展を反映している可能性を示唆してい
る。
2. 可溶型 LOX-1

LOX-1 の発現量は健康な状態では低いが、高血圧・
高脂血症・糖尿病といった動脈硬化性疾患の危険因
子となる条件下では急速かつ顕著に亢進する。発
現した LOX-1 の一部は細胞膜上で切断され、可溶
型 LOX-1（soluble LOX-1; sLOX-1）として血中に放
出される。sLOX-1 の放出は、変性 LDL やサイトカ
インの刺激によっても促進される。つまり sLOX-1

の血中量は、LOX-1 の発現量とともに動脈硬化や
炎症の進展も反映していると考えられる。実際に、
sLOX-1 の血中濃度は肥満や糖尿病の患者で増大し
ている。さらに急性冠症候群において sLOX-1 は、
現在診断マーカーとして用いられているトロポニン
T よりも早期に上昇し、予後とも相関することが報
告されている。
3. LOX index による心血管疾患の発症リスク評価

このように、LAB や sLOX-1 は心血管疾患の進展
と発症に関係し、あるいはその状態を反映している。
そこで我々は、受容体とリガンドの相互作用の指
標として、同時に測定した LAB と sLOX-1 の積を
LOX index と定義し（図 3）、動脈硬化性疾患の発症
リスク評価における有用性を、吹田研究を利用する
ことで検討した 5。

吹田研究は、国立循環器病研究センターが 1989

年から継続しているコホート研究で、大阪府吹田市

図 3. LAB および sLOX-1 測定法と LOX index
( 左 ) LAB 測定法。固相化した LOX-1 細胞外ドメインタ

ンパク質に結合した LAB（変性 LDL）を抗 apoB
抗体で検出する。

( 右 ) sLOX-1 測定法。固相化した抗 LOX-1 細胞外ドメ
イン抗体に結合した sLOX-1 を抗 LOX-1 ネックド
メイン抗体で検出する。

× LAB (LOX-1リガンド) sLOX-1 

図3 

LOX-1細胞外 
ドメイン 

LAB 
(変性LDL) 

抗apoB抗体 

抗LOX-1細胞外 
ドメイン抗体 

sLOX-1 

抗LOX-1ネック 
ドメイン抗体 

LOX index = 
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の都市部住民（30 ～ 79 歳の男女 6485 人）を対象
とし、心血管疾患の発症と予後を調査している。我々
は、1994 年度の定期健診受診者から、冠動脈疾患
もしくは脳卒中の既往歴のある者を除いた 2295 人

（男性1094人、女性1201人）について追跡調査を行っ
た。エンドポイントは、①冠動脈疾患または脳卒中
の初発、②死亡、③吹田市からの転居、④ 2007 年
12 月 31 日とした。平均 11 年の追跡期間中に、冠
動脈疾患 68 人、脳卒中 91 人（うち脳梗塞 60 人）
の発症を認めた。

被験者の血清を測定したところ、LAB 濃度の平
均値は男性 516.1 ± 17.1 ng/mL および女性 782.3 ±
23.7 ng/mL、sLOX-1 濃度の平均値は男性 1060.1 ±
8.6 pg/mL および女性 797.8 ± 0.2 pg/mL であった。
LAB および sLOX-1 の測定値を低いものから第 1 ～
4 四分位に分け、健診結果との関連を調べた。男女
とも sLOX-1 高値であるほど喫煙率が高かったが、
LAB および sLOX-1 ともに、高血圧および糖尿病の
有病率との相関は認められなかった。

次に、疾患発症に対する LAB、sLOX-1、LOX 

index の各相対危険度を、性別、年齢、高血圧、糖尿病、
脂質低下薬の服用、BMI、喫煙、飲酒、non-HDL に
ついて多変量調整した比例ハザードモデルを用いて
求めた。その結果、LAB の第 4 四分位における発
症率は、脳卒中 2.09 倍、脳梗塞 3.11 倍、心血管疾
患（冠動脈疾患＋脳卒中）1.91 倍と有意に高くなっ
ており、LAB 高値がこれらの疾患の危険因子であ

ることが示唆された。一方、sLOX-1 は第 3 四分位
でのみ冠動脈疾患の発症率が 2.13 倍となっていた
が、第 4 四分位では有意差が認められなかった。

LOX index の第 4 四分位における発症率は、冠
動脈疾患 2.09 倍、心血管疾患 1.83 倍と有意に高く
なっていた。特筆すべきことに、脳梗塞の発症率は
LOX indexの第2～4四分位の全てで3倍以上であっ
た（図 4）5。吹田コホートを利用した別の研究では、
適正血圧と比較して高血圧で脳卒中の発症率が男性
で約 3 倍、女性で約 2 倍になることが報告されてい
る 6。LOX index 高値は、脳梗塞の最大危険因子で
ある高血圧に匹敵する発症リスクであるといえる。
上述のように、LAB および sLOX-1 の血中濃度は高
血圧の有病率と関連がなく、LOX index と高血圧は
独立した危険因子であることが示唆される。今後、
両指標を併用することで、脳梗塞の発症リスクをさ
らに精確に評価できるようになるかもしれない。

現時点では、脳梗塞の発症予知マーカーは確立さ
れていない。吹田を含む複数のコホート研究で、総
コレステロール（TC）、LDL、non-HDL は脳梗塞の
発症と関連がないことが報告されている 7。コレス
テロールが指標として有用でない中、LAB や LOX 

index が脳梗塞の発症と強い関連を示す事実は大変
興味深い。
4. 今後の展望

これまで、酸化 LDL と疾患発症リスクの関係を
解析し、一定の結果を得ているコホート研究は、酸
化 LDL 高値でメタボリックシンドロームの発症率
が 2 倍以上になるというオランダの報告のみであっ
た 8。だが最近になって、健常な日本人男性の LAB

血中濃度が、喫煙、腹囲、高トリグリセリド血症、
メタボリックシンドロームと正の相関を示すことが
報告された 9。また、LAB を治療指標として活用す
る試みも始まっている。高コレステロール血症患者
に対する介入試験では、ピタバスタチンによって
TC、LDL、トリグリセリドとともに LAB が低下す
ることが報告されている 10。LDL と LAB の減少量
には相関がなかったため、LAB の減少は LDL 低下
作用とは別のメカニズムによるものと考えられる。
スタチンには多面的な効果があり、LAB はその複
合的な結果を反映している可能性がある。今後も、
多くの試験で LAB が測定され、疾患や薬効との関

図2．禁煙外来初診患者におけるＳＤＳスコアの分布
禁煙科学 2008年2巻2号23-26 より 
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図3．初診時ＳＤＳスコアと禁煙成功率 
禁煙科学 2008年2巻4号4-8より 
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図 4. LOX index と心血管疾患の発症リスク
(A) LOX index の第 4 四分位における冠動脈疾患の発症率

が 2 倍以上と有意に高い。
(B) LOX index の第 2 ～ 4 四分位における脳梗塞の発症率

がいずれも 3 倍以上と有意に高い。
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係が明らかになることが期待される。
動脈硬化性疾患の早期診断を実現するには、コレ

ステロール指標を病態にさらにあったものにするこ
とが必要である。LAB や LOX index は、LDL の量
だけではなくその変性状態を反映する指標としてユ
ニークな存在といえる。今後、さらにエビデンス
を重ねていく中で、バイオマーカーとしての LOX 

index の有用性を高めていきたいと考えている。

動脈硬化予防薬としての 
LOX-1ブロッカー

LOX index が心血管疾患の発症をよく予測するこ
とを紹介した。これは同時に、LOX-1 を標的とし
た措置が疾患発症の予防に重要であることを示唆す
る。既に LOX-1 ブロッカーとしてヒト型中和抗体
があるが、長期間の使用にはコストがかかる。そこ
で予防医学的観点に立ち、日常的に摂取できる食品
素材の中から、LOX-1 と酸化 LDL の結合を阻害す
る低分子の探索を試みた。
1.LOX-1 ブロッカーの探索

食品由来の抽出物（野菜、果物、穀物、豆類、樹皮、
茶葉、ハーブ、酵母など）約 400 種類のライブラリー
から LOX-1 阻害分子を探索した。LOX-1 と酸化
LDL の結合を阻害する食材をサンドイッチ ELISA

法で選別後、さらに LOX-1 発現細胞への酸化 LDL

の取り込みを抑制するものを選別した。LOX-1 阻
害活性が強い食品素材の多くは、高プロシアニジン
含有食品（リンゴポリフェノール、ブドウ種子、ピー
ナッツ種皮、マツ樹皮など）であった。プロシアニ

ジン類は、ポリフェノールの一種であるフラボノ
イド類に属する分子である（図 5）。フラボノイド
類は 2 つのベンゼン環（A 環、B 環）が 3 個の炭素
原子で繋がったジフェニルプロパン構造（図 5 の C

環部分）を持つ分子で、配糖体を含む 7000 以上の
構造が知られている。フラボノイドの C 環 3 位に
水酸基が結合したものがフラバノール類で、フラバ
ノールの A 環および B 環にさらに水酸基が付加さ
れたものがカテキン類である。プロシアニジン類は、

（エピ）カテキンが 4-6 位もしくは 4-8 位で繰り返
し縮合したオリゴマーで、2 ～ 15 量体を形成する。

組成の 70% 以上がプロシアニジン類で構成され
るリンゴポリフェノール分画は、LOX-1 発現細胞
と酸化 LDL（10 µg/mL）の結合を用量依存的に抑
制した（IC50：102 ng/mL）。そこで、リンゴポリフェ
ノール分画をさらに、成分により分画し、活性を測
定した結果、カテキン含有プロシアニジン分画が強
い LOX-1 阻害活性を示すことがわかった。この分
画から調整した 3 ～ 7 量体プロシアニジンは、用量
依存的に LOX-1 発現細胞と酸化 LDL の結合を阻害
した（IC50：61 ng/mL［3 量体］～ 27 ng/mL［7 量体］）。
2 量体プロシアニジンの LOX-1 阻害活性は 3 量体
以上と比較して弱く（IC50：330 ng/mL）、単量体の（エ
ピ）カテキンには全く活性が認められなかった。

プロシアニジン類には多様な光学異性体が存在
し、リンゴポリフェノール分画には 6 種類の 3 量
体プロシアニジンが含まれる 12。そのうち、代表的
な異性体 4 種について測定したところ、いずれも
LOX-1 発現細胞と酸化 LDL の結合を同程度に阻害
することがわかった（IC50：41 ～ 73 ng/mL）。以上
の結果から、リンゴポリフェノール分画が示した
LOX-1 阻害活性の成分はプロシアニジン類である
と結論した 11。LOX-1 と酸化 LDL の結合を阻害す
る低分子の報告は、プロシアニジンが初めてである。
2. 脂質沈着に対するプロシアニジンの効果

In vivo でのプロシアニジンの効果を、高血圧ラッ
ト SHRSP を用いた血管壁への脂質沈着モデルで検
討した。このモデルは、SHRSP への高脂肪・高食
塩負荷で腸間膜および脳底動脈のリング状の脂質沈
着が生じるという家森らの報告に基づく 13。

正常血圧ラット WKY に比べ、SHRSP では腸間
膜動脈における LOX-1 の発現が著明に亢進してい

図5.血清AT-LDLレベルは禁煙後有意に減少する 
Anti-Aging Medicine 2012年第9巻1号：51-60ページより
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る（図 6A、B）。SHRSP および WKY に高脂肪食・
食塩水を負荷すると、SHRSP にのみ負荷期間に応
じた脂質沈着が生じる（図 6C）。負荷後の SHRSP

では、腸間膜動脈の内皮および平滑筋に LOX-1 が
強く発現し、その局在は酸化 LDL とよく一致して
いる。血管壁内にマクロファージが認められないた
め、このモデルでは平滑筋での脂質の取り込みが亢
進していると考えられる。SHRSP に負荷直前より
抗 LOX-1 抗体を繰り返し投与すると、負荷 1 週間
後における血管壁への脂質沈着が抑制される。ま
た、SHRSP に標識酸化 LDL を投与すると、1 時間
後には腸間膜動脈への分布が認められるが、これは
抗 LOX-1 抗体の前投与で抑制される。これらのこ
とから、LOX-1 を介した酸化 LDL の取り込みが、
SHRSP における腸間膜動脈への脂質沈着に関与し
ていることがわかる 3。

このモデルにプロシアニジン類を投与し、脂質
沈着に与える影響を調べた。2 量体以上のプロシ
アニジン類混合物を生理食塩水に溶解し（0.5%）、
SHRSP に 2 週間与えたところ、腸間膜動脈壁の脂
質沈着はプロシアニジン群で有意に抑制された（図
7）。対照群とプロシアニジン群との間に、摂餌量、
体重、血圧、心拍数、TC、HDL、中性脂肪、およ
び過酸化脂質の指標 TBARS に有意な差は認められ
なかった。

試験終了時における 3 量体プロシアニジン C1 お

よび 2 量体プロシアニジン B2 の血中濃度は、それ
ぞれ 4.9 ± 1.9 ng/mL および 7.9 ± 1.8 ng/mL であっ
た。プロシアニジン C1 はリンゴポリフェノール内
の全プロシアニジン類の約 6% を占めるに過ぎない
ことを考えると 14、血中には LOX-1 と酸化 LDL の
結合を阻害できるプロシアニジン類がさらに存在す
ると推定される。また、SHRSP の血中酸化 LDL 濃
度は約 200 ng/mL であるため 3、プロシアニジン C1

単独でも LOX-1 と酸化 LDL の結合を充分に阻害し
得ると考えられる。

プロシアニジン類には降圧、脂質低下、抗酸化作
用があるとされるが、本試験ではプロシアニジン類
は血圧、血中脂質量、TBARS に影響を与えなかっ
たことから、これらの作用によって血管壁への脂質
沈着が抑制された可能性は低いと考えられる。本研
究で認められた効果が、血管壁上の LOX-1 と酸化
LDL の結合阻害によるものなのか、あるいは他の

作用機序があるのかについては、今後さらに検討し
ていきたい。
3. 今後の展望

フランスでは、コレステロールの多量摂取にも関
わらず冠動脈疾患による死亡率が低く、フレンチパ
ラドックスとして知られている。Corder らは、血
管内皮細胞からのエンドセリンの分泌を赤ワイン中
のプロシアニジンが抑制すること、プロシアニジン

図 6. 腸間膜動脈における LOX-1 の発現と脂質沈着
(A) 定量的PCRによるLOX-1 mRNA量。n = 11。* P < 0.005。
(B) 腸間膜動脈の免疫染色像。橙色が LOX-1 タンパク質。
　  緑色は弾性板の自家蛍光。
(C) 高脂肪食・食塩水負荷 2 週間後の腸間膜動脈のオイ
  　ルレッド O 染色像。

図 7. SHRSP の腸間膜動脈脂質沈着に対するプロシアニ
ジンの効果

(A) 高脂肪食・食塩水負荷 2 週間後の腸間膜動脈のオイ
　  ルレッド O 染色像。
(B) 腸間膜動脈への脂質沈着個数。n = 8。* P < 0.05。
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含量の多い赤ワイン産地では他の地域と比較して男
性が長命で虚血性心疾患も少ないことから、プロシ
アニジンがフレンチパラドックスをもたらす物質で
はないかと提唱している 15。プロシアニジンは、コ
コアなど心血管保護作用があるとされる食品にも多
く含まれる。その機序が、プロシアニジンによる
LOX-1 と酸化 LDL の結合阻害によって説明できる
とすれば興味深い。

ポリフェノール類の薬理作用を抗酸化能に求める
研究は数多いが、実際に機序が明らかになっている
ものは極めてわずかである。これらの中から有用な
生理活性物質を効率的にスクリーニングするには、
LOX-1 と酸化 LDL の結合のような標的分子と生理
作用をあらかじめ明確に設定した系を用いることが
重要であろう。現在我々は、プロシアニジンより強
力な LOX-1 阻害効果を有する物質を探索しており、
幾つかの候補を得ている。今後、LOX-1 ブロッカー
のさらなる探索と解析を通じて、動脈硬化予防の実
現、疾患発症機構の解明につなげていきたいと考え
ている。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに

マイクロ RNA は 21 から 25 塩基の非コード RNA

であり、進化の過程を遡ると、カイメン (sponge)

からその存在が知られている 1。マイクロ RNA

（microRNA;　miRNA または miR）の発見は 1993 年、
Ambros, Ruvkun らによるものである 2,3。彼らの論
文は線虫を用いたものであるが、短い RNA が特異
的な遺伝子に相補的な配列を有し、その翻訳を制御
する可能性があることを当時すでに指摘している。
しかし、この現象は線虫特有のものと考えられてい
たことや、生体内での検出技術が未熟であったため、
しばらく研究が進展しなかった。一方、カーネギー
研究所のFireとマサチューセッツ大学のMelloらは、
同じ線虫を用いた研究で、mRNA の塩基配列の一
部に結合するように設計した二本鎖 RNA を外部か
ら注入すると、遺伝子の翻訳抑制が起きることを発
見し、1998 年に報告した。これが RNA 干渉（RNA 

interference; RNAi）の最初の報告である。これは今
では日常的な実験ツールになり、また RNAi を起こ
す分子 small interfering RNA (siRNA) を用いた創薬

のコンセプトが生まれ、siRNA に特化した創薬ベン
チャーも立ち上がっている。こうしたことを背景と
して、2006 年、Fire と Mello の両氏にノーベル医学
生理学賞が授与された。また、miRNA については
siRNA 研究の進歩に遅れること数年、2001 年にヒ
トでの存在が報告されてから、爆発的に研究が展開
した 4。

miRNAと心血管疾患

miRNA と疾患の関係については、がんや感染症
の分野が最も研究が進んでいる。これは miRNA が
発生や宿主の応答性に密接に関与していることから
も十分予測されることである。循環器系疾患につい
ても発生分化に関与する miRNA の報告のみならず、
疾患のサンプルを用いたアレイ解析などから、すで
に多くのデータが得られており、それぞれの役割に
ついて詳細な報告がある（図 1）。

興味深いことに、筋肉の収縮性を担う 3 つのミオ
シン重鎖遺伝子 Myh6、Myh7、Myh7b のイントロ
ンにはそれぞれ miR-208a、miR-208b、miR-499 が

心血管疾患における新規創薬標的：マイクロ RNA

尾野　亘

京都大学大学院医学研究科循環器内科
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医学の進歩した現代においても、心血管疾患は有病率・死亡率ともに多い疾患であるため、新

たな治療標的を探す努力が必要である。マイクロ RNA（microRNA;　miRNAまたは miR）は転写
後調節を介して、様々な病態や疾患形成に関与することが多くの研究によって示され、循環器疾
患においてもその関与が明らかになりつつある。miRNAと疾患の関係については、がんや感染症
の分野が最も研究が進み、核酸医薬による治療が試みられているが、循環器領域においても今後
miRNAの制御による治療法の開発が期待される。
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存在する。Myh6 は心臓特異的に発現するα MHC

遺伝子であり、Myh7 はβ MHC 遺伝子でヒラメ筋
と心筋に存在する。Myh7b はβ MHC と相同性を持
つ遺伝子であり、心筋とヒラメ筋に多く発現する。
Olson らは、速筋をつかさどる Myh6 が miR-208a の
発現を通して遅筋の Myh7/miR-208b、Myh7b/miR-

499 を制御していることが示された 5,6。成体心では
力学的ストレスや甲状腺機能低下によってα MHC

からβ MHC へのシフトを起こし、心臓の収縮性の
低下、ひいては心肥大から心不全につながることが
古くから示されている 7-9。この制御機構に miRNA

が深く関わっていることが明らかとなってきた 10。
また、心筋の線維化は心筋梗塞、心筋症などの病

態において、心不全を引き起こすための重要な因子
の一つである。線維化した心筋は堅さが増し、拡張
不全、さらに収縮不全をも引き起こす。線維化に
より、心筋細胞同士の正常な電気的連絡も阻害さ
れ、不整脈の原因にもなる。血管と心筋細胞の距離
も増すことから、栄養素や酸素の拡散も障害を受け
ると考えられる。miR-29 は線維芽細胞に発現が多
く、その標的には、コラーゲン、フィブリリン、エ
ラスチンなどの多くの細胞外マトリックス蛋白が含
まれる。心筋梗塞の境界領域において、miR-29 は
非常に発現が低下し、線維化を促進すると考えられ
る。また、miR-21 は ERK-MAP キナーゼの抑制に
関わる Sprouty homolog1 (SPRY1) の発現を抑制し、
結果的に線維芽細胞の増殖と線維化を促進する 11。
線維化に重要な因子の Connective tissue growth factor 

(CTGF) も miR-133 と miR-30 に よ り 制 御 さ れ る。
心肥大モデルにおいて miR-133 と miR-30 は抑制さ
れることから、CTGF の上昇に繋がると説明されて

いる。
そ の ほ か、 動 脈 硬 化 に 関 わ る と 考 え ら れ る

miRNA も数多く報告されてきた 12。
このような疾患特異的 miRNA についてはまさに

核酸医薬（表１）の開発シーズとして研究の対象と
なっている。疾患の発症や増悪に関わる miRNA が
同定されれば、知財や治療薬開発に直結するために、
非常にインパクトの高い知見となる。

臨床応用を目指した miRNAを 
標的とした治療薬の開発

miRNA を標的とした疾患治療薬の開発には①疾
患特異的に発現亢進した miRNA の抑制② miRNA

発現低下による疾患における miRNA の補充、の 2

種類が考えられる。
①で最も先行しているのは、デンマークに本拠を

おく Santaris pharma 社が開発した慢性 C 型肝炎治
療薬の miravirsen (SPC3649）である。霊長類におけ
る投与試験において、特に副作用もなく、血中の
ウイルスが減少し、肝機能も改善したという成績
が報告されている 13。これは LNA（Locked Nucleic 

Acid）誘導体を利用した miRNA-122 の阻害剤であ
り、すでに第二相臨床試験が行われている。その結
果は米国で昨年 11 月に開催された米国肝臓病学会

（AASLD）で発表され、miravirsen を 7mg/kg を週一
回で 5 回皮下注射した患者 9 人のうち、4 人で C 方
肝炎ウイルス・タイプ 1 の血中濃度が検出感度以下
となったと報告された。C 型肝炎ウイルス（HCV）
は自己を複製する際に、宿主の miR-122 を利用する

血管新生
miR‐15/16
miR‐17‐92
miR‐20
miR‐27b
miR‐126
miR‐130
miR‐145
miR‐210
miR‐221/222
miR‐378
miR‐503
miR‐519

心肥大
miR‐1
miR‐26b
miR‐27a
miR‐133
miR‐195
miR‐208a

線維化

細胞死

代謝

miR‐15b
miR‐21
miR‐146
miR‐214
miR‐320

miR‐21
miR‐29
miR‐30
miR‐133

miR‐33
miR‐122
miR‐133
miR‐143

図 1. 心血管疾患に関わる miRNA 表１ 核酸医薬の種類 

種類 内容 

アンチセンス 標的遺伝子の mRNA に相補的に結合することで、その遺伝子の翻

訳を阻害する。 

デコイ 転写因子が認識する配列と同じ配列を持ち、転写因子、および転

写配列の機能を阻害する。 

CpG オリゴ CpG モチーフによる自然免疫を活性化させる。 

リボザイム mRNA を部位特異的に切断する活性を持つ。 

アプタマー 特異的な 3 次元構造をとって、標的のタンパク質に結合し、その

機能を阻害する。 

siRNA mRNA に相補的な配列を持つ RNA で、mRNA を切断し発現を抑

制する。2 本鎖 RNA として投与することが多い。 

miRNA 生体で発現する短い RNA の 1 種。標的 mRNA の翻訳制御を主に

担う。 

 

表 1. 核酸医薬の種類
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ことが知られており、この miR-122 を標的とする
ことで HCV の増殖を抑制する。ウイルスのたんぱ
く質やゲノムを標的にした医薬品ではないために、
薬剤耐性が生じにくいのではないかと期待されてい
る。Regulus Therapeutics 社も miR-122 を標的とした
HCV 治療薬の開発を行っている。②の miRNA の補
充法としては、siRNA 医薬の技術をそのまま応用す
ることができる。すでに let-7 の補充による肺がん
治療薬（Mirna Therapeutics 社）や miR-34 による肝
がん治療薬（Regulus Therapeutics 社）の開発が進ん
でいる。

循環器系については、①の例として、miRagen 

Therapeutics 社が慢性心不全に対して miR-208/499

の抑制、心筋梗塞後リモデリングに対し miR-15/195

の抑制、真性多血症に対して miR-451 の抑制、末梢
血管治療のために miR-92 や miR-143/145 の抑制を
計画中である。また、Regulus Therapeutics 社が心臓
の線維化に対して miR-21 の抑制を試みている。②
の例としては、miRagen Therapeutics 社が心臓の線
維化に対して miR-29 の補充療法を行う核酸医薬を
開発中である。その他、同社は miR-378 を標的と
した代謝性疾患治療、miR-206 を対象とした筋委縮
性側索硬化症の治療も計画中である。

LNA などの核酸誘導体は体内で極めて安定で、
配列特異的に親和力も高く、理想的な核酸オリゴ医
薬となる可能性を秘めている。これまでに、核酸医
薬の生体投与においては、患部に薬剤を届けるため
のドラッグ・デリバリーシステム（DDS）の開発も
重要なポイントであったが、LNA はこの安定性故
に DDS 無く細胞に取り込まれる特性もあり、オリ
ゴ核酸医薬のアキレス腱であった細胞への取り込み
効率を改善する技術突破を期待できる。

臨床応用を目指した miRNAの 
バイオマーカーへの応用

siRNA にない、miRNA ならではの有用性は、バ
イオマーカー開発への応用である。疾患バイオマー
カーは病気の早期発見のためにも開発が期待されて
いる。診断だけでなく、let-7 のように、肺がんの
予後予測に有効な miRNA も示されている。がんに
ついての鑑別診断に用いられる診断キットはすでに

商品化されている。循環器領域においても、我々も
急性冠症候群において miR-133 の診断的有用性を報
告している 14。これらの血中の miRNA は、細胞か
ら放出されるエクソソームという直径 30-100nm ほ
どの小胞に含まれることが示されている。また、エ
クソソームは他の細胞に取り込まれることが知られ
ており、エクソソーム中の miRNA が取り込まれた
細胞で機能を発揮しうることも明らかにされている
15。すなわち、血中 miRNA は単なるバイオマーカー
ではなく、そこに生物学的意義が存在する可能性が
あり、今後、循環 miRNA を介した細胞間コミュニ
ケーションの研究も進歩すると考えられる。

おわりに

miRNA は心血管疾患研究においては比較的新し
いプレーヤーであるが、miRNA はヒトにおいて既
に約 1500 を超える種類が報告され、遺伝子の 50％
以上を制御しているとの報告があり、もはやその
存在なしに生命現象を語ることはできない。また、
miRNA はもともと生体内において複数の遺伝子を
標的にその発現レベルのファインチューナー的役割
を担っている。疾患は複数の因子の制御ネットワー
クの破綻であるから、疾患特異的 miRNA を標的と
することで、関連するネットワーク上の複数の遺伝
子発現調節を同時に改善することを期待できる。今
後これらの制御による治療開発研究がますます盛ん
になると考えられる。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

学術集会参加記

2012 年 5 月 4 日 か ら 5 日 に か け て ル ー マ ニ
ア・ ブ カ レ ス ト で 第 17 回 ANNUAL SCIENTIFIC 

CONGRESS OF THE ISCP が開催されました。こ
の学会は 1989 年に京都で行われた Cardiovascular 

Pharmacotherapy International Symposium (CPIS) から
国際学会として立ち上がり、毎年開催され、本年で
17 回目となる歴史のある国際学会です。今年はルー
マニア・ブカレストで開催されるとのことで日本か
らは私以外にも京都医療センターの長谷川浩二先生
と浦先生が参加されていました。

ルーマニアは東ヨーロッパの黒海沿岸に位置して
おり、フランスや北海道とほぼ同じ緯度にあり、大
陸性気候に分類されます。気温は日本と同程度かや
や低いが、湿度が低いので過ごしやすいですが、天
気雨や雷も多いようです。欧州連合には加盟して
いますがユーロはまだ導入しておらず LEU（レウ）
を用いています。日本からルーマニアへの直行便は
残念ながら無くヨーロッパのハブ空港を経由して
の入国となり、今回私はインタンブールを経由し、
ルーマニアのアンリ・コアンダ空港へ降り立ちまし
た。この空港は首都ブカレストの 4 km ほど郊外に
位置しているのですが、周りには田園風景が広がっ

ており、日本の喧騒を忘れるかのようなのんびりと
した空気感が第一印象です。少し離れたところに行
けば道路に柵もせず羊が放牧されていたりするほど
です。また 5 月上旬ということもあって肌寒いかと
思っていたのですが、快晴のためか非常に日差しが
強く、半袖で十分なほど暑かったです。ここから
学会会場と併設されたホテルに向かうわけですが、
ルーマニアは治安があまりよろしくなくルーマニア
のタクシーにはぼったくりが多いと有名です。確か
に空港出口にはタクシーの運転手が客引きしている
かのように沢山おり、もし前情報なし行っていれ
ば、いい鴨ねぎ状態でぼったくられてたかもしれま
せん。でもそれはそれでいい土産話になったかもし
れませんが。

ブカレストは、非常に美しい都市と言われ、第二
次世界大戦前までは「東欧の小パリ」とも呼ばれて
いました。そのせいもあってか学会会場の近くには
第一次世界大戦の勝利を記念した立派な凱旋門が
建っています。また旧市街地には旧王宮跡、クルテ
ア・ヴェケ教会といった伝統的な建物やそれらを利
用したカフェテリアやブティックが多くあり、この
辺りを散策するだけでも中世後期の時代に戻ったか
のような気分を味わえました。しかし残念ながら共
産党時代に多くの伝統的な建築物は取り壊されてお
り、代わりに共産主義の象徴とも言える巨大な建築
遺産があります。例えば「国民の館」はアメリカの
国防総省ペンタゴンに次ぐ、世界で 2 番目の規模を
誇るといい、当時の国民の困窮を尻目に、贅の限り
を尽くして建てられたそうです。また国民の館から
統一広場へと続く道路はパリのシャンゼリゼ通りを
模して造られたそうで、これによって多くの伝統的
建築物が取り壊されてしまいました。このような無
機質な建物が並ぶ空間の一部に佇む中世の建築物は
異質な雰囲気を醸し出していました。

国際心血管薬物療法学会（ISCP）ルーマニア大会に参加して
砂川　陽一

静岡県立大学薬学部分子病態学
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図１：ブカレストの凱旋門 パリの凱旋門に似ている
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食事の方はというと比較的に日本人の口に合うも
のが多く、どの料理も大変美味しかったのです。特
産が小麦とトウモロコシらしく、主食はパンもしく
はママリガ。ママリガはトウモロコシの粉を煮て牛
乳バターを加えて固めたモノで、料理の付け合せに
よく使われていました。ルーマニアの家庭料理のひ
とつであるサルマーレは見た目がロールキャベツ。
ちょっと酢が利いており、これがママリガに合いま
す。私が気に入ったのはチョルバ・デ・ブルタとい
うスープです。これまた少し酸味のあるスープなの
ですがボルシュという酸味の利いた調味料らしいで
す。ブルタは牛モツを指しており、中に入る具によっ
て「何々のチョルバ」と呼ばれているそうです。牛
モツなんて普通食べないから珍しいだろうと現地の
人が自慢していました。でも日本じゃモツ鍋とか焼
肉とかでモツとか食べる文化があることを伝えると
驚いていました。このチョルバは日本に帰ってから
もレシピを調べて何度か作っていますが、ボルシュ
とか手に入らず、なかなか味を再現することが出来
ません。やはりルーマニアでないところで作ると、
あの美味しい味は出ないのでしょうか。

さて、ANNUAL SCIENTIFIC CONGRESS OF THE 

ISCP はブルマン・ブカレスト・ワールドトレード
センターにて開催されました。レジストレーショ
ンを済ませた後、会場内にいらっしゃった会長の
Juan Carlos KASKI 教授と握手する機会がありまし
た。どうやら参加者達一人一人と握手して挨拶して
いたようで、日本からやってきた旨を伝えると遥々
日本から来てくれてありがとうと言ってくださいま
した。学会の形式が今まで参加してきたものとは若
干異なったものでした。カテゴリー毎に分類された

１セッションに４～５人の先生方が講演を行い、そ
の後その先生方で治療方法についてのフリーディス
カッションや質疑応答を行うというものでした。ま
た、１セッションが始まると途中入室が固く禁じら
れてしまい、生憎入り損ねてしまうとそのセッショ
ンが終了するまで会場内で手持無沙汰に陥ってしま
うというハプニングが待ち受けていました。これが
1 日目、2 日目と朝から夕方まで続くので、ほぼ合
宿形式といった非常に濃密で過密な日程な印象を受
けましたが、最初から最後までほぼ変わらずの大勢
の人が参加していました。また、セッションの間の
休み時間には会場外に疲れた頭を癒すかのようにバ
イキング方式で軽食や飲料が用意されており、そこ
で研究者同士の交流が行われていました。臨床研究
メインの学会でしたので PhD な私にとっては少し
専門外な発表ばかりでしたが今回の公演で個人的に
興味を引いたものを少し紹介したいと思います。

急性冠症候群（ACS）に対する新しい抗血栓療法
の応用は ACS 二次発生の予防に繋がることが期待
されていますが、これからの臨床応用にむけて確固
たるエビデンスの蓄積が重要であり、症例ごとに
様々な議論が交わされています。今までの治療薬と
してはワルファリンが使用されていましたが、ワル
ファリンは治療域が狭く，また出血を防ぐためにプ
ロトロンビン時間国際標準比（PT-INR）によるモ
ニタリングや用量調節が必要なこと，食事や併用薬
剤の影響を受けやすく患者により投与量が大幅に異
なるといった問題点があります。近年新たに開発さ
れた抗血栓療法として Thrombin 阻害剤であるダビ
ガトランや第 Xa 因子阻害剤リバロキサバンなどと

図 2：ルーマニアの伝統料理、チョルバ・デ・ブルタ

図 3：講演の様子
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いったより選択性の高い阻害剤が登場したことか
ら、これらを利用した様々な臨床試験のデータを元
に ACS への応用への議論がなされていました。こ
れらの阻害剤の新薬は、①より選択性が高い②モニ
タリングの必要性がない③服用から短期間で効果を
発揮する④他の薬物との相互作用が少ない⑤食物と
の相互作用がないといった利点があげられ、その治
療効果が期待されています。Thrombin 阻害剤のダ
ビガトランについては脳卒中高リスク心房細動患
者を対象にした RE-LY 試験の結果を紹介し、ダビ
ガトランは、低用量（110 mg1 日 2 回投与）で、少
なくともワルファリンとの効果は同等で、高用量

（150 mg 1 日 2 回投与）でワルファリンを上回ると
報告していました。第 Xa 因子阻害剤リバロキサバ
ンでは ATLAS ACS の報告を紹介し、従来の抗血小
板療法に低用量のリバロキサバンを追加投与するこ
とで、心血管死亡、急性心筋梗塞、脳卒中の発生を
抑制することを報告していました。こういった報告
から第 Xa 因子阻害剤の方が有望であるが投与量に
は気をつける必要性がある、いや Thrombin 阻害剤
の方が優れているといった隠れた応酬が繰り広げら
れ、非常に興味を持って聴講することが出来ました。
Thorombin サイドの人はキーファクターであるトロ
ンビンの抑制効果を主張し、第 Xa 因子阻害剤サイ
ドの人はトロンビンを直接抑制しないので副作用が
少ないと主張するといったようなディスカッション
は大変興味深かったです。こういった議論を聞くと
それぞれ患者の状況や併用薬剤に対応した効果・副
作用両面からの治療効果を調べるために更なるエビ
デンスの蓄積や検証が必要だと感じました。また、
ポスター発表はセッションの合間の休憩時間に行わ
れました。私は代表して３つのポスターを発表させ

て頂きました。周りは臨床研究の発表が多く私の基
礎研究の発表は少々肩身が狭く感じましたが、何人
かの先生方にはいい研究だねって言って下さり大変
嬉しく思いました。2 日間という短期日程でしたが
過密なスケジュールで開催され、活発な議論が展開
され、大変充実した 2 日間を過ごすことができまし
た。最後にポスター発表の Young Investigator Award

の受賞者が発表され、私のような若輩者が First 

Prize を頂くことが出来ました。まさか選ばれると
は思ってもみなかったので、名前を呼ばれた時は動
転してしまい気の利いた台詞も言えず恐縮しっぱな
し。ペコペコしていた私の姿を見た長谷川浩二先生
からは後からいろいろとダメ出しをされました。ま
さにごもっともでしたので今後精進したいと思いま
す。

最後になりましたが、このような貴重な体験をす
る機会を与えていただきました静岡県立大学の森本
達也教授をはじめとする分子病態学の諸先生方、京
都医療センター展開医療研究部の長谷川浩二部長に
深く御礼申し上げるとともに報告とさせて頂きま
す。

図 4：YIA First Prize 受賞
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第 1章　総則

（名称）
第 1 条　この法人は、特定非営利活動法人国際心血
管薬物療法学会日本部会（英語名：Japan Section for 

International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy,

略称名：J-ISCP）という。

（事務所）
第 2 条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市
伏見区深草枯木町　15 番地　ルミエール藤ノ森 407

に置く。 

第 2章　目的及び事業

（目的）
第 3 条　この法人は、心臓血管系疾患の薬物療法の
研究に関する事業を推進し、我が国における心臓血
管系疾患の薬物療法の進歩普及に貢献し、国民の健
康増進及び医療の発展に寄与することを目的とす
る。

（特定非営利活動の種類）
第 4 条　この法人は、前条の目的を達成するため、
次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
　（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　（2）社会教育の推進を図る活動　
　（3）  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る

活動
　（4）国際協力の活動
　（5）科学技術の振興を図る活動

（事業）
第 5 条　この法人は、第 3 条の目的を達成するため、
特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
　（1）  心臓血管系疾患の薬物療法に関する学術集会、

研究会、教育研修会及び市民公開講座の開催
　（2）  心臓血管系疾患の薬物療法に関する情報提供

及び情報伝達のためのホームページ運営事業
　（3）  その他、この法人の目的を達成するために必

要な事業

第 3章　会員

（種別）
第 6 条　この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員
をもって特定非営利活動促進法（以下　「法」とい
う。）上の社員とする。
　（1）  正会員　この法人の目的に賛同して入会した

個人及び団体
　（2）  賛助会員　 この法人の活動を賛助するため

に入会した個人及び団体

（入会）
第 7 条　会員の入会について、特に条件は定めない。
2　  会員として入会しようとするものは、会員の種

別を記載した入会申込書により、理事長に申し
込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、
入会を認めなければならない。

3　  理事長は、前項のものの入会を認めないときは、
速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ
の旨を通知しなければならない。

（会費）
第 8 条　会員は、総会において別に定める会費を納
入しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第 9 条　会員が次の各号の一に該当するに至ったと
きは、その資格を喪失する。
　（1）退会届の提出をしたとき。
　（2）  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅し

たとき。
　（3）継続して 3 年以上会費を滞納したとき。
　（4）除名されたとき。

（退会）
第 10 条　会員は、理事長が別に定める退会届を理
事長に提出して、任意に退会することができる。

（除名）
第 11 条　会員が次の各号の一に該当するに至った
ときは、総会の議決により、これを除名することが

特定非営利活動法人　国際心血管薬物療法学会日本部会 定款

 * Tel: 011-706-6326  Email: s.gotoh@eng.hokudai.ac.jp
 ** Tel: 011-706-7274   Email: nawa@eng.hokudai.ac.jp
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できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁
明の機会を与えなければ　ならない。
　（1）この定款に違反したとき。
　（2）  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する

行為をしたとき。

（拠出金品の不返還）
第 12 条　既納の会費及びその他の拠出金品は、返
還しない。

第 4章　役員及び職員

（種別及び定数）
第 13 条　この法人に次の役員を置く。
　（1）理　事　3 人以上 20 人以内
　（2）監　事　1 人以上 3 人以内
2　  理事のうち、1 人を理事長、5 人以内を副理事長

とする。

（選任等）
第 14 条　理事及び監事は、総会において選任する。
2　 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3　 役員のうちには、それぞれの役員について、そ

の配偶者若しくは 3 親等以内の親族が　1 人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者
及び 3 親等以内の親族が役員の総　数の 3 分の
1 を超えて含まれることになってはならない。

4　 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねること
ができない。

（職務）
第 15 条　理事長は、この法人を代表し、その業務
を総理する。
2　 理事長以外の理事は、この法人の業務について、

この法人を代表しない。
3　 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あ

るとき又は理事長が欠けたときは、理事長があ
らかじめ指名した順序によって、その職務を代
行する。

4　 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理
事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5　 監事は、次に掲げる職務を行う。

　（1）理事の業務執行の状況を監査すること。
　（2）この法人の財産の状況を監査すること。
　（3）  前 2 号の規定による監査の結果、この法人の

業務又は財産に関し不正の行為又は法　　　
令若しくは定款に違反する重大な事実がある
ことを発見した場合には、これを総会又　　
　は所轄庁に報告すること。

　（4）  前号の報告をするため必要がある場合には、
総会を招集すること。

　（5）  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の
状況について、理事に意見を述べ、若　　　
しくは理事会の招集を請求すること。

（任期等）
第 16 条　役員の任期は、2 年とする。ただし、再
任を妨げない。
2　  前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が

選任されていない場合に限り、任期の　末日後
最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3　 補欠のため、又は増員によって就任した役員の
任期は、それぞれの前任者又は現任者　の任期
の残存期間とする。

4　 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任
者が就任するまでは、その職務を行わ　なけれ
ばならない。

（欠員補充）
第 17 条　理事又は監事のうち、その定数の 3 分の
1 を超える者が欠けたときは、遅滞なく　これを補
充しなければならない。

（解任）
第 18 条　役員が次の各号の一に該当するに至った
ときは、総会の議決により、これを解任することが
できる。この場合、その役員に対し、議決する前に
弁明の機会を与えなければならない。
　（1） 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと

認められるとき。
　（2） 職務上の義務違反その他役員としてふさわし

くない行為があったとき。
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（報酬等）
第 19 条　役員は、無報酬とする。
2　 役員には、その職務を執行するために要した費

用を弁償することができる。
3　 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、

理事長が別に定める。

（職員）
第 20 条　この法人に、事務局長その他の職員を置
くことができる。
2　 職員は、理事長が任免する。

第 5章　総会

（種別）
第 21 条　この法人の総会は、通常総会及び臨時総
会の 2 種とする。

（構成）
第 22 条　総会は、正会員をもって構成する。

（権能）
第 23 条　総会は、以下の事項について議決する。
　（1）定款の変更
　（2）解散
　（3）合併
　（4）事業計画及び活動予算並びにその変更
　（5）事業報告及び活動決算
　（6）役員の選任又は解任及び職務
　（7）会費の額
　（8） 借入金（その事業年度内の収益をもって償還

する短期借入金を除く。第 50 条において同じ。）
その他新たな義務の負担及び権利の放棄

　（9）事務局の組織及び運営
　（10）その他運営に関する重要事項

（開催）
第 24 条　通常総会は、毎年 1 回開催する。
2　 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開

催する。
　（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
　（2） 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的

である事項を記載した書面又は電磁的方法を
もって招集の請求があったとき。

　（3） 第 15 条第 5 項第 4 号の規定により、監事か
ら招集があったとき。

（招集）
第 25 条　総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、
理事長が招集する。
2　 理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定

による請求があったときは、その日から 90 日以
内に臨時総会を招集しなければならない。

3　 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目
的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法
により、少なくとも 5 日前までに通知しなけれ
ばならない。

（議長）
第 26 条　総会の議長は、理事長とする。

（定足数）
第 27 条　総会は、正会員総数の 5 分の 1 以上の出
席がなければ開会することができない。

（議決）
第 28 条　総会における議決事項は、第 25 条第 3 項
の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2　 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、

出席した正会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

3　 理事又は社員が総会の目的である事項について
提案した場合において、社員の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の社員総会の決議があっ
たものとみなす。

（表決権等）
第 29 条　各正会員の表決権は、平等とする。
2　 やむを得ない理由のため総会に出席できない正

会員は、あらかじめ通知された事項について書
面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他
の正会員を代理人として表決を　委任すること
ができる。
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3　 前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、
第 28 条第 2 項、第 30 条第 1 項第 2 号及び第 51

条の適用については、総会に出席したものとみ
なす。

4　 総会の議決について、特別の利害関係を有する
正会員は、その議事の議決に加わることができ
ない。

（議事録）
第 30 条　総会の議事については、次の事項を記載
した議事録を作成しなければならない。
　（1）日時及び場所
　（2） 正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁

的方法による表決者又は表決委任者がある場
合にあっては、その数を付記すること。）

　（3）審議事項
　（4）議事の経過の概要及び議決の結果
　（5）議事録署名人の選任に関する事項
2　 議事録には、議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人 1 人以上が署名、押　印しな
ければならない。

3　 前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又
は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと
により、総会の決議があったとみなされた場合
においては、次の事項を記載した議事録を作成
しなければならない。

　（1） 総会の決議があったものとみなされた事項の
内容

　（2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
　（3）総会の決議があったものとみなされた日
　（4）議事録の作成を行った者の氏名

第 6章　理事会

（構成）
第 31 条　理事会は、理事をもって構成する。

（権能）
第 32 条　理事会は、この定款で定めるもののほか、
次の事項を議決する。

　（1）総会に付議すべき事項
　（2）総会の議決した事項の執行に関する事項
　（3） その他総会の議決を要しない会務の執行に関

する事項

（開催）
第 33 条　理事会は、次の各号の一に該当する場合
に開催する。
　（1）理事長が必要と認めたとき。
　（2） 理事総数の過半数以上から会議の目的であ

る事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき。

　（3） 第 15 条第 5 項第 5 号の規定により、監事か
ら招集の請求があったとき。

（招集）
第 34 条　理事会は、理事長が招集する。
2　 理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による

請求があったときは、その日から 30 日以内に理
事会を招集しなければならない。

3　 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、
目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方
法により、少なくとも 5 日前までに通知しなけ
ればならない。

（議長）
第 35 条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（議決）
第 36 条　理事会における議決事項は、第 34 条第 3

項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2　 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

（表決権等）
第 37 条　各理事の表決権は、平等とする。
2　 やむを得ない理由のため理事会に出席できない

理事は、あらかじめ通知された事項について書
面又は電磁的方法をもって表決することができ
る。
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3　 前項の規定により表決した理事は、前条第 2 項
及び次条第 1 項第 2 号の適用については、理事
会に出席したものとみなす。

4　 理事会の議決について、特別の利害関係を有す
る理事は、その議事の議決に加わることができ
ない。

（議事録）
第 38 条　理事会の議事については、次の事項を記
載した議事録を作成しなければならない。
　（1）日時及び場所
　（2） 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又

は電磁的方法による表決者にあっては、その
旨を付記すること。）

　（3）審議事項
　（4）議事の経過の概要及び議決の結果
　（5）議事録署名人の選任に関する事項
2　 議事録には、議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人 1 人以上が署名、押印しなけ
ればならない。

第 7章　資産及び会計

（資産の構成）
第 39 条　この法人の資産は、次の各号に掲げるも
のをもって構成する。
　（1）設立当初の財産目録に記載された資産
　（2）会費
　（3）寄附金品
　（4）財産から生じる収益
　（5）事業に伴う収益
　（6）その他の収益

（資産の区分）
第 40 条　この法人の資産は、特定非営利活動に係
る事業に関する資産の 1 種とする。

（資産の管理）
第 41 条　この法人の資産は、理事長が管理し、そ
の方法は、総会の議決を経て、理事長が　別に定め
る。

（会計の原則）
第 42 条　この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げ
る原則に従って行うものとする。

（会計の区分）
第 43 条　この法人の会計は、特定非営利活動に係
る事業に関する会計の 1 種とする。

（事業計画及び予算）
第 44 条　この法人の事業計画及びこれに伴う活動
予算は、理事長が作成し、総会の議決を　経なけれ
ばならない。

（暫定予算）
第 45 条　前条の規定にかかわらず、やむを得ない
理由により予算が成立しないときは、理事長は、理
事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の
予算に準じ収益費用を講じることができる。
2　 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益

費用とみなす。

（予備費の設定及び使用）
第 46 条　予算超過又は予算外の支出に充てるため、
予算中に予備費を設けることができる。
2　予備費を使用するときは、理事会の議決を経な
ければならない。

（予算の追加及び更正）
第 47 条　予算成立後にやむを得ない事由が生じた
ときは、総会の議決を経て、既定予算の　追加又は
更正をすることができる。

（事業報告及び決算）
第 48 条　この法人の事業報告書、活動計算書、貸
借対照表及び財産目録等の決算に関する　書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監
事の監査を受け、総会の議　決を経なければならな
い。
2　 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰

り越すものとする。
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（事業年度）
第 49 条　この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に
始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

（臨機の措置）
第 50 条　予算をもって定めるもののほか、借入金
の借入れその他新たな義務の負担をし、　又は権利
の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけ
ればならない。

第 8章　定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）
第 51 条　この法人が定款を変更しようとするとき
は、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数に
よる議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する
以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なけ
ればならない。
　（1）目的
　（2）名称
　（3） その行う特定非営利活動の種類及び当該特定

非営利活動に係る事業の種類
　（4） 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所

轄庁変更を伴うものに限る。）
　（5）社員の資格の得喪に関する事項
　（6） 役員に関する事項（役員の定数に関する事項

を除く）
　（7） 会議に関する事項
　（8） その他の事業を行う場合における、その種類

その他当該その他の事業に関する事項
　（9） 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事

項に限る）
　（10） 定款の変更に関する事項

（解散）
第 52 条　この法人は、次に掲げる事由により解散
する。

　（1）総会の決議
　（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功

の不能
　（3）正会員の欠亡
　（4）合併
　（5）破産手続き開始の決定
　（6）所轄庁による設立の認証の取消し
2　 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散すると

きは、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得な
ければならない。

3　 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所
轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）
第 53 条　この法人が解散（合併又は破産による解
散を除く。）したときに残存する財産は、　法第 11

条第 3 項に掲げる者のうち、総会で議決したものに
譲渡するものとする。

（合併）
第 54 条　この法人が合併しようとするときは、総
会において正会員総数の 4 分の 3 以上の多数による
議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならな
い。

第 9章　公告の方法

（公告の方法）
第 55 条　この法人の公告は、この法人の掲示場に
掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第 10章　雑則

（細則）
第 56 条　この定款の施行について必要な細則は、
理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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附　則

1　この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2　 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者と

する。
　 理事長　　　長谷川　浩二
　 副理事長　　佐田　政隆
　 理事　　　　吉田　雅幸
　 理事　　　　沢村　達也
　 理事　　　　池田　隆徳
　 理事　　　　野出　孝一
　 監事　　　　森本　達也
3　 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第

1 項の規定にかかわらず、成立の日　から 2013

年 5 月 31 日までとする。
4　 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、

第 44 条の規定にかかわらず、設立　総会の定め
るところによるものとする。

5　 この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規
定にかかわらず、成立の日からその　事業年度
末までとする。

6　 この法人の設立当初の会費は、第 8 条の規定に
かかわらず、次に掲げる額とする。

　（1） 正会員会費 

一口　5,000 円（一口以上）
　（2） 賛助会員会費 

一口　5,000 円（二十口以上）
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