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国際心血管薬物療法学会日本部会 (J-ISCP) の会誌「心血管薬物療法」第 4 巻が発刊されることになりました。
J-ISCP は、心血管疾患の薬物療法の理解と進歩に貢献するため、国民一般への理解普及活動と、研究活動に
おける最先端知識交流を車の両輪として活動してきています。

一般の方々への普及活動は、これまで 9 回にわたり市民公開講座を開催し、3000 人近い一般市民の方々の
参加を得ており、第 10 回は信州松本で 9 月に開催させていただく予定となっております。さらにこれらの様
子は、J-ISCP の Web サイトを通じて、インターネット上でも視聴可能となっており、地域を超えて全国から
アクセスをいただいております。

一方、学術研究交流活動は、昨年、第 1 回の学術集会が京都で開かれ、今年 2016 年 6 月には、佐田政隆先
生により徳島で第 2 回が開かれる運びとなっております。このように、J-ISCP は 2012 年の発足以来、着実に
発展してきており、昨年 7 月には、このような活動が認められ、認定 NPO 法人となりました。

第 4 巻の編集に当たっては、このように J-ISCP も一定の体裁を整えてまいりましたので、第 1 回学術集会
の記録もかねて御講演の中から 4 名の先生方に、また、今後が期待される新しい視点からの心血管病の研究・
診断・治療における展開について、さらに 4 名の先生方に、御執筆をお願いいたしました。まず、向井先生には、
新規経口抗凝固薬の登場で盛り上がっている抗凝固療法に関連して、特に注意を要するがん患者での静脈血
栓塞栓症について、網野先生には心肺蘇生術における抗不整脈薬の選択について、少し突っ込んだ視点から
解説をいただきました。田中先生には、最近技術的進歩が顕著な光干渉断層法について、その先端事例と病
理学的解析への応用について、川尻先生には、早期介入効果が期待できる小児高脂血症の診断と治療につい
て詳説いただいています。杉岡先生には、心血管病の画像診断上の重要なバイオマーカーである石灰化と生
化学的バイオマーカーとの関係について、病理学的視点から、関島先生には、動脈硬化同様、加齢に伴う代
表的な心血管系の変化である心アミロイドーシスについて新治療法の展開まで、議論をいただきました。そ
して、山本先生には、レニン・アンジオテンシン系について、全く新しい視点からのシグナル伝達機構があ
ること、林田先生には血管新生と再生医療について、今後の展望を含めて語っていただきました。

このように、各領域の最先端を走っておられる先生方の御尽力により、一歩踏み込んだ内容を、基礎から
臨床、診断から治療まで、盛りだくさんの内容となりました。執筆いただいた先生方に、改めて感謝いたし
ますとともに、読者の皆様には、本誌の内容が診療や研究に少しでも役立つものとなりましたら幸いです。

J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」第 4 巻発刊にあたり
信州大学　生理学教室　沢村　達也
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

１．はじめに

血栓塞栓症はがんの死亡原因で感染症とならび第
二位であり臨床的にも重要な合併症として考えられ
ている１）。循環器内科や神経内科領域では、がんに
関連する血栓症は Trousseau 症候群として知られて
おり傍悪性腫瘍神経症群として理解されている。傍
悪性腫瘍神経症候群とは悪性腫瘍による凝固亢進状
態により脳の動脈血栓塞栓症を併発し種々の神経
症状を呈する疾患群であり固形癌特に腺癌に多く
発症する。その原因の一つとして心内膜の障害と
共に大動脈弁などに非細菌性疣贅を形成する非細
菌性血栓性心内膜炎（NBTE: nonbacterial thrombotic 

endocarditis）が考えられている。NBTE は播種性血
管内凝固症候群（DIC：Disseminated intravasucluar  

coagulation）を併発することが多く脳塞栓や心筋梗
塞などの動脈塞栓症を合併し、我が国の剖検例にお
ける NBTE の検討で、全体の 51.6％は悪性腫瘍が
原因であり肺がん、胃がん、大腸がんなどの頻度
が高く腫瘍細胞から分泌されるムチン物質などの

関連が Kuramoto らにより指摘されている２）。一方、
Trousseau が 1865 年に報告した疾患群は、遊走性静
脈炎の症例における潜在的癌に関する検討でありが
ん領域における血栓症は前述の動脈血栓症に比較し
て静脈血栓症の頻度が非常に高い３）。本稿ではがん
領域の血栓塞栓症としてその病態ならびに治療法に
おいて、臨床的に最も重要である静脈血栓症を中心
に新しい治療も含め概説する。

２．がんと静脈血栓症

静脈血栓塞栓症（VTE: Venous thromboembolism）
は米国では 600 万人が深刻な血栓症を発症してお
り、中でも急性肺動脈塞栓症は急性心筋梗塞、急性
脳梗塞に次いで生命予後に影響する重篤な血栓症で
ある。特にがん症例における VTE は欧米では 10 ～
20％程度に発症し、癌を有さない患者の 5~7 倍の
頻度で認める４）。我が国でも、Nakamura らが VTE

症 例 を 検 討 し た JAVA 研 究（Japan VTE treatment 

registry）において、原因が明らかな症例のうち

「がん患者の静脈血栓塞栓症」
向井　幹夫

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立成人病センター　循環器内科　主任部長

要旨
がんと凝固異常は密接に関連しており、特にがん患者に発症する静脈血栓塞栓症（VTE）は予

後に大きく影響する重要な合併症の一つである。その理由として、がんの増殖・転移に伴う凝固活
性因子の産生が凝固異常ならびに血栓形成に大きく関与しており、がんそのものの存在が血栓を形
成しているためと考えられている。さらに、最近の VTE症例の増加の重要な原因としてがん治療
における化学療法の増加があげられる。がん症例は多くの合併症や脆弱性を有しがん治療中の VTE

出現、再発そして重篤な出血の危険性が高い。したがって、患者を十分に観察し病態に合わせた薬
剤選択による積極的かつ慎重な抗凝固療法が必要である。その一方で、がん症例における VTE治
療は新しい抗凝固薬によるパラダイムシフトが起こっている。新しい抗凝固薬を用いたVTE治療は、
血栓症のみならずがんそのものの治療を適正化し予後の改善をもたらすことが期待される。

 キーワード   がん，静脈血栓塞栓症，抗凝固薬，Trousseau 症候群，Virchow’３徴
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27％に癌を認めており長期臥床が 20.9％、術後が
17.8％であったことからその頻度は高い５）。

血栓形成の機序である血流のうっ滞、血液成分の
変化そして血管壁の障害といわゆる Virchow’３徴
においてがん特有の原因として表に示すように腹
部、骨盤腔などの腫瘍・腹水などによる静脈の圧排
や、がん治療中に出現する脱水・栄養不良による血
液の濃縮、術後に関連の脱水や抗がん剤による凝固
能亢進などによる血液成分の変化などが重要であ
る。さらにがん症例で最も特徴的な原因として血管
壁の障害があげられる。抗がん剤投与のための静脈
ポートの留置、中心静脈栄養に伴うカテーテル留置
などの血管内異物に加え、腫瘍が産生する炎症性サ
イトカインや抗がん剤により直接血管内皮障害が生
じることが血栓形成に大きく関与している。

3. がんと血栓形成

がん症例において多くに症例が凝固異常を呈し生
命に大きくかかわる血栓症を合併する原因として、

がんそのものが血液凝固・線溶機構の異常に大きく
関与していることがあげられる。がん細胞が血液凝
固系を活性化させる機序を図１に示す。①がん細胞
による凝固促進物質の産生、②腫瘍細胞の壊死によ
る凝固産生物質の放出、③がん細胞が増殖・転移を
起こす際にサイトカインを誘導し炎症を起こすこと
で血管内皮における組織因子の放出を亢進させる、
④がん細胞が低酸素状態に陥ることで血管新生因子
を産生し血管、血栓に大きく影響するなどの機序が
考えられている。これら凝固系の異常はがんの増殖・
浸潤・転移に対して大きく影響を及ぼしており血栓
形成に大きく関与している６）。

図２にがん細胞と凝固系の関係を示す。この中で
がん細胞から分泌される凝固促進因子として組織因
子（Tissue　Factor）が最も重要な役割を果たして
いる。TF は第Ⅶ a 因子と結合し、第Ⅶ a 因子 -TF

複合体が第Ⅹ因子に作用し活性化することで凝固反
応が始まる。組織因子は本来正常組織（血管内皮）
に広く分布しており血管の損傷で凝固は活性化され
る。しかし、がん細胞に大量に含まれた TF が病的
に凝固機能を活性化する。がん細胞には、第Ⅹ因
子を直接活性化する腫瘍由来凝固促進因子（cancer 

procoagulant）も放出され凝固活性が加速される。
がんが増殖する際にこれらの凝固異常の出現により
様々なイベントが血管内で発生する。

さらに、がんが直接血小板を活性化させることが
知られており、前述の凝固因子の亢進と共に血小板
が腫瘍に伴う血栓形成ならびに血行性転移における
血管内皮への影響に大きく関与する。そして、がん
細胞は TF のほか、種々の TNFα、COX2 などの炎
症性血小板凝集物質を放出し、血栓形成、過凝固状

Rak J et al. Cancer Res 2006; 66: 10643-10646. 

図１ がんによる凝固機能の活性化とその影響 

がん組織は、がん遺伝子活性化（RAS、EGFR、PML-RARa)、がん抑制遺伝子不活性化（PTEN, p53） 
と共に、低酸素状態ならびに炎症状態から、様々な凝固促進物質（TF, PAI-1，COX-2 ）を分泌し、 
血管新生、血栓形成、転移、浸潤などを行っていく。 

図２ がんの凝固機構と転移・血栓形成 

がん組織が凝固系に影響を及ぼす代表的経路として、TF（組織因子）が第Ⅶ因子に 
作用する経路ならびに第Xａ因子に作用する腫瘍凝固促進因子（cancer procoagulant） 
が知られている。 

表 がん患者におけるVirchow３徴 

１．血流のうっ滞 
   臥床（術後など） 
   腫瘍・腹水による圧迫 

２．血液成分の変化(凝固異常） 
   腫瘍細胞が産生する凝固促進因子、 
   炎症性サイトカイン、血小板活性化、 
   脱水・栄養不良、術後の凝固異常、 
   抗がん剤の影響 

３．血管壁の障害（血管内皮細胞障害） 
   腫瘍の直接浸潤 
   血管内留置カテーテル 
   化学療法による血管内皮障害 
   血管新生阻害薬    
   エリスロポエチン製剤 
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態を促進し、血行性転移を起こしていく。これらの
反応に、血小板凝集によるフィブリノーゲン、von 

Wilebrand 因子、フィブロネクチン、トロンボスポ
ンジンなどの接着因子が放出され血栓形成が病的に
加速する。一方、異常な血栓形成により、血小板は
消費性の減少をきたし、さらに、凝固組織系として
のプロテイン C ならびに S の異常もきたしながら
全身の DIC が進行する。凝固カスケードの異常な
活性化と、がん細胞から放出される炎症性物質は、
血管内皮細胞に作用して血管新生を伴う異常を惹起
する。これらの凝固促進因子である TF、トロンビ
ンは血管透過性を亢進させ、血小板が血管新生因子
を輸送分泌することで、がんの血管新生に重要な役
割を果たしていると考えられている７）８）。

４．血栓を合併するがん症例に対する 
　対応　　

欧米では VTE に対する対応は早くからなされて
おり最近 10 年間で癌以外の原因による VTE 症例の
頻度は図３に示すように頭打ちとなりやや減少に転
じている。その一方で、がん関連 VTE 患者は増加
傾向にある。原因としてがん患者の高齢化と生活習
慣の変化に加え、造影 CT や超音波検査などの画像
診断の進歩による診断率の上昇、分子標的薬などが
ん治療の変化に伴う血栓形成をきたす原因の増加が
大きく関与している９）。

VTE の診断には JCS ガイドライン肺血栓塞栓症
および深部静脈血栓症の診断、 治療、予防に関する
ガイドライン（2009 年改訂版）により行われる。
しかしながら、実際には、がんの病態に伴う種々の

自覚症状に紛れてわかりにくい例も少なくなく、最
終的にがん精査を行う際の検査で全身検索の際に施
行される胸部造影 CT などで偶然に診断がなされる
事も多い。VTE を発症しやすい腫瘍として膵臓癌、
胃癌、脳腫瘍などであるが、実際の癌の発生頻度を
合わせると臨床現場では、肺癌、大腸癌、胃がん、
乳癌などに多く遭遇する。

患者側の発症リスク因子として comorbidities（糖
尿病、高血圧、虚血性心疾患、COPD など）を伴
う症例や Fragile 症例（高齢、低体重、腎機能低下）
に関し血栓を形成しやすい。化学療法施行症例で
は、多くの抗がん剤が血栓形成に関与するが、中で
もシスプラチンなどのプラチナ製剤、ベバスチマブ
に代表される血管新生阻害薬、そして多発性骨髄腫
に関連する薬剤が重要である。これらの抗がん剤の
VTE 発症機序として血管壁に対する急性障害、血
管内皮細胞に対する作用、プロテイン C/ S やアン
チトロンビンⅢなどの抗凝固因子の減少、そして血
小板活性の異常などが報告されている 10）11）。

現在多くの化学療法は外来で行われており VTE

症状が全身倦怠感や胸部圧迫感のみの場合、早期
の診断が困難な症例は少なくはない。したがって、
VTE に関する教育は、メディカルスタッフのみな
らず患者自身や家族に対して行うことで、きめ細か
く観察を行うことで早期発見・治療が可能となる。
また、化学療法例では治療前にあらかじめ VTE 発
症を予測することも重要である。VTE のリスクの
高い症例に対して、Khorana スコアや D ダイマーな
どの臨床検査を活用するとより精度の高い発症予測
が可能となる 12）。

５．新しい抗凝固薬

　近年、我が国で VTE に対する治療戦略は新し
い抗凝固療法の出現で大きく変化している。2011

年より投与が可能になったフォンダパリヌクスは間
接 Xa 因子阻害薬作用を持つ注射薬として未分画ヘ
パリン（UFH: unfractionated heparin）とともに VTE

発症急性期に投与される薬剤である。UFH に比べ、
体重により投与量が決定され APTT 等のモニターは
必要ない。有効性ならびに出血などの重篤な合併症
は UFH と同等であり、1 日 1 回皮下注により効果

図３ VTE頻度の変遷（1997~2006、英国） 

VTEの頻度はがんを有さない群（Control)群ではむしろ減少しているのに比べ、 
がん患者群（Cancer patients)では年々増加している。 

Walker AJ et al. Eur J Cancer 2013, 49: 1404-13. 
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が発現する。さらに、ヘパリン惹起血小板減少 / 血
栓症などを認めにくい利点を有する。

また、従来から心房細動に対して投与されてい
た経口薬として非ビタミン K 阻害経口抗凝固薬 

(NOACs：non-vitamin K antagonist oral anticoagulants)

の中でエドキサバン、リバーロキサバンならびにエ
ピキサバンが VTE に対する適応が拡大された。従
来のワルファリンとは異なる作用機序を有すること
からその有用性が期待されている。NOACs は従来
のワルファリンの弱点であった食事 ( ビタミン K な
ど ) に影響されない。薬剤の治療域ならびに安全域
が広く、ワルファリンと比較してその有効性は同等
であるうえに重篤な出血は有意に少ない。したがっ
て不安定な全身状態や栄養状態を示すがん患者に対
して投与しやすい。また、ワルファリンが代謝酵素

（CYP2C9）が抗がん剤（フッ化ピリミジン系薬剤：
5-FU、TS-1 など）と重なる事が多く投与が困難で
あったが、NOACs であれば投与可能である。また、
現時点では中和薬はないものの出血時の対応も慎重
に経過観察を行うことで可能である 13）。

VTE における治療の際に NOACs の投与方法とし
て薬剤の特徴を生かした新しい方法が提唱されてい
る。従来は、VTE 発症直後において投与されるヘ
パリン等（UFH、フォンダパリヌクス）から維持期（経
口薬）にワルファリンへの切り替え行う際に両者を
重ねて投与するブリッジング法を用いていた。この
方法は、2 剤を重ね投与する事で血栓形成に対する
安全性は高いものの重なった時期に出血する危険性
が高いことが問題であった。その点、NOACs の場
合、薬剤効果がより早期に出現する特性からヘパリ
ン等を中止した時点で経口投与を開始するスイッチ
ング法を用いる事が可能となった。この方法は投与
法が簡便になるだけでなく、切れ目がなく重なる事
のない投薬により血栓形成ならびに出血の危険性が
軽減している。さらに一部の薬剤では、急性期か
ら NOACs を使用するシングルドラッグ法も可能と
なっている。病態を確認し安全性を担保した症例に
おいて、発症直後から NOACs の内服による切り替
えのない治療が可能となることから、治療方法が単
純化されることで外来での治療や入院期間の短縮す
ることが考えられる。NOACs そのものは、現時点
では、がん症例に対する使用経験が少ないため我が

国の治療ガイドラインにはその使用については明記
されておらず、投与にあたり十分な注意が必要であ
るが、今後幅広く使用され経験を積むことでより安
全に使用されることが期待されている。

５．おわりに

新しい抗凝固療法の登場は、がん症例に発症した
VTE に対する治療ストラテジーを変化させている。
がん症例の場合 VTE を合併した時点でがんの病期
が進行した例が多くその予後は不良とされている。
しかしながら、がんに対する抗凝固療法は単に血栓
に対する作用のみならずがんの増殖・転移・再発に
対しても有効である可能性が報告されている。さら
に血栓をコントロールすることでがん治療が可能と
なる症例も多い。がん患者を十分に観察し病態に合
わせた抗凝固薬を選択し積極的な抗凝固療法を行う
ことが血栓症のみならずがん治療全体の適正化をも
たらす可能性がある。今後、新しい抗凝固療法によ
る適正な血栓症に対する治療は、がんそのものの予
後の改善に対しても有用となることが期待される。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

1. アミオダロンとニフェカラントの薬
理作用　　　　　　　　　　　　

アミオダロン静注薬では Na チャネル , Ca チャネル，
K チャネル，If チャネル , α 受容体 , β受容体などに多
彩な抑制作用を有する1). なかでもNa チャネル制作用が
最も早く発現し，心室内伝導を抑制することで 2, 3)，非
常に優れた除細動効果を発揮する 4)．いっぽう, これら
のマルチチャネル抑制作用は重篤な副作用発現にも関
与してきた . 血圧低下には α 受容体遮断や Ca チャネル
抑制などが係る . Ca チャネル抑制は , 徐脈 , 房室伝導
抑制 , 心機能抑制にも作用する . そのほか，過分極活
性化環状ヌクレオチド依存性（HCN）チャネルや α 受
容体・β受容体の遮断作用も徐脈に関連することも報
告されている 5)．

いっぽうニフェカラントは 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。それ
ゆえアミオダロンとは異なり , 血圧低下 , 徐脈 , 房
室伝導抑制 , 心機能抑制といった副作用がほとんど

ない。唯一の危険な副作用は、過度の QT 延長に起
因した torsade de pointes の発生である。

2. 心肺蘇生における抗不整脈薬の歴史

心肺蘇生法（CPR）における抗不整脈薬の効果に
関する多施設前向き大規模研究の歴史を振り返る
と，1985 年 Weaver らが 6)，リドカインとアドレナ
リンを比較検討したのが最初とされる．彼らは心室
細動（VF）患者に対してリドカイン，あるいはエ
ピネフリンを投与しても生存入院 , 生存退院は改善
せず，非投与群で最も生存退院が多いことを報告し
た．その理由として，薬剤投与により電気ショック
の施行が遅れること、さらにはリドカインが心静止
に関与することを挙げている．その結果 , I 群抗不
整脈薬は表舞台から姿を消し , 代わりにアミオダロ
ンが登場した。

1994 年より，プラセボとアミオダロンを比較し
た ARREST（Amiodarone for resuscitation after out –

of –hospital cardiac arrest due to ventricular fibrillation）

心肺蘇生術における抗不整脈薬の選択
網野　真理、吉岡　公一郎

東海大学　内科学系循環器内科

要旨
心室細動 /無脈性心室頻拍は死に至る危険性が極めて高い不整脈であり，一刻も早く停止させることが重要
である . 我が国の抗不整脈薬にはニフェカラント , アミオダロン , リドカインの 3種が存在し , その簡便性か
らリドカインを第一選択とする医師もいまだ少なくない . しかしながら , 各々の薬理効果について十分に認
識されているとはいい難く , 医師あるいは施設ごとの薬剤選択には大きな偏りがある . 本邦における致死性
不整脈に関する既報をまとめてみた結果 , リドカインは心肺蘇生の第一選択薬として好ましくなく， ニフェ
カラントあるいはアミオダロンの使用が望ましい可能性がみえてきた . しかしアミオダロン使用時の注意点
として，低用量アミオダロンに比較して 300mgの急速投与はアウトカムを低下させる可能性が示唆された。

 キーワード   心肺蘇生術，心室細動，ニフェカラント，アミオダロン，リドカイン
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研究が開始された 7). 電気的除細動抵抗性の VF 504

例に対しアミオダロンあるいはプラセボ薬を投与
し，197 例（39％）が生存入院したが , その内訳
はアミオダロン群 44％（108/246 例），プラセボ群
34％（89/258 例）と，アミオダロン群で高かった

（p ＝ 0.03）。 1995 年には , アミオダロンとリドカイ
ンを比較した ALIVE（Amiodarone as compared with 

lidocaine for shock –resistant ventricular fibrillation）研
究が続いて開始され，生存入院の割合はアミオダロ
ン群 22.8％（41/180 例），リドカイン群 12.0％（20/167

例）と前者で高値であった（p ＝ 0.009）8). 抗不整
脈薬投与後の心静止の頻度については，リドカイン
群で有意に高かった . これらの結果から，アミオダ
ロンは心肺蘇生の中心的な薬剤として欧米で普及し
た 9)10)．しかしながら両研究では , 生存退院率につ
いて明らかにされておらず，アミオダロンの長期
予後改善効果についてはいまもなお不明である . 前
述したようなアミオダロンの薬理作用が , 長期生存
に有利に働くのか , 不利に働くのか興味深い . 2012

年より , プラセボとアミオダロンあるいはリドカイ
ン を 比 較 し た ROC-ALPS（Resuscitation Outcomes 

Consortium-Amiodarone, Lidocaine or Placebo Study）
研究 11) が開始されている．退院時の脳機能予後も
含めて , 現在解析中であり結果の発表が待たれる．

本邦においては事情が異なり , 1999 年に国内発
の III 群抗不整脈薬であるニフェカラントが発売さ
れ，2007 年になってアミオダロン静注薬が認可さ
れたという経緯がある。2005 年に東京女子医大の
志賀先生が中心となり，ニフェカラントとリドカ
インを比較した RELIEF（Prospective Evaluation to 

Differentiate Lidocaine Efficacy from Nifekalant） 研
究が行われた 12). 電気的除細動抵抗性の院心停止 

(CPA) 患者 55 例を対象とし，Pulseless VT/VF の停
止率と心拍再開率を検討した . ニフェカラント群に
おける無脈性心室頻拍 / 心室細動 (Pulseless VT/VF) 

の停止効果はオッズ比 3.8（95％ CI 1.1 –13.0，p ＝
0.03），心拍再開率は 5.0（1.4–18.2，p ＝ 0.01）と，
ともにリドカイン群よりも高かった . 1 ヵ月生存率
は両群に有意差は認められなかった。副作用発現に
ついて , 過剰な QT 延長作用に伴う torsade de pointes

（TdP）は両群ともに観察されなかった。心静止の

発生頻度は，ニフェカラント群 では 0/27（0％）に
対し，リドカイン群で 7/28（25％）と高値であっ
た（p ＝ 0.005）。これは前述した Weaver らの報告，
ALIVE 試験と同様の結果であり , リドカインは心抑
制作用による臓器血流量の低下や脳機能予後の悪化
を招く可能性が示唆された . 

3. 本邦におけるニフェカラントの成績

2007 年 6 月にアミオダロンが発売されるまで，
本邦 の CPR にはニフェカラントとリドカインが用
いられてきた。田原らは（図 1 Figure 1b），自施設
において 1997 年 6 月～ 2004 年 12 月に集積された
電気的除細動抵抗性 VT/VF 患者 150 例に対する，
ニフェカラント（55 例）とリドカイン（65 例）の
効果を後ろ向きに比較した 13)。生存入院率は 67％ 

図１

Ref 15 より転用



11

vs 37％（p ＜ 0.001），24 時間生存率は 53％ vs 31％ 

(p ＝ 0.01) と，ともにニフェカラント群で高かった。
多変量解析の結果，24 時間生存に対するニフェカ
ラント群におけるオッズ比は 3.16（95％信頼区間

［CI］1.40–7.17，p ＜ 0.01）と高値であった。吉岡
らは（図 1 Figure 1a），電気的除細動ならびにリド
カイン抵抗性 VT/VF に対する，ニフェカラントの
効果を前向きに検討した 14)。65 例の院内発症と院
外発症の CPA 患者を対象に 2 群 （ニフェカラント
追加投与群 [21 例 ] , リドカイン / そのほか追加投与
群 [44 例 ]）に分類し効果を比較した。院内 CPA 例
における除細動効果は，89％（8/9 例） vs 75％（15/20

例）と有意差は認められなかったが，院外 CPA 例
においては，75％（9/12 例） vs 17％（4/24 例）とニフェ
カラント追加投与群で高値であった（p ＜ 0.002）。
また長尾らは（図 1 Figure 2），院外 CPA 患者のう
ち電気的除細動ならびにリドカイン抵抗性 VT/VF

患者 541 例を対象にニフェカラント追加投与群（90

例）とリドカイン単独群（451 例）で 24 時間生存
率を検討し , 28％ vs 18％ とニフェカラント追加投
与群で有意に高値であることを報告した 15）。

4. 本邦におけるアミオダロンの成績

わが国のアミオダロンの使用成績を明らかにする
ために，著者らは 2010 ～ 2012 年に発表された国内
の報告（抄録，会議録，原著）に関するメタ解析

を実施した。ニフェカラントとアミオダロンを比
較した検討は，electrical storm の停止効果について
の 4 件（図 2A）と，院外 CPA を対象とする VT/VF

停止効果に関する 4 件（図 2B）の報告があったが，
両薬剤の効果に有意差は認められなかった 16)。両薬
剤による副作用の発現頻度は異なり，アミオダロン
群でのみ徐脈や血圧低下が発生した。いっぽう , ニ
フェカラントでは高度 QT 延長の頻度が高く，TdP

が 1 件発生したが，電気的除細動により速やかに解
除された。

以前われわれは , 自験例のデータから，CPR に
使用したエピネフリン投与量はニフェカラント群 

(n=15) で 6mg であったのに対して , アミオダロン群 

(n=15) で 9mg と有意に多く，アミオダロン投与後
に無脈性電気活動（PEA）が疑われる心電波形が得
られることを報告している 4)。以上の結果から，ニ
フェカラントとアミオダロンの有効性に差異は認め
られない一方で，副作用は固有の薬理作用を反映し
た特徴を呈した。

5. アミオダロンの至適投与量

アミオダロンの適応不整脈と投与方法は表 1 に
述べられる条件となっている . 実際の 救急現場で
は , 初回投与方法に関して 125mg/10 分間投緩徐与，
300mg ボーラス投与に加えて 150mg ボーラス投与
の計 3 種類が混在する . これらの効果を比較した研

図２ 

Ref 16より転用 

図 2

Ref 16 より転用
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究 に SOS–KANTO (Survey of Survivors after Cardiac 

Arrest in the Kanto Area) 2012 study がある . 日本救急
医学会関東地方会主導によって，二次救命処置を

検証する多施設共同観察研究である．院外 CPA 患
者 16,452 例の母集団から，18 歳未満を除外した電
気的除細動抵抗性の VT/VF 患者 1,433 例を抽出し , 

このうち抗不整脈薬を単剤で使用した 500 例を対象
に生存入院および 24 時間生存を検討した .17) リド
カイン群 73 例，ニフェカラント群 47 例，アミオダ
ロン群 380 例（低用量群 173 例［125mg10 分間投
与 38 例，≦ 150mg のボーラス投与 135 例］，高用
量群 207 例［300mg ボーラス投与］）の 4 群に分類
し多変量ロジスティック回帰分析を施行 . 生存入院
のオッズ比は，リドカイン群を対照 (1.0) とした場
合 , ニフェカラント群で 3.21 (p ＜ 0.01)，アミオダ
ロン低用量群で 3.09  (p ＜ 0.01) と高かったが , アミ
オダロン高用量群では 1.78 (p ＝ 0.10) と有意差は認
められなかった（図 3A）。24 時間生存のオッズ比は， 

ニフェカラント群で 6.68，アミオダロン低用量群で
4.86，高用量群で 2.97 といずれも有意に高かった（図
3B）。

表 1

アミオダロンの適応不整脈と投与方法

2007 年　保険適応
「生命に危険のある不整脈（VF，血行動態不安定
な VT）で難治性かつ緊急を要する場合」
初回投与：125mg を 10 分間で緩徐投与

2013 年　適応追加
「電気的除細動抵抗性の VF および無脈性 VT に
よる心停止」
初回投与： 300mg ボーラス投与も可能。

※　険適用範囲内でのアミオダロン初回投与法
は各国でさまざまであるが，米国で一般的な
300mg ボーラス投与はオフラベルでの投与法で
ある（保険適用：150mg/10 分間緩徐投与）。

inotropic effects. AMD potently inhibits the HCN4 (hyperpo-
larization-activated cyclic nucleotide–gated) channels,32 it
may suppress ectopic automaticity and can cause the sinus
bradycardia.

Comparing the Effects of AMD With LID
The AHA-Cardiopulmonary Resuscitation guideline for

CPR lists AMD as a first-line drug based on reported positive
outcomes in 504 shock-refractory VT/VF in OHCA patients
in the ARREST study published in 199933; the rate of survival
to admission was higher in the AMD group (n = 246) than in
the placebo group (n = 258) (44% vs. 34%, P = 0.03). In
2002, the ALIVE study compared the survival to admission
rates in 347 shock-refractory VT/VF cases in OHCA patients
administered AMD (41/180, 23%) or LID (20/167, 12%)
(OR, 2.17: 95% CI: 1.21–3.83; P = 0.009).34 In the ALIVE
study, AMD (5 mg/kg of estimated body weight) and LID

(1.5 mg/kg) were rapidly infused, and if VF persisted after
a further shock, the second dose of the study drug was admin-
istered (2.5 mg/kg of AMD and 1.5 mg/kg of LID). In this
study, LID was administered according to the Japanese Cir-
culation Society guidelines (1.0–1.5 mg/kg intravenously,
additional 0.5–0.75 mg/kg intravenously). Approximately
half of the patients in the LID group were put into each of
the ,100-mg or 100-mg dose groups as an initial treatment
(averaged dose, 80.4 6 3.8 mg; averaged body weight,
61.1 6 2.0 kg). Additional administration of LID was little
recognized except one case. From these results, initial LID
dose in the current study was similar in the ALIVE study.

The “ROC-ALPS: Resuscitation Outcomes Consor-
tium–Amiodarone, Lidocaine or Placebo Study” (ALPS) is
an on-going study, being conducted to evaluate whether anti-
arrhythmic drugs improve survival after OHCA in shock-
refractory VT/VF.35 The original point of ALPS study is

FIGURE 3. Multivariable analyses for
2 major outcomes—survival to
admission (A) and 24-hour survival
(B)—including 9 explanatory varia-
bles (age, sex, presence of witnesses,
bystander CPR, shockable rhythm at
initial cardiac arrest, epinephrine
dose before and after hospital
arrival, pH, and antiarrhythmic drug
type). Binary logistic regression
analysis was conducted, and ORs
with 95% CIs were calculated to
identify study end points determining
the effect of NIF, AMD-#150, and
AMD-300 in comparison with LID.
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以上の結果から , 難治性 VT/VF に対するニフェ
カラントあるいは低用量アミオダロンは , リドカイ
ンに比較して生存入院および 24 時間生存を改善す
る可能性が示唆された . 患者の基礎疾患や重症度に
もよるが , アミオダロンを高用量で投与した場合は
副作用が高度に発現する恐れもあり , 初回投与量は
150mg 以下が好ましいと考えられる . ニフェカラン
トの効果は低用量アミオダロンに匹敵する可能性を
有するため , CPR における抗不整脈薬の有効な選択
肢と思われる .

おわりに

  ニフェカラントおよびアミオダロンの薬理作
用と使用成績について概説した . ニフェカラン
トとアミオダロンはともに III 群抗不整脈群に
属するものの，似て非なる薬剤であり , 作用機
序や薬理特性が大きく異なることへの認識を
高める必要がある。

  本邦における致死性不整脈に関する既報をま
とめると , リドカインは心肺蘇生の第一選択薬
として好ましくなく， ニフェカラントあるいは
アミオダロンの使用が望ましい結果が得られ
た . しかしアミオダロン使用時の注意点とし
て，低用量アミオダロンに比較して高用量急
速投与 (300㎎ボーラス ) はアウトカムを低下
させる可能性が示唆された。

本稿が心肺蘇生術における抗不整脈薬の選択の一
助となれば幸いである。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

１．緒言

近年、光干渉断層法が上市され、眼科および循環
器領域の臨床現場で利用されている。光干渉断層法
を用いれば、生体試料を体外に取り出さずに光学顕
微鏡ミクロレベルの組織像が得られるため、新しい
知見が次々と報告されている。本稿では、光干渉断
層法の歴史、技術背景、血管領域における最近の知
見、ならびに今後の展開について述べたい。

２．近代病理学とミクロの世界

病理学は基礎医学と臨床医学をつなぐ医学の重要
な一分野で、病気の原因、発生機序の解明、病気に
よる形態変化、病態との関わりや病気の確定診断な
どを目的とする。その解析手法は、形態学を基盤と
し物理学、微生物学、免疫学、遺伝学、分子生物学
など各時代の異分野領域の成果を新しい方法論とし
て積極的に取り込み発展してきた。中でも 19 世紀
の光学顕微鏡を利用した Virchow らによる組織病理
学の確立が近代病理学の嚆矢と考えられる。マクロ

からミクロへ、光学顕微鏡を利用した組織・細胞レ
ベルの探求は病理学に革命をもたらしたと言って過
言ではない。もちろんその後の免疫染色法、電子顕
微鏡、in situ hybridization 法、遺伝子改変動物など
の新技術の寄与も無視できない。しかし現在におい
ても光学顕微鏡を用いたミクロの形態学は病理学の
基本と言える。

３．生体内病理学

果敢に異分野の技術を取り込み発展してきた病理
学であるが、21 世紀になっても完全には解決でき
ていない問題点が存在する。人体を対象とする場合、
病理解剖、生体組織診断 ( 生検 )、細胞診断いずれ
にせよ、死後の状態もしくは検体を体外にとり出さ
なければ病理学的手法の適応が困難なことである。
また固定や染色などのサンプル処理プロセスが必要
で、それによる試料の変性 ･ 変化は避けられない。
それらは生体における役割、経時的な変化、病態と
の関係などを解明する際に厳然たる方法論的限界点
として存在してきた。また組織を体外に持ち出しに

光干渉断層法を用いた生体内病理学
田中　篤

和歌山県立医科大学　循環器内科

要旨
　Virchowらによる光学顕微鏡を用いた近代病理学の幕開けから 1世紀以上経過した。その間

病理学は、様々な分野の成果を新しい手法として柔軟に取り込み発展し、医学に多大な貢献をして
きた。光干渉断層法は日本人がその原理を提唱し、日本人研究者が世界をリードしている医学研究
分野の一つである。光干渉断層法を用いれば非侵襲的に光学顕微鏡ミクロレベルの組織像が得られ
るため、光学的生検あるいは生体内病理学として利用できるのではないかと精力的に研究がすすめ
られている。光干渉断層法を用いた臨床研究から新しい知見が次々と報告され今後の発展が大いに
期待されている。

 キーワード   生体内病理，光干渉断層法，血管病理，冠動脈，プラーク破綻，
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くい領域、例えば眼科領域や血管領域では、長年の
病理学的知識集約が実臨床に充分に活用できないと
いう問題が存在している。

近年の画像診断学の発展により、非侵襲的に各
臓器を画像化することが可能となった。例えば CT

や MRI は各種疾患の診断や病態解明に大いに寄与
し、臨床医学では必要不可欠な診断装置となってい
る。病気の原因や確定診断を行うことが病理学の主
目的であるので、CT や MRI も立派な病理学的手法
の一つとして認知されてしかるべきである。しかし
CT や MRI を用いた生体画像診断を病理診断とする
医師は少ないのではなかろうか？おそらくそれは、
CT や MRI は、病理学におけるマクロレベルの情報
を提供するも、ミクロレベルの情報が欠落している
ためと推察される。もし生体を傷つけることなく光
学顕微鏡のミクロレベルの画像情報を提供する技術
が存在すれば、残存する問題点を克服する一つの
新手法として病理学に取り込まれ、 新たな学問領域
が形成される。我々はこれを生体内病理学 (in vivo 

pathology) と呼んでいる。

４．光干渉断層法の歴史

光干渉断層法 (Optical Coherence Tomography: OCT)

は、光の干渉現象を利用して断層画像構築を行う技
術である。光干渉断層法の原理は、アメリカ人初の
ノーベル物理学賞を受賞する業績となる、1887 年
に行われたマイケルソン・モーリーの実験に用いら
れたマイケルソン干渉計が基礎となっている。低
コーヒーレンス光を用いた光干渉断層法の原理は
山形大学理工学部の丹野直弘教授が世界で初めて
提唱し、1990 年に我が国で特許登録を行っている
[1]。いわば我が国発の“古くて新しい技術”である。
しかし残念なことに実際の製品化は 1991 年にマサ
チューセッツ工科大学の Fujimoto 教授らのグルー
プにより行われ、1996 年にカールツアイス社から
眼科領域をターゲットに上市された。血管用光干渉
断層法は日本企業の関連会社が世界で最初に製品を
上市し市場を開拓したが、現在は欧米企業に買収さ
れている。その後光源が低コーヒーヘレンス光から、
高コーヒーヘレンス光であるレーザーに変更される
など改良が加えられ、眼科領域および循環器領域で

は日常臨床に無くてはならない画像診断装置となっ
ている。

光干渉断層法を用いると、非接触・非侵襲的に組
織や試料の 3 次元形態情報を顕微鏡ミクロレベルの
解像度で取得することが可能である。 もちろん光
干渉断層法がもたらす画像はその原理上、従来のヘ
マトキシリン・エオジン染色や免疫染色による画像
とは少し異なる。そのため光干渉断層法がもたらす
新しい成果を頭ごなしに否定し排除しようとする古
典的な病理学者も一部存在する。しかしアメリカで
は早くから光干渉断層法の持つポテンシャルが注目
され、 光学的生検 (optic biopsy) あるいは生体内病理
学 (in vivo pathology) として臨床応用できないか検
討するため、NIH が研究費を重点的にこの分野に配
分してきた。プロジェクトには光学エンジニアだけ
でなく欧米の著明な病理学者達が参加している。 

５．光干渉断層法の技術的背景

現在上市されている光干渉断層法のシステムに
は、大きく分けて time domain OCT (TD-OCT) およ
び frequency domain OCT (FD-OCT) の二種類が存在
する。さらに FD-OCT は、spectral domain OCT (SD-

OCT) と swept source OCT (SS-OCT) の二種類が存在
する。一般的に FD-OCT の方が TD-OCT に比較し
scan 時間を大幅に短縮する事が可能である。また 2

種類の FD-OCT の比較では、SS-OCT の方が計測深
度を深くととる事が可能であり、現在 SS-OCT が製
品の主流となっている。

TD-OCT および SS-OCT の原理を図で示す（図１）。
TD-OCT では、参照鏡を移動させ、その移動距離＝
光が届く時間差を基に深さ情報を計算し断層像を作
成している。SS-OCT では、spectrometer で得られた

TD-OCT SS-OCT 

図1 OCTの原理 
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信号情報 (interferogram) をフーリエ変換する事で深
さ情報を得ている。機械的操作が無い分、SS-OCT

の方が短いスキャン時間で画像取得可能である。
使用波長に関して光干渉断層法では、光信号到達

深度と解像度はトレードオフの関係にある。例えば
短波長にすれば解像度がアップするが深度が浅く
なる。生体組織に用いる場合、水、ヘモグロビン、
メラニンなどの吸収を避けるため中心波長 800nm, 

1000nm, 1300nm 付近の光源を用いることが多い。

６．光干渉断層法からみた正常冠動脈

光干渉断層法にて正常冠動脈を観察すると、血管内
腔側から、内膜、（内弾性板）、中膜、外弾性板およ
び外膜の 4 層もしくは 5 層構造として描出される（図
２）。通常のヘマトキシリン・エオジン染色でも同様
の所見は得られるが、光干渉断層では染色不要かつ
生体で繰り返し観察可能という大きなアドバンテー
ジがある。さらに血管長軸方向の三次元再構築を行
う事が可能である。高解像度三次元画像は我々に様々
な事を教えてくれる。図３は、ブタ冠動脈の三次元

再構築画像である。例えば分枝入口部は決して単純
に円形にくりぬかれた形状では無く、分枝入口部の
上流部側の壁には緩やかにテーパリングがかかって
おり分枝に血流をスムースに導いていることが画像
から一目瞭然である。組織標本からは単なるルース
な結合織と考えられる血管外膜層も実は板バネ状の
構造をしており、外力に対し外膜がクッションの役
割を果たしていることがよく理解できる。さらにブ
タでは冠静脈弁の開放 ･ 閉鎖も観察可能である。

また血管栄養血管 (vasa vasorum) のような微小三
次元構造物の解析も可能である。Vasa vasorum は文
字通り血管壁を栄養する微小血管で、動脈壁の恒常
性維持に役立っているほか、動脈硬化の発展・不安
定化に深く関与していると報告されてきた。しかし
その三次元構造は未だ不明な点が多々存在する。図
４は高解像度３D-OCT を用い撮影したブタ冠動脈
の vasa vasorum である。冠動脈内腔から直接分枝後、
外膜周囲を走行している vasa vasorum が一断面で描
出されている。光干渉断層法を用いた生体内病理学
から、正常血管構造への理解が深まると共に、生体
における解剖構造の知られざる機能が明らかとなる
可能性がある。実際、我々はヒト冠動脈病変におい
ても vasa vasorum が病変の進行、不安定化に関与し
ていることを報告している [2]。

図２ 正常ヒト冠動脈OCT画像 

EEL 

図３ 正常ブタ冠動脈３D-OCT画像 

 Branch 

Adventitia 

Vein valve 

図４ Vasa vasorumの3D-OCT画像 
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７．光干渉断層法による病変の観察： 
 光干渉断層法からの新知見　

７－１．Plaque rupture

急性冠症候群の発症原因として、線維性被膜が破
綻しプラーク内容物が血流にさらされる、いわゆる
plaque rupture が主因として想定されている。生体に
おける plaque rupture の検出そのものは血管内超音
波法や血管内視鏡の時代から可能であった。光干渉
断層法においても、 破綻した線維性被膜の存在や、
プラーク内容物が飛び出し空洞となった偽腔を確認
できれば容易に診断することが可能である。他の方
法と比較し光干渉断層法が優れている点として、破
綻した線維性被膜の厚みを計測できる事が挙げられ
る。病理研究によれば plaque rupture の大多数が 65

μm 以下に菲薄化した 線維性被膜の破綻により生
じるとされてきた。しかし実際の生体ではもう少し
厚い線維性被膜も破綻していることが示されている
[3]。それらの観察結果は、最新の構造力学解析結果
の予測値と非常に良く一致していた [4]。従来提唱さ
れているより厚い線維性被膜画も破綻する可能性が
あるため、今後の治療戦略策定に影響を及ぼすもの
と考えられる。

７－２． Fibroatheroma（FA)/Thin-cap  
  fibroatheroma (TCFA)

FA や TCFA は、心血管イベントを引き起こしや
すい危険なプラークと考えられており、 心血管イベ
ント発症予測を考える上で、その診断は非常に重要
である。光干渉断層法の登場により、菲薄化した線
維性被膜を正確に診断することが可能となったた
め、とりわけ危険と考えられていた TCFA の診断に
威力を発揮し、すぐにでもイベントの予測が可能に
なるのではないかと、高い期待を寄せられていた。
しかし現在の光干渉断層法の診断基準では、 FA は
境界不明瞭で周囲より信号強度の低い病変とされて
いるが、この周囲との境界不明瞭という部分が曖昧
なため診断に苦慮することが多い。そのためイベン
ト発症の予測に関してはまだまだ道半ばである。　

むしろ FA/TCFA の診断が重要なのは、これらの
病変が非常に slow flow/no-reflow を起こしやすい点
である。我々の非 ST 上昇型心筋梗塞症例での検討

では、脂質成分の円周角が 90 度までの場合 4.7%, 

90 － 180 度の場合 35％、180 － 360 度の場合 75％
の頻度で no-reflow 現象が起こることが明らかに
なっている [5]。また、線維性被膜の厚みも重要で、 

視覚的に no-reflow を反映しているとされる心臓
MRI での microvascular obstruction (MVO) の頻度は、
70 μm までの TCFA の場合 42.9%, 160m までの厚
みの線維性被膜を有する middle cap FA(MCFA) の場
合 11.5％、それ以上厚い場合は 0％であった [6]。現
在末梢保護デバイスのルーチン使用に関して否定的
な意見が多い。光干渉断層法を用い、必要な病変の
みに末梢保護デバイスを使用すれば、また違った結
果となる可能性がある。

７－３. 特発性冠動脈解離（Spontaneous  
 coronary artery dissection: SCAD)

病理学的に SCAD は、明らかな誘因無く中膜－
外膜の間に解離が生じ、新たなスペースが生じる症
例と定義されている。解離腔が血管内腔と交通して
いる場合と、交通が無く血管内血腫のような像を呈
する場合の 2 種類が存在する。一般的には前者だけ
を SCAD と呼ばれていることが多い。臨床的には
若年女性が生理周期に関連して、あるいは出産前後
に急性冠症候群を発症した場合に、SCAD を疑うべ
きとされてきた。しかし病理学的検討では、動脈硬
化、膠原病、重症高血圧、コカイン中毒、線維筋性
異形性などの存在も SCAD と密接に関連すること
が報告されており、単一病因による疾患ではないと
考えられている。血管造影や血管内超音波法では中
膜や外膜の同定が困難で、SCAD の正確な診断は不
可能であった。そのため発生頻度等はながらく不明
であった。光干渉断層法を用いれば冠動脈の三層構
造を描出できるため、生体で病理と同じ診断基準を
用いて SCAD を診断することが可能である。我々
の光干渉断層法を用いた臨床研究から、日本人急性
冠症候群患者の約 4％に SCAD が認められ、その発
症は若年や女性に限らないことが明らかになってい
る [7]。SCAD の正確な診断が臨床上非常に重要であ
る理由として、①保存的治療戦略が良好な予後を示
す、②血管造影そのものが、解離腔をさらに広げ病
態を悪化させる、③仮に SCAD の存在を知らずに
経皮的冠動脈形成術を行った場合、ガイドワイヤー
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の解離腔への迷入や高圧拡張による冠動脈破裂など
高率に重篤な合併症を引き起こす、など患者生命予
後に直接関わる問題点が挙げられる。OCT による
正確な診断が予後改善に繋がると考えられる。

７－４．冠攣縮狭心症

冠攣縮は心血管イベント発症原因の重要な一因と
報告されている。しかし従来の病理学的手法では、
冠攣縮のような血管の機能的異常を検討するのは困
難であった。 光干渉断層法の登場により、血管の
三層構造の変化を冠攣縮発作前後で観察すること
が可能になり、様々な新たな知見が得られている。
例えば発作中の中膜の肥厚、内膜の襞形成 (intimal 

gathering) や、無症状時にも既に中膜平滑筋が収縮
し内膜の盛り上がり (intimal bump) が存在するなど
である [8]。特に中膜の肥厚や intimal bump は症状が
無いときにも認められる所見で、冠攣縮狭心症を疑
うきっかけになるため注意すべきである。

８．その他の領域

光干渉断層法は、血管領域だけでなく、眼科、消
化器、呼吸器、整形外科、歯科、泌尿器科などの臨
床現場で使用されている。例えば、図 5 は正常眼底
の断層図である。非侵襲的に眼底の高解像度断層像
が得られており、眼科診療に多大なインパクトを与
えたことは、この画像を見るだけでも容易に理解で
きる。アメリカでは、消化管、特に食道領域で従来
の生検に代わり光干渉断層法を用いた optic biopsy

が臨床に供用できるか検討するために大規模な臨床
試験が始まっている。

９．今後の展開

光干渉断層法を用いた生体内病理学は、まさに
始まったばかりである。現時点ではミクロレベル
の形態学であり、丁度 Virchow らの時代に相当す
るのかもしれない。しかし光学技術自体は、光通
信や軍事技術の発展と共に急速に進歩しており、
様々な新技術が開発されている。例えば cellular 

level や subcellular level の空間分解能をもつμ OCT

が既に開発されている [9]。また赤血球の移動速度
を検知し光学的血管造影を行える Doppler OCT や
[11]、偏光を利用し生体内でコラーゲンを検出する
polarization-sensitive OCT[10] なども開発済みであり、
今後も様々な機能画像や光学的染色技術が開発され
る可能性が高い。光干渉断層法は、まさに“現代の
顕微鏡”であり、光干渉断層法を用いた生体内病理
学の今後の発展が期待される。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに

血中において、脂質はリポ蛋白により運搬される
ため、脂質代謝異常症とはリポ蛋白代謝異常症とし
て理解する必要がある。脂質の中でも特にコレステ
ロールとトリグリセライド（TG：triglyceride）が重
要である。高脂血症（hyperlipidemia）とは、血中の
脂質値が高い状態を指すが、高比重リポ蛋白（HDL：
high-density lipoprotein）が低い状態も病的であると
の考えから、脂質異常症（dyslipidemia）という呼
称が定着した。

例外的に高カイロミクロン血症は急性膵炎と関係
するが、その他の多くの脂質代謝異常症は動脈硬化
症と関係する。しかしながら、家族性高コレステロー
ル血症（FH：familial hypercholesterolemia）ホモ接
合体以外の高脂血症において、臨床的に動脈硬化症
が問題となるのは成人以後である。小児期において
多くの症例は無症状であり、実際の診療を担当する
医師（小児代謝科）は、その帰結としての動脈硬化
症を診療する機会が少ないため、その重要性が正確
に理解されていない可能性がある。

本稿では、小児に見られる主に遺伝性高脂血症に
ついて概説する。

１．家族性高コレステロール血症 
（FH：familial hypercholesterolemia）

１－１．FHの成因

コレステロールは主に肝細胞で合成され、また食事
由来のコレステロールは肝臓にプールされる。細胞膜の
構成成分や性ホルモン、胆汁酸の前駆物質として生体
に必須の物質であるため、肝細胞内コレステロールはほ
ぼ一定となるように調整されている。転写因子 SREBP2

（sterol regulatory element binding protein2）は、肝細
胞内コレステロールが過剰な状況では、HMG-CoA 還
元酵素を抑制しコレステロール合成が減少し、血中か
らコレステロールを取り込む LDL 受容体を減少させる。
逆に、細胞内コレステロールが減少すれば、HMG-

CoA 還元酵素が増加しコレステロール合成は亢進し、
LDL 受容体は増加する。このように、LDL 受容体はヒ
トのコレステロール代謝に中心的な役割を果たしている（1）

（図 1）。

「小児高脂血症」
川尻　剛照、多田　隼人、山岸　正和

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科　循環器病態内科学・循環器内科

要旨
多くの高脂血症は動脈硬化症と関係し、例外的に高カイロミクロン血症のみが急性膵炎と関係

する。診断のきっかけは脂質異常値や皮膚黄色腫である場合が多いが、小児期を含め無症状で経過
する期間が長く、無為に経過観察されがちである。正確な診断に基づく予後を見据えた食事療法、
生活習慣の改善、適切な時期の薬物療法導入が肝要で、それらが不十分な場合、成人以後、重大な
合併症に罹患し得る。遺伝性高脂血症には稀少疾患も含まれるが、なかでも家族性高コレステロー
ル血症へテロ接合体は一般人の 200人～ 300人に一人認めるもっとも頻度の高い遺伝性疾患であ
る。診断は疑うことに始まり、家族歴の聴取や家族の診断が参考になる。遺伝性高脂血症が疑われ
る場合、専門医の診断を受けることが望ましい。

 キーワード   家族性高コレステロール血症，高カイロミクロン血症，シトステロール血症， 

食事療法，薬物療法
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FH は LDL 受容体とその関連分子の機能異常によ
り発症する。もっとも頻度の高い原因は LDL 受容
体遺伝子異常である。その機能障害のため LDL が
肝細胞内に取り込まれず血中にうっ滞するため、著
明な高 LDL コレステロール血症となる。LDL 受容
体のリガンドであるアポ B-100 の特定の遺伝子異
常により、LDL と LDL 受容体の結合が障害され
FH 類似の病態（家族性欠陥アポ B 血症）となる
が、本邦ではいまだ報告がない（2）。LDL 受容体の
細胞内分解に関係する PCSK9（proprotein convertase 

subtilisin/kexin type 9）の機能亢進型遺伝子異常は、
肝細胞表面の LDL 受容体数を減少させ、FH 類似の
病態を呈する（3）。さらに、LDL 受容体のアダプター
蛋白であるLDLRAP1（LDL receptor adopter protein 1）
遺伝子異常は常染色体劣性高コレステロール血症の
原因となる（4）が、世界的に極めて稀で、本邦では
著者らの施設を含め 2 家系の報告に止まる。

１－２．FHの臨床症状
FH の三徴は、原発性高 LDL コレステロール血症、

腱黄色腫、早発性冠動脈硬化症である。常染色体優
性遺伝疾患であり、臨床的にヘテロ接合体とホモ接
合体がある。

成人ホモ FH、ヘテロ FH とその家系内正常者の
総コレステロール値は三峰性を呈し、正常者 179 ±
26mg/dL（平均± SD、以下同）に対し、ヘテロ FH

は 338 ± 63mg/dL、ホモ FH は 713 ± 122mg/dL と
正常者の約 2 倍、4 倍を呈する（5）。幼児ヘテロ FH

（18 ヶ月）の平均総コレステロール値および LDL

コレステロール値は 283 ± 5mg/dL（平均± SEM、
以下同）、215 ± 5mg/dL であり成人 FH より低値で
あるが、やはり正常者の約 2 倍に相当する（6）。

アキレス腱を代表とし、手背伸筋腱や肘・膝関
節など物理的刺激を受ける部位に出来る腱黄色腫
は、幼少期より著明な高 LDL コレステロール血症
に暴露された証左であり、10 代後半から 20 代に顕
性化する FH 以外の高脂血症と決定的に異なる。小
児 FH で腱黄色腫を認めることはむしろ稀である
が、小児ホモ FH ではしばしば皮膚結節性黄色腫を
認め、受診のきっかけとなることが多い。

１－３．FHの遺伝疫学
FH の頻度を推測するには、臨床像が際立つホモ

接合体をスクリーニングし、Hardy-Weinberg の法
則から導き出すのが良い。われわれは北陸地方に
LDL 受容体遺伝子異常による FH ホモ接合体を 13

例、コンパウンドヘテロ接合体を 7 例、PCSK9 遺
伝子異常によるホモ接合体を 2 例、LDL 受容体遺
伝子と PCSK9 遺伝子のダブルヘテロ接合体を 3 例、
計 25 例の臨床的 FH ホモ接合体を見出した（7）。北
陸地方の人口は約 308 万人なので、ホモ接合体の頻
度は一般人約 12 万人に一人、ヘテロ FH の頻度は
一般人約 208 人に一人と推計され、FH は従来考え
られたよりかなり高頻度であることが判明した。

１－４．小児 FHの診断
筆者らのへテロ FH の診断基準は表 1 のいずれか

を満たす場合としている（5）。LDL コレステロール
の診断基準値は、遺伝子診断された FH と家系内正
常者のカットオフ値 160mg/dL を用いている（8）。一
方、日本動脈硬化学会の動脈硬化性疾患予防ガイド

LDL受容体 mRNA 
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LDL受容体蛋白 
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図１．川尻剛照 
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合成阻害 

図１．LDL 受容体による 
肝細胞内コレステロール調整機構

食事療法やスタチンなどの薬剤により、肝細胞内コレス
テロール量が低下すると、転写因子 SREBP2 が活性化し
LDL 受容体合成を促進し、循環中の LDL を低下させる。
SREBP2 は同時に PCSK9 も活性化し、LDL 受容体の細
胞内分解に関係する。FH は LDL 受容体を欠損するため、
循環中に LDL がうっ滞する。LDL 受容体のリガンドで
あるアポ B-100 の特定の遺伝子異常、LDL 受容体のアダ
プター蛋白 LDLRAP1 欠損症、PCSK9 機能亢進型遺伝子
異常でも FH 類似の病態を呈する。
FH：familial hypercholesterolemia
LDL：low-density lipoprotein
LDLRAP1：low-density lipoprotein receptor adaptor protein 1
PCSK9：proprotein convertase subtilisin/kexin type9
SREBP2：sterol regulatory element binding protein2
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ライン 2012 年版の成人ヘテロ FH の診断基準は表 2

の通りである（9）。
前述のとおり、小児期にはアキレス腱黄色腫や角

膜輪などの FH に特徴的な身体所見が現れないこと
が多い。一方、小児の脂質値は糖尿病やメタボリッ
クシンドローム、甲状腺疾患など二次的要因を受け
にくい。日本動脈硬化学会の小児 FH の診断基準は
表 3 に示すとおり、コレステロール値と家族歴のみ
を重視している（9）。

１－５．小児 FHと動脈硬化
ヘテロ FH の超音波内膜中膜複合体の肥厚は出生

時より進行し、その進行速度は正常者のおよそ倍で
ある。しかしながら、動脈硬化性疾患が臨床的に問
題となるのは通常成人以後であり、また明らかに男
女差を認める。心筋梗塞発症年齢は男性では 30 歳
以後、女性でも閉経前は稀である。われわれは、冠
動脈 CT で求めるヘテロ FH の冠動脈硬化指数と年
齢は男女別に有意に正相関することを明らかとした

（図 2）。この回帰直線から、ヘテロ FH の冠動脈硬
化が始まる年齢を推測することが可能で、男性は
22.9 歳、女性は 33.5 歳であった（10）。

一方、ホモ FH は小児期より冠動脈硬化症、頚動
脈硬化症、大動脈弁および弁上狭窄症が進行するこ
とが知られ、もはや男女差は認めない。わが国では
4 歳のホモ FH の心筋梗塞剖検例をはじめ、若年よ
り心筋梗塞や大動脈弁上狭窄による心不全死の報告
がある。

１－６．小児へテロ FHの治療
小児ヘテロ FH の治療の主軸は食事療法である。

食の嗜好は小児期に形成されるため小児期の治療は
特に重要である。適正なカロリー摂取、飽和脂肪酸
やコレステロールの摂取制限、野菜と魚食を中心と
した Japan Diet を両親とともに実践し、肥満は絶対
に避けるべきである。生涯にわたる禁煙の重要性と
受動喫煙のリスクを説明し、小児期より意識させる
べきである。冠動脈疾患の発症年齢は主に LDL コ
レステロール値と暴露期間の累積に規定され、ある
閾値に到達すると心血管イベントを発症するという
仮説がある。高血圧や糖尿病、喫煙などのリスクは
閾値の修飾因子と考えられる（図 3）（11）。この仮説
に従えば、FH に対し早期から薬物療法に導入する
ことで、正常者と同等の予後が保証される。

FH は最終的には全例が薬物療法の対象となるが、
薬物療法開始時期に関する明確なエビデンスはな
い。胆汁酸吸着レジンは消化管から吸収されること
がなく、小児にも安全に使用可能であり、小児ヘテ
ロ FH には第一選択とされている。しかしながら、

表１. 金沢大学が提唱するヘテロ FH の診断基準
　　 以下の臨床診断か遺伝子診断のいずれかを満たせばヘテロ FH である。
臨床診断
①腱黄色腫を伴う高 LDL-C 血症（未治療時の LDL-C 160mg/dL 以上）
② 1 親等に①を満たすものがいる高 LDL-C 血症
遺伝子診断
FH 関連遺伝子変異

（LDL 受容体、アポ蛋白 B-100、PCSK9 および LDLRAP1 遺伝子）

表３. 日本動脈硬化学会　動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 版
　　  小児 FH ヘテロ接合体診断基準
①高コレステロール血症（未治療時の LDL-C 140mg/dL 以上）
　（総コレステロール 220mg/dL 以上の場合は LDL-C 値を測定する）
② FH あるいは早発性冠動脈疾患の家族歴（2 親等以内の血族）
小児の場合、腱黄色腫などの臨床症状に乏しいため診断には 
家族の FH について診断することが重要である
成長期には LDL-C が変動することがあるため、 
注意深い経過観察が必要である
早発性冠動脈疾患は男性 55 歳未満、女性 65 歳未満と定義する

表２. 日本動脈硬化学会　動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 版
　　 成人（15 歳以上）FH ヘテロ接合体診断基準

①高 LDL-C 血症（未治療時の LDL-C 180mg/dL 以上）

②腱黄色腫（手背、肘、膝などの腱黄色腫あるいはアキレス腱肥厚）
　あるいは皮膚結節性黄色腫

③ FH あるいは早発性冠動脈疾患の家族歴（2 親等以内の血族）

続発性高脂血症を除外した上で診断する。
2 項目が当てはまる場合、FH と診断する。
FH 疑いの際には遺伝子検査による診断を行うことが望ましい
皮膚結節性黄色腫に眼瞼黄色腫は含まない
アキレス腱肥厚は軟線撮影により 9mm 以上にて診断する
LDL-C が 250mg/dL 以上の場合、FH を強く疑う
すでに薬物療法中の場合、治療のきっかけとなった脂質値を参考とする
早発性冠動脈疾患は男性 55 歳未満、女性 65 歳未満と定義する
FH と診断した場合、家族についても調べることが望ましい
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図２．FH へテロ接合体の年齢と冠動脈 CT で同定された
プラーク指数の関係（文献 10 より改変引用）

無治療へテロ FH の冠動脈 CT で同定されたプラーク指数
は男女別に年齢と有意に正相関する。その回帰直線から肉
眼的に同定可能な動脈硬化の発症年齢が推定可能であり、
男性は 22.9 歳、女性は 33.5 歳である。
CT：computed tomography
FH：familial hypercholesterolemia
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スタチンと比較し効果は限定的であり、いずれかの
時点でスタチンへの切り替え、併用が必要となる。
われわれは動脈硬化病変が始る数年前に十分な薬物
療法を開始すれば、臨床的には問題ないと考えてい
る。しかしながら、動脈硬化の発症時期と進展速度
は個々の症例で異なり、頚動脈エコーなどの画像診
断を繰り返し施行し、症例ごとに治療方針を決定す
るのが実際的である（12）。

１－７．小児ホモ FHの治療
ホモ FH の動脈硬化は小児期より進展するため、

治療は専門医のもとで診断と同時に開始すべきであ
る。スタチンやエゼチミブが強力となったが、ホモ
FH に対する効果は限定的である。デキストラン硫
酸セルロースカラムを用いた LDL アフェレシスは、
アポ B 含有リポ蛋白を選択的に吸着除去し、その
安全性と動脈硬化進展抑制効果が実証されている。
カラムを並列に配置し、吸着と賦活化を繰り返す方
法が効率的であるが、特に小児では体外循環血液量
が増大するため、直接全血リポ蛋白吸着法や血漿交
換が行われる。

特殊な治療法として肝臓移植があり、わが国でも
生体部分肝移植が行われ、良好な臨床経過が報告さ

れている（13）。LDL 受容体の肝細胞内分解にあずか
る PCSK9 に対するモノクローナル抗体製剤が間も
なく市販される。LDL 受容体完全欠損例でなけれ
ば、ホモ FH に対しても奏功する可能性がある（14）。
TG とアポ B を一体化しカイロミクロンや超低比重
リ ポ 蛋 白（VLDL：very-low-density lipoprotein） の
形成にあずかるミクロソーマルトリグリセリド転送
蛋 白（MTP：microsomal triglyceride transfer protein）
の阻害剤が開発された（15）。また LDL の構造蛋白、
アポ B に対するアンチセンスも開発され（16）、いず
れもホモ FH に対する効果が確認されている。脂肪
便や下痢、脂肪肝の副作用があり注意を要するが、
LDL アフェレシスや肝臓移植と比較し低侵襲であり、
長期予後改善効果が期待されている。

２．シトステロール血症

２－１．シトステロール血症の成因

シトステロール血症は 1973 年に Bhattacharyya と
Connor により、“β sitosterolemia and xanthomatosis”
として報告された（17）。コレステロールと側鎖が異
なるβシトステロールなどの植物ステロールは、哺
乳類の生体内では合成されず利用されることもな
い。コレステロールは小腸上部刷子縁膜上のトラン
スポーター NPC1L1（Niemann-Pick C1 Like 1）を介
し吸収され、カイロミクロンを形成しリンパから
循環に取り込まれる。植物ステロール（シトステ
ロール、カンペステロール、ラソステロール）は
コレステロールとともに NPC1L1 から吸収される
が、ABCG5/8（adenosine triphosphate binding cassette 

subfamily G member 5/ subfamily G member 8）を介し
て再び腸管内へ排泄される（図 4）。ABCG5/8 は肝
細胞にも発現し、肝細胞から胆汁へのコレステロー
ル排泄にも関与している。シトステロール血症は
ABCG5/8 遺伝子異常により、本来腸管へ排泄され
る植物ステロールが循環中に蓄積することにより発
症する。

常染色体劣性遺伝形式を呈し、極めて稀な疾患と
考えられてきた。わが国では 25 例以上と推測され
るが（18、19）、血族婚によらず異なる遺伝子変異によ
るコンパウンドヘテロ接合体が少なくないことか
ら、著者は、従来考えられたより頻度の高い疾患と
考えている。
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図３．LDL コレステロール累積値と FH の冠動脈疾患発
症年齢に関する仮説（文献 11 より改変引用）

冠動脈疾患発症年齢は第一義的に出生時からの LDL コ
レステロール累積値により決定される。ホモ FH の場合、
出生時より極めて高い LDL コレステロール値に暴露され
る結果、冠動脈疾患発症閾値（160mmoL）に 12.5 歳で到
達する。同様に未治療ヘテロ FH の場合、35 歳で冠動脈
疾患発症閾値に到達するが、小児期にスタチンが導入さ
れ適切に管理されれば非 FH と同等の予後（55 歳）が得
られると考えられる。LDL コレステロール以外のリスク

（男性、糖尿病、高血圧、喫煙、Lp(a) など）は閾値を低
下させ、負のリスク（女性、HDL コレステロール）は閾
値を上昇させる。
FH：familial hypercholesterolemia
HDL：high-density lipoprotein
LDL：low-density lipoprotein
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２－２．シトステロール血症の臨床症状と治療
シトステロール血症患者の血清シトステロール値

は 10 μ g/mL 以上を呈するが、LDL コレステロー
ル値は FH ホモ接合体並みに上昇する症例から正常
値を呈する症例まで臨床像は幅広い。診断には、表
4 を用いる。

FH 類似の腱黄色腫、結節性皮膚黄色腫、冠動脈
硬化症をはじめ、関節痛や関節炎、溶血発作など
を呈し得る。著者らは、ホモ FH に匹敵する 400 ～
800mg/dL におよぶ著明な高 LDL コレステロール血
症と皮膚黄色腫を呈する乳児 4 例をシトステロール
血症と診断した。全例母乳により栄養されていたが、

興味深いことに断乳により LDL コレステロール値
が正常化する現象を認めた（19）。従来、“偽性 FH ホ
モ接合体”と呼ばれ、生後一過性に著明な高 LDL

コレステロール血症を呈する症例は本症である可能
性が高い。

治療の基本は食事療法であり、植物ステロールを
多く含有する食品（植物オイル、マーガリン、ナッ
ツ、アボガド、チョコレートなど）を極力制限する。
薬物療法の第一選択は NPC1L1 阻害剤（エゼチミブ）
である（20）。エゼチミブによりコレステロールとと
もに腸管からの植物ステロール吸収も抑制される結
果、シトステロール値は 40 ～ 50% 低下する（18、19、

20）。胆汁酸吸着剤レジンでもシトステロール値は
40 ～ 60% 低下が期待できるが（20）、いずれの薬剤で
も正常化は困難である。スタチンはコレステロール
合成の律速酵素である HMG-CoA 還元酵素を選択的
に阻害し、LDL 受容体活性を高め LDL コレステロー
ルを低下させるが、逆に NPC1L1 を介するステロー
ル吸収を亢進させるため、植物ステロール代謝に対
して理論上好ましくない。稀少疾患であるが故、心
血管イベントをエンドポイントとした報告はない。

３．原発性高カイロミクロン血症

３－１．原発性高カイロミクロン血症の成因

カイロミクロンは TG に富む外因性リポ蛋白で、
これ単独で上昇する I 型高脂血症と VLDL ととも
に上昇する V 型高脂血症がある。その成因とし
て、TG の加水分解を担うリポ蛋白リパーゼ（LPL：
lipoprotein lipase）欠損症がもっとも知られている。
常染色体劣性遺伝疾患であり一般人における頻度は
約 100 万人に一人と稀である。LPL の補酵素である
アポ C-II の欠損症も類似の病態を呈するが、同様
に常染色体劣性遺伝疾患で、これまでの報告は全世
界的に 10 数家系にとどまる。いずれも、いとこ婚
などの近親婚から出生することが多い。

３－２．原発性高カイロミクロン血症の診断
と臨床症状

原発性高カイロミクロン血症の脂質像は、カイロ
ミクロン増加を反映する著明な高 TG 血症と低 HDL

コレステロール血症に特徴付けられる。血清 TG 値
が 1,500mg/dL 以上で総コレステロール値が TG 値の

表４. シトステロール血症の診断基準
　　  原発性高脂血症に関する調査研究班
A 症状　　　 1 皮膚黄色腫または腱黄色腫の存在 

2 早発性冠動脈疾患（男性 45 歳未満、女性 55 歳未満）
B 検査所見　 血清シトステロール濃度　10 μ g/mL 以上 

（本症患者では通常　100 〜 650 μ g/mL）
C 鑑別疾患　 以下の疾患を鑑別する 

家族性高コレステロール血症、脳腱黄色腫症
D 遺伝学的検査 ABCG5/8 遺伝子の変異
確定診断：　 A-1 および B を満たし、C の鑑別疾患を除外し、 

D を満たすもの
高い可能性：A-1 および B を満たし、C の鑑別疾患を除外したもの
可能性あり：A-1、2 および B を満たすもの

図4．川尻剛照 
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図４．小腸上皮におけるコレステロールと植物ステロー
ルの動態

経口摂取された植物ステロールは遊離コレステロールと
ともに NPC1L1 を介し小腸上皮細胞に取り込まれる。遊
離コレステロールは ACAT2 の作用によりエステル化さ
れコレステリルエステルとなり、さらに MTP の作用によ
り TG、アポ B48 と会合し CM となりリンパに取り込まれ、
最終的に体循環に取り込まれ肝臓に到達する。植物ステ
ロールは小腸上皮細胞に取り込まれた後、ABCG5/G8 を
介し再び腸管腔内に排出される。シトステロール血症で
は ABCG5/G8 の機能障害のため、植物ステロールが腸管
腔内へ排出されず循環中に取り込まれ、動脈硬化など合
併症の原因となる。
ABCG5/G8：adenosine triphosphate binding cassette 
subfamily G member 5/ subfamily G member 8
ACAT2：acetyl-CoA acetyltransferase
CM：chylomicron
MTP：microsomal triglyceride transfer protein
NPC1L1：Niemann-Pick C1 Like 1
TG：triglyceride
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10% 以下であれば LPL 欠損症またはアポ CII 欠損症
の可能性が高い。4℃で 24 時間以上、血清を静置（血
清静置試験）することで脂質像をある程度推定でき
る。I 型高脂血症では、上層にカイロミクロンの存
在を示唆するクリーム層を認めるが、下層の血清は
黄色透明を呈する。一方、V 型高脂血症はクリーム
層の下層は VLDL の存在を示唆する白濁した乳びを
呈する。

LPL は毛細血管内皮細胞表面のヘパラン硫酸に係
留しているため、ヘパリン（10-50U/kg）を静注 10 分
後の血漿中 LPL 活性を測定し、測定感度以下であれ
ば LPL 欠損症と診断される。本邦では高頻度遺伝子
変異が知られており、遺伝子診断も重要である。ア
ポ CII 欠損症は、高 TG 血症を呈するにもかかわらず、
血清アポ CII の著明な低下を証明すれば診断される。

四肢伸側、臀部、肩などに出現・消退する発疹性
黄色腫、眼底網膜血管が白色ピンク状に見える網膜
脂血症、脂質を貧食した泡沫細胞の浸潤による肝脾
腫を認める場合がある。高カイロミクロン血症の特
徴的臨床症状は急性膵炎であるが、その詳細なメカ
ニズムは明らかではない。血清 TG 値が 800mg/dL を
超えると急性膵炎の発症リスクは高まるが、同一個
体でも急性膵炎発症時の TG 値は一定ではない（21）。
抗酸化ビタミン剤が LPL 欠損症の急性膵炎発症頻度
を減らしたとの報告があり、酸化ストレスと何らか
の関連があるのかも知れない（22）。

高カイロミクロン血症は、動脈硬化惹起性である
か否か未だ議論がある。血管内皮細胞上の LPL は
TG の加水分解にあずかり、動脈硬化惹起性リポ蛋白
を分解するが、内皮下の LPL はプロテオグリカンと
アポ B 含有リポ蛋白の架橋として機能し動脈硬化を
促進する。したがって、LPL が完全欠損した状態で
は内皮下にアポ B 含有リポ蛋白は蓄積せず動脈硬化
は形成され難いが、LPL 酵素活性のみ欠損した状態
では動脈硬化惹起性リポ蛋白プロファイルと相まっ
て、動脈硬化を進行させると考えられる（21, 23, 24）。

３－３．原発性高カイロミクロン血症の治療
現時点で根本的な治療法はなく、徹底した脂肪制

限により膵炎の発症・重症化を回避するしかない。
フィブラート製剤などは原則無効である。食事中
の脂肪を一日 20g 以下に抑え、TG 値を可能な限り

1,000mg/dL 以下に維持する。乳児の場合、カイロ
ミクロン形成に関与せず、直接門脈に流入し肝臓に
取り込まれる中鎖中性脂肪のミルクや脱脂粉乳を与
える。急性膵炎発症時など、カイロミクロンを低下
させる必要がある際は、絶食とし経静脈栄養とする。

さいごに

小児に認められる主に遺伝性高脂血症について概
説した。ヘテロ FH は決して稀な疾患ではなく、む
しろ従来考えられたより頻度の高い疾患である。無
治療では、高率に動脈硬化性心血管疾患に罹患する
ため、早期の正確な診断に基づく生活習慣の確立が
望まれる。小児期を担当する医師（小児代謝科）と
成人以後を担当する医師（循環器内科医・内分泌代
謝内科医）が同じ予後を見据えたシームレスな管理
が必要である。シトステロール血症やカイロミクロ
ン血症は稀少疾患であるが、いずれも疑うことから
診断がはじまる。これら遺伝性高脂血症が疑われた
場合は専門医を受診し、慎重な治療・経過観察が必
要である。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに

動脈硬化症を基盤とする、虚血性心疾患・脳血管
障害・末梢動脈閉塞性疾患などは、我が国において
もその罹患数は増加傾向にある。また食生活の欧米
化等に伴い、糖尿病や脂質代謝異常の罹患率も増加
しており、これらも動脈硬化性疾患の増加に寄与し
ている。

末 梢 動 脈 閉 塞 性 疾 患（arteriosclerosis obliterans; 

ASO または peripheral arterial disease; PAD）は、大
動脈下部・腸骨動脈から下肢の主幹動脈の粥状硬化
により狭窄や閉塞をきたし、進行性の血行障害を来
すものである。治療方法としては、薬物療法・理学

療法、また血行再建術（経皮的血管形成術やバイパ
ス手術など）等が適応となる。医療器材の進歩に伴
い、このような治療による改善効果にも進展が見ら
れているが、それでもなお従来の治療法が行えない
安静時疼痛や難治性の虚血性皮膚潰瘍を伴う重症例
では患肢切断が余儀なくされる。また、このような
重症虚血肢を有する患者は生命予後も悪く、その改
善が重要な課題となっている。

1990 年代から、このような難治性重症虚血肢
症例に対し、様々な成長因子（vascular endothelial 

growth factor : VEGF や hepatocyte growth factor : HGF

など）の遺伝子やヒト型組替え蛋白を用いて、虚血
部周辺の組織からの血管新生や側副血行の発達を促

血管新生と再生医療
林田　　竜 1、近藤　和久 1、柴田　　玲 2、室原　豊明 1

1） 名古屋大学大学院医学系研究科　循環器内科学講座
2） 名古屋大学大学院医学系研究科　先端循環器治療学寄附講座

要旨
「骨髄単核球細胞移植による血管新生療法」は、従来の治療法では管理困難な重症虚血肢に対す
る新たな治療戦略のひとつとして広く普及してきたが、治療抵抗性を有する重症例も存在するた
め、さらなる血管再生療法の開発が必要である。2001年に Zukらにより皮下脂肪組織中に骨髄由
来間葉系幹細胞と同様の性質を有する細胞の存在が報告され、その細胞は脂肪組織由来幹 /間質細
胞、脂肪組織由来間葉系前駆細胞（adipose-derived regenerative cell; ADRC）などの名称で呼ばれ
ている。我々は、この ADRCのもつ組織再生能力に着目し、ADRCの血管新生効果につき検討した。
マウス下肢虚血モデルに移植した ADRCは、血管新生増殖因子を放出し虚血部血管新生を増強さ
せること、また、ウサギ下肢虚血モデルに ADRCを移植することにより骨髄単核球細胞移植と同
程度の血管新生が誘導されることを報告した。我々は、自己 ADRC移植による血管再生療法の臨
床導入に向け準備を進め、2012年に厚生労働省「ヒト幹指針」より『ヒト皮下脂肪由来間葉系前
駆細胞を用いた重症虚血肢に対する血管新生療法についての研究』に対する厚生労働大臣意見を得
て、2013年に名古屋大学医学部附属病院で本臨床研究を開始した。現在までに 5症例に対して本
血管新生療法を実施し、施行後の追跡調査を行った。いずれの症例も術後有害事象の発生はなく、
疼痛の軽減及び潰瘍サイズの縮小または治癒、6分間歩行可能距離の延長を認め、血管造影やレー
ザードップラー検査においても血流改善を示唆する所見が認められ、患肢切断も免れている。本稿
では血管再生療法のこれまでの経緯と、『ヒト皮下脂肪由来間葉系前駆細胞を用いた重症虚血肢に
対する血管新生療法』の今後の展望についても紹介したい。

 キーワード   血管新生療法、重症虚血肢、脂肪組織由来間葉系前駆細胞、SDF-1、VEGF
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進することにより組織障害や壊死を軽減させ、機能
を保持しようとする試みがなされてきた。これら一
連の戦略は、「治療的血管新生」または「血管新生
療法（therapeutic angiogenesis）」と呼ばれるように
なった。本稿では、血管新生療法の現状と課題、ま
た新たな細胞治療として脂肪組織由来間葉系前駆細
胞（adipose-derived regenerative cells : ADRCs）を用
いた血管新生療法の基礎研究と臨床応用につき概説
する。

血管新生の機序

発生学や組織学の観点から、広義の血管新生
（neovascularization）は以下の 2 種に大別される。一
つは胎生初期にみられるような、血球血管芽細胞

（hemangioblast）からなる血島（blood island）から
造血幹細胞（hematopoietic stem cells; HSCs）と血管
内皮細胞が分化し、原始血管を形成する「血管発生」

（vasculogenesis）であり、もう一つは既存の血管内
皮細胞の発芽的増殖と遊走による狭義の「血管新生」

（angiogenesis）である。従来成人個体における血管
新生は後者の angiogenesis タイプのみと考えられて
いた。しかし、成人の末梢血単核球から単離された
表面抗原の一つである CD34 陽性細胞の一部が血管
内皮細胞に分化する事が Asahara らにより明らかと
なった 1）。この細胞は血管内皮前駆細胞（endothelial 

progenitor cells: EPCs）と呼ばれ、成体の循環血液中
や骨髄に存在し、新規血管の発生に関与することが
明らかとなった 2）。これによって、胎生期のみ存在
すると考えられていた vasculogenesis が成体内にお
いても成立している可能性が示唆された。

血管新生が誘導されるプロセスとして、まず低酸
素刺激により hypoxia-inducible factor-1α（HIF-1α）
などの転写因子や、peroxisome proliferator-activated 

receptor gamma coactivator 1-α（PGC-1α）などの転
写活性化補助因子の発現が増加する。活性化した
HIF-1α は核内に移行し、VEGF などの血管成長因
子の転写を促進する。VEGF は内皮型一酸化窒素産
生酵素（eNOS）の活性化を介し NO 産生を増加さ
せることで血管を拡張させ、同時に血管内皮細胞
の増殖と遊走を起こし管腔形成を促進する 3）。一方
PGC-1α は低酸素刺激に対して HIF-1α 非依存的経

路を介して血管新生に寄与し、運動によっても骨格
筋で誘導され、運動による血管新生誘導において特
に重要な役割を果たすと 4）。

遺伝子治療による血管新生療法

血管新生の分子生物学的機序が徐々に明らかにな
るにつれて、それらを標的とした血管新生療法の開
発が世界各国で行われてきた。1990 年代から米国
タフツ大学の Isner らのグループが末梢動脈疾患に
対する VEGF-A を用いた遺伝子治療の有効性を証
明したことに端を発し 5）、その後、末梢動脈疾患や
虚血性心疾患に対し、さまざまな血管新生因子を
用いた遺伝子治療による血管新生療法の治療研究
がスタートした。現在、本邦においても、fibroblast 

growth factor 2 （FGF-2） や HGF を用いた遺伝子治療
臨床研究が行われている。しかしながら、その後施
行された重症虚血肢に対する VEGF 遺伝子治療の
ランダム化臨床試験では、その有効性は認められな
かった 6）。FGF-1 による遺伝子治療も第１相試験と
第２相試験において、疼痛の軽減や潰瘍サイズの縮
小などの有効性が認められたが、ランダム化された
第３相試験においてはその有効性は確認されなかっ
た 7）。本邦で発見された血管新生因子である HGF

を用いた遺伝子治療は、第 1 相試験および第 2 相試
験においてその有効性が証明され、二重盲検ランダ
ム化試験の第 3 相試験においても、疼痛の軽減や潰
瘍サイズの縮小、QOL の改善などの有効性と安全
性が確認された 7）。血管新生因子を用いた遺伝子治
療においては、当然使用するベクター（ウイルスか
プラスミドか）や投与方法（血管内投与か筋肉内注
射か）などについて十分検討することが必要だが、
その治療効果についても未だ議論の余地があり、さ
らなる大規模臨床試験により明らかとされることを
期待する。

骨髄単核球細胞による血管新生療法

遺伝子治療に引き続く、より効果的な血管新生療
法の開発を目指し、様々な幹 / 前駆細胞を用いた血
管新生療法の開発も行われ、現在細胞源としては、
骨髄単核球細胞、骨髄間葉系細胞、G-CSF 動員末
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梢血単核球細胞、皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞な
どが使用されている。我々は循環器分野における日
本初の細胞移植を用いたトランスレーショナル・リ
サーチとして、従来の治療法では患肢切断が免れな
い重症虚血肢に対して「骨髄単核球細胞移植による
血管新生療法」を開発し、その効果と安全性を報告
した 8）。この研究は多くの国内外研究者から評価さ
れ、同様の臨床研究が次々に各国で追従された。そ
の後、我々は『自己骨髄単核球細胞移植による末梢
閉塞性動脈疾患患者の血管新生治療に関する多施設
臨床試験』（TACT 研究）において、有効性・安全
性を評価し、３年間の経過において、バージャー病
患者で 91％、末梢閉塞性動脈硬化症患者の 60％に
その治療効果を有することを明らかにした 9）。しか
し、末梢閉塞性動脈疾患患者で血管新生療法を必要
とする患者の多くが心疾患を合併しているケースが
多く、全身麻酔下に大量の骨髄採取が必要となる骨
髄単核球細胞移植は、患者への負担が大きくなる点
が問題である。更に重症閉塞性動脈硬化症、糖尿病、
透析患者などのリスクファクターを多数有する患者
においては、十分な治療効果が得られない症例もい
ることも判明した 9）。これらの事より、血管新生療
法のための新たなる細胞の供給源が必要であると考
えられている。

脂肪組織由来間葉系前駆細胞とは

1999 年 Pittenger らにより、ヒトの骨髄中に中
胚葉系の細胞（骨芽細胞、脂肪細胞、筋細胞、軟
骨細胞など）への分化能を有する骨髄由来間葉
系 幹 細 胞（bone marrow-derived mesenchymal stem 

cells: BM-MSCs）の存在が証明された 10）。その後、
2001 年 Zuk らによりヒトの皮下脂肪組織中に BM-

MSCs と同様の性質を有する PLA 細胞（processed 

lipoaspirate cells）と呼ばれる幹細胞が存在するこ
とが報告され 11）、新たな細胞治療の供給源とし
て注目されている。その細胞は、脂肪前駆細胞

（preadipocyte）、脂肪組織由来幹／間質細胞（adipose-

derived stem / stromal cells : ASCs）、脂肪組織由来成
人幹／間質細胞（adipose-derived adult stem / stromal 

cells : ADSCs）などの様々な名称で呼ばれていたが、
International Fat Applied Technology Society （IFATS）

により脂肪由来幹細胞（adipose-derived stem cells）
と統一された。しかしながら、この細胞を幹細胞
と呼ぶことの妥当性につき、我々を含めて少なか
らず疑問視している研究者もおり、本稿において
は脂肪組織由来間葉系前駆細胞（adipose-derived 

regenerative cells: ADRCs）と呼称することにする。
脂肪組織は大きく分けて二つの細胞群より構成

されている。一つは成熟脂肪細胞で、もう一つは
間質血管細胞群（stromal vascular fraction: SVF）と
呼称されるものである。脂肪組織を酵素処理した
後、遠心分離することにより得られる SVF の中に
は末梢血由来の血球成分、脂肪間質細胞、血管内皮
細胞、血管壁細胞などが含まれる。SVF 中に含ま
れる ADRCs は特殊な液性因子を添加することなく
培養が可能で、複数回の継代で大量の細胞数を得る
ことが可能である。ADRCs の表面抗原は 90% 異常
が BM-MSCs に一致しており、ヒト ADRCs は初期
継代において CD34 陽性を示す 12）。ADRCs の最も
有用な点は比較的容易に大量の自己由来細胞が採取
可能である事が挙げられる。ヒトにおいては皮下脂
肪組織の採取は局所麻酔下で行われる脂肪吸引など
の確立された術式で施行可能であり、骨髄単核球細
胞採取に比べて低侵襲である。また皮下脂肪組織は
大量に採取可能であり（１L 以上）、骨髄穿刺液か
ら採取される単核細胞中に約 0.01% ～ 0.0025% し
か存在しない BM-MSCs と比較し、ADRCs は脂肪
吸引液から採取できる SVF 中に約 1% 存在してお
り、組織あたりの幹細胞の含有率は ADRCs が 100

～ 2500 倍高く、治療に必要とする細胞数を少量の
組織より分離、培養できる。更に自家細胞移植が可
能なため倫理的な問題も高くなく、理論上はアレル
ギー・拒絶反応の問題が生じない点もあげられる。

脂肪組織由来間葉系前駆細胞を用いた 
心血管再生療法の基礎研究

いくつかの基礎研究により、ADRCs は血管新生
効果・組織再生能力を有することが報告されてき
た 13）。我々も、この ADRCs 移植による血管新生効
果につきマウス下肢虚血モデルを用いて検討した
ところ、成熟脂肪細胞移植では血管新生効果が認
められないが、ADRCs 移植により血管新生増強効
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果を認めることを明らかとした 14）（図１）。その血
管新生増強効果の機序として、ADRCs の直接的な
血管内皮細胞への分化が関与しているとの報告も
あるが、我々の行った研究では in vitro、 in vivo とも
に ADRCs の血管内皮細胞への分化能は確認できず、
むしろ血管周囲細胞のような間質系細胞に分化する
可能性が示唆された。また他施設からも ADRCs は
脂肪組織間では毛細血管に隣接して局在し、血管周
囲細胞として存在・機能しているとの見解も報告
されている 15）。更に ADRCs は VEGF や HGF など
の種々のサイトカインや stromal cell-derived factor-1

（SDF-1）などのケモカインを産生することが知ら
れている 14）。VEGF や HGF は強力な血管新生効果
を有しており、ADRCs による血管新生効果の機序
の一部と考えられている。SDF-1 はマウス骨髄間
質細胞より分離された CXC ケモカインファミリー
の一つで、その受容体は CXCR4 である 16）。SDF-1

は骨髄から末梢血への EPCs の動員を制御してお
り、EPCs の動員を増強することで血管新生効果を
示すとされている 17）。我々は ADRCs 移植後に虚血
組織及び末梢血中での SDF-1 及び VEGF の発現・
産生が増強し、骨髄からの EPCs 動員が増加するこ

と、ならびに SDF-1 中和抗体の投与で ADRCs 移植
による血管新生増強効果や EPCs 動員増強効果が抑
制されることを証明した（図１）。以上の点から、
ADRCs 移植に伴う血管新生増強効果は、移植細胞
が血管周囲細胞へ分化・局在し、様々な血管新生
増強因子を産生することにより得られ、その中でも
SDF-1 が重要な役割を担っていることが示唆される。

前臨床試験及び臨床治験

現在世界中で ADRCs を用いた様々な疾患に対
する細胞治療の検証、臨床治験が試みられてい
る。血管新生領域では、韓国で重症虚血肢に対する
ADRCs 移植による血管新生療法のパイロット研究
が行われ、その安全性と有効性について言及されて
いる 18）。また、フランスで重症虚血肢に対して自
己の ADRCs を培養して筋注法で移植する血管新生
療法の、第一相試験の結果も報告されている 19）。

我々も ADRCs 移植による血管新生療法の臨床導
入を進め、2012 年に厚生労働省により『ヒト皮下
脂肪由来間葉系前駆細胞を用いた重症虚血肢に対す
る血管新生療法についての研究』の実施計画が認可

C 

D F 

E 

図１ 

C 

D F 

E 

図１ 図１ ADRCs 移植による血管新生増強効果と SDF-1 の関係
 A）   レーザードップラー法による虚血下肢の血流定量評価。ADRC移植により下肢血流の有意な増加が認められたが、

成熟脂肪細胞（mature adipocytes:MAs）の移植においては、下肢血流の低下が見られた。（*p  <0.05, †p  <0.01 vs. コ
ントロール）

 B）   虚血筋の毛細血管密度は、ADRCs 移植により増加した。
 C）   RT-PCR 法により SDF-1（左）及び VEGF（右）mRNA を測定。ADRCs 移植群（黒）では、３日後にコントロー

ル群（白）に比し、両者ともその発現が増強している。
 D）   血中の SDF-1α（左）及び VEGF（右）濃度を ELISA 法により測定。ADRCs 移植群（黒）では、コントロール群（白）

に比し、両者ともその発現が増強している。
 E）   レーザードップラー法による虚血肢の血流定量評価。ADRCs 移植による血管新生増強効果は、抗 SDF-1 抗体に

より抑制された。（*p <0.05, †p <0.01 vs. コントロール）
 F）   フローサイトメトリー法（左）及び培養法（右）による EPCs の定量評価。ADRCs 移植後においても、抗 SDF-1

抗体により末梢血中の EPCs が抑制された。
 （文献 14 より改変引用）
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され、ADRCs を用いた臨床試験を開始した。簡単
に研究プロトコールを紹介させて頂くと、局所麻酔
又は全身麻酔下に脂肪吸引法により自己皮下脂肪
を約 300g 採取し、脂肪吸引混濁液をセリューショ
ン遠心分離器 ®（サイトリ社）に接続された滅菌処
理を施した専用のディスポーザブルキットへ入れ
る。すべての工程において清潔環境が保たれている
閉鎖回路内で洗浄・酵素処理が行われ、目的とする
ADRCs が自動的に分離される。分離した ADRCs

を筋注法で虚血肢に移植する。現時点で、5 症例に
対して ADRCs 移植による血管新生療法を施行し、
いずれの症例も術後 6 ヶ月（第 5 症例目は術後 1 か
月）の時点で、疼痛の軽減及び潰瘍サイズの縮小ま
たは治癒、6 分間歩行可能距離の延長などを認め、
血管造影やレーザードップラー検査においても血流
改善を示唆する所見が認められ、患肢切断も免れて
いる（図２）。今後更に症例数を増やし、近い将来

にその研究結果をご報告させていただきたい。
その他循環器領域では、欧州において急性心筋

梗塞患者を対象とした APOLLO 試験と ADVANCE

試験、慢性心筋虚血患者を対象とした PRECISE 試
験が行われている。また米国においても慢性心不
全患者を対象とした Athena 試験が行われている。
APOLLO 試験は経皮的冠動脈形成術（percutaneous 

coronary intervention: PCI）が成功した ST 上昇型急
性心筋梗塞患者を対象とした二重盲検のプラセボコ
ントロール・無作為化 Phase Ⅰ / Ⅱ a 試験である。
ADRCs の冠動脈内に投与により、6 ヶ月の追跡調
査にて ADRCs 群はプラセボ群と比較し、心エコー
および心臓 MRI 検査において左室機能の改善と
52% の梗塞巣縮小効果が認められ、ADRCs 治療に
関連した有害事象は報告されなかったと報告されて
いる 20）。PRECISE 試験は、血行再建が困難と判断
された心筋虚血を有する患者を対象とした多施設・
前向き・二重盲検・無作為化・プラセボコントロー
ルの安全性・実行可能性確認試験である。NOGA® 

XP Cardiac Navigation System ガイド下に ADRCs が
心筋に注入され、8 ヶ月の追跡調査が行われた。治
療に関する有害事象の発生率は両群間に差は見られ
ず、ADRCs 治療群ではプラセボ群と比較して運動
容能と最大酸素消費量が維持され、心臓 MRI では
左室総重量や壁運動の改善が見られ、また SPECT

では負荷時の虚血範囲の縮小が見られたと報告され
た 21）。その他の臨床試験の結果が待たれるところ
である。

再生医療の展望

2014 年は再生医療にとって重要な年であった。
すなわち、「再生医療等の安全性の確保に関する法
律（いわゆる再生医療新法）」が施行された年である。
これより以前には「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に
関する指針」などはあったが、「再生医療新法」の
ような罰則を伴うような規制はなかった。そのため、

「再生医療新法」施行以前は再生医療とは名ばかり
の、エビデンスに乏しい治療がまことしやかに行わ
れていた可能性についても取りざたされていた。そ
の点、今回の法整備によって再生医療を施行するた
めには、特定認定再生医療等委員会または認定再生

セルーション
遠心分離器® 

脂肪組織由来間葉系前駆細胞 
（約1×108個） 

分離・調整 
（2時間） 

細胞移植（筋注法） 

脂肪組織 

皮下脂肪から 
脂肪組織を採取 
（約300ml） 

A 
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24wks 

C 
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図2 

65歳 女性  
強皮症＋末梢動脈閉塞性疾患 49歳 男性 バージャー病 
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24wks 

29歳 女性 SLE＋強皮症 

図２ 「ヒト皮下脂肪由来間葉系細胞を用いた重症虚血肢
に対する血管新生療法についての研究」の方法と
経過

 A）   ADRCs の採取・分離・移植の方法
 B）   右足第３趾潰瘍（矢印）。24 週目に潰瘍サイズ

の縮小が見られる。
 C）   左足第５趾腹側潰瘍（矢印）。24 週目に潰瘍は

治癒した。
 D）   右手背潰瘍（矢印）。4 週目に治癒しており、24

週目も治癒が維持されている。
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医療等委員会の承認を得る必要が義務付けられた。
これにより医学的に妥当と判断される治療法が選別
され、より有効かつ安全な再生医療が行われること
を期待する。一方、再生医療はまだまだ発展途上の
段階であり、有効性が秘められているがまだその効
果が証明されていないような治療法も多くあると考
えらえる。しかし、今回の再生医療新法における申
請・承認の過程は非常に煩雑であり、新たな臨床試
験の開始に際して想定以上に高いハードルとなって
しまっている可能性がある。今後は、この妥当な治
療法の選別と新たな治療法の開発という二点のバラ
ンスを調整していくことが課題となると思われる。

ADRCs はその発見以来、基礎研究において細胞
生物学的特性が研究され、血管新生促進効果や組織
修復能を有することが明らかとされてきた。これら
の知見に基づき、ADRCs を用いた再生医療分野へ
の臨床応用に向けた試験が開始され、一部良好な結
果についても報告されている。我々も、ADRCs を
使用した重症虚血肢への血管新生療法を多施設にて
行う研究を計画し、再生医療新法の承認も得られる
見通しとなっている。近未来に ADRCs を用いた細
胞治療が、心血管再生医療領域において、その治療
戦略の一端を担うようになる事が大いに期待され
る。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに

レニン -アンジオテンシン（RA）系は ARB や ACE

阻害薬を用いた降圧療法の普及に示されるとおり、
生体内における最も重要な血圧調節機構の一つであ
る。また RA 系の構成因子は多くの臓器に存在し組
織 RA 系として臓器障害の進展に関与することも、
多くの研究から確立された概念となっている。1898

年にレニンが発見されて以来 100 年以上経過した
RA 系研究は既に成熟した印象を持たれがちである
が、近年においても RA 系に関与する新規分子が同
定され、従来関連が無いと考えられていた既知の分
子との相互作用が明らかになるなど RA 系研究は依
然発展途上とも言える。本稿では RA 系における最
近の展開の中で、特に ACE2-Ang（1-7）-Mas 系や受
容体相互作用による AT1 活性化機構について自験
例も交えて紹介したい。

ACE2-Ang（1-7）-Mas 系とは

アンジオテンシン 1-7 （以下 A1-7））は アンジオ
テンシン II（以下 AII）からアミノ酸が一つ取れた
ペプチドであり、降圧作用や細胞増殖抑制作用と
いった AII とは逆の作用を持つことが 1980 年代後
半から報告されてきた。また 2000 年に Ang（1-7）
の産生酵素である Angiotensin converting enzyme 2 

（ACE2）が同定され、更に 2003 年プロトオンコジー
ンの Mas が Ang（1-7）の受容体であることが明らか
にされており、ACE2、A1-7、Mas 受容体を結ぶ系（以
下 ACE2-A1-7- Mas 系とする）は ACE、AII、AT1

受容体を結ぶ昇圧系に拮抗する降圧系として注目を
集めている（図 1）。

ACE2 の分子構造と機能

ACE2 は 2000 年に Donoghue1 や Tipnis2 らがそれ
ぞれ ACE2, ACE homolog （ACEH）として同時期に
報告した酵素であり、ACE とは 40% 一致する構造

レニン - アンジオテンシン系研究に関する新しい展開
山本　浩一

大阪大学大学院医学系研究科　老年 ･ 総合内科学

要旨
レニン -アンジオテンシン（RA）系においてアンジオテンシン II1型受容体（AT1）活性化に対

する拮抗系として ACE2-アンジオテンシン 1-7－Mas軸が注目されている。特に ACE2の機能は
RA系だけにとどまらず、多くの病態に関与することが解明されてきた。また G蛋白共役型受容体
である AT1は GPCR同士で結合しシグナル伝達における相互作用を有することが報告されてきた。
一方、我々は最近 AT1が一回膜貫通型受容体のレクチン様酸化 LDL受容体（LOX-1）との結合を
介して酸化 LDLのシグナル伝達を担うことを見出した。本稿ではこのような RA系研究における新
しい展開について紹介したい。

 キーワード   ACE2, アンジオテンシン 1-7、受容体相互作用、アンジオテンシン II1 型受容体、
レクチン様酸化 LDL 受容体
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を持つ。ACE が亜鉛依存性のメタロプロテアーゼ
構造を 2 個有しアンジオテンシンペプチドへのディ
ペプチダーゼとして作用するのに対し、ACE2 は同
構造を 1 個のみ有しモノペプチダーゼとして作用す
る。ACE2 は angiotensin I （AI）から angiotensin （1-9）
を、AII から Ang（1-7）を産生するが、In vitro での
検討では ACE2 の AII 分解活性は AI 分解活性に比
べ、400 倍以上あるとされレニン－アンジオテンシ
ン系に対する主要な働きは AII 分解作用にあるも
のと考えられる 4。また、ACE2 は血管拡張物質の
[Des-Arg]9 ブラジキニン , APJ を介して多彩な生理
作用を発揮する apelin-13 やオピオイドペプチドで
ある dynorphin A 1–13 を高い酵素活性で分解するこ
とが報告されている 3。

一方、ACE2 はぺプチダーゼ活性とは独立した多
彩な機能を有することが報告されている（図 2）。
Li ら は ACE2 が severe acute respiratory syndrome 

（SARS）コロナウィルスの Spike 蛋白の受容体であ
ることを発見した 4。ACE2 と SARS ウィルススパ
イク蛋白との結合はウィルスの細胞内移行を惹起
し、マウスを用いた検討では SARS ウィルス感染

が ACE2 欠損により抑制されることが報告されてい
る 5。一方、SARS ウィルススパイク蛋白と ACE2

の結合は ACE2 の蛋白発現レベルを低下させ、ス
パイク蛋白によるマウスの肺障害は RA 系の抑制
により抑制されたことから SARS ウィルス感染に
よる肺障害に ACE2 の機能不全が関与することが
示唆された 5。肺障害に対する ACE2 の保護的作用
は ARDS モデルにおいても示されている 6。また
ACE2 の細胞外領域はインテグリンβ1 と結合する
ことが不全心を用いた検討で示され、ACE2 はイン
テグリンシグナルの制御により細胞接着に関与する
ことが示されている 7,8。このように ACE2 の細胞外
領域は多彩な機能を有する一方、ACE2 の膜貫通領
域も Collectrin という蛋白と高い相同性を有するこ
とからユニークな機能を有している。Collectrin は
中性アミノ酸トランスポーターの B0AT1 との相互
作用により腎臓の尿細管上皮細胞におけるアミノ
酸再吸収に重要な役割を果たすことが知られてい
る。ACE2 は腎臓でのアミノ酸吸収への関与は少な
いが腸管において B0AT1 との共局在しアミノ酸吸
収に重要な役割を果たすことが報告されている 9。
ACE2 欠損マウスではアミノ酸吸収の抑制により腸
内細菌叢が変化し腸炎が重篤になることが示されて
いる 10。

RA 系における ACE2 の機能

RA 系において ACE2 は AII の減少と Ang（1-7）の
産生の両面で機能を果たしている。Crackower らは
高血圧モデルラットを用い、ACE2 がヒトと同じ
く X 染色体上に存在するものの、正常血圧ラット
に較べ発現レベルが著名に低下していることを示
した 11。さらに、ACE2 遺伝子欠損マウスにおいて
は血圧に変化を認めず 3 ヶ月齢以降に心拡大を伴
う心収縮力の低下、AII レベルの上昇を認めること
を報告した。一方、我々が異なる exon を置換して
作成した ACE2 欠損マウスを用いた検討では自然
経過では心収縮力の低下を認めず、圧負荷時にの
み著明な心不全をきたすことを確認している 12。ま
た ACE2 欠損マウスの血圧は正常であるが AII 投
与による血圧上昇が顕著になることが報告されて
おり 13、ACE2 が AII の上昇した病態において特に
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重要な役割を果たすことが示唆される。腎臓にお
いて、ACE2 は近位尿細管、遠位尿細管に多く存在
し、少量ではあるが糸球体にも存在している。マウ
スにおいて糖尿病性腎症の進行に伴い ACE2 の発
現が低下することや 14、糖尿病モデルマウスにおい
て ACE2 欠損は腎症の進展を加速させることが報告
されている 15。ACE2 はインスリン分泌、インスリ
ン感受性の両面で糖尿病の病態に関与することも報
告されている。db/db 糖尿病モデルマウスや AII 持
続注入誘発高血糖マウスを用いた検討では ACE2 は
膵臓におけるインスリン分泌能を増加させて血糖コ
ントロール改善に働くことが報告されている 16,17。
我々が ACE2 欠損マウスを用いた検討では高脂肪食
や AII により誘発されたマウスのインスリン抵抗性
は ACE2 欠損により増悪したが、A1-7 の持続注入
により ACE2 欠損の影響は消失した。興味深いこと
に ACE2 欠損マウスの骨格筋において糖輸送蛋白の
GLUT4 と GLUT4 発現を制御する転写因子 MEF2A

の発現が著明に低下しており、これらの蛋白発現
は A1-7 依存性に制御されていた 18（図 3）。骨格筋
における GLUT4 発現低下は A1-7 受容体の Mas 欠
損マウスでも示されており、ACE2-A1-7 は骨格筋
において AII とは独立したインスリン感受性制御
機構を有することが示唆される。骨格筋における
ACE2-A1-7- Mas 系の役割は筋収縮能においても示
されている。Duchenne 型筋ジストロフィーモデル
の MDX マウスを用いた検討では MDX マウスの筋
障害や筋収縮能低下は A1-7 注入で改善し、Mas 欠
損や A1-7 阻害剤注入で増悪していた。同報告では、
A1-7-Mas による筋機能改善作用は AII により誘導
される TGFβ シグナル阻害を介することが示され
ている 19。また AII を注入したマウスを用いた検討
では、AII による筋萎縮や骨格筋機能低下は A1-7-

Mas により抑制されることが示されている 20。我々
は A1-7 の骨格筋機能への影響がこのような AII へ
の拮抗作用だけでなく独自の経路で筋機能を改善す
ることを想定しており現在 ACE2 欠損マウスを用い
た検討を行っている。

受容体相互作用による AT1 活性化機構

クラス A G 蛋白共役型受容体（GPCR）に分類さ
れる AT1 は、AT1 同士あるいは他の GPCR と二量
体（多量体）を形成することが数多く報告されてい
る。このような GPCR の二量体はアロステリック
な作用によりアゴニストの結合親和性やシグナル伝
達に影響を及ぼし、特有の病態に関与することが知
られており治療のターゲットとしても注目されてい
る。このような GPCR 同士の相互作用とは別に最
近我々は AT1 が一部の一回膜貫通型受容体と細胞
膜上で結合し、一回膜貫通型受容体へのリガンドの
結合が AT1 を活性化させる機構を見出している（後
述）。

AT1 の GPCR との 
二量体形成とその意義

2000 年以降 AT1 が他の GPCR や AT1 同士と二量
体を形成することで受容体の機能が修飾され病態形
成に関与することが報告されている。二量体形成
が受容体機能や病態に与える影響は結合する GPCR

により異なる。19

● ブラジキニン B2受容体
2000 年に Abdalla らにより降圧ペプチドでありア

ンジオテンシン I と同様に ACE により分解される
ブラジキニンの B2 受容体が AT1 とヘテロ二量体
を形成することが報告された 21。このヘテロ二量体
形成はアンジオテンシン II による AT1 を増強させ、
ブラジキニンによる B2 受容体活性化を減弱させる
ものであった。同グループはその後、このヘテロ二
量体形成が妊娠高血圧患者で増加しておりアンジオ
テンシン II による昇圧反応が更新していることを
報告している 22。一方、この二量体形成に否定的な
報告も存在する 23。

α-tublin 

野生型 ACE2 欠損 

MEF2A 

GLUT4 

図３. マウス骨格筋における蛋白発現 

図 3. マウス骨格筋における蛋白発現
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● AT1同士のホモ二量体
Abdalla らにより AT1 がホモ二量体を形成しその

結合が凝固系の XIIIa 因子により制御されることが
報告された 24。ホモ二量体形成によりアンジオテン
シン II による AT1 活性化が増強され、高血圧患者
の単球では二量体形成が亢進していることが示され
た。また ApoE 欠損マウスに対する XIIIa 因子阻害
薬投与が動脈硬化進展を抑制したことから、XIIIa

因子によるホモ二量体形成が動脈硬化促進的に作用
することが示された。

● 内因性カンナビノイド受容体（CB1R）
AT1 のヘテロ二量体に関する報告は mas 受容体以

降しばらく途絶えていたが、近年になり数報報告
されている。2011 年には脳内マリファナ類似物質
と呼ばれる内因性カンナビノイドの受容体である
CB1R が AT1 とヘテロ二量体を形成することが報告
された 25。同報告では強制発現細胞やエタノール刺
激したラットの肝衛星細胞を用いて、アンジオテン
シン II による AT1 の活性化は CB1R の活性化によっ
て増強されることが報告された。一方、アンジオテ
ンシン II による AT1 の活性化が CB1R アゴニスト
による CB1R の活性化を増強し両受容体の作用が双
方向性であった。興味深いことに、同研究では主に
Gαq と結合する AT1 と Gα i と結合する CB1R が二
量体を形成することで、両受容体に結合する Gα の
様式が変化し、その結果シグナル伝達様式が変化す
ることが示されている。

● セクレチン受容体
2014 年に報告された同研究では消化促進ホルモ

ンであるセクレチンの受容体（SCTR）と AT1 の、
脳内におけるヘテロ二量体の形成について検討して
いる 26。SCTR と AT1 の二量体形成時のセクレチン
刺激による cAMP 産生は、アンジオテンシン II に
よる AT1 活性化により亢進していた。同研究では
二量体形成に重要と考えられる両受容体の膜貫通領
域のペプチドを投与し、二量体形成を阻害する実験
を行っている。これらのペプチドによりアンジオテ
ンシン II によるセクレチン投与時の cAMP 産生亢
進が消失することを示した。血漿浸透圧上昇時にセ
クレチンによる視床下部の SCTR 刺激は、cAMP 産
生を介して飲水行動を促すことが示されている。マ
ウスに対する上述のペプチドの脳室内投与は血漿浸

透圧上昇時の飲水量増加を阻害することが示され
た。この結果はヘテロ二量体形成が生体内で生理的
な役割を果たしていることを示唆するものであり興
味深い。

AT1との二量体形成は上述の他、AT227、β2 アドレナ
リン受容体 28、Mas 受容体 29、Apelin 受容体 30、プロ
スタグランジン F2 受容体（FP） 31 等多くの GPCR に
おいて報告されている。一方、これらのヘテロ二量
体が哺乳動物細胞や生体で実際に機能しているのか
については未解明な点が多い。また、GPCR のヘテ
ロ二量体は強固なものでなく、結合と解離を繰り返
していると言われており生体内での AT1 が他の受
容体と空間軸、時間軸的にどのようなネットワーク
を形成しているのかについても不明である。

AT1 と一回膜貫通型受容体との 
多量体形成とその意義

酸 化 LDL は 動 脈 硬 化 病 変 で 酸 化 LDL 受 容 体
（LOX-1）に結合して細胞内シグナルを惹起するが
その情報伝達系の詳細は明らかでない。われわれ
は酸化 LDL による血管内皮細胞の細胞内シグナル
伝達経路に AT1 が関与する事を示唆する結果を得
たことから LOX-1 と AT1 の相互作用に関する検討
を行い以下の結果を得た 32。①酸化 LDL が血管内
皮細胞で AT1, 酸化 LDL 受容体（LOX-1）依存性
に MAP キナーゼや G 蛋白を活性化する。② AT1

は LOX-1 の細胞内ドメインと結合して存在してい
る。③酸化 LDL による細胞内シグナル活性化は活
性化能の低下した変異 AT1 では減弱する。④酸化
LDL によるマウス大動脈血管内皮機能障害は AT1

欠損や ARB により抑制される。これらの結果は酸
化 LDL と LOX-1 の結合は LOX-1 と複合体を形成
する AT1 に構造変化をもたらす結果 AT1 をアロス
テリックに活性化することを示すものと考えられ
た（図 4）。LOX-1 と AT1 は動脈硬化形成過程にお
いて転写調節レベルで協調的に作用することが報
告されているが、今回見いだされた現象は AT1 が
LOX-1 のシグナル伝達を直接的に担うことを示す
ものであり動脈硬化の治療標的を考える上でも重要
である。また、一回膜貫通型受容体へのリガンド結
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合が GPCR をアロステリックに活性化するという
報告は他に無く、このような現象が普遍的に存在す
るかについても今後の検討が待たれる。

おわりに

RA 系研究の最近の展開として上述の話題の他、
（プロ）レニン受容体シグナル、AT2 受容体による
臓器保護作用、AT1 に結合し AT1 の動態に影響を
及ぼす新規分子の解析（ATRAP 等）、AII 代謝産物
とその受容体の機能（AngIV/IRAP 等）など多岐に
わたる。また RA 系は従来考えられていた心血管系
における役割に留まらず、多くの病態形成に多彩な
役割を果たすことが解明されてきており、RA 系を
標的とした新規治療法の開発が期待される。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

1. はじめに

アミロイドは，蛋白質のミスフォールディング（折
りたたみ異常）によって互いに凝集し不溶化した線
維状の細胞外沈着物質である．病理学的には Congo 

red 染色で赤橙色に染色され，偏光顕微鏡下では緑
色複屈折性を示す特徴を持つ．アミロイドーシスは
アミロイドの基となる前駆蛋白により分類され，現
在までに 31 の前駆蛋白が同定されている 1)．アミ
ロイドーシスは，従来は診断されても有効な治療法
のない難病と認識されていたが，近年の本症に対す
る治療研究の進歩は目覚ましく，病態に基づいた疾
患修飾療が次々と開発されている．本稿では心アミ
ロイドーシスの診断と治療の最近の進歩について概
説する．

2. 心アミロイドーシスの分類

心アミロイドーシスは全身性アミロイドーシスの
一臓器症状として出現し，患者の生命予後を規定す
る非常に重要な要因である．心アミロイドーシスの
病型については，ATTR アミロイドーシスと AL ア

ミロイドーシスがほとんどを占め，著者らの施設に
おける心筋生検で診断された心アミロドーシス患者
の検討では，ATTR アミロドーシスが 60.4%, AL ア
ミロイドーシスが 35.8%, AA アミロイドーシスが
3.8% であった（図 1）2)．また，ATTR アミロイドー
シスの中には野生型 ATTR アミロイドーシス（旧名：
老人性全身性アミロイドーシス）と遺伝性 ATTR ア
ミロイドーシス（旧名：家族性アミロイドポリニュー
ロパチー）がほぼ同数含まれていた（図 1）2)．全
身性アミロイドーシス全体の頻度としては AL アミ
ロイドーシスが最多であるが，AL アミロイドーシ

「心アミロイドーシスの診断と治療の最近の進歩」
関島　良樹 1,2

1 信州大学医学部 脳神経内科，リウマチ・膠原病内科
2 信州大学 バイオメディカル研究所

要旨
心アミロイドーシスのほとんどは、ATTRアミロイドーシスまたは ALアミロイドーシスの一臓

器症状として出現する。近年、遺伝性 ATTRアミロイドーシスに対するトランスサイレチン四量体
安定化薬や ALアミロイドーシスに対する新規化学療法薬など、病態に基づいた新たな疾患修飾療
法が次々と実用化され、アミロイドーシスの予後は劇的に改善している。更に、遺伝子治療や抗体
治療など新たな治療戦略の臨床試験も進行している。アミロイドーシスは疾患修飾療法が可能な疾
患に変貌しており、発症早期の正確な病型診断が非常に重要である。

 キーワード   アミロイド、心アミロイドーシス、ATTR アミロイドーシス、 

トランスサイレチン、AL アミロイドーシス

関島 図1 

野生型 ATTR 
(20.8%) 

遺伝性 ATTR 
(18.9%) 

遺伝子解析未実施の   
ATTR (20.8%) 

AL (35.8%) 

AA (3.8%) 

図 1. 心筋生検で診断された心アミロドーシス患者の病型
（文献 2 のデータから図を作成）
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スは腎生検など心臓以外の組織生検で診断される場
合が多いため，循環器専門医が心筋生検で診断した
症例においては ATTR アミロイドーシスの頻度が高
くなっていたと推測される．

3. 心アミロイドーシスの診断

アミロイドーシス診断のフローチャートを図 2 に
示す．当然ではあるが，まずアミロイドーシスを疑
うことが本症診断の第一歩である．心アミロイドー
シスは，うっ血性心不全，房室ブロック，心室内伝
導障害，不整脈，洞機能不全など多彩な心症状を呈
し，これらの症状が亜急性～慢性に進行する．心ア
ミロイドーシスでは心筋壁が肥厚しているにもかか
わらず心電図で低電位を認めることが大きな特徴で
あり，この検査所見から本症が疑われることが多い．
更に，低血圧などの自律神経障害，手根管症候群や
多発ニューロパチーなどの神経障害，蛋白尿などの
腎障害が合併している場合はアミロイドーシスが極
めて疑わしい．また，ATTR アミロイドーシスの場
合は 99mTc -ピロリン酸心筋シンチグラフィで陽性像を
示すことが多く（図 3A），補助診断法として有用で
ある 3, 4)．

アミロイドーシスの確定診断には組織へのアミロ
イド沈着の証明が必要である．心アミロイドーシス

を疑った場合，心内膜心筋生検でアミロイド沈着を
証明するのが基本であるが，重度の心不全などで全
身状態が不良な患者には容易に施行できない事も多
い．このような場合，心電図，心エコー，99mTc - ピ
ロリン酸心筋シンチグラフィなどで典型的な所見を認
めていれば，腹壁脂肪吸引生検，皮下脂肪を含む皮
膚生検，内視鏡的胃十二指腸生検などの比較的侵
襲の少ない検査による診断も可能である 5)．生検組
織の Congo red 染色でアミロイド沈着が確認されれ
ば，免疫組織染色を行い，アミロイド蛋白を同定す
る（図 3B-D）．ATTR 陽性であればTTR 遺伝子の
解析を行い，変異を認めれば遺伝性 ATTR アミロイ
ドーシス，変異を認めなければ野生型 ATTR アミロ
イドーシスの診断になる．AL アミロイドーシスに
関しても，80 ～ 90% の症例で免疫組織染色による
病型診断が可能である．しかし，AL アミロイド線
維は免疫グロブリン軽鎖の可変領域断片が主要な
構成成分であるため，可変領域のアミノ酸配列に
より免疫組織染色で抗体に反応しない症例が 10 ～
20% 存在する．よって，AL, ATTR, AA, A β 2M 何
れの免疫組織染色も陰性の場合，これら以外の稀な
アミロドーシスの可能性に加え，AL アミロイドー
シスである可能性を考慮する必要がある（図 2）．
我々は，免疫組織染色で病型が確定できない場合， 

laser microdissection (LMD) を用いて顕微鏡下で組織
切片からアミロイドのみを選択的に切除し，liquid 

chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/

MS) を用いてアミロイド蛋白の同定を行っている．
著者らの教室（信州大学脳神経内科，リウマチ・膠
原病内科）では，アミロイドーシス診断支援サービ
ス（http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/

関島 図3 

A B C D 

図 3. 野生型 ATTR アミロドーシス患者の検査所見
A: 99mTc- ピロリン酸心筋シンチグラフィ．

心筋へのびまん性の異常集積を認める．
B-D: 心筋生検所見．

B: Congo red 染色 ,
C: Congo red 染色（偏光顕微鏡下観察），
D: 抗 TTR 抗体を用いた免疫組織染色． 

心筋間質に大量のアミロイド沈着を認め，アミロイ
ドは抗 TTR 抗体で特異的に染色されている． 

アミロイドーシスを疑う臨床症状 
心不全，房室ブロック，心室内伝導障害，不整脈，洞機能不全 

（＋低血圧，腎障害，手根管症候群，多発ニューロパチーなど） 

心機能検査 
心電図，心エコー，Tc-99m-PYP シンチグラフィー 

組織生検 
心筋，腹壁脂肪，皮膚，胃十二指腸 など 

病理学的検索 
コンゴ－レッド染色，免疫組織染色 

関島 図2 

遺伝性 
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野生型 
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TTR 遺伝子検査 

ATTR  AA   Aβ2M   AL   判定不能  

プロテオーム解析 
LMD, LC-MS/MS 

その他のアミロイドーシス  

図 2. 心アミロイドーシス診断のフローチャート
LMD, laser microdissection; LC-MS/MS, liquid chromatography 
tandem mass spectrometry
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i-3nai/amyloidosis.html）を実施しており，年間 300

例以上のアミロイドーシスの病型診断の依頼に対応
しているので，ご利用頂ければ幸いである．

以下に病型別の心アミロイドーシスの臨床像と治
療について述べる．

4. 遺伝性 ATTR アミロイドーシス

遺伝性 ATTR アミロイドーシスは，TTR 遺伝子変
異を原因とする常染色体優性遺伝の疾患である 6)．
本症患者は末梢神経障害，自律神経障害，伝導障害
や拘束型心筋症などの心アミロイドーシス，硝子体
混濁や緑内障などの眼アミロイドーシスを呈し，こ
れらの症状が様々な組み合わせで出現する．多くの
患者は 50 歳以降の高齢発症で，家系内に他に発症
者を認めない孤発例も稀ではない．ほとんどの患者
は経過中に心アミロイドーシスを合併し，心症状
が初発症状となる症例も多い． 遺伝子型に関して
は，これまでに 130 種類以上のTTR 遺伝子変異が
報告されているが，p.V50M (V30M) 変異の患者が
最も多く，本邦患者の約 80% を占めている．一定
の genotype-phenotype correlation が認められ，心ア
ミロイドーシスが主症状となるTTR 遺伝子変異も
多く知られている．本邦で比較的多い心筋症主体の
臨床像を呈する変異としては，p.D58A (D38A), p.S70I 

(S50I), p.T80A (T60A) などがある．
本症の治療に関しては，血中の TTR のほとんど

が肝臓で産生されることから，1990 年に初めて肝
移植療法が試みられ 7)，その有効性が実証されてい
る．しかしながら，肝移植は患者および生体ドナー
への侵襲性が非常に高く，ドナー不足や患者の状態
などの理由により移植適応となる患者は限られてい
る．更に，既に心アミロイドーシスが存在している
患者に肝移植を行った場合，移植後も心臓への野生
型 TTR 由来のアミロイド沈着が進行することが明
らかになっている 8)．以上のような理由から，より
一般的で侵襲の少ない新規治療法の開発が望まれて
いた．

このような状況下で，近年本症の発症機序に基づ
いた治療研究が進行している．TTR 蛋白は通常四
量体として生体内に存在しているが， TTR がアミロ
イドを形成するためには，天然構造である四量体

から単量体への解離が必要であり，病原性の変異
TTR は四量体構造が不安定であることが明らかに
なっている 9)．一方，TTR 蛋白の生理的リガンドで
あるサイロキシン（T4）が TTR に結合すると，四
量体構造が安定化され in vitro でアミロイド線維形
成が阻害される．しかし，生体内ではほとんどの
TTR は T4 と結合しない状態で存在している．これ
らの知見を基に TTR の T4 binding site に結合し，四
量体を安定化する低分子化合物の臨床応用が検討さ
れ，ジフルニサル 10-12) とタファミジス（ビンダケル
®）13, 14) の有効性が証明された．両剤とも，遺伝性
ATTR アミロイドーシスを対象としたランダム化比
較試験で，患者の末梢神経障害の進行と Quality of 

Life の悪化を有意に抑制することが示されている 11, 

13)．また，タファミジスに関しては，栄養状態の指
標である modified body mass index (mBMI) が改善す
ることも示されている 13, 14)．これら結果を受け，タ
ファミジスは 2011 年に欧州で，2013 年には本邦で
遺伝性 ATTR アミロイドーシス治療薬として認可
され，処方が開始されている（Pfizer 社が製造・販売）．

更に現在，低分子干渉 RNA（siRNA）やアンチセ
ンスオリゴヌクレオチド（ASO）を用いた遺伝子治
療の開発が進んでいる．siRNA, ASO 双方とも，肝
臓でのTTR 遺伝子から蛋白への翻訳の抑制が作用
機序であり，アミロイド前駆蛋白そのものの産生を
抑制する治療であることからその有効性が期待され
ている．siRNA に関しては，Alnylam 社が開発した
ALN-TTR0215) の国際的な第 III 相臨床試験が開始さ
れており，日本からも信州大学など 3 施設が参加
している．ASO に関しては，Ionis 社（旧名 Isis 社）
が開発した IONIS-TTRRX 16)（旧名 ISIS-TTRRX）の国
際的な第 III 相臨床試験が開始されており，日本で
も 2016 年中に本剤の臨床試験が開始予定である．

5. 野生型 ATTR アミロイドーシス

野生型 ATTR アミロイドーシスは主に高齢者に認
められる全身性アミロイドーシスで，変性した野
生型 TTR が心臓を中心とした全身臓器に沈着する．
剖検例の報告では，80 歳以上の 12 ～ 25%17, 18)，95

歳以上の 37%19) と非常に高率に心臓への ATTR ア
ミロイドの沈着が認められているが，有効な疾患修
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飾療法が存在しないため積極的に生前診断されるこ
とは少なく，本症の正確な頻度や臨床像は不明な点
が多い．著者らの教室で経験した本症患者 31 例の
検討 3) では，患者の診断時年齢は 74.5 ± 8.3 歳，発
症年齢は 69.8 ± 9.0 歳であり，診断までに約 5 年を
要していた．性別では男性 24 例に対して女性 7 例
と男性の頻度が高かった．ほぼ全例で心不全，不整
脈などの心症状を認めたが，手根管症候群の頻度も
非常に高く，31 例中 21 例で認められ内 17 例では
初発症状であった．また，経過中に脳梗塞などの塞
栓症を呈した症例が 8 例存在した．更に，約半数の
患者で軽度～中等度の腎機能障害を認めた．

現在のところ本症に対する確立した疾患修飾療法
はなく，利尿剤，ペースメーカー，植込み型除細動
器などの支持療法が必要に応じて行われている．し
かし，上述した TTR 四量体安定化剤や遺伝子治療
などの新規の遺伝性 ATTR アミロイドーシスに対す
る治療は，野生型 ATTR アミロイドーシスに対して
も有効である可能性があり，本症の早期診断が今
後非常に重要になると予想される． 現在タファミ
ジスの野生型 ATTR アミロイドーシスに対する第
III 相ランダム化比較試験が日本を含む国際治験と
して進行中である．また，siRNA 製剤である ALN-

TTRsc および ASO 製剤である IONIS-TTRRX の野生
型 ATTR アミロイドーシスに対する臨床試験も計画
されており，2016 年中に本邦で開始される予定で
ある．

6. AL アミロイドーシス

AL アミロイドーシスは免疫グロブリン軽鎖を前
駆蛋白とするアミロイドーシスであり，骨髄で産生
された前駆蛋白が心臓や腎臓などの全身諸臓器へ沈
着する．著者らの教室で経験した本症患者 202 例に
おける診断時平均年齢は 58.7 歳で，初発症状は腎
障害（蛋白尿 / 腎機能低下）が 54.0%，うっ血性心
不全が 24.8%，末梢神経障害（運動感覚神経障害 /

自律神経障害 / 手根管症候群）が 10.4%，肝障害が
7.9% である 20)．進行すると心不全を主体とする多
臓器不全を呈し，無治療では発症から 1 ～ 2 年で死
に至る予後不良の疾患である．

AL アミロイドーシスに対する疾患修飾療法の中

心は，原因となる前駆蛋白を産生する骨髄中の異常
形質細胞を標的とした全身化学療法である．従来か
ら行われていた自己末梢血幹細胞移植併用大量メル
ファラン療法やメルファラン－デキサメサゾン療法
に加え，ボルテゾミブ，レナリドマイド，ポマリド
マイドなどの新規の薬剤が次々と実用化され，近年
本症の治療成績が格段に向上している．著者らの教
室では近年，ボルテゾミブ－デキサメサゾン療法を
AL アミロイドーシス治療の第一選択としており，
本治療法の 3 年生存率は 80% 以上である．

更に，新規の経口プロテアソーム阻害薬であるイ
クサゾミブが 2015 年に米国で認可され，今後本邦
での承認が期待される．また，抗がん剤として既に
認可されているベンダムスチンや，沈着した AL ア
ミロイド蛋白に対する抗体治療薬である NEOD001

の AL アミロイドーシスに対する臨床試験が海外で
進行中である．

7. おわりに

本稿で解説したように，ATTR および AL アミロ
イドーシスに対する疾患修飾療法は近年目覚ましい
進歩を遂げている．更に，AA アミロイドーシスに
対する生物学的製剤，A β 2M アミロイドーシスに対
する透析膜の改良などの有効性も証明されており，
ほとんどの全身性アミロドーシスは早期治療により
予後改善が見込まれる疾患に変貌している．アミロ
イドーシスは最終診断ではない．有効な治療のため
には，発症早期の正確な ｢病型診断｣ が非常に重要
であることを認識する必要がある．
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに

近年、我が国においても、高齢化社会の到来やラ
イフスタイルの欧米化により、冠動脈疾患、脳血管
障害、末梢動脈疾患などの動脈硬化性疾患や、動脈
硬化と類似した危険因子を持つ大動脈弁狭窄症の罹
患率が増加している。一方、心血管エコーをはじめ
とする心血管画像診断法の発達により、全身の動脈
硬化の非侵襲的診断が可能となっている。これらの
動脈硬化性疾患の病態にアプローチするには、心血
管画像診断法による血管の形態的観察に加えて、病
理組織像や血中バイオマーカーの動向を観察するこ
とが重要である。本稿では、冠動脈、頸動脈、およ
び大動脈における動脈硬化病変の病理組織像を示す
とともに、画像診断法やバイオマーカーの動向との
関連性を検討することにより、動脈硬化病変の形成、
進展および不安定化や、弁膜の石灰化の進展につい
て考察し、我々の研究データを混じえながら概説す
る。

1. 冠動脈の動脈硬化病変の形成・ 
進展および不安定化

冠動脈疾患の基盤病変である冠動脈の動脈硬化
は、病理学的には限局性の内膜肥厚として認めら
れ、この内膜肥厚性病巣はプラークと呼称されてい

動脈硬化および弁膜石灰化とバイオマーカー
杉岡　憲一 1、仲川　将志 1、大澤　政彦 2、上田真喜子 3

1 大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学 
2 大阪市立大学大学院医学研究科　診断病理・病理病態学

3 森ノ宮医療大学

要旨
急性冠症候群の発症には、冠動脈の不安定プラークの破裂あるいはびらんと、それに伴う内腔の

血栓形成がメカニズムとして重要である。さらに、プラークの不安定性には、プラーク炎症やプラー
ク内出血が密接に関連しており、プラーク破裂部位への炎症性細胞の集積と酸化 LDL, MPO, ネオプ
テリンなどのバイオマーカーの発現もしくは血中濃度の上昇を認め、これらは頸動脈や大動脈の不
安定プラークにおいても同様である。また、動脈硬化と類似の危険因子を有する大動脈弁狭窄症に
おいても、内皮細胞傷害や炎症、弁内出血などが石灰化形成に関与しており、動脈硬化の進展と同
様に、酸化ストレスの存在が大動脈弁狭窄症の進展に重要な役割を果たしていると考えられる。

 キーワード   動脈硬化，不安定プラーク，バイオマーカー，酸化ストレス，大動脈弁狭窄症

図 1　急性心筋梗塞のプラーク破裂 
大きな lipid-core（LC）を有する lipid-rich プラーク
の線維性キャップの一部に亀裂（→）がみられ、
内腔には閉塞性血栓（T）の形成がみられる。 
アザン・マロリー染色

図1 

T 

LC 
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る。進行した冠動脈の動脈硬化病変では、lipid-core

を有する粥腫性プラークが高頻度に認められる。
粥腫性プラークでは、lipid-core の大きさと線維性
キャップの厚さは多様であるが、そのうち、lipid-

core が巨大で、線維性キャップがきわめて薄いもの
は「lipid-rich プラーク」と呼称されている。急性心
筋梗塞、不安定狭心症などのいわゆる急性冠症候群
の発症には、冠動脈プラークの単純な形成・進展に
よる内腔狭窄ではなく、これらの lipid-rich プラー
クの破裂あるいはびらん形成と、それに伴う内腔の
血栓形成が密接に関与していることが明らかとなっ
ている（図 1）(1,2)。このような破裂やびらんなどを
ひき起こすプラークは、“不安定プラーク”と呼称
されており、また、不安定プラークは、“プラーク
不安定性”を有する動脈硬化病変とも表現される。
ヒト冠動脈のプラーク不安定性と密接に関連する因
子として、プラーク炎症やプラーク内出血などがあ
げられる。我々の研究により、プラーク破裂やびら
ん部位ではマクロファージや T リンパ球などの慢
性炎症細胞に加え、急性炎症細胞である好中球の
浸潤も高度であることが明らかとなっており (3)、プ
ラーク不安定化とプラーク炎症の密接な関連性が示
唆されている（図 2）。浸潤好中球は強力な酸化酵
素であるミエロペルオキシダーゼ（myeloperoxidase; 

MPO）を含有していることから、好中球や MPO が、
プラーク炎症、特に酸化ストレスを介してプラーク
不安定化に関与していることが強く示唆される。さ
らに最近、我々はヒト冠動脈のプラーク不安定性に
おけるプラーク内出血の意義についても明らかに

し、不安定プラークではプラーク内出血やマクロ
ファージにおけるヘモグロビンスカベンジャーレセ
プター CD163 発現の頻度が有意に高く、酸化スト
レスの増強と密接に関連していることを報告してい
る（図 3）（4）。

2．冠動脈のプラーク不安定性と 
バイオマーカー

これまでの我々の研究により、いくつかの血液バ
イオマーカーが冠動脈のプラーク不安定性と密接に
関連していることが明らかとなっている（5-11）。酸化
低比重リポ蛋白（酸化 LDL）は、実験的に血中単
球の血管壁への流入、マクロファージの血管壁内集
積およびその泡沫化を促進し、さらには血管内皮細
胞傷害や T 細胞活性化などを促進する作用を有す
るため、動脈硬化性プラークの形成・不安定化に重
要な役割を担っていることが示唆されている。我々
は、免疫組織化学的検討により、安定狭心症例に比
べて、不安定狭心症例の責任病変部位では泡沫化マ
クロファージに酸化 LDL が高度に局在することを
明らかにし（図 4）、また、急性心筋梗塞の急性期
には血漿中酸化 LDL 値が有意に高値であることを
報告している (5,6)。さらに、ステント治療を行った
心筋梗塞例においては、ステント留置 6 ヶ月後の再

図 2　冠動脈の不安定プラークにおける好中球浸潤 
プラーク破裂部位には、好中球の浸潤が認められる。 
抗好中球 CD66b 抗体を用いた免疫単染色

図2 

図 3　不安定狭心症の冠動脈責任病変でのプラーク内
出血とヘモグロビンスカベンジャーレセプター
CD163 の発現

　A :  責任病変には、赤血球の膜蛋白である glycophorin 
A が局在していることから、プラーク内出血の存
在がわかる。 
抗 glycophorin A 抗体を用いた免疫単染色

　B :  同部位には、ヘモグロビンスカベンジャーレセプ
ター CD163 の発現が認められる。 
抗ヘモグロビンスカベンジャーレセプター CD163
抗体を用いた免疫単染色

図3 

A B 
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狭窄群では、非再狭窄群に比べて、退院時の血漿中
酸化 LDL 値が有意に高値であることも明らかにし
ている (7)。

前述のように、我々は、急性冠症候群例の冠動脈
のプラーク破裂・びらん部位では、MPO 陽性好中
球の浸潤が顕著に認められることを報告している
が、MPO の酸化能はきわめて強力で、抗酸化物質
の多い組織中でも LDL の酸化をひき起こす能力が
あることから、活性化好中球から放出される MPO

は、プラーク炎症部位において、プラーク不安定化
に重要な役割を担っていると考えられる。我々は最
近、急性心筋梗塞例の血漿中 MPO 値は、安定狭心
症例に比べて、有意に高値であることも見出してい
る (8)。

ま た、 ネ オ プ テ リ ン は、 活 性 化 T リ ン パ 球
由来のインターフェロンγの刺激により活性化
さ れ た マ ク ロ フ ァ ー ジ か ら 産 生・ 分 泌 さ れ る
7,8-dihydroneopterin の 酸 化 産 物 で あ り、 マ ク ロ
ファージ / 単球系の活性化や酸化ストレス増強に関
与すると考えられている。我々は、ヒト冠動脈プラー
クを免疫組織化学的に検索して、不安定狭心症例の
責任病変部位では、安定狭心症のそれと比較して、
ネオプテリン陽性マクロファージが有意に多く存在
することを明らかにしている（図 5）(9)。このように、
ネオプテリンは冠動脈のプラーク不安定性と密接な
関連を有することが示唆される。

3．頸動脈の動脈硬化病変の形成と進展

脳梗塞の成因として、頸動脈の動脈硬化病変、い
わゆる頸動脈プラークの重要性が認識されてきてい
る。すなわち、頸動脈のプラーク破裂に伴う血栓の
形成とその遊離は、脳動脈血栓塞栓の原因となり得
る。我々は、脳梗塞や一過性脳虚血発作などの病態
を呈する高度頸動脈狭窄症例に対する内膜剥離術に
より得られた組織標本を免疫組織化学的に解析した
ところ、冠動脈の動脈硬化巣と同様に、頸動脈プラー
クにも lipid-core や線維性キャップから成るプラー
クが認められた。また、lipid-core の辺縁部にはマ
クロファージ由来泡沫細胞の集積が認められ、これ
らのマクロファージ由来泡沫細胞は、冠動脈プラー
クと同様に、酸化 LDL 陽性であった（図 6）。さらに、
脳梗塞や一過性脳虚血発作に関連した高度頸動脈狭
窄病変では、プラーク炎症に加えて、プラーク内出
血も高度に認められた。

4．頸動脈のプラーク不安定性と 
バイオマーカー

頸動脈硬化病変の脳梗塞への危険性を考える上
で、冠動脈と同様に、狭窄の程度だけでなくプラー
クの性状やその不安定性についての評価が重要視さ
れるようになってきている。血管エコーにおいても、
頸動脈プラークの表面性状が不整であれば、狭窄病
変と同様に脳梗塞の発症リスクが高いことが報告

図 4　冠動脈の不安定プラークにおけるマクロファージ
由来泡沫細胞の集積と酸化 LDL の局在

　A :  マクロファージ由来泡沫細胞（赤）の集積がみら
れる。 
平滑筋細胞（青）とマクロファージ（赤）の免疫
二重染色

　B :  マクロファージ由来泡沫細胞に一致して、酸化
LDL の局在が認められる。 
抗酸化 LDL 抗体を用いた免疫単染色

A B 

図４ 

A B

図 5　冠動脈の不安定プラークにおけるネオプテリンの
発現

　A :  不安定プラークでは、多数のマクロファージ（赤）
の集積が認められる。 
平滑筋細胞（青）とマクロファージ（赤）の免疫
二重染色

　B :  同部位のマクロファージに一致して、ネオプテリ
ンの発現が認められる。 
抗ネオプテリン抗体を用いた免疫単染色

A B 

図5 

A B
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されている (10)。我々は免疫組織化学的検索により、
頸動脈の複雑性プラークには、ネオプテリン陽性マ
クロファージが多数存在することを明らかにし（図
7）(11)、さらに、頸動脈エコーで表面性状が不整な
複雑性プラークを検出した群では、プラークを有し
ない群や単純プラーク群と比較して血漿中ネオプテ
リン値が有意に高値であり、頸動脈複雑性プラーク
の存在は血漿中ネオプテリン値の上昇と関連してい
ることを報告している (11)。これらの所見より、冠
動脈プラークと同様に、頸動脈プラークにおけるネ
オプテリンの発現増強も、頸動脈プラークの不安定
性と極めて密接に関連していると考えられる。

5．大動脈の動脈硬化の進展

これまでの病理学的研究および臨床研究により、
大動脈、特に上行および大動脈弓部におけるプラー
クの存在は、頸動脈プラーク同様に脳梗塞および脳
塞栓症の重要な危険因子として認識されている (12)。
画像診断法においては、経食道心エコーで検出した
大動脈弓部の巨大プラークや、潰瘍性または可動性
プラークなどの複雑性プラークは、脳塞栓症の危険
性の高いプラークとされている (12)。大動脈のよう
な大型動脈では、動脈硬化性プラークの形成・進展
が内腔狭窄を引き起こす頻度は稀であり、内腔狭窄
を起こすことなくプラーク破裂と修復を繰り返して
いる。したがって、大動脈弓の潰瘍性プラークの病
理像では、lipid-core を被覆する線維性キャップが
剥離しており、lipid-core が血管内腔に露出して認
められる。大動脈プラークにおける不安定プラーク
が、冠動脈プラークと異なり、画像診断法では潰瘍
性や可動性プラークといった複雑性プラークとして
観察される理由の一つであると考えられる (13)。

6．大動脈弁狭窄症の進展

大動脈弁狭窄症は高齢者に多く、その進行過程や
臨床的な危険因子は動脈硬化と類似していること
が報告されている (14)。大動脈弁狭窄症においても、
酸化 LDL の増加などによる内皮細胞傷害や慢性炎
症・新生血管増生などが石灰化形成に関与しており
(15)、さらに弁内出血が大動脈弁狭窄症の急速な進行
と関連していることも報告されている (16)。したがっ
て、動脈硬化の進展と同様に、酸化ストレスの存在
が大動脈弁狭窄症の進展に重要な役割を果たしてい
ると考えられる。特に、血液透析例では大動脈弁石
灰化や大動脈弁狭窄症の罹患率が有意に高率であ
り、また非透析例と比較して急速に進行することが
知られている。我々の検討では、透析施行時には血
中酸化 LDL 値が有意に増加するというデータを得
ており (17)、透析施行に伴う酸化ストレスの増大が、
大動脈弁狭窄症の発症・進展に密接に関与している
ことが示唆される。実際、透析例の大動脈弁狭窄症
の病理組織の免疫組織学的検討によると、石灰化周

図 7　頸動脈の複雑性プラークにおけるネオプテリンの
発現

　A :  頸動脈の複雑性プラークには、マクロファージの
集積が高度に認められる。 
抗マクロファージ抗体を用いた免疫単染色

　B :  同部のマクロファージには、ネオプテリンが高度
に発現している。 
抗ネオプテリン抗体を用いた免疫単染色

A B 

図7 

A B

図 6　頸動脈プラークにおける酸化 LDL の局在 
lipid-core 辺縁部の泡沫化マクロファージには、酸
化 LDL の局在が認められる。 
抗酸化 LDL 抗体を用いた免疫単染色

図6 
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囲にマクロファージの集積や新生血管の増生が認
められ、また MPO 陽性好中球の浸潤や過酸化脂質
産物である 4-HNE のマクロファージ内蓄積の増加
も認められる (18)。さらに、弁内出血の指標である
ヘモグロビンスカベンジャー受容体 CD163 や抗酸
化酵素のヘムオキシゲナーゼ（HO）-1 が大動脈弁
のマクロファージに高度に発現している (19)（図 8）。
これらのデータより、酸化ストレスの増強が透析例
での大動脈弁狭窄症の急速な進行に密接に関与して
いると考えられる。

おわりに

全身の動脈硬化病変の形成・進展および弁膜の石
灰化に関連する因子について、我々の研究データを

加えて概説した。動脈硬化の不安定化や弁膜の石灰
化には、酸化ストレスの関与が示唆されており、こ
れらのメカニズムの解明のためには、これからも画
像診断法やバイオマーカーを用いた研究の進展が望
まれる。
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図 8　血液透析を合併した重度大動脈弁狭窄症例の弁膜
内出血とヘモグロビンスカベンジャーレセプター
CD163 およびヘムオキシゲナーゼ HO-1 の発現

　A :  大動脈弁には著明な石灰化がみとめられる。 
B ～ D は A の石灰化近傍（四角の部分）の拡大。 
ヘマトキシリン・エオジン染色

　B :  石灰化近傍に多数のマクロファージ（赤）の集積
が認められる。 
平滑筋細胞（青）とマクロファージ（赤）の免疫
二重染色

　C :  同部位には、ヘモグロビンスカベンジャーレセプ
ター CD163 の発現が認められる。 
抗ヘモグロビンスカベンジャーレセプター CD163
抗体を用いた免疫単染色

　D :  同部位には、抗酸化酵素である、ヘムオキシゲナー
ゼ HO-1 の発現が認められる。 
抗ヘムオキシゲナーゼ HO-1 抗体を用いた免疫単
染色
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キーノトレクチャーⅠ

はじめに
　慢性閉塞性肺疾患 (COPD) は世界の死因の第三位と
され重要な健康課題であるが、COPD 患者は COPD 進
行の結果、呼吸不全死する以外に、心血管疾患・悪性
疾患で亡くなる可能性が高く Systemic Management が
重要である。
　COPD 患者は心血管疾患以外にも多くの併存病態が
あり、これらは呼吸器科医からは COPD に「併存する」
ものであるが、他臓器専門医からは COPD が「併存病
態」となる。互いに不利に働くこれらの疾患の関連性は、
近年 multi-morbidites として纏められ、高齢・喫煙とい
う共通リスクの結果と認識されるに至った。

　COPD 患者の予後規定因子として低身体活動性が注
目されているが、これは他臓器疾患においても共通の
リスクである。身体活動性を高めることが患者管理に
おいて求められているが、多種の要素が影響する故、
容易ではない。運動療法による骨格筋へのアプロー
チ、薬物療法による換気能力へのアプローチ、そして
動機付けをはじめとした継続介入が必要であり ( 図 )、
COPD は正しく「肺の生活習慣病」であると言える。
つまり禁煙によるリスク回避のみならず、全人的な介

入が必要である。
　我々の最近の検討では (Tanimura K et al, Ann Am 
Thorac Soc, in press)、胸部 CT 画像を用いた抗重力筋
の定量評価は簡便かつ身体活動性を反映する指標であ
り、その低下が強力な予後予測性があるが示された。
今後これらの指標を患者の日々の指導に活用するなど、
患者の total な管理に務めることが望まれる。

COPD・CKD・糖尿病と心血管疾患研究会
参加者

J-ISCP 研究会報告 2016 年 1 月 14 日（木）
ハイアットリージェンシー京都 地下1階 「ドローイングルーム」

 森本　達也 先生 　
 （静岡県立大学薬学部 分子病態学講座 教授）

 長谷川浩二 先生 　
 （国立病院機構 京都医療センター 展開医療研究部 部長）

 佐藤　　晋 先生 （京都大学大学院 呼吸器内科学 助教）

 岩本　博志 先生 （広島大学病院呼吸器内科 講師）

 山岸　昌一 先生 （久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療学 教授）

座長

NPO…法人…国際心血管薬物療法学会日本部会（J-ISCP）/……日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

COPD の Systemic 
Management と併存病態

演者：佐藤 晋 先生
（京都大学大学院…呼吸器内科学…助教）

座長：森本 達也 先生（静岡県立大学薬学部…分子病態学講座…教授）



1.	 COPDと心血管疾患
COPD は主に長年の喫煙の影響によって中高年以降に
発症する慢性呼吸器疾患であり、他臓器の慢性疾患と
の併存が多くみられる 1)。COPD では加齢・喫煙などの
リスク因子と独立して全身併存症の合併リスクが上昇
しており、気道炎症から波及した（spill over）全身性
炎症が心血管系などにも影響を与える可能性が指摘さ
れている。
我々は耐糖能障害を有さない中高年日本人男性におけ
る頚動脈超音波検査の検討をおこない，気流制限（1 秒
率が 70% 未満）を有する喫煙者群（= 喫煙気流制限群）
では年齢のマッチした喫煙・非喫煙コントロール群と
比べて内膜中膜複合体厚 (IMT) 肥厚および 動脈硬化性
プラークを高頻度に認め、喫煙者の中でも COPD を発
症するいわゆる喫煙感受性の有る人では動脈硬化のリ
スクも更に高いことが示された 2)．多変量解析では，気
流制限と IMT 肥厚，血中 CRP 高値とプラーク発症と
の間に相関を認め，全身性炎症のみならず気流制限の
発症の背景にある、何らかの素因が動脈硬化進展に関
与している可能性が示唆された． 
実臨床においても、COPD と心血管疾患の併存はとも
に心肺機能の低下に繋がり，心血管疾患患者に潜んで
いる COPD の問題が本邦でも指摘されている．気管支
拡張薬を中心とした COPD の治療は、併存する心血管
疾患に対して多くの場合安全に施行可能であり、気流
制限や肺過膨張を改善することが併存する心不全にも
ベネフィットがある可能性も示唆されており、臨床上
の実感と矛盾しないように考えられる。COPD と心不
全の合併例における COPD の治療は心不全治療と並行
しておこなうことが本邦のガイドラインでも推奨され
ている。

2.	 	ACOS( 喘息とCOPDの合併例 )と心血
管疾患

一方、気管支喘息は小児期を中心に全年齢層で発症す
る気道炎症性疾患であり、典型例では COPD との鑑別
は容易である。しかし特に中高年以降の喫煙者におい
ては喘息と COPD の病態を合併している症例が少な
からず認められ、COPD 患者の約 2 割では喘息の合併
を認めるとされている。この喘息と COPD の合併例

（ACOS: asthma COPD overlap syndrome）を喘息患者、
COPD 患者と比較すると、ACOS ではより症状が強く
QOL が低下しており、多彩な気道炎症所見を認め 3)、
特筆すべき点として COPD と同様に心血管疾患などの
全身併存症が高率であることが示されている 4)。ACOS
は吸入ステロイドと気管支拡張薬の併用療法がより奏
功する病態と考えられ , 心血管疾患に併存する COPD
を診療し治療薬を選択する上でも ACOS の可能性を念
頭におくことが有用であろう。

気流制限の有無とIMT，プラークの関連 
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COPDの患者においては、喘息の診断の目安となる項目が1つでも認め
られ、かつCOPD以外の合併症が除外される場合には、喘息の合併を
想定する。 

喘息の合併があれば、吸入ステロイド薬をCOPDの重症度にかかわらず
、基本薬として投与する。 

「喘息予防・管理ガイドライン 2012」に沿った段階的な喘息治療は、
喘息症状の頻度と強度で治療ステップを当てはめ実行する。 

ロイコトリエン受容体拮抗薬の使用も考慮する。 

喘息の合併に関する診断は、喘息に対する治療を実行して8～12週
間を目安に治療効果により確定する。 
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喘息合併COPDの管理のポイント 
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図 1

図 2

キーノトレクチャーⅡ

COPDと心血管疾患のかかわり 演者：岩本 博志 先生
広島大学病院呼吸器内科…講師

座長：森本 達也 先生（静岡県立大学薬学部…分子病態学講座…教授）
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糖尿病の疫学
糖尿病患者では、動脈硬化症の進展が非糖尿病患者に
比べて約１５年早く、３０－７０％の方が心筋梗塞や
脳血管障害等の心血管事故が原因で死亡している。ま
た、糖尿病は、末期腎不全、透析、中途失明のリスク
を高め、健康で若々しく余生を過ごせる寿命「健康寿命」
が著しく短縮させる。加えて、糖尿病では、老化のプ
ロセスが進行し、アルツハイマー病、癌、骨粗鬆症な
どの発症リスクが上がってくることも明らかにされて
きている。

AGE終末糖化産物	
（advanced	glycation	end	products）
加齢や慢性的な高血糖状態や炎症、酸化ストレス下で
は、生体内蛋白は一様に糖化を受け、臓器障害性の強
い終末糖化産物（advanced glycation end products、以下 
AGE）と呼ばれる老化蛋白を形成するに至る。AGE は、
細胞上に存在する受容体 RAGE によって認識された後、
NADPH オキシダーゼを活性化させ酸化ストレスの産
生を促し、NF-κB の活性化を介して様々なサイトカイ
ンや増殖因子の分泌、接着因子の発現亢進を誘導して
心血管合併症や骨粗鬆症、アルツハイマー病、癌など
加齢に伴ってリスクが上がってくる疾病をひきおこす。
また、AGE 化した蛋白はその構造が変化し、機能が劣
化して老年病のリスクをあげる。

外因性AGE(exAGE)
近年、AGE は、酸化ストレスや高血糖下で内因性に産
生されるだけでなく、外因性に食品中やタバコからも

摂取され、食事、タバコに由来する AGEs のうち約６
- ７％がある程度の期間生体内に残存することが明らか
にされてきた。喫煙者では、過去の喫煙歴（喫煙本数 x
年数）が記憶され、禁煙後も非喫煙者に比して長期間、
肺癌のリスクが高いまま推移することが知られており、
糖尿病患者で認められる「高血糖の記憶」と同様な現
象が観察される。したがって、この現象にたばこから
吸収、蓄積された AGE が関わっている可能性が考えら
れる

exAGEと疾患
最近我々は、平均４年にわたる前向き観察で、糖尿病
の有無に関わらず血中 AGE 値が高いと直腸がんのリス
クが上昇することを見いだしてきた。さらに、食・生
活習慣が歪んだ一群ほど、皮膚 AGE の蓄積量が顕著で、
老け顔であり握力の低下が顕著であることを明らかに
してきている。

AGEsの各種病態への関与 
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特別講演

AGE（老化蛋白）を標的と
した包括的老年疾患の制御

演者：山岸 昌一 先生
久留米大学医学部…糖尿病性血管合併症病態・治療学…教授

座長：長谷川 浩二 先生（国立病院機構 京都医療センター 展開医療研究部 部長）



exAGE対策
食事に由来する劣化コレステロールの過剰摂取は、
AGE の形成を促進させる。また、AGE の蓄積は、生
体内で酸化ストレスを誘導し、LDL- コレステロールを
変性させ、臓器障害をひきおこす。一般的に、肉製品
や脂肪に富む食材を高温で揚げたり、焼いたりした際、
AGE が多く生成されることが知られている。一方、水

分を多く使って長い時間をかけ、ゆっくりと蒸したり、
茹でたりする調理法は AGEs を生成させにくい。ファー
ストフードの類いは高カロリー、高脂肪で、食材を高
温で加熱調理した物が多く、努めて避けるべきかもし
れない。腸管からのコレステロール吸収を制御するこ
とで、AGE の蓄積を抑えられるかもしれない。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

学術集会参加記

第 20 回 国 際 心 血 管 薬 物 療 法 学 会 (20th Annual 

Scientific Meeting of the International Society of 

Cardiovascular Phamacotherapy, ISCP) が 2015 年 6 月
25 日から 26 日にかけてアルゼンチンのブエノスア
イレスにて開催されました。今年は、南半球のアル
ゼンチン・ブエノスアイレスでの開催ということも
あり国内や周辺国からの参加者が多かったです。し
かし、日本やヨーロッパなどのアルゼンチンから遠
い国からの参加者も多く参加されていました。会場
のアルゼンチンカトリック大学は、ブエノスアイレ
スの観光地として有名な 5 月広場から数百メートル
のところにあるものの、閑静な街並みの中にありま
した（図１）。

ISCP2015 は、 一 日 目 の 25 日 に 朝 9 時 か ら
「Cardiovascular Clinical Trialist Forum」から始まり、
「ISCP BA2015 Lecture」、「Heart Failure Treatment」、
「New Pharmacological Strategies in ACS」と続き、最
後にオープニングセレモニーを行い 19 時頃に終
了しました。二日目の 26 日には、「Hypertension 

Management」、「Established and Emerging Lipid 

Lowering Drugs」、「Cardiovascular Prevention 

Symposium: CV Risk Assesment」、「Cardiovascular 

Prevention Symposium: Polypill」が行われ、最後に
クロージングセレモニーが行われました（図２）。
発表は、臨床研究に関す
るものが大半で、各国の
心血管疾患に関する疫学
データや治療の現状など
多岐に渡る内容でした。
ISCP2015 は、発表の後の
ディスカッションが重視
されており、時間も十分
にとられている印象でし
た。アルゼンチンの公用
語がスペイン語というこ
ともあり、発表者のスラ
イドは英語表記でしたが
スペイン語で活発な議論
がなされる場面もありま
した（図３）。また、これらのプログラムの間にポ
スター発表が行われました。ポスター発表は、1 セ
クションごとに 5 枚のパネルに各発表者がポスター
を張り、一日に 3 つのセクションが行われました。
私は、一日目と二日目の二日間でそれぞれ一題ずつ

2015 年　ISCP 本会ブエノスアイレス大会に参加して
船本　雅文

静岡県立大学大学院　薬食生命科学総合学府　分子病態学講座

図 1  アルゼンチンカトリック大学

図 3  ISCP会場

図 2  ISCP会場ポスター
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ポスター発表を行いました（図４）。
ブエノスアイレスは、人口が約 300 万人の都市で

アルゼンチンの首都です。日本からブエノスアイレ
スへは、アメリカのヒューストンを経由して 30 時
間以上の長いフライトでした。ブエノスアイレスの
気候は南半球にある為、北半球の日本とは季節が逆
になり、気温は肌寒い印象でした。ブエノスアイレ
スは、「南米のパリ」とも呼ばれ南米の中で最も美
しい都市の１つということもあり、学会の空き時間
や帰国までの時間を使ってブエノスアイレスの観光
に行ってきました。ここで、実際に行った観光地に
ついて紹介したいと思います。

ブエノスアイレスで最も有名な観光地といえばカ
ミニートでしょうか。カミニートは、港沿いのボカ
地区にあり、赤、青、黄、などのカラフルにペインティ
ングされた家が並んでいる 100m ほどの小さな通り
です。この地で生まれた有名な画家キンケラ・マル
ティンのアイデアによって作られた通りだと言われ
ており、通りには土産物を売る屋台が並んでいまし
た（図５）。ブエノスアイレスの中心広場である 5

月広場は、独立運動が始まるきっかけとなった「五
月革命」に由来しており、カサ・ロサーダ（大統領
府）、カビルドといわれる市議会（図６）、カテドラル・
メトロポリターナという大聖堂（図７）などのブエ
ノスアイレスの象徴ともいえる歴史的重要建築物に
囲まれています。5 月広場は、革命、大統領の演説、
大規模なデモなど、様々な歴史の舞台として重要な
場所となりました（図８）。カサ・ロサーダ（大統
領府）は、1862 年から現在まで歴代大統領の行政
の場として役割を果たしています。建物がバラ色に
塗られた理由は、国のまとまりの象徴として、当時
の２大政党のイメージカラーを合わせた色だからだ

図 4  ISCPポスター会場

図 5  カミニート 図 8  5月広場

図 7  カテドラル・メトロポリターナ

図 6  カビルド
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そうです（図９）。カサ・ロサーダの中を見学する
ことができるとのことでしたが、あいにく私が行っ
た日は見学することができませんでした。また、ブ
エノスアイレスを訪れる機会があればカサ・ロサー
ダの中を見学してみたいものです。夕食は、エル・
ヴィエホ・アルマセンのディナーショーに参加しま
した。エル・ヴィエホ・アルマセンはサン ･ テルモ
の歴史地区に位置し、ダイニングホールを備えたタ
ンゴ・ハウスで、ディナーショーやタンゴのレッス
ンなどの様々なイベントが行われています。エル ･
ヴィエホ ･ アルマセンのディナーショーでは、食事
の後に楽しげな音楽と詩、そしてステージ上では魅
惑的なタンゴによって繰り広げられるクラシックな
ショーを楽しみました（図１０）。

最後になりましたが、本学会のポスター発表にお
いて Young Investigator Award をいただきました。こ
のような貴重な経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
子病態学講座の諸先生方、京都医療センター展開医
療研究部の長谷川浩二部長、本学会で発表しました
研究に多大な貢献をしていただきました分子病態学
講座の皆様に深く御礼申し上げます。

図 10  タンゴショー

図 9  カサ・ロサーダ
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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
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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。

3　理事長が理事会の目的である事項について提案
した場合において、理事の全員が書面又は電磁的方
法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を
可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（表決権等）
第 37 条　各理事の表決権は、平等とする。
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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。

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。

3　 前 2 項の規定に関わらず、理事全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたことに
より、理事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） 理事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）理事会の決議があったとみなされた日
　（4）議事録の作成を行った者の氏名

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）
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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。

（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）

「NPO 法人国際心血管薬物療法学会日本部会（J-ISCP）のホームページ 

http://j-iscp.com/　を是非ご覧ください。」
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入 会 申 込 書 

 

国際心血管薬物療法学会日本部会 理事長 殿 

フリガナ     男 

・ 

女 

生年月日 

氏 名 
    

西暦       年     月    日  

卒業校    卒業年／ 西暦                年卒 

自 宅 

住 所 

〒    -         

都・道 

府・県 

TEL. FAX. 

勤務先名称：  部署名：  

職名： 

勤務先 

住 所 

〒    -         

都・道 

府・県 

TEL. FAX. 

E-mail： 

職 種 

1. 医師    2. 薬剤師    3. コ・メディカル（薬剤師以外）  

4. 医学・薬学研究者（医師・薬剤師以外）  

5. その他（               ） 

専門分野または興味の

ある分野（複数回答可） 

1. 冠動脈疾患  2. 心不全  3. 高血圧  4. 不整脈  5. 心臓病学一般  

6. その他（                  ） 

 

郵送、ファックス、E-mail添付にて下記までお申し込みください。 

〒112-0012 東京都文京区大塚 5-3-13 小石川アーバン 4F 一般社団法人 学会支援機構 

J－ISCP会員管理事務局 

Tel: 03-5981-6011  Fax: 03-5981-6012  E-mail: j-iscp@asas.or.jp 

 

個人情報は学会支援機構のプライバシーポリシー 

 http://www.asas.or.jp/asas_contents/about04.html により、細心の注意を払って管理いたします。 

 

以下は事務局使用欄 

受付日 
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