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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」第二巻発刊にあたり
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

佐田

政隆

循環器内科学分野

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」第二巻の発刊にあたり、一言ご挨拶
させていただきます。J-ISCP 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し
て活動してきています。
まず、心血管薬物療法の最新情報を一般市民の方々にお伝えするために、各地で市民公開講座を開催してき
ました。現在までに５回行ってきましたが、毎回、沢山の市民の方々に御参加いただき、大きな反響をいた
だいております。講演会に合わせて、血圧測定や健康相談を実施してきました。また、参加者の方々からの
御質問には演者の先生方にお答えいただき、その様子はインターネットでいつでも視聴いただけるようになっ
ており、沢山のアクセスをいただいております。また、J-ISCP は、ホームページを充実させ、薬物療法の最
新の知見を一般市民の方ならびに医療関係者向けにわかりやすく解説しています。こういった J-ISCP の活動
の一環として、学会誌「心血管薬物療法」を年一回発刊し、ホームページからいつでも無料でダウンロード
していただき、心臓血管系の薬物療法に関する最新の知識を得ていただけるようにしています。今回、J-ISCP
の副理事長である私が、第二号の編集を担当させていただくことになりました。
現在、循環器疾患に対する薬物療法の進歩には著しいものがあります。スタチンは一次予防、二次予防にお
いて急性心筋梗塞、脳梗塞のリスクを軽減させ、ハイリスク症例の生命予後を大きく改善させました。ACE
阻害薬、β遮断薬は心不全、心筋梗塞後の患者の生命予後、QOL を改善しております。また、ピオグリタゾ
ンは糖尿病患者の心血管イベントを抑制することが明らかとなっています。このほかにも、さまざまな生活
習慣病治療薬が登場して、それまでなかなか制御できなかった脂質異常症、高血圧、糖尿病のコントロール
が可能となり、心血管イベントの抑制に大きく貢献しています。
ただ、このような状況下、通常の冠危険因子をどんなにコントロールをしても心血管イベントが発症してし
まう症例があり、残余リスク

(residual risk) と言われ大きな問題となっています。残余リスクを克服するため

には、病態を把握して、次の打つ手を考えなければいけません。そのために、今回の「心血管薬物療法」では、
動脈硬化、不整脈、脂質代謝、自律神経、心不全、新しいモデル、メタボリックシンドローム、抗加齢医学、
iPS 細胞を用いた創薬、笑いヨガと、基礎から臨床にわたり心血管疾患の広い範囲の最前線のトピックスを取
り上げました。J-ISCP の学術市民啓発委員をお願いしている先生方を中心に執筆をご依頼したところ、全員
の先生方からご快諾いただきました。完成された本誌を手にして、これからの心血管薬物療法の動向を把握
するうえで大変有用な、読みごたえのある企画になったと自負しております。沢山の医療関係者ならびに一
般市民の方々にお読みいただき、有益な情報を得ていただければ幸いです。最後となりましたが、お忙しい
合間をぬって、御執筆いただいた筆者の先生方に深謝いたします。
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

アポ蛋白 A-I を標的とした新しい動脈硬化治療戦略：FAMP
上原

吉就、朔

啓二郎

福岡大学 医学部 心臓・血管内科学

要旨
多くの疫学研究から高比重リポタンパク (HDL) コレステロールの低値が心血管病リスクを増加
さる独立した危険因子であることが示されている．スタチンは強力なコレステロール低下作用をも
ち，さまざまな前向き臨床試験において心血管病リスクを 30％〜 40％抑えることが明らかになっ
ている一方で，今日はその残存リスクが問題となっている．そこで HDL を標的とした治療が新た
なターゲットとして注目されている．なかでも CETP 阻害薬のような HDL のコレステロール量を
単純に増加させる治療とは異なった方法として , アポ A-I 機能に類似したペプチドを用いることで
HDL 増強作用を期待した新たな動脈硬化治療が注目されている．

キーワード

高比重リポタンパク（HDL），アポリポ蛋白，アポ A-I ミメティックペプチド，
ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1)，HDL 治療

はじめに

治療の問題点でもある． HDL をターゲットとした
治療のなかでも，とくに合成 HDL やアポ A-I ミメ

これまでの数々の疫学研究から高比重リポタン

ティックペプチドによるダイレクトな HDL 増加・

パク (High-density lipoprotein; HDL) コレステロール

増強作用を期待した今後の新たな動脈硬化治療戦

(HDL-C) の低値が心血管病リスクを増加させ，低比

略・展開が注目されている．

重リポタンパク (Low-density lipoprotein cholesterol;

HDL コレステロールと動脈硬化疾患

LDL) コレステロール (LDL-C) とは独立した危険因
子であることを示している．HMG-CoA 還元酵素
阻害薬（スタチン）は強力な LDL-C 低下作用をも

動脈硬化症，なかでも狭心症や心筋梗塞などの冠

ち，多くの前向き臨床介入試験において心血管病リ

動脈疾患は，血中総コレステロール，LDL-C が増

スクを 30 ％ ～ 40 ％ 抑えることが明らかとなって

加するにつれて，その罹患率が上昇することはよく

おり心血管病治療の標準的治療となっている．しか

知られている．総コレステロールのうち約 7 割近く

しながら，その一方で残存リスクが問題となってい

をこの LDL-C が占めている事から LDL-C の増減が

る，つまり多くの人がスタチンを服用しているに

全体のコレステロール量へ与える影響は大きい．ま

もかかわらずその恩恵に与かっていない．そこで

た AFCAPS / TexCAPS や 4S では，それぞれ HMG-

LDL 低下療法とは別の HDL を標的とした治療が新

CoA 還元酵素阻害薬のロバスタチン，シンバスタ

たなターゲットとして注目されてきている．しかし

チンによる LDL-C 低下療法でそのリスクを軽減す

HDL 代謝に関連する因子は単一でなく，多くの機

ることも明らかにされている．一方で多くの疫学

能性タンパク質・酵素・脂質が関わっているために

研究からは，低 HDL-C 血症もまた心血管病リスク

極めて複雑であることや HDL のなかでも善玉だけ

を増加させることが明らかにされており，またこの

を増加させる必要があることも HDL を標的とした

HDL-C の低値は LDL-C とは独立した危険因子であ
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ることも示されている． LDL-C の血中レンジに比

再度肝臓外組織へ分配もしくは肝臓の LDL 受容

べると HDL-C のレンジは狭く，個々人の違いは僅

体によって回収される．HDL が受け取った TG は

か 50 mg/dL 程度の範囲に集約されるために，総コ

肝性トリグリセライドリパーゼ (hepatic triglyceride

レステロールや LDL-C に比較すると軽視されがち

lipase; HTGL) やリポタンパクリパーゼ (Lipoprotein

である．代表的な Framingham 研究や PROCAM 研

lipase; LPL) によって加水分解されて消費される．

究などの大規模な疫学試験では LDL-C 高値よりも

残った HDL-CE は肝臓の受容体 Scavenger receptor

HDL-C 低値がむしろ心血管病のリスクとの相関性

BI (SR-BI) によって回収されて胆汁酸として処理さ

が強いことからも，僅かな HDL の違いや低 HDL の

れる．

重要性が示されている ．
1

ATP-binding cassette transporter A1

HDL 代謝および Reverse Cholesterol
Transport (RCT)

ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1)

は

HDL にとって重要な分子の 1 つであるが，この細
胞膜輸送体はリン脂質やコレステロールを細胞膜

細胞膜構成成分もしくはホルモンの原料として，

の inner leaﬂet か ら outer leaﬂet へ 転 送 し て， そ れ

コレステロールはたいへん重要な物質であり，また

を lipid-free / lipid-poor アポ A-I や pre- β HDL のよ

生体に必要不可欠である．その供給源は私たち哺乳

うな脂質含量に乏しい物質へ取り込ませる．この

動物においては主に肝臓であり，体中の各組織へそ

ABCA1 の重要性は RCT の初期段階である末梢細胞

れを輸送するには血液中を介する必要があるが，単

からのコレステロール輸送に関与し，HDL-C の起

体のコレステロールは血液中で不溶な脂質成分であ

源になることにあるが，ABCA1 の遺伝子変異が原

るためにリン脂質やトリグリセライドのような他の

因として起こる Tangier 病は血清学的に HDL や ア

脂質およびアポリポタンパクと超分子的結合を介す

ポ A-I の著しい低下と アポ B の若干の低下を認め

ることによってタンパク質 ‐ 脂質複合体であるリ

る．実際の血中 HDL-C 値はヘテロ接合体では正常

ポ蛋白を形成して運搬され，小腸で吸収され肝臓へ

者の約 1/2，ホモ接合体では測定限界以下 ( < 5 mg/

運ばれたコレステロールや肝臓で生合成されたコレ

dL ) を示す 2．また，Tangier 病には心血管病を若年

ステロールは全身組織へ運搬される．コレステロー

から惹起するケースが報告されている．

ルは生体内では分解処理できないため，余剰なコレ

アポリポタンパク A-I ( アポ A-I)

ステロールは便として体外に排出しなければならな
い．そのためには肝臓外組織・細胞から過剰なコレ

アポ A-I もまた HDL にとっては重要な分子の 1

ステロールを引き抜いて肝臓へ転送し，胆汁～便中

つである . このアポ A-I は ABCA1 と作用して末梢

に排泄するサイクルの存在が必要となるが，この

細胞からコレステロールを引き抜いて HDL 骨格と

経路がコレステロール逆転送系 (Reverse Cholesterol

なるタンパク質であり，HDL 中のタンパク質成分

Transport; RCT) と呼ばれている経路である． HDL

の約 70% 以上を占めている．そのためアポ A-I の

はこの RCT の主役であり，原始 HDL のコレステ

質的もしくは量的異常は HDL の質的・量的異常に

ロールは肝臓外組織細胞膜に発現する ATP-binding

直接関連していく．心血管病との関連性はその遺

cassette transporter A1 (ABCA1) 経由で回収された過

伝子変異によってさまざまである．アポ A-I 欠損症

剰コレステロールに由来する．HDL-C は Lecithin-

や アポ A-I 変異体症では冠動脈疾患を早期発症す

cholesterol acyltransferase (LCAT) 酵素の作用にてコ

るケースも認められるが，アポ A-I 欠損症の中でも

レステロールエステル (Cholesterol ester; CE) とな

欠損部位によっては動脈硬化進行を認めない場合も

り，HDL は円盤状から球状へと転換していく．こ

ある．また，アポ A-I の変異体症の 1 つである ア

の CE の一部はコレステロールエステル転送タンパ

ポ A-I Milano 変異では HDL-C 値は低いものの，健

ク (Cholesterol ester transfer protein; CETP) の活性に

常者と比較してコレステロール排出機能に優れてお

より VLDL, IDL, LDL 中に含まれる TG と交換され，

り，動脈硬化抑制に働いている．
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150％の増加させる．しかしながら，これまでの臨

4
3

床試験において，トルセトラピブとアトルバスタ

+2.7 %

チン併用投与では HDL-C 値が 61% 増加し，LDL-C

2
1
0
-1

Atorvastatin
80mg/day

Pravastatin
40mg/day

-2

-0.3 %

Rosuvastatin
40mg/day

値が 17% 低下したたにもかかわらず，イベントが

ETC-216

増大する事が報告されて開発が中止された経緯が
-0.8 %

ある．これは後にトルセトラピブの CETP 阻害とは
関連しないアルドステロン上昇に伴う血圧上昇が

-3

イベント増加に関連していることが判明しており，

-4
-4.2 %

-5

CETP 活性低下に伴う HDL-C 上昇が動脈硬化症を
抑制するかどうかは未だ決着がついていない．今後，

図1

図１. IVUS を用いた前向き臨床研究におけるスタチン
と ETC-216 (ApoA-I Milano / PL) によるプラーク退
縮作用 . 文献 3)4)5) より改変．

進行中のものあるいは新たな CETP 阻害薬を用いた

HDL を標的とした治療

る薬剤開発の他に合成（再構成）HDL (reconstituted

前向き試験の結果が待たれるところである．
HDL を標的とした治療として，CETP を阻害す
HDL; rHDL) の研究も精力的に行われている．rHDL

HDL-C を増加させる薬物の代表としては，スタ

とは天然もしくは非天然のリン脂質等の脂質成分と

チン，エゼチミブ，フィブラートとニコチン酸など

アポ A-I やその変異体および アポ A-I の類似ペプチ

が挙げられる．スタチンは強力な LDL-C 低下作用

ドから人工的に作り出された HDL 粒子を指す．目

とは別に HDL-C 値を約 10 % (8 ～ 15 %) 程度上昇

的に合わせて何種類もの rHDL が合成されており，

させる．フィブラートは PPAR α のリガンドであ

特に アポ A-I の 173 残基目のアルギニンがシステ

るが，これもまた HDL-C 値を約 10 ～ 20% 程度上

インに変異した アポ A-I Milano は米国において既

昇させる． PPAR α の活性化による アポ A-I 産生

に臨床応用されている．アポ A-I Milano の変異体を

増加と LPL 活性亢進によるものと考えられている．

持つ人は アポ A-I がダイマー形成するために HDL

また，フィブラートには ABCA1 の活性化作用も知

が低値にも関わらず，高いコレステロール排出能

られており，相乗的に HDL 代謝の活性化が期待で

を有するという知見が基になっている．Nissen ら

きる．ニコチン酸は HDL-C を最も強力に増加させ

は急性冠症候群患者に rHDL の１つであるアポ A-I

る薬剤で血中 HDL-C を約 15 ～ 35 % 程度増加させ

Milano / リン脂質 (PL) 複合体 (ETC-216) を投与し，

る．ニコチン酸は脂肪細胞においてホルモン感受性

血管内超音波 (IVUS) にて冠動脈の評価したところ，

リパ－ゼ活性を抑制することにより FFA を低下さ

プラークの有意な退縮作用を認めること報告してい

せて肝臓での VLDL 合成を抑制し，また LPL 活性

3
る．
比較的少人数の試験ではあるものの，この前向

を亢進させる作用から HDL-C 上昇へ働くと考えら

き臨床試験の結果では ETC-216 が高用量スタチン

れている．

治療よりも優れたプラーク退縮効果を認めているこ

HDL をターゲットにした心血管病治療薬として

とが明らかにされている（図 1）4, 3, 5．また，HDL

CETP 阻害薬が現在最も臨床応用へ有望視されて

にはコレステロール排出作用以外に抗アポトーシス

おり，アナセトラピブ，エバセトラピブは現在本

作用，抗酸化作用や血管内皮組織の抗炎症作用の

邦にて第 3 相試験が進行中である． CETP は血中

ような多面的効果が報告されている． rHDL の主な

において，HDL 中のコレステロールエステル (CE)

作用も RCT の活性化に伴うコレステロール排出で

を VLDL, IDL, LDL 等の apoB 含有リポタンパクに

あるが，私たちは rHDL についてモデル動物におい

転送し，同時に apoB 含有リポタンパクから TG を

て HDL と同様に多面的な効果を示してきた．基礎

HDL へ受け渡す作用を有するタンパク質である．

的検討においては，アポ A-I あるいは類似ペプチド

CETP 阻害薬はこの CETP を阻害することで HDL

とリン脂質複合体である rHDL は強い細胞内コレス

中の CE 量を多く保つため，血中 HDL-C を 15％～

テロールの引き抜き作用を持っている反面，それと

5

を目指すことにより，rHDL と大きく異なったリ
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*

ら ABCA1 依存的に作用し，生体内にて HDL を自
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(iCE; inducible Cholesterol Efﬂux) ペプチドの開発に成
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功した (FAMP = Fukuoka University ApoA-I Mimetic
Peptide; 特許出願中 )11．このペプチドは Chroni らが
報告 12 しているヒトアポ A-I の C 末端が ABCA1 と

図2

の相互作用する重要な部位であるという結果から，

図 2. ヒト単球由来マクロファージにおけるアポ A-I お
よび合成 HDL の Cholesterol efﬂux に対する作用
rHDL; 再 構 成 HDL (POPC/ ア ポ A-I デ ィ ス ク ),
ETC-642; 合成ペプチド（22 アミノ酸 + リン脂質 ;
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3- Phosphocholine).
*, P<0.001 v.s. BSA 文献 6), 7) より改変

同部位のアミノ酸配列のままで 12 ～ 40 アミノ酸残
基からなるペプチドを合成したが，ヒトアポ A-I の
配列では最低でも 31 アミノ酸残基が必要であるこ
とが判明した．ヒトアポ A-I（196-219 部位）のア

同時に非特異的な経路を介したコレステロール引き

ミノ酸配列を基本としてより強固にαヘリックス構

抜き作用を持っている． ABCA1 が遺伝的に欠損し

造をとるようにさまざまな長さで，あらゆるアミノ

たタンジール病患者由来マクロファージにおいて

酸置換を行った数々のペプチドを合成し，コレステ

は，通常アポ A-I 依存性にはコレステロール引抜き

ロール引抜き活性を検討した結果，24 ～ 25 アミノ

は欠落しているため HDL が形成されないが，アポ

酸残基から成る数十種類の機能性ペプチド (FAMP)

A-I とは対照的にアポ A-I / リン脂質複合体や ETC-

を見出した．なかでも FAMP type-5 は，強固な両

642（アポ A-I ミメティックペプチド ／ リン脂質複

親媒性αへリックス構造を保持し，ABCA1 を介し

合体）などの rHDL は健常者と同等あるいはそれ以

たコレステロール efﬂux を増加することによって

上にコレステロールを引抜き抜く作用を持つことが

HDL（pre- β HDL）を新生することが明らかとなっ

明らかになっている（図 2） ．

た（図 3）．さらに in vitro において FAMP をヒト

6,7

血漿と 37℃でインキュベーションすると成熟した
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酸から構成される ATI-5261 も in vitro においてアポ

タンジール病

図3

図 3. ポ A-I および FAMP の Cholesterol efﬂux に対する作用
A：ヒト A172 細胞における Cholesterol efﬂux，B：CHOLDLA7 細胞におけるヒト ABCA1 遺伝子一過性発
現の Cholesterol efﬂux におよぼす効果，C：健常者
およびタンジール病患者からの末梢血単球由来マ
ク ロ フ ァ ー ジ に お け る FAMP の Cholesterol efﬂux
の比較．文献 13) より改変

A-I と同等以上にコレステロール引抜き作用を発揮
し，LDL 受容体欠損マウスやアポ Ｅ ノックアウト
マウスにおいて大動脈粥状硬化の有意な抑制効果を
示している 10．
私たちのグループでは，より生理的な HDL 治療

6

図4

局所に強く集積し，作用を発揮している事が明確に
大動脈総プラーク面積，％

60

な っ た 14． さ ら に , こ の 68Ga-DOTA-FAMP を PET /

P < 0.01
P = 0.05

CT トレーサーとして用いることによって，動脈硬

50
40

化プラーク PET イメージングがヒトおいて将来可能

30

になることを期待している．家族性高コレステロー

20
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ル血症モデル WHHL-MI ウサギにおいては，68Ga高用量 FAMP
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0

DOTA-FAMP トレーサーの動脈硬化プラーク in vivo
68
PET イメージングを成功させた．
Ga-DOTA-FAMP に

よるプラーク PET イメージングでは，正常 JW ウ
サギでは大動脈は全く描出されないことと対照的

図 4.

に WHHL-MI ウサギではプラーク部位を中心に 68Ga-

高脂肪食負荷アポ E ノックアウトマウスにおける
FAMP 16 週間治療による大動脈プラーク退縮効果．
文献 13) より改変

DOTA-FAMP トレーサーの集積が認められている 15．
現在，68Ga-DOTA-FAMP によるヒト動脈硬化プラー
ク PET イメージングの臨床試験を計画（2014 年 5 月

α HDL から pre- β HDL への転換が認められ，また

開始予定）準備中である．この HDL を標的とした

HDL の機能活性も増加することが明らかとなった．

動脈硬化プラーク PET イメージングの開発は世界初

この現症は efﬂux よって HDL が新生される経路とは

の試みであり，FAMP の治療薬としての側面だけで

独立して生じる pre- β HDL 新生作用と考えられて

はなく診断薬としての有用性も期待している．HDL

いる．

標的イメージングの最大の問題点としては，その標

アポ E ノックアウトマウスに高脂肪食を負荷し

的分子の詳細が明確ではない事にあるが，その点が

た動脈硬化モデルにおいて，FAMP の 16 週間（週 3

逆に最大の利点となる可能性も秘められている．つ

回，腹腔内投与）投与では HDL-C レベルの有意な

まり HDL が機能しなければならない局所をイメー

増加は認められなかったけれども，有意かつ顕著な

ジングできるという点である．これまでに多くの動

大動脈プラークの退縮効果が認められた（図 4） ．

脈硬化プラークに対する PET トレーサーが開発され

HDL-C の増加なしにプラークを退縮させるという一

た経緯があるが，いずれも臨床応用には至っておら

見矛盾したこの結果には，たいへん驚かせられたと

ず，糖の取り込みを標的とした FDG-PET が未だ主

同時に前述した HDL のコレステロール量ではなく，

流となっている．その理由の１つとしては，多くの

その組成には変化を与えていないのかという疑問が

トレーサーが動脈硬化部位に発現する特定分子に対

沸いてきた．そこで HDL の質的検討を行うとリポ

する抗体であるため，臨床応用が困難となるケース

蛋白 HPLC 解析において小粒子 HDL のフリーコレ

が多い．その点において HDL 標的イメージングの

13

ステロール量が有意に増加し，また HDL の efﬂux
capacity が有意に増加していた．これらのことから
FAMP は，in vivo においても原始 HDL つまり pre- β
ABCA1 依存性
cholesterol efflux

HDL の新生を増加させることによって HDL の機能
活性も増加させることが明らかとなった（図 5）
．

幼若 HDL, Pre-β HDL

さらなる興味として「FAMP は本当に動脈硬化局

成熟 HDL

所に作用して効果を発揮しているのか？」という
疑問である．私たちはキレーターを付加した FAMP
に 68Ga 放射線ラベルしたトレーサー（68Ga-DOTA-

抗動脈硬化作用

FAMP）を理化学研究所分子イメージングセンター

図5

と協同で開発した．この 68Ga-DOTA-FAMP の経静脈

図 5.

投与では，動脈硬化ウサギでの大動脈プラーク組織
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心血管病態における低酸素センサーの役割とその治療応用
慎司１、 冨田

松永

紀子２、 冨田

修平１

１

鳥取大学医学部分子薬理学分野
鳥取大学医学部病態情報内科学分野

２

要旨
脊椎動物の血管系は、酸素や栄養素を生体全ての細胞に送達する重要なシステムである。低酸
素誘導因子 Hypoxia-Inducible Factor 1 (HIF-1) は、低酸素や虚血状態での血管応答の司令塔的制御
分子であり、血管形成や血管新生更には骨髄由来血管形成細胞の動員や遊走などに関わる 100 以上
の遺伝子を制御する転写因子である。本総説では、HIF-1 の血管に対する恒常性維持や血管病への
関与、さらには最近の前臨床モデルにおける HIF-1 を標的とした治療戦略についても概説する。

キーワード

低酸素、虚血性病変、HIF、PHD 阻害剤

はじめに：酸素と血管機能維持

低酸素は HIF-1 の転写活性として
核内に伝達される

胎児の発達や成人の生体の恒常性維持は、酸素と
栄養素をヒトの約 60 兆個の細胞へ供給することに

HIF-1 は、多細胞生物において遍在的に発現して

依存している。末梢局所への酸素供給は、一過性の

いる転写因子で、低酸素や虚血条件に応答するヘ

既存血管の拡張により、また血管新生や既存血管の

テロ二量体を形成する。HIF-1 は、酸素分圧に依存

血流増加に伴うリモデリングを通して、血液循環シ

した発現を示す HIF-1 αと恒常的に発現する ARNT

ステムを介して調節されている。まず、低酸素と

（HIF-1 β）の２種類のサブユニットより構成され

は、酸素濃度が周囲より低い状態として定義されて

る。通常酸素分圧下では、HIF-1 αは酸素とα - ケ

いる。即ち、虚血環境では周囲組織の循環血流量が

トグルタル酸を基質としたプロリン -4- ヒドロキシ

減少した結果、利用できる酸素が組織の代謝などの

ラーゼ（prolyl-4-hydroxylases； PHD）によってヒド

機能を保つには不十分な状況といえる。本総説では、

ロキシ化を受けたプロリン残基を介してプロテア

生理学的および病態生理学的に観られる組織灌流に

ソーム分解を受ける。つまり、HIF-1 αのヒドロキ

おける低酸素誘導因子（Hypoxia-Inducible Factor-1；

シ化されたプロリン残基は、von Hippel-Lindau タン

HIF-1) の役割について最近の知見を述べる。また、

パク質と結合することにより E3 ユビキチンタンパ

HIF-1 を標的とした治療戦略の可能性について言及

ク質リガーゼの動員を引き起こし、結果的に HIF-1

する。

αのユビキチン化とそれに引き続くプロテアソーム
分解を受ける。また、別のヒドロキシラーゼである
FIH-1 は、HIF-1 αのアスパラギン残基のヒドロキ
シ化を介して HIF-1 αと転写活性化補助因子 CBP/
p300 との結合を妨げる。低酸素条件になると、プ
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ロリン及びアスパラギンのヒドロキシラーゼ活性

して、妊娠中期には胎生致死となることが分かって

が阻害され、HIF-1 α蛋白質の細胞内蓄積と転写活

いる。即ち、脈管形成より後の発達過程における血

性の急激な増加が引き起こされる。蛋白質として

管新生と動脈形成に HIF-1 シグナルは重要であるこ

安定化した HIF-1 αは核へ移行して ARNT と二量

とが分かる。その過程は血管新生サイトカインと多

体を形成し、その標的遺伝子の転写調節エンハン

様な血管構築細胞に発現するそれらの受容体のネッ

サー領域である低酸素応答性領域（hypoxia response

トワークを介する。

elements； HREs） に 結 合 す る。HREs は 主 要 な
HIF-1 α結合部位の 5’-(A/G)CGTG-3’ヌクレオチ

１ 血管新生：虚血組織における血管構築細胞の活性化

ド配列を含んでいる。百数十もの直接的な HIF-1 α

低酸素は、血管新生を誘導する主要な生理的刺激

標的遺伝子が同定されており、これらの遺伝子の多

であり、細胞は、そのような低酸素刺激に対して

くが血管の緊張、血管新生および動脈形成などの血

十分な酸素供給を得るために、血管新生を誘導促

管機能維持に関与する蛋白質をコードしている。な

進する応答経路として HIF-1 転写活性を介する伝

お、血管内皮細胞では、HIF-1 は低酸素条件下の数

達経路を備えている。HIF-1 シグナルを介して発現

百遺伝子の発現を調節することが報告されている。

誘導される血管新生関連分子には、血管内皮増殖
因子（vascular endothelial growthFactor； VEGF）、間

血管形成及び機能維持機構における
HIF-1 の役割

質細胞由来因子 1（stromal derived factor 1； SDF1）、

血管形成と生理的な血管リモデリングは、以下

板由来増殖因子 B（platelet-derived growth factor B；

の３つの異なるメカニズムによって生じる。（１）

PDGFB）と幹細胞因子（stem cell factor； SCF）な

脈管形成：胚発生期にみられる血管前駆細胞（血

どがある。これらの因子は血管形成に関わるリガン

管芽細胞）からの de novo 機構を介する血管構築

ド－受容体を基盤としたネットワークを形成して

（vasculogenesis）、（２）血管新生：既存血管からの

おり、それぞれの状況に応じて細胞特異的に HIF-1

アンジオポエチン 2（angiopoietin 2；ANGPT2）、胎
盤 成 長 因 子（placental growth factor； PGF）、 血 小

新規血管の分枝による血管構築（angiogenesis）、
（３）

転写活性を介して発現することにより血管新生を

動脈形成：既存動脈の管腔直径増大による血流増加

促 進 さ せ る（VEGF は VEGFR1/VEGFR2、SDF1

から生じる血管リモデリング（arteriogenesis）
、であ

は CXCR4、ANGPT2 は TIE2、PGF は VEGFR1、

る。これまでの報告によると、HIF-1 α欠損マウス

PDGFB は PDGFR α /PDGFR β、 そ し て SCF は

は適切な脈管形成が生じるが、初期の血管網は退縮

C-KIT に対して結合する）。即ち、これらの受容体

表１ HIF は血管新生誘導因子を組織的に発現制御することにより血管新生の誘導に寄与する

HIF誘導血管新生誘導因子

受容体

作用

SDF-1
SCF
PLGF

CXCR4
C-KIT
VEGFR-1

VEGF

VEGFR1, VEGFR2

EPO

EPOR

ANGPT1

Tie2

ANGPT2

Tie2

PDGFB

PDGFR

MSC,BMDAC動員・リクルートなど
MSC,BMDAC動員・リクルートなど
MSC,BMDAC動員・リクルートなど
MSC,BMDAC,EPC動員・リクルート、血管内皮細胞の増殖・
生存・活性化など
MSC,BMDAC,EPC動員・リクルート、血管内皮細胞の増殖・
生存・活性化など
EPC動員・リクルート、血管内皮細胞の増殖・生存・活性化、
血管内皮細胞・血管平滑筋細胞相互作用の調整など
EPC動員・リクルート、血管内皮細胞の増殖・生存・活性化、
血管内皮細胞・血管平滑筋細胞相互作用の調整など
血管内皮細胞・血管平滑筋細胞相互作用の調整など

表１ HIFは血管新生誘導因子を組織的に発現制御することにより血管新生の
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誘導に寄与する

は、血管内皮細胞、血管周囲細胞、平滑筋細胞表面

このことは、動脈結紮後、虚血部位へと誘引され

に発現しており、組織周囲に発現分泌されるサイト

る CACs が、リモデリング後の血流増加した側副血

カイン（リガンド）によって活性化されることによ

管を通過するのに都合が良い。また、リモデリング

り既存の血管から新たな血管の血管形成萌芽を促

前の動脈結紮により発生するずり応力の増加は、血

す。それらの多くの受容体は血管内皮細胞に発現し

管再構築を惹起する刺激として重要と考えられてい

ており、低酸素誘導性血管新生サイトカインに応答

る。同時に、MCP1 は動脈結紮後の虚血筋肉組織に

する。これまでの研究で、これらの応答のほとんど

おいて高度に誘導されることが分かっている。また、

が HIF-1 αノックアウトヘテロ（Hif-1 α +/-）マウ

老化や糖尿病では、骨髄由来の CACs の動員と虚血

スで著しく損なわれることが分かっている。従って、

部位へのリクルートの阻害が起こり、側副血管の再

HIF は、血管新生誘導因子を組織的に発現制御する

構築が抑制されることが報告されている。これらの

ことにより血管新生の誘導に寄与するといえる（表

ことを勘案すると、動脈形成反応の惹起機構には、

１）。

生体内の分子機構と物理的な刺激の双方の関与が重

２

要であると考えられる。事実、HIF-1 は両方のプロ

循環血液中の血管新生誘導細胞の役割

低酸素により誘導される血管新生に関与するサイ

セスに関与することがこれまでに報告されている。

トカインは、既存血管を構築する細胞の活性化のみ

しかしながら、上述の多くの結果は、動脈結紮実験

ならず、骨髄など離れた部位からの血管新生誘導

のような急性発症モデルによる研究結果であり、閉

細胞の動員にも寄与する。これらサイトカインに

塞性動脈硬化症のような末梢動脈の慢性進行性疾患

よって動員される循環血液中の血管新生誘導細胞

に対して、血管形成の観点よりどれほど有効な情報

（circulating angiogenic cells；CACs）は、血管内皮前

が得られるかについては今後の更なる研究が必要で
ある。

駆細胞（endothelial progenitor cells； EPCs）、造血幹
細胞前駆細胞、間葉系幹細胞を含むヘテロな骨髄由

心筋虚血による冠動脈側副血管形成と
HIF-1

来の細胞集団である。CACs は、（１）VEGFR2 また
は CXCR4 のような血管新生サイトカインに対する
受容体発現、
あるいは、
（２）stem cell antigen 1 (Sca1)、
CD34、または CD117 (c-KIT) のような前駆細胞マー

心 筋 梗 塞 な ど の 冠 動 脈 疾 患（coronary artery

カーにより同定されている。また、CACs は虚血組

disease； CAD）患者では、側副血行路が発達する。

織の血管周囲へと動員され、サイトカインを分泌す

側副路のある CAD 患者では、側副路をもたない

ることにより血管構築細胞の活性化を通して血管新

CAD 患者に比較して単球における血管内皮増殖因

生に寄与する。従って、虚血組織への CACs の動員

子 VEGF の発現量が高いことが分かっている。ま

は、血管新生にとって重要であると考えられている。

た、興味深いことには、HIF1A 遺伝子の 582 番目コ
ドンがプロリンからセリンへ置換（P582S）される

３

動脈形成（側副血管リモデリング）

一塩基遺伝子多型（single-nucleotide polymorphism；

虚血組織において、低酸素が HIF-1 により誘導さ

SNPs）の頻度が、CAD 患者では 5 倍高い １。また

れる血管形成反応の引き金であることは明らかであ

別の調査では、P582S アレルを含む 3 種の HIF1A

るが、側副血管のリモデリング（再構築）などの動

遺伝子の SNPs の頻度は、心筋梗塞患者に比してそ

脈新生反応の惹起機構はまだ十分理解されていな

の前段階である安定型労作性狭心症患者において有

い。一般的に、動脈形成が生じる周囲組織が低酸素

意に増加していることが報告されている 2。これら

とは考えにくいが、動脈形成における低酸素の重要

の HIF1A 遺伝子 SNPs 変異は HIF-1 活性の減少を示

性についてはまだ議論の余地が残されている。動物

しており、虚血症状の早期発症について、側副路の

実験において、動脈結紮後に血管新生が動脈形成と

形成や病態進行に先行する臨床評価指標に有用かも

同時または先行して生じることが確認されている。

しれない。また最近、CAD 患者において、白血球

その場合、血管新生は動脈形成部の遠位で生じる。

の HIF-1 α増加と冠動脈側副血行路形成との相関が
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示されている。

Prolyl hyd ro xylase
(PH D )

D im eth ylo xalylg lycine
(D M OG)

DMOG前処置

老化と糖尿病は、HIF-1 の機能阻害を
介して虚血誘導性血管形成を障害する

皮弁モデル作製
HIF-α

粥状動脈硬化症に罹患する 50 歳以上の患者では、
進行性の重症末梢動脈虚血のリスクが高くなる３。

血管新生

マウスにおいても、老化は大腿動脈結紮後の下肢

アポトーシス

皮弁生存率

灌流の回復障害と関連しているとされている。さ
対照群

らに Hif-1 α +/- マウスでは、重症虚血組織障害を

DMOG処置群

PHD阻害剤（DMOG）は虚血皮弁組織生存領域を拡大に寄与する
図１.図１PHD
阻害剤（DMOG）は虚血皮弁組織生存領域
を拡大に寄与する

伴う老化したものにおいて、野生型同腹子と比較
して灌流回復の障害が示されている。このことは、
大腿動脈結紮後の虚血性下肢において、ANGPT1、
ANGPT2、PGF、SCF、SDF1、VEGF のような血管

る 6。これらの試薬は、PHD の阻害により作用して

新生因子の転写制御を司る HIF-1 αの発現が抑制さ

いると考えられている。即ち、塩化コバルトは、ヘ

れることと関連しているとされている。事実、年

ム蛋白質である PHD の酵素触媒部位で Co2+ と Fe2+

齢依存的な創傷治癒障害は、ヒトや 2 型糖尿病の

を置換することにより HIF-1 活性を誘導している。

モデルである Lepr

マウスなどでみられ、老齢の

一方、デフェロキサミンは Fe2+ 利用率を低下させ

Leprdb/db マウスの切除術痕では対照の若いマウスに

ることで PHD 活性を抑制し、HIF-1 活性を誘導す

比べ HIF-1 α、ANGPT2、PDGF-B、PGF、VEGF の

る鉄キレート剤である。また、ジメチルオキサリル

db/db

４

転写産物量が有意に低下している 。その結果とし

グ リ シ ン（DMOG） は PHD 活 性 を 阻 害 し、HIF-1

て血管形成が不十分となり、創傷治癒障害となる。

の酸素依存性分解を阻害するα - ケトグルタル酸の

また、血管合併症を伴う 2 型糖尿病マウスでは血液

競合的拮抗剤である。一例として、虚血皮弁モデル

中の CACs は減少しており、さらに大腿動脈結紮後

マウスに DMOG を腹腔内投与すると、虚血誘導性

５

の CACs の動員と灌流回復は高度に障害されている 。

EPC 動員、皮弁血管新生の改善、虚血領域の細胞

従って、糖尿病や老化による血管形成不全は、臨床

の抗アポトーシス亢進を介して、虚血性皮弁の皮弁

現場で観られる解決すべき点である。

壊死領域の減少がみられた（図１）7。

虚血組織における
HIF-1 活性上昇による治療戦略

２

遺伝子治療

恒常的活性型 HIF-1 α DNA プラスミドベクター
を Leprdb/db マ ウ ス 皮 膚 へ 形 質 導 入 す る こ と に よ

虚血により誘導される血管リモデリングにおいて

り、 皮 膚 の HIF-1 α、ANGPT2、PDGF-B、PLGF、

HIF-1 が重要であることや、その HIF-1 活性が老化

VEGF の mRNA レベルを有意に増加させ、その結

や糖尿病の状態によって抑制されることから、現在

果として血管新生と皮膚切除傷の治癒率をも有意

HIF-1 活性を増加させる治療戦略の有用性が考えら

に増加させることができる 8。例えば、大腿動脈結

れている。

紮術を行った Leprdb/db マウスにおいての虚血筋肉組
織への恒常的活性型 HIF-1 αの導入は、末梢血で

１

薬物学的戦略

の CACs 動員、動脈血管径と血管密度の増加を介し

培養細胞実験では、HIF-1 の活性は、塩化コバ

て、四肢灌流、組織生存率、運動機能を有意に上昇

ルトまたは鉄キレート剤デフェロキサミン暴露に

させることが分かっている５。また、その虚血組織

より、αサブユニット蛋白質の安定化、HIF-1 の

への遺伝子導入は、CD3 陽性 T リンパ球とミエロ

DNA 結合そしてその転写のレベルにおいて増強す

ペルオキシダーゼ陽性細胞（好中球）の浸潤数を減
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少させ、一方で F4/80 陽性（骨髄球性）細胞の増加

る。血管新生治療において HIF-1 を治療標的にする

を促進させることが報告されている。このことから

ことが有効である理由は、HIF-1 が多様な血管新生

F4/80 陽性細胞は血管新生誘導特性を持っているこ

誘導因子を協調して誘導することにある。さらに、

とが示されている 。これは、虚血組織への HIF-1

前臨床実験データは、恒常的活性型 HIF-1 αの一過

遺伝子導入が、虚血筋肉へ浸潤する炎症性細胞集団

性局所発現が、慢性閉塞性動脈硬化、糖尿病性潰瘍

構成をマクロファージ優位に変換し、組織生存率保

または非治癒性創傷患者において有効な血管新生反

護を促進する動脈形成と血管新生性の効果に寄与す

応を十分に誘導するということを示唆している。勿

ることを示唆している。

論、全身的な HIF-1 活性化と関連する毒性や副作用

9

の可能性に対する懸念については今後の課題となる
３

遺伝子治療と細胞治療の併用

が、限局的治療法においてはその問題も軽減される。

虚血性障害に対する骨髄細胞治療の応用について
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

抗不整脈薬の臨床薬物動態学
志賀

剛

東京女子医科大学循環器内科

要旨
抗不整脈薬は強力な薬理作用を有している反面、安全域が狭いため古くから薬物動態とその効
果に関する検討が行われてきた。各抗不整脈薬により、その薬物動態は異なる。抗不整脈薬の肝代
謝にはチトクロム P450 (CYP)2D6 あるいは 3A4 が寄与することが多い。日本人では CYP2D6 の活
性が低い人がおり、CYP 2D6*10 という変異遺伝子が原因といわれている。また、CYP2D6 の薬物
代謝速度には飽和現象があり，非線形の薬物動態をとる薬がある。一方、腎排泄率の高い薬は腎障
害例や高齢者で血中濃度が上昇する可能性があり、注意が必要である。アミオダロンとベプリジル
は複雑な薬物動態を呈し、その予測は難しい。このようなとき、薬物血中濃度モニタリングを用い
た投与設計が有用である。

キーワード

抗不整脈薬 , 薬物動態 , 薬物血中濃度モニタリング、相互作用、腎障害

はじめに

療を行ううえで役立つと思われる。抗不整脈薬は強
力な薬理作用を有している反面、重篤な副作用もあ

薬物療法の原則は有害反応を防ぎながら最大の薬

り単なるさじ加減では管理が難しい面がある。抗不

理効果を上げることである。近年、薬物の適正使用

整脈薬の分野ではジゴキシン、キニジンに代表され

が唱えられ、より科学的な薬物療法の確立が望まれ

るように古くから薬物動態の検討が行われ、薬物血

ている。薬物反応には年齢、性別、遺伝的差異、環

中濃度モニタリング（Therapeutic drug monitoring、

境因子、食事，生活習慣、基礎疾患、併用薬など様々

TDM）を治療に応用してきた歴史がある。ここでは、

な因子が影響する（図 1） 。

抗不整脈薬を理解するうえで必要な薬物動態学と各

1

このため生体内での薬物の流れ・運命（薬物動

抗不整脈薬におけるその特徴を概説する。

態）と効果を理解することはより安全で効果的な治

心不全

妊娠

肝機能・肝疾患
炎症
腎機能・腎疾患
他の併存疾患

肥満
年齢
性別

抗不整脈薬を使用する際に知っておく
べき薬物動態学

人種差
遺伝的背景
環境因子

1. 薬物の吸収（absorption）

食事
薬物相互作用

薬物動態

血管内投与は薬物が直接循環血液中に入るため、
最も確実な投与法である。しかし、経口投与など血

薬力学

管外投与は循環血液中に入るまでにはいくつかの関
門を通過しなければならない。経口投与では腸管で

薬物反応の個体間・個体内変動
コンプライアンス

図１.

吸収された後、門脈に入り、肝臓を経て循環血液中

プラセボ効果

に入る。臨床では循環血液中に入るまでの過程を含

図1.薬物反応の個人差・変動に関与する因子 文献 1)より
薬物反応の個人差・変動に関与する因子
文献 1) より

めて吸収という。投与された薬物が循環血液中に到
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表１. 抗不整脈薬の薬物代謝に関与するチトクロム P450 －代表的な基質、阻害薬と誘導薬－

分子種

基質

阻害薬

誘導薬

CYP 1A2

プロプラノロール、
メキシレチン

キノロン系抗菌薬、
シメチジン

CYP 2D6

アプリンジン、フレカイニド、
メキシレチン、プロパフェノン
β遮断薬、ベプリジル

アミオダロン、
シメチジン、
ハロペリドール

CYP 3A4

ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、

アミオダロン、
フェノバルビタール、
ジルチアゼム、
リファンピシン、
マクロライド系抗菌薬、
フェニトイン、
抗真菌薬（イミダゾール） カルバマゼピン
シメチジン、
グレープフルーツジュース

アミオダロン、ジソピラミド、
リドカイン、ベプリジル、
キニジン、
ジルチアゼム、ベラパミル

達する程度を生物学的利用率（bioavailability）とい

（喫煙）

硫酸抱合、アセチル抱合などの抱合反応であり、薬

表1. 抗不整脈薬の薬物代謝に関与するチトクロムP450
い、吸収率と考えて良い。
物によりその代謝様式は異なる。CYP はいくつか
－代表的な基質、阻害薬と誘導薬－
の分子種に分かれ、各薬物がどの酵素により代謝を

2. 薬物の分布（distribution）

受けるか分かっている 2。また、併用する薬物によっ

薬物は循環血液中に入ると体内の諸臓器・組織に

ては特定の酵素の活性を低下させたり（酵素阻害）、

移行する。分布容量（apparent volume of distribution,

高めたり（酵素誘導）することがあり、相互作用の

Vd）は薬物がある血中濃度で体内に一様に分布す

原因ともなる。表 1 に抗不整脈薬の代謝に係わる

ると仮定したときの容量を示したものであるが、あ

CYP と代表的な薬を示す。

くまで架空のものとして想定されており実際の臓器
や組織の容積とは一致しない。Vd の大きな薬物は

4. 薬物の除去（elimination）

組織移行性が良く、血中濃度は低くなる。

薬物の体内からの除去は主に肝臓からの代謝と腎
からの排泄による。薬物の除去は薬物が生体内に分

■薬物の蛋白結合

布すると同時に始まる。消失（除去）半減期（half-

薬物は、程度の差はあるが血漿蛋白と結合する。

life, t1/2 ）とは血中濃度が 1/2 の濃度に下がるまでに

薬理効果は蛋白と結合していない遊離型により発現

要する時間である。

するため , 血漿中の蛋白結合の程度が変化し , 遊離
型と結合型の比率が変われば , 同じ血中濃度でもそ

■定常状態

の効果は異なってくる。とくに蛋白結合率の高い薬
物では血中蛋白量の変化や炎症などで蛋白結合率が

4.00

ジゴキシン 0.25mg/日
ベラパミル 240mg/日

変化すると、たとえ小さな変化であっても薬理効果
3.00

血清中ジゴキシン濃度

は大きく変わる可能性がある。
3. 薬物の代謝（metabolism）
代謝は、生体内に入った脂溶性の薬物を体外に排
泄するため、水溶性にする過程である。薬物代謝に

ジゴキシン＋ベラパミル
2.00

1.00
ジゴキシン
0

は大きく 2 種の反応がある。第 I 相反応は酸化、還元、

0

2

4

6

8

10

12

服薬後時間（時）

加水分解などでチトクロム P450 酵素（CYP）によ

図 2.

り代謝を受ける。第 II 相反応はグルクロン酸抱合、
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ジゴキシンの血中薬物動態におよぼすベラパミルの影響
図2 ジゴキシンの血中薬物動態におよぼすベラパミルの影響
文献 3)より
文献 3) より

表 3. 主な抗不整脈薬の薬物動態パラメーター

り、ジゴキシンに代表されるような P- 糖蛋白とい

薬物が反復投与あるいは持続注入されるとあると

うトランスポーターを介した系もある。プロカイン
ころで定常状態（steady state）に達する。消失半減
表3 主な抗不整脈薬の薬物動態パラメーター
期は定常状態に達するまでの時間を推定でき、臨床

アミドやピルシカイニドはカチオン輸送系から排泄

的に有用である。通常、同一の容量・間隔で反復投

される。また、P- 糖蛋白はキニジン、ベラパミル、

与すると消失半減期の 5 倍を経過したところで定常

アミオダロンなどにより阻害を受けるため、これら

状態に達するといわれ、消失半減期の 3 倍で定常状

の薬とジゴキシンを併用すると P- 糖蛋白によるジ

態の 90% の血中濃度に達するといわれている。例

ゴキシンの排泄が抑制されることでジゴキシンの血

えば、ジゴキシンは消失半減期が約 39 時間である

中濃度が上昇する 2,3。（図２）

ため、ジゴキシンを 24 時間間隔で反復投与を行う

抗不整脈薬の尿中未変化体排泄率（腎排泄率）を

と 5 日目には定常状態の 90% の血中濃度に達し、8

みると、アミオダロン、アプリンジン、プロパフェ

日目には定常状態となる。

ノンなどは腎排泄が少ない薬であるが、ピルジカイ

■薬物の腎排泄

ニド、ソタロール、ジゴキシン、シベンゾリンなど

薬物の腎排泄には糸球体濾過と尿細管分泌の大き

は腎排泄が大きい薬といえる。後者では腎機能障害

く 2 つの経路がある。糸球体濾過では蛋白と結合し

者、高齢者に使用する際、投与量や投与間隔の調節

ていない遊離型薬物が排泄される。一方、尿細管分

（投与設計）が必要となる。（図 3）

泌には薬の酸性・塩基性という性質からアニオン（陰
イオン）輸送系とカチオン（陽イオン）輸送系があ
ピルシカイニド
ソタロール
シベンゾリン
ジソピラミド
プロカインアミド
フレカイニド
ピルメノール
キニジン
メキシレチン
リドカイン
プロパフェノン
アプリンジン
アミオダロン
0%

図 3.

■腎障害時の薬物投与設計

86%
75%

Ｇ ＝ 1－fu×（1－CCr／CCr）

65%
65%
60%

fu： 尿中未変化体排泄率
CCr： 患者のクレアチニンクリアランス（mL/分）
CCr： 正常腎機能クレアチニンクリアランス（＝100mL/分）

40%
30%
18%
10%
8%
3%
1%
1%

①投与間隔を一定にして投与量を変更する場合

D’ ＝ D×G
②投与量を一定にして投与間隔を変更する場合

T’ ＝ T／G
50%

100%

図3 抗不整脈薬の腎排泄率（尿中未変化体排泄率）
抗不整脈薬の腎排泄率（尿中未変化体排泄率）

表 2.
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腎障害時の投与設計－
Giusti-Hayton
の方法
表2. 腎障害時の投与設計－
Giusti-Haytonの方法

腎障害例での投与量・投与間隔の簡便な調整法と

での初回通過効果を抑え、生物学的利用率が 83%

しては，Giusti-Hayton の方法がある 。（表 2）たと

と高く、経口投与を可能とした。主に肝臓で代謝を

えば、クレアチニンクリアランス (Clcr)30 mL/ 分の

受けるが肝クリアランスは肝血流量には依存せず、

患者に対して正常腎機能患者にジゴキシン [ 尿中未

肝固有クリアランスにより著しく影響を受ける（代

変化体排泄率 (fu)：0.70]0.25 mg の１日１回投与を

謝能依存性薬物）。よって肝硬変時は肝での薬物除

行う場合と同じ効果を得るためには，G ＝ 1 － 0.70

去能（固有クリアランス）が低下するため、メキシ

× 0 － 30/100) ＝ 0.51 で，1 日 1 回投与で投与量を

レチンの肝クリアランスは低下し、減量が必要とな

変更する場合には 0.25 mg × 0.51 ＝ 0.28 mg となり、

る。

4

投与量を半量にする。投与量を 0.25mg にして投与
間隔を変更する場合には 24 時間 /0.51 ＝ 47 時間と

3. プロカインアミド

なり，投与間隔を２日に１回とすればよい。ただし、

プロカインアミドは消失半減期が 3 ～ 4 時間で、

これはあくまでも目安であり，TDM を行なって確

約 60% は未変化体として腎から排泄され、約 40%

認する必要がある。

が肝でアセチル化を受け活性代謝物である N- アセ
チルプロカインアミド (NAPA) となる。NAPA はプ

各抗不整脈薬の薬物動態学的特徴

ロカインアミドと同等の薬理活性を有し、腎から排
泄される。消失半減期がプロカインアミドより長い

代表的な抗不整脈薬の薬物動態学的特徴を述べ

ため（6 ～ 10 時間）、TDM の際は両者を測定する

る。（表 3）これらは , 心不全 , 腎不全 , 肝不全など

必要がある。両者とも消失半減期が比較的短いため ,

の病態により変化するため , 抗不整脈効果をモニタ

投与回数が 1 日最低 3 ～ 4 回は必要となる。なお、

リングしながら薬物動態を加味した投与設計を行う

腎不全時には両者とも血中濃度が上昇する。

ことを勧める。このことは主効果のみならず副作用
回避にも重要である。抗不整脈薬の有効性評価に血

4. ジソピラミド

中濃度の情報は必ずしもいらないかもしれない。し

ジソピラミドは 50 ～ 60％が未変化体として腎か

かし、安全性については薬が有害事象の原因となっ

ら排泄され、残りは肝で代謝される。よって腎障害

ているのか、あるいは副作用のリスクを注意しなけ

時は減量する必要がある。また、ジソピラミドは血

ればいけないレベルにあるのか、血中濃度の情報を

中濃度が高くなるほど蛋白結合率が小さくなる（濃

含めた総合判断が必要になる。

度依存性）特徴を有する。このことから総濃度の上
昇は小さくても遊離型の濃度が大きく上昇し、薬理

1. リドカイン

効果が強く発現する可能性がある。

リドカインは肝での初回通過効果が大きく、消失
半減期が短いことより静注薬しかない。ほとんどが

5. キニジン

肝で代謝をうけ、肝血流量に大きく依存する。とく

キニジンは吸収が良く、蛋白結合率が約 80% と

に心不全など刻々と病態が変化する際にはクリアラ

高い。キニジンのほとんどが肝代謝を受け、数種の

ンスが大きく変化する。また、リドカインは蛋白結

代謝物になる。そのうち 3- ハイドロキシ (OH) キニ

合率が 70% でアルブミンやα1- 酸性糖蛋白に結合

ジンがキニジンとほぼ同等な薬理活性を有してい

する。急性心筋梗塞時にはα1- 酸性糖蛋白が上昇し、

る。腎機能障害時や心不全時にはキニジンのクリア

蛋白結合が増加するためリドカインの遊離型が減少

ランスが減少するため減量が必要となる。

することよりその薬理効果が減弱し、より多くの用
6. プロパフェノン

量を必要とすることがある。

プロパフェノンは主に肝にてチトクロム
P450(CYP)2D6 で代謝され、初回通過効果を受ける。

2. メキシレチン

主代謝物である 5- ハイドロキシ (OH) プロパフェノ

メキシレチンはリドカイン類似物でありながら肝
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図4 アプリンジンの投与量と血中濃度との関係 （n=5）
アプリンジンの投与量と血中濃度との関係（n=5）

図 5.

インタビューフォームより

インタビューフォームより

フレカイニド投与量と血中濃度の関係
文献 5) より
図5. フレカイニド投与量と血中濃度の関係
文献 5)より

フ レ カ イ ニ ド は 尿 中 未 変 化 体 排 泄 率 が 40% で
ンは活性代謝物でプロパフェノンの約 2 倍の薬理活

あ り、 残 り が 肝 代 謝 を 受 け 不 活 性 化 す る。 主 に

性を有する。また、プロパフェノンの代謝には飽和

CYP2D6 で代謝され、日本人では代謝活性が高くな

現象があり、ある投与量以上ではプロパフェノン

い中間型の遺伝背景 (2D6*10) を有している例が多

/5-OH プロパフェノンの比が 1 を超える。これは個

いことがわかっており、常用量であっても血中濃度

人差が大きく、プロパフェノンのみならず、5-OH

が高い例がいることに留意しておく 5。（図 5）

プロパフェノンを含めた TDM を行う。
11. ピルシカイニド
7. アプリンジン

ピルシカイニドは尿中未変化体排泄率が 75 ～

生 物 学 的 利 用 率 は 90 ％ と 良 く、 大 部 分 が 肝

82% とそのほとんどが腎排泄であり、主に糸球体

（CYP2D6）で代謝される。主要代謝物は 2 種類の

濾過と尿細管（カチオン輸送系）分泌を介している。

ハイドロキシアプリンジンとデスエチルアプリンジ

消失半減期が 4 ～ 5 時間と短く、作用時間が短い。

ンであり、後者は薬理活性を有するが、血中にほと

腎機能障害時や高齢者では減量が必要となる。

んど検出されない。 アプリンジンは常用量で血中
濃度が非線形の関係を示すため用量を増やすと急激

12. ソタロール

に血中濃度が上昇することがある。（図 4）

ソタロールはラセミ体で l- ソタロールは d- ソタ
ロールよりβ遮断効果（非選択的）が強い。しかし、

8. シベンゾリン

K チャンネル遮断効果は l- ソタロールおよび d- ソ

シベンゾリンの生物学的利用率は 92% と消化管

タロールとも同等である。ソタロールの K チャネ

吸収がよく、尿中未変化体排泄率が 65% と高いこ

ル遮断効果は用量・血中濃度依存性に認められるが、

とから腎障害時や高齢者では過度の効果出現、催不

β遮断効果は K チャネル遮断効果と異なり低用量・

整脈作用の危険性があり、低用量から使用する。

血中濃度からも大きく認められる 6。（図 6）

9. ピルメノール

13. アミオダロン

生物学的利用率が 82% と良く、尿中未変化体排

アミオダロンは生物学的利用率が 35% と低く、

泄率も 23 ～ 27% で残りは肝代謝を受ける。主要代

消化管吸収が不完全である。さらに脂肪への分布が

謝物は M-2 であり、ピルメノールと同等の薬理活

著明で分布容量が 66 l/kg と大変大きく、消失半減

性を有しているが、消失半減期が短く、M-2 の血中

期が 14 ～ 107 日と長い特徴がある。この薬物動態

濃度がピルメノールの 1/10 以下であり、薬理効果

の特性から定常状態により早く達し、臨床効果の早

には影響はないと考えられる。

期発現を期待する目的からアミオダロンには初期負
荷投与の考えがある。代謝物であるデスエチルアミ
オダロンもアミオダロンと同等の薬理活性を有し、

10. フレカイニド
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運動時心拍数減少率 (%)
C x Rmax
R＝
C + C50

% QTc

14. ベプリジル

50
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40

115
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110

く、完全に肝代謝（CYP2D6, 3A4）を受け消失半減

20

105

期（β相）が長い。200mg/ 日 分 2 で定常状態に達

100

するのに約 3 週間要する。また連投後の消失半減期

Rmax 51.1％
C50 804 ng/ml

10

r ＜ .787
p ＝ .001
1000 2000 3000 4000 5000
血漿中濃度（ng/ml）

図 6.

ベプリジルは肝での初回通過効果を受け、生物学
P ＜ .001
r ＝ .642

的利用率は約 60% である。蛋白結合率が 99% と高

は約 80 時間にまで延長し、中止後も体内からの消

1000 2000 3000 4000 5000
血漿中濃度（ng/ml）

失に時間がかかり血中濃度を含めた注意深い観察が

血漿中ソタロール濃度とβ遮断効果、K
チャネル遮断効果
図6. 血漿中ソタロール濃度とβ遮断効果、Kチャネル遮断効果
文献 6) より
文献 6)より

必要と思われる。べプリジルはアミオダロンと同様
に薬物動態が複雑であるため、同じ投与量であって

消失半減期もやや長い。

も血中濃度の個人間のばらつきは大きい。

アミオダロンの薬理作用は急性作用と慢性作用と

ベプリジルは Ca チャネルに分類されるが、Na

では異なり、急性作用は Na チャネル、L 型 Ca チャ

チャネルや K チャネルを抑制するため QT 延長の

ネルの遮断作用が主で K チャネル遮断作用もある

リスクがある。自験例で過度な QTc 延長（QTc>0.50）

が遅延整流 K チャネルの速いコンポーネント（Ikr）

を来した例は、血中濃度が 800 ng/ml を超えていた 8。

を抑制する作用が強い。しかし、慢性効果では K チャ

また、そのクリアランスは加齢とともに低下する可

ネル遮断作用が主で、とくに遅延整流 K チャネル

能性があり、高齢者では低用量化と血中濃度の確認

の遅いコンポーネント（Iks）を抑制する作用が強い。

が必要かもしれない 9。

よって、静注を行って血中濃度を上げてもその効果
はアミオダロン長期治療の薬理効果とは違い、心電

15. ジゴキシン

図パラメーターをみても QT 間隔はほとんど延長し

ジゴキシンは、安全域と中毒域が接しており、血

ない。

中濃度あるいは生体・病態の変化で副作用（ジギタ

アミオダロンの血中濃度と抗不整脈効果に明らか

リス中毒）が出現する。ジゴキシンは尿中未変化体

な関係を示したデータはない。とくにアミオダロン

排泄率が 70% と高く、半減期が 36 ～ 48 時間と長

を使用する対象疾患は上室性から心室性不整脈まで

い特徴がある。また、骨格筋に分布し分布容量が 4

で、様々な基礎心疾患を有しており、心機能も正常

～ 7 L/kg と大きいことから血液透析では除去され

から低心機能まで幅広い。さらにβ遮断薬など併用

ない。

例も多く、抗不整脈効果は単純にアミオダロンだけ

おわりに

が寄与しているわけではない。一方、心外性副作用
については 2.5 μ g/ml 以上になると発現しやすい
といわれる。日本では欧米に比し、低用量で用い

日本では多くの抗不整脈薬の TDM が保険適応と

られており、通常の治療中に血中濃度が 2.0 μ g/ml

なり、日常診療で使える環境にある。抗不整脈薬に

を超えることはまずない。このため、濃度依存性と

よる個別化治療を進めるにあたり、心電図パラメー

いわれる肝や神経、皮膚に関する副作用の頻度は欧

ターとともに薬物動態情報（TDM）をぜひ使って

米に比し少ない。ただ、低用量治療であっても甲状

いただきたい。

腺機能障害や肺毒性は発現する。日本人のアミオダ
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Review

循環器領域における画像診断法 - 冠動脈評価を中心に 児玉

淳子、寺島

充康

豊橋ハートセンター循環器内科

要旨
近年、冠動脈の様々な画像診断法の開発により、臨床的冠動脈病変の研究は飛躍的に進歩した。
冠動脈造影に加えて、観血的検査法の血管内超音波検査や光干渉断層法により冠動脈病変の本質で
ある血管壁の評価も可能となった。一方、低侵襲的検査法の進歩も著しく、多列検出器 CT の登場
により空間分解能・時間分解能ともに向上し、CT による病変の診断精度が改善した。心臓 MRI 検
査も新技術の進歩により、心臓の形態、機能、虚血評価、さらには冠動脈の評価も可能となっている。
これら画像診断の進歩により、臨床的に冠動脈疾患の病態の解明、さらには画像診断を用いた様々
な薬剤介入試験の効果判定が行われている。本稿ではこれら画像診断の現状につき解説する

キーワード

冠動脈画像診断法、冠動脈造影、血管内超音波検査、光干渉断層法、
冠動脈 CT、心臓 MRI

1. はじめに

2. 冠動脈造影
（Coronary Angiography: CAG）

冠動脈疾患は通常、脂質異常、喫煙、糖尿病、高

図１

血圧等の種々の危険因子が血管壁に影響し、初期の
内皮機能障害から始まり、動脈硬化に至り発症する
疾患である。従来、冠動脈疾患の画像診断のゴール
ドスタンダードは冠動脈造影であり、得られる情報
は血管内腔の評価が中心であった。しかし、近年、

Control

Ach 10-7 mol/L 冠動脈内注入後

Ach 10-6 mol/L 冠動脈内注入後

NTG 冠動脈内注入後

冠動脈の様々な画像診断法の開発により、冠動脈病
変の本質である血管壁の評価も可能となり、臨床的
冠動脈病変の研究は飛躍的に進歩した。さらには、
薬物等による動脈硬化の改善（粥腫の縮小）、若し

図１ アセチルコリン
(Ach) による冠動脈内皮機能検査
図１.
アセチルコリン
(Ach) による冠動脈内皮機能検査
冠動脈左前下行枝中間部に、アセチルコリンの濃度に応じて冠攣縮が認められ（矢印）、ニトログリセリン（NTG）の注入により寛解し
ている。冠攣縮部における内皮機能障害が示されている。
冠動脈左前下行枝中間部に、アセチルコリンの濃
度に応じて冠攣縮が認められ（矢印）、ニトログリ
セリン（NTG）の注入により寛解している。
冠攣縮部における内皮機能障害が示されている。

くは進行の緩徐化による評価も可能となった。本項
では様々な画像診断法の中で、侵襲的診断方法とし
て冠動脈造影・血管内超音波法・光干渉断層法・血
管内視鏡を、低侵襲的診断方法としてマルチスライ
スコンピュータ断層血管造影・磁気共鳴像を取り上

CAG は、冠動脈病変評価における代表的診断法

げ解説する。

であり、造影剤により血管内腔のシルエットを映し、
血管内腔の形状観察・狭窄度の評価を行なう診断法
である。近年、単なる血管内腔の狭窄度のみならず
動脈硬化巣の組織性状・炎症等が、急性冠症候群な
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図2

どの発症に大きく関与することが明らかにされ、ま

病変部

た動脈硬化の本質が血管壁の異常であることを考え

安定狭心症

不安定狭心症

ると、内腔評価法である CAG は冠動脈硬化病変の

病変遠位部

病変部

病変近位部

病変近位部

病変部

病変遠位部

IVUS

評価法としては十分とは言えない。しかし、アセチ
ルコリン等を冠動脈内に注入し、血管径の変化をみ

H-E染色

活性酸素種

NAD(P)H Oxidase
p22phox

H-E染色

活性酸素種

NAD(P)H Oxidase
p22phox

ROS

る方法で他の検査法では困難な血管内皮機能の評価

組織像

を行なうことができる。内皮機能障害は形態的変化、

図 2 不安定狭心症の病変と安定狭心症の病変の IVUS 像
図2 および
不安定狭心症の病変と安定狭心症の病変のI
V US像およびD CAで切除された切片の病理組織像
DCA で切除された切片の病理組織像
不安定狭心症の病変はIVUSで陽性リモデリングを呈し、切除組織においては活性酸素種の産生が強く、N A D(P)H oxidase
p22 の発現も多い。
不安定狭心症の病変は
IVUS で陽性リモデリングを
（Terashima
M , et al：Circulation Cardiovasc Intervent. 2009 より改変）
呈し、切除組織においては活性酸素種の産生が強く、
NAD(P)H oxidase p22phox の発現も多い。
（Terashima M, et al：Circulation Cardiovasc Intervent. 2009 3 ）より改変）

狭窄の生じる前の極初期段階の動脈硬化性変化であ
る。正常な冠動脈はアセチルコリンによって拡張す

phox

3）

るが、内皮機能が障害された冠動脈はアセチルコリ
ンによって収縮する。この収縮度により、内皮機能
障害を定量評価できる（図１）。この方法を用いて
高脂血症治療など内科的治療により内皮機能障害が
改善することが報告されている 1, 2。我々もこの方

プラーク内部の低輝度エコー領域は、脂質コアや粥

法を用いて、高血圧患者に対する経皮的冠動脈形成

腫内血腫など示すと考えられ、不安定プラークの病

術（薬剤溶出性ステント留置）後の内皮機能改善効

理組織学的特徴と一致する。また、陽性リモデリン

果が降圧薬により異なることを報告している 。

グとは病理学的に提唱され、IVUS を用いることで

3

初めて生体内で検証することが可能となった現象で

3. 血管内超音波検査
（Intravascular Ultrasound: IVUS）

あるが、我々は方向性プラーク切除術（Directional
Coronary Atherectomy：DCA）を行なった患者にお
いて、プラーク切除標本から得られた活性酸素種の

冠動脈硬化の臨床的研究において、IVUS の果た

産生など組織化学的所見と術前の IVUS 所見とを対

した役割は最も大きい。IVUS は血管断層構造をリ

比検討することで、局所の酸化ストレスが冠動脈プ

アルタイムに観察する検査方法で、プラークの偏在

ラークの進展・不安定化と関連することを示してい

性や潰瘍の有無などの形態的診断のみならず、血管

る（図 2）5。

断面積・体積、プラーク面積・体積などの定量的評

近 年、 薬 剤 に よ る 動 脈 硬 化 進 展 の 抑 制 に 関 し

価、加えて組織性状により超音波像が異なることか

て、IVUS を 用 い た 検 討 が 多 く 行 な わ れ て い る。

ら、線維成分、脂質成分、石灰化等プラーク性状の

REVERSAL 試験 6、ASTEROID 試験 7、JAPAN ACS

定性的評価も可能である。動脈硬化は、内膜肥厚に

試験 8 などではスタチンの投与による冠動脈病変の

始まり、プラークの形成、不安定化、そしてプラー

プラーク進展抑制・退縮が報告されているが、これ

ク破綻と進展するが、それぞれの過程を IVUS で観

らはスタチンの LDL コレステロール低下作用以外

察することができる。筆者らは狭窄度としては軽微

の、抗酸化・抗炎症作用等の多面的効果を生体内で

な病変を IVUS で評価し、その後前向きに経過観察

示しているものと考えられる。また最近ではスタチ

することで、①平均プラーク面積＞ 67%、②偏心性、

ンのみならず、ある種の降圧薬・糖尿病治療薬にも

③内部に低エコー領域を有しエコー輝度が不均一、

動脈硬化進展の抑制効果が認められることが報告さ

などを特徴とするプラークが、急性冠症候群（ACS）

れている 9, 10。一方で、薬剤効果として、プラーク

を発症する傾向にあるとの結果を得た 4。

の量的変化のみならず、質的変化、すなわちプラー

ACS 責任病変の IVUS 上の特徴として、線維性被膜

クの安定化が臨床的イベントの軽減に重要な役割

の断裂像、潰瘍形成、血栓の存在など、プラーク ( 粥

を果たしていると考えられる。通常の IVUS を用い

腫 ) 崩壊に伴って生じた所見に加えて、プラーク内

てその輝度の変化から質的変化を評価することも

部の低輝度エコー領域の存在、プラークの偏在性、

可能ではあるが、定量的に解析することは困難で

冠動脈の陽性リモデリングなどが挙げられている。

ある。近年、画像処理する前の未処理の RF 信号を

28

図3

A フルバスタチン投与例

B スタチン非投与例

Plaque volume
206.51 mm3 → 266.38 mm3
Fibrous tissue volume
140.29 mm3 → 155.88 mm3
Fibro-fatty volume
52.73 mm3 → 61.03 mm3
Necrotic core volume
→ 37.51 mm3
7.27 mm3
Dense calcium volume
→ 12.06mm3
6.22 mm3

Plaque volume
248.17 mm3 → 209.66 mm3
Fibrous tissue volume
124.59 mm3 → 151.79 mm3
Fibro-fatty volume
92.53 mm3 → 31.49 mm3
Necrotic core volume
21.52 mm3 → 19.07mm3
Dense calcium volume
→ 7.31mm3
9.53 mm3

図 3.

投与前

図4

９カ月後

脂
質
コ
ア

図3 フラバスタチン投与例（A）とスタチン非投与例（B）のIVUS像（上段）とVirtual Histology TM像（下段）
フラバスタチン投与例ではプラークの減少、特にFibro-fatty area（黄緑）の減少を認めるのに対し、スタチン非投与例ではプラークの
増加、特にFibro-fatty area（黄緑）およびNecrotic core area（赤）の増加を認める。
(Nasu K, et al：JACC Cardiovasc Interv. 2009 11) より改変）

フルバスタチン投与例（A）とスタチン非投与例（B）
の IVUS 像（上段）と Virtual Histology TM 像（下段）
フラバスタチン投与例ではプラークの減少、特に
Fibro-fatty area（黄緑）の減少を認めるのに対し、
スタチン非投与例ではプラークの増加、特に
Fibro-fatty area（黄緑）および Necrotic core area（赤）
の増加を認める。
(Nasu K, et al：JACC Cardiovasc Interv. 2009 11) より改変）

図 4.

図3 フルバスタチンとエゼチミブの併用投与例のCAG像（上段）とOCT像（下段）の継時的変化
投与前後でCAG上の狭窄度に明らかな変化は認めないが、OCT像では投与前に認められる脂質コアを覆う薄い線維性被膜（矢印）
が９カ月には肥厚しているのが観察される。
(Habara M, et al：The American journal of cardiology 2013 16) より改変）

フルバスタチンとエゼチミブの併用投与例の CAG
像（上段）と OCT 像（下段）の経時的変化
投与前後で CAG 上の狭窄度に明らかな変化は認
めないが、OCT 像では投与前に認められる脂質コ
アを覆う薄い線維性被膜（矢印）が９カ月には肥
厚しているのが観察される。
(Habara M, et al：The American journal of cardiology 2013 16) より改変）

以下の非常に薄い線維性被膜の同定も可能である。
周波数解析することより、プラークの組織性状診

安定狭心症と比較して、急性冠症候群の責任病変で

断とその定量化を行なうシステムが注目されてい

はより高頻度に脂質性プラークを認め、脂質を覆う

る。integrated backscatter 値 を 用 い る IB-IVUS

や

線維性被膜の厚みもより薄いことが報告されてい

複数のパラメーターを組み合わせて行なう Virtual

る。さらに線維性被膜におけるマクロファージを中

TM

Histology

TM

心とした炎症性細胞の集積を評価できる可能性も示

が臨床使用可能であるが、筆者らは、

スタチンを投与することで、プラーク容積の減少と

されている。IVUS の項で酸化ストレスがプラーク

質的変化が起こることを Virtual Histology

の不安定化や血管の陽性リモデリングと関連するこ

て示している（図 3） 。IB-IVUS
11

TM

TM

を用い

とを述べたが、OCT では組織深達度は 1 ～２ｍｍ

を用いた研究で、

川崎らはスタチンにて 、佐田らはアンジオテンシ

と浅いためプラーク量の多い部分では血管全体を描

ン II 受容体拮抗薬にて 、同様にプラークの質的変

出できず、陽性リモデリングの評価は困難である。

化が生じることを示している。

しかし、IVUS による観察で陽性リモデリングを呈

12

13

する病変では、OCT にて脂質性プラークを認める

4. 冠動脈光干渉断層法
（Optical Coherence Tomography：OCT）

頻度は高く、線維性被膜はより薄く、マクロファー
ジの集積密度が高いと報告されている 14。
薬剤の動脈硬化進展に与える影響についても

OCT は、約 1,300nm の波長の近赤外線を用いて、

IVUS と同様に、OCT で評価できる可能性がある。

IVUS と同様に血管断面を断層像として描出する

急性冠症候群の患者にスタチンを投与することで、

診断装置である。描出可能範囲は最大で 10 ｍｍで

線維性被膜の厚みが増すことが報告されているが 15、

組織深達度は 1 ～２ｍｍと IVUS より劣るものの、

我々はスタチンとエゼチミブを併用することでスタ

IVUS の解像度が約 100 ～ 150 μ m であるのに対し、

チン単独に比べてより線維性被膜の厚みが増すこと

OCT は約 10 ～ 15 μ m と IVUS の約 10 倍の高度分

を示している（図 4）16。OCT を用いた薬剤介入試

解能を有している。動脈硬化病変の観察において、

験はまだ多くはないが、今後増加するものと思われ

シグナルの輝度の違いなどから、線維性プラーク、

る。

脂質性プラーク、石灰化プラーク、さらには血栓と
組織性状診断も行なうことができる。OCT の最も
優れた点はその高い分解能であり、他の画像診断法
では観察できない微細な血管構造、例えば、不安定
プラークに認められる脂質コアを覆う厚さ 65 μ m
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図5

6 マルチスライスコンピュータ断層血管造影
2004 年に 64 列検出器 CT 装置（multidetector- row
A

CT：MDCT）が登場して以降、低侵襲的でかつ簡

B

便な冠動脈 CT による評価が飛躍的に増加した。冠
動脈狭窄度の評価については、冠動脈 CT 造影検査
（CT angiography: CTA）は冠動脈造影より時間分解

C

能が劣り、心臓のモーションアーチファクトの影響

D

を受けやすく、心拍数が 65 拍 / 分以上の患者では

VR）
図 5.A：三次元画像（Volume
冠動脈 rendering;
CT の各種画像
B：Angiographic view（AV）。左前下行枝に2か所石灰化を認める（矢印）。
C：Curved planar reconstruction（CPR）。左前下行枝近位部に2か所狭窄を認める（矢印）。
A：三次元画像（Volume
rendering; VR）
D：短軸断面画像（Cross sectional view; CS）。左前下行枝病変部には低輝度のプラークを認める。
B：Angiographic view（AV）。左前下行枝に 2 か所石灰化
を認める（矢印）。
C：Curved planar reconstruction（CPR）
。左前下行枝近位
部に 2 か所狭窄を認める（矢印）。
D：短軸断面画像（Cross sectional view; CS）。左前下行枝
病変部には低輝度のプラークを認める。
図5 冠動脈CTの各種画像

画像のノイズが増加し診断精度が低下するため、検
査前にはβ遮断薬の投与にて心拍数を低減する必要
がある。しかし 2008 年に登場した 2 つの X 線管球
が搭載された dual-source CT では、時間分解能の大
幅な改善によりβ遮断薬の前投与なしに良好な画
質が得られる。また近年、心筋虚血や心筋 viability

5. 血管内視鏡

の評価目的に単光子放出型コンピューター断層診
断（Single Photon Emission Computed Tomography;

血管内視鏡は胃カメラと同様の構造をもち、冠動

SPECT) や CT perfusion も行われている。CTA では

脈病変の色調、表面の形態、可動性などを評価する

次のような画像表示法を用いて解析を進める（図

ことができる。正常冠動脈の内面を血管内視鏡で観

5）。

察すると、白色平滑である。一方、プラークの色調

①

三次元画像（Volume rendering; VR、図 5 A）：

は主に線維性被膜の厚みによって決定され、菲薄化

冠動脈を含む心臓の全体像をあらゆる方向から立体

した線維性被膜ほど内腔のコレステロールエステル

的に把握することができ、冠動脈奇形や心筋ブリッ

の黄色が透過されて黄色調が強くなる。また黄色調

ジなどの評価も可能である。
②

の程度は脂質コアの大きさとも相関することから、

Angiographic view（AV、 図 5 B）： 冠 動 脈 と

黄色調が強いプラークが不安定プラークの特徴と考

心筋を残し、maximum intensity projection（MIP）表

えられている。Ueda らはプラークの色調を 0（白色）

示したものであり、冠動脈造影に近似した画像が得

から、1（淡黄色）、2（黄色）、3（濃黄色）の 4 段

られ、冠動脈狭窄の部位や石灰化の分布を把握する

階のグレードに分類し、色調グレードが大きくなる

ことができる。
③

ほど陽性リモデリングを呈し、血栓形成を伴う頻度

Curved planar reconstruction（CPR、 図 5 C）：

が高くなると報告しており 、プラークの黄色調が

冠動脈を長軸方向に連続的に表示し、血管壁と内腔

プラークの不安定性と相関することを裏付けるデー

の両方を評価することができる。

17

タである。Hirayama らは、冠動脈疾患の患者にア

④

短 軸 断 面 画 像（Cross sectional view; CS、 図

トロバスタチン投与後、経時的に IVUS と血管内視

5 D）：冠動脈の長軸方向と直行する断面で表示し、

鏡で観察することで、プラーク体積の減少と黄色調

血管内エコー（IVUS）と同様に血管が断面で捉え

の減少が認められたとしている 。血管内視鏡は、

られる。狭窄率やプラーク性状の評価に有用である。

プラークの定量的評価には適さないが、質的変化を

CTA を用いた冠動脈評価として、最近は狭窄度

9

のみならず、プラークの性状評価も行われている。

捉える上で、有効な検査法である。

これまでの研究で、ACS の責任病変では安定狭心
症と比較するとプラークの CT 値が有意に低いと報
告されており 18, 19、また陽性リモデリングもしくは
CT 値 30HU 以下のプラークを有する病変では ACS

30

の発症率が高いという報告もある 20。MDCT を用い

造影 MRI では心筋梗塞領域を明瞭に描出すること

た薬剤介入試験は少ないが、スタチンの投与にて

ができ、心内膜下梗塞の診断や心筋 viability の診断

CT 値 30HU 以下のプラークや非石灰化ﾌプラークの

における有用性が報告されている 22-24。

進展を抑制できたという報告もある 21。

②

パーフュージョン MRI（図 6 B、C）：心筋虚

このように冠動脈狭窄やプラーク性状の評価には

血の評価に有用なのが薬剤負荷パーフュージョン

CTA が有用であるが、高度な石灰化を伴う病変や

MRI である。アデノシン三リン酸やジピリダモー

ステント留置部では、それらによるアーチファクト

ルなどの冠拡張薬を投与し、ガドリニウム造影剤の

にて CT の診断精度が低下し課題も残る。

心筋フャーストパスを撮像することで、冠動脈狭窄
に伴う心筋血流予備能の低下領域を評価する。

7 心臓 MRI

③

冠 動 脈 MRA（ 図 6 D、E、F）：1.5 テ ス ラ

MRA の空間分解能は 64 列 MDCT より劣り、冠動

心臓 MRI は様々な撮影法を用いて、非侵襲的に

脈狭窄の診断精度も劣っていたが、近年 3 テスラ

心臓の総合的評価が可能である。壁運動評価にはシ

MRA の導入や表面コイルの進歩により診断精度は

ネ MRI を、心筋組織の性状評価には遅延造影 MRI

改善されつつある。また高度な石灰化を伴う病変で

を、心筋虚血評価にはパーフュージョン MRI を、

は、冠動脈 CT は内腔評価が困難な場合があるが、

そして冠動脈評価には冠動脈 MR アンギオ（MR

冠動脈 MRA では評価が可能であり、64 列 MDCT

coronary angiography; MRA）を用いる（図 6）。

よりも優れた診断能を示すことが報告されている 25。

①

遅延造影 MRI（図 6 A）：ガドリニウム造影

MRA は放射線被曝がなく造影剤も不要であり、最

剤は細胞外の間質のみに分布する特徴を有する。急

も低侵襲な診断法といえる。

性心筋梗塞では心筋細胞の細胞膜が障害されるた

8 まとめ

め、間質だけでなく細胞内にも造影剤が分布し、高
信号に描出される。陳旧性心筋梗塞では線維化など
により心筋細胞が縮小し間質が拡大するため、同部

本項では循環器領域の中で冠動脈疾患、特に冠動

位に造影剤が分布し高信号として描出される。遅延

脈硬化病変の臨床使用可能な主な画像診断法につい
て、さらにこれら画像診断法を薬剤介入試験と絡め

図6

て述べた。冠動脈疾患の診断法として、近赤外線分
光法など新しい画像診断法も開発されており、また
画像診断以外にもドプラガイドワイヤー（Doppler
A

B

guide wire）
・プレッシャーガイドワイヤー（Pressure

C

guide wire) などの機能的診断法もある。今後、新た
な画像診断法の開発のみならず、従来の画像診断の
解析方法の工夫・進歩、さらには複数の診断法の併
D

E

F

用・合成により、さらなる病態の解明、治療薬や治
療法の動脈硬化退縮への効果が臨床的に明らかにさ

図 6. 冠動脈 MRI の各種画像
A: 遅延造影 MRI。前壁中隔の陳旧性心筋梗塞の症例。前壁中隔
に遅延造影を認め、中隔では壁厚のほぼ 100% を占め、中隔の
心筋 viability は乏しいと思われる。
B,C：パーフュージョン MRI。心電図異常にて心臓 MRI を施行さ
れた症例。負荷心筋パーフュージョン（B）で下壁、後側壁
に造影不良域を認める（矢印）が、安静時心筋パーフュージョ
ン（C）では認めず、下壁と後側壁の心筋虚血の所見である。
冠動脈 MRA や冠動脈造影で右冠動脈と左回旋枝に高度狭窄
が認められた。
D,E,F：冠動脈 MRA。3 テスラ MRA にて撮影された VR（D）、AV（E）、
CPR（F）。

図6 冠動脈MRIの各種画像
A: 遅延造影MRI。前壁中隔の陳旧性心筋梗塞の症例。前壁中隔に遅延造影を認め、中隔では壁厚のほぼ100%を占め、中隔の心
筋viabilityは乏しいと思われる。
B,C：パーフュージョンMRI。心電図異常にて心臓MRIを施行された症例。負荷心筋パーフュージョン（B）で下壁、後側壁に造影不良
域を認める（矢印）が、安静時心筋パーフュージョン（C）では認めず、下壁と後側壁の心筋虚血の所見である。冠動脈MRAや冠動脈
造影で右冠動脈と左回旋枝に高度狭窄が認められた。
D,E,F：冠動脈MRA。3テスラMRAにて撮影されたVR（D）、AV（E）、CPR（F）。

れていくものと期待される。
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

異所性脂肪と心臓脂肪：心臓血管病における新たな病態
島袋
1

充生 1、佐田

政隆 2

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 心臓血管病態医学分野
2
循環器内科学分野

要旨
内臓肥満症に脂質異常症、耐糖能障害、高血圧症が重積する理由として、インスリン抵抗性、
インスリン分泌障害が重視されてきた。近年、インスリン抵抗性、インスリン分泌障害には、脂肪
細胞以外の臓器における脂肪蓄積、異所性脂肪が重要いう考えが注目されている。異所性脂肪が蓄
積することで、肝臓、筋肉の慢性炎症やインスリン抵抗性がおこり、その結果、脂質異常症、耐
糖能障害、高血圧症のリスクが重なり、心臓血管病がおこりやすくなると想定される。異所性脂
肪は心臓血管系にもみられ心臓脂肪と称している。心臓脂肪は（1）流血中脂肪および血管局所へ
の脂肪、（2）心筋細胞内脂肪、心筋細胞外脂肪 、（3）血管周囲脂肪、（4）心外膜周囲脂肪の４つ
のコンポーネントにわけられる。異所性脂肪・心臓脂肪は、心臓血管病の病態に大きく関与する。

キーワード

異所性脂肪、心臓脂肪、内臓肥満症、心臓血管病、インスリン抵抗性

図1. 腹部脂肪分布、異所性脂肪と心臓血管病

という考えが、提唱・支持されるようになってきた

異所性脂肪
腹部脂肪量
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(b) 皮下肥満

(c) 内臓肥満
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脂肪
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遊離脂肪酸•サイトカイン
レプチン•アディポネクチン

遊離脂肪酸•サイトカイン

インスリン
抵抗性

。異所性脂肪が蓄積することで、肝臓、筋肉の慢

2

心臓血管病

性炎症やインスリン抵抗性がおこること、その結果

(–)

として、脂質異常症、耐糖能障害、高血圧症のリス

＋

クが重なり、心臓血管病がおこりやすくなる、とい
う病態が想定されている（図 1）。異所性脂肪は心

＋＋

臓血管系にもみられ心臓脂肪と称している 3。心臓

＋＋＋

脂肪は（1）流血中脂肪および血管局所への脂肪、
（2）

レプチン（ー）アディポネクチン（ー）

図 1.

心筋細胞内脂肪、心筋細胞外脂肪 、（3）血管周囲

図2: 心臓脂肪：4つのコンポーネント

腹部脂肪分布、異所性脂肪と心臓血管病

脂肪、（4）心外膜周囲脂肪の４つのコンポーネント
にわけられる（図 2）3。本稿では、異所性脂肪・心

はじめに
心筋細胞内、心筋細胞外脂肪
Intra- and extramyocellular fat

肥満症では、脂質異常症、耐糖能障害、高血圧症
のリスクが重積しやすく、心臓血管病の発症リスク

血管周囲脂肪
Perivascular fat

となる。従来、肥満症に脂質異常症、耐糖能障害、

心外膜周囲脂肪
Pericardial fat

高血圧症が重積する理由として、インスリン抵抗性、
インスリン分泌障害が重視されてきた 1。近年、肥

循環血液中、血管脂肪
Circulatory and
locally-recruited fat

満症でみられるインスリン抵抗性、インスリン分泌
障害の発現には、脂肪細胞以外の臓器における脂肪

図 2.

蓄積、すなわち異所性脂肪 ectopic fat が重要である
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心臓脂肪：4 つのコンポーネント

臓脂肪の、心臓血管病の病態における役割について

（狭義の脂肪毒性）と呼ぶ。一方、遊離脂肪酸が肝

述べる。

臓、筋肉、脂肪といったインスリン感受性臓器、ま
た血管周囲に蓄積することでおこる障害を、（広義

1. 内臓脂肪型肥満と異所性脂肪

の）脂肪毒性と呼ぶことができる。脂肪毒性は、異
所性脂肪の病態・機序をあらわしている 1。

肥満が増えると、人種、地域を問わず、耐糖能

2. 異所性脂肪蓄積とその病態

障害は増加する。世界保健機関ＷＨＯ / 国連食糧
農業機関（ＦＡＯ）「食生活、栄養と慢性疾患の
予防」
（2003 年）では、2 型糖尿病発症因子のエビ

2.1

異所性脂肪蓄積と膵β細胞

デ ン ス レ ベ ル を 公 表 し て い る (http://www.who.int/

インスリンの最大の分泌刺激因子はグルコースだ

dietphysicalactivity/publications/trs916/download/en/

が、遊離脂肪酸はアミノ酸（グルタミン、ロイシ

index.html)。確実な（convincing）
因子として、過体重、

ン）や神経液性因子（インクレチン、自律神経刺

肥満、内臓肥満、運動不足、母体および妊娠糖尿病、

激）と同様に、膵β細胞における血糖センシングと

相当な（probable）因子として、飽和脂肪酸、子宮

インスリン分泌能（GSIS, glucose-stimulated insulin

内発育遅延、可能性のある（possible）因子として、

secretion）に大きく影響する 4。膵β細胞内の脂肪

脂肪摂取量、トランス脂肪酸をあげている。いずれ

酸由来分子は、レプチン受容体シグナルおよびア

も、肥満あるいは脂肪に関する因子である。

ディポネクチン受容体シグナルで制御されている。

肥満に伴い耐糖能異常が増加する機序は、ふたつ

脂肪酸由来分子の動態が、β細胞機能や構造に影響

にわけられる。第一、脂肪組織における①アディポ

を与えると想定される 5, 6。

サイトカイン（アディポカイン）調節異常、②脂肪

インスリン分泌に関わる栄養素シグナルは 3 つあ

細胞機能異常が、各臓器に耐糖能異常惹起状態をつ

る 4。グルコースは、これら 3 つの栄養素シグナル

くるという考え。第二、脂肪組織と各種臓器の脂質

と密接なネットワークをつくりインスリン分泌を促

の出納バランスが崩れることで、インスリン感受性

す。第一のサイクル、アミノ酸を基質とする TCA

臓器（肝臓、骨格筋、心臓血管系、視床下部など）

サイクルで生成される ATP および未知の代謝関連

に異所性脂肪が蓄積すること、その結果耐糖能異常

因子（GTP、H2O2 が候補分子）、第二のサイクル、

が増加する、考えである

ピルベート酸補充反応で生成される NADPH とマロ

。

2, 3

内臓脂肪細胞から分泌されるアディポサイトカイ

ニル -CoA、第三のサイクル、解糖系由来の中間代

ンの多寡あるいはその動態の異常が、耐糖能異常に

謝産物（グリセロル 3 リン酸）と脂肪酸 CoA から

関わるという基礎的、臨床的事実が明らかになって

生成されるグリセロ脂質 / 脂肪酸サイクル、である。

いる（アディポサイトカイン調節異常）。また、内

過剰な遊離脂肪酸は、膵β細胞で血糖センシング

臓脂肪細胞の分化、増殖や機能が、耐糖能異常に関

とインスリン分泌能を障害する 1。脂肪細胞から遊

わるという知見も得られている（脂肪細胞機能異

離される遊離脂肪酸や他の液性因子とインスリン分

常）。これらと並行して、遊離脂肪酸のオーバーフ

泌が機能的に密に連関しあうことが糖脂質代謝の恒

ロー、異所性脂肪蓄積がおこる 。

常性維持に重要である（adipoinsular-axis）。この恒

1

肥満症では、遊離脂肪酸が脂肪細胞に中性脂肪と

常性破綻の原因として脂質を強調するとき脂肪毒性

して蓄積する一方、主としてリパーゼ（ホルモン感

lipotoxicity，糖脂質代謝両者の関連を強調するとき

受性リパーゼおよびリポ蛋白リパーゼ）の調節下に

糖 - 脂質毒性 gluco-lipotoxicity という 4。脂肪毒性

血中濃度が維持され各臓器で利用される。血中を循

は機能的障害と構造的障害にわけられる。遊離脂肪

環する遊離脂肪酸は、膵β細胞にも取り込まれ、イ

酸の慢性作用による血糖センシングとインスリン分

ンスリン合成、分泌過程や膵β細胞の構造にさまざ

泌の異常は機能的障害であり，過剰で持続的な脂肪

まな影響を与える．過剰な遊離脂肪酸がβ細胞に蓄

蓄積がもたらす膵β細胞容量の減少（lipoapoptosis）

積することでおこるインスリン分泌障害を脂肪毒性

は構造的障害である 7。
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も肝臓内グリコーゲン合成能が低下し、内因性糖産

図3. 2型糖尿病発症と膵β細胞の数、容
量、機能

生が増加する。生理的条件では、インスリンはイン
スリン受容体の IRS をリン酸化し、続いて Akt を活
性化し、グリコーゲン合成を促進し、糖新生を抑制、
そして de novo 脂質合成を亢進する。異所性脂肪で
は、このインスリン受容体シグナルが、①脂肪誘導
インスリン抵抗性、②細胞内炎症経路、③小胞体ス
トレス応答・自然免疫経路によって、障害される

図 3.

（肝臓インスリン抵抗性）。①脂肪誘導インスリン抵

2 型糖尿病発症と膵β細胞の数、容量、機能

抗性 lipid induced insulin resistance は、遊離脂肪酸に

膵β細胞の数、容量、機能は、成長の過程でダイ

よる diacylglycerol、PKC εを介したインスリン受

ナミックに変化している（図 3） 。膵β細胞数は、

容体シグナルの低下、セラミドを介した PP2A の上

胎児期から生誕後成長とともに増加し２０歳代頃ま

昇が、PKC ζによる Akt2 隔離 sequestration の増加

で細胞容量が増え以後定常状態となる。膵β細胞の

（による不活性化）をおこし、FOXO1 の不活化を抑

増殖能、新生能、アポトーシスの程度は、ある程度

制する。その結果、糖新生系酵素群の発現増加と

遺伝的に規定されているらしい。肥満を伴う糖尿病

glycogen 合成酵素群の発現低下を来す。②細胞内炎

やメタボリックシンドロームでは、インスリン分泌

症経路 intracellular inﬂammatory pathways は複数活性

が過度に刺激される時期を経たのち、次第に分泌量

化されるが、特に、脂肪酸によるセラミド合成増加、

が低下していく。分泌能力が必要量みあわなくたっ

JNK1 活性化が、重要である。③小胞体ストレス応

たとき、耐糖能異常、糖尿病が発症すると考えられ

答・自然免疫経路 the unfolded protein response (UPR)

る。

pathway and innate immune pathways、が脂肪合成亢

8

過分泌だったインスリンがある時期から低下しは

進に関わる。脂肪合成は、小胞体ストレス応答に関

じめるのはなぜか。肥満モデル（食欲調節因子レプ

わる XBP1、あるいは PERK、elF2 による C/EBP 抑

チンの受容体変異により過食・肥満と糖尿病を来た

制解除がかかわる。小胞体膜は、主要な脂質合成酵

すラット）を使った検討では、膵ランゲルハンス島

素を含有しており、脂肪滴の産生にかかわる。脂肪

の容量が、糖尿病発症前に一度増加するが、糖尿病

滴からの脂肪遊離にかかわる分子（ATGL:dipocyte

発症時には全体の容量が減少しており、特に膵β細

Triglyceride Lipase; PNPLA3:Patatin-like phospholipase

胞が斑（まだら）状に失われ線維化していくことと

domain-containing protein 3 など）が脂肪代謝中間体

一致してインスリン分泌能が低下する。この変化に

の分布に影響すると想定される。

は遊離脂肪酸由来のサイトカインシグナルが、膵β
細胞のアポトーシスが起こす可能性が示唆されてい

2.3

る 5, 6, 8。

異所性脂肪と骨格筋 11

遊離脂肪酸は筋肉の糖取り込みを低下させる。
NMR スペクトロスコピーによる観察で、健常者に

2.2

異所性脂肪と肝臓

脂肪製剤とヘパリンを持続静注して血中遊離脂肪酸

9, 10

肝臓における異所性脂肪蓄積は、NAFLD（non-

を上昇させると，骨格筋内の中性脂肪（IMCL）蓄

alcoholic fatty liver disease）をおこす。生理的には、

積と平行して全身糖取り込みが低下する。解糖系の

肝臓は絶食時にグリコーゲン分解、糖新生による糖

glucose-6-phosphate の低下，ひき続く糖酸化，グリ

放出、摂食時には門脈中インスリンの調節下に、糖

コーゲン合成の抑制がその理由である．生理的条件

取り込みを行う。内臓脂肪あるいは食事由来の遊離

では、インスリンはインスリン受容体の IRS1/2 を

脂肪酸は、肝臓においてインスリン受容体シグナル

リン酸化し、続いて Akt2 を活性化する。Akt2 活性

を阻害するとともに脂肪合成の基質となる。肝臓内

化は、AS160 と Rab-GTPase を介しておこり、糖輸

脂肪蓄積がおこると、門脈中インスリンが存在して

送体（GLUT4）含有小体（GSV：GLUT4 containing
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storage vesicles）の細胞膜への移行を促しグリコー

るというエビデンスがでてきている。健常者で年齢

ゲン合成がおこる。異所性脂肪蓄積は、このインス

と心臓周囲脂肪量（心臓 CT による心臓周囲脂肪の

リン受容体シグナルを、以下の 3 つの機序で障害す

3 次元画像構築）の関係を調べた 15。男性では、加

る。①脂肪誘導インスリン抵抗性、遊離脂肪酸を基

齢とともに、心臓周囲脂肪量が蓄積する傾向があ

質とした diacylglycerol による PKC θ活性化が、イ

り、女性では加齢と心臓周囲脂肪量に関係はなかっ

ンスリン受容体シグナルの低下をおこすこと、ま

た。また、心臓周囲脂肪量の蓄積は、男性症例の冠

た、セラミドを介した PP2A の上昇が、PKC ζによ

動脈プラークと相関するが、女性では明らかな関係

る Akt2 隔離 sequestration の増加（による不活性化）

がみられなかった 15。続いて、冠動脈バイパス手術

をおこすこと、により、第一、GSV の細胞膜移行

発症のリスク因子解析を、従来知られているリスク

が阻害され、糖取り込みが低下、第二、グリコーゲ

ファクターの説明モデルに加えて、心臓周囲脂肪

ン合成低下、がおこる。②細胞内炎症経路のなかで

量、心臓周囲脂肪組織アディポサイトカイン、マク

も、特に、脂肪酸による IKK の活性化とセラミド

ロファージ量を含めたモデルでおこなった（榊原記

合成亢進、JNK1 活性化による IRS リン酸化障害が、

念病院 心臓血管外科 高梨秀一郎先生、田端実先生

重要である。③小胞体ストレス応答・自然免疫経路

との共同研究）16。従来のリスクファクター説明モ

すなわち UPR 活性化が、ATF6 活性化や PGC1 αを

デルでは、男性、年齢、2 型糖尿病、高中性脂肪血

介した応答反応を惹起する。肝臓と同様に、ER に

症 / 低 HDL 血症、が説明因子であった（内臓脂肪

存在する ATGL、PNPLA3 が脂肪代謝中間体の分布

量、高血圧症、喫煙歴、LDL コレステロールは除

に影響していると想定される。

外された）。一方、心臓周囲脂肪量、心臓周囲脂肪
CD68 陽性細胞数 ( マクロファージ )、心臓周囲脂

2.4

異所性脂肪と視床下部

肪中 IL1B（悪玉サイトカイン）発現量、心臓周囲

11

脂肪中アディポネクチン（善玉サイトカイン）は、

脂肪酸シグナルは、視床下部にも作用する可能性
がある。私たちは、過食のメカニズムに、高脂肪食

それぞれ強い説明因子であった 16。この結果は、冠

による視床下部の ER ストレスが関わることを示し

動脈バイパス手術発症の説明因子として、従来の

た。異所性脂肪分布は、摂食行動に影響することが

リスクファクターの中では、2 型糖尿病 および イ

明らかになりつつある。

ンスリン作用不足にともなう、高中性脂肪血症 / 低
HDL 血症であること、さらに、心臓周囲脂肪の量

2.5

異所性脂肪と心臓血管系

や質（アディポサイトカインの発現プロファイル）

内臓肥満症やメタボリックシンドロームでは、①内

が重要であることを示している 2, 3。

臓脂肪蓄積にともなうインスリン抵抗性の存在，②

3. 異所性脂肪・心臓脂肪を
ターゲットとした治療

遊離脂肪酸過剰による血管機能の阻害作用 12，③内
臓脂肪蓄積にともなう酸化ストレスの亢進 ，④ア
13

ディポサイトカインの調節障害、により血管機能を
障害している可能性がある。肥満症では慢性炎症の

異所性脂肪減らす治療と内臓肥満を軽減する治療

マーカーが上昇していることが多い。酸化ストレス

は、類似すると想定されるが、その相違点、共通点

マーカーであるイソプロスタンも、内臓脂肪量に比

の検証は不十分である。一般に、異所性脂肪は、皮

例して血中に増加している 。このような、炎症、

下脂肪、内臓脂肪のうち特に内臓脂肪に引き続いて

酸化ストレス、サイトカインマーカーは、血管不全

あるいは並行しておこると考えられている。ただ

の存在を示すとともにその原因ともなりえる。すな

し、脂肪細胞に脂肪が蓄積しない異所性脂肪蓄積も

わち、内臓脂肪を由来とする活性酸素種（fat ROS）

まれながら存在する。例えば、脂肪細胞への脂肪蓄

並びに遊離脂肪酸を含んだサイトカインが、血管に

積能が先天的、後天的に障害されるリポディストロ

直接働き血管機能を障害する可能性がある。心臓脂

フィーあるいは、肝臓や筋肉に脂肪が蓄積しやすい

肪が、心臓血管系の機能やリモデリングに直接関わ

遺伝素因も報告されていることより、将来は、肥満

14
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症に続発する異所性脂肪と、腹部肥満症との関係が

cardiometabolic risk: new concept and clinical

弱い異所性脂肪を区別する必要があると思われる。

implication. Circ J 73: 27-34, 2009

現段階では、異所性脂肪にともなう、メタボリッ

4) Nolan CJ and Prentki M, The islet beta-cell: fuel

クシンドローム、2 型糖尿病それに引き続く、心臓

responsive and vulnerable. Trends Endocrinol

血管病の予防には、内臓脂肪減量を目的とした、食

Metab 19: 285-291, 2008

事療法、運動療法に準ずるべきである。今後は、肥

5) Shimabukuro M, Wang MY, Zhou YT, et al.,
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

超小型ミニブタの開発経緯と病態モデル・評価系としての応用例
中瀬古（泉）寛子、中村

裕二、曹

新、小原

浩、安東

賢太郎、杉山

篤

東邦大学・医学部・薬理学講座

要旨
イ ヌ や サ ル は 非 齧 歯 類 の 中 型 実 験 動 物 と し て 使 用 さ れ て き た が、 動 物 愛 護 の 観 点 か ら そ
れらの使用は年々制限が強化されている。この点ブタは希少動物やコンパニオン動物ではな
く、 生 理 的・ 解 剖 学 的 に ヒ ト に 類 似 す る 点 も 多 い。 実 験 動 物 と し て の 歴 史 も 古 く、 経 済 協
力 開 発 機 構（OECD） の 化 学 品 テ ス ト・ ガ イ ド ラ イ ン 409 に 非 齧 歯 類 動 物 の 選 択 肢 と し て
ブタとミニブタが記載されている。ミニブタは実験動物として小型化が進められ、体重 100
kg 以 下 の 系 統 が 1960 年 代 に 樹 立 さ れ た が、 依 然 大 型 で あ る。 本 論 文 で は 体 重 10 kg 未 満
の世界最小のミニブタの開発経緯、病態モデルおよび薬物代謝酵素の解析結果を紹介する。

キーワード

マイクロミニピッグ、病態モデル、薬物代謝、完全房室ブロック、心筋梗塞

はじめに

に遡ると言われている。1900 年代に入ってから欧
米において実験動物としてのブタの位置づけが明

生命科学や疾病の研究および医薬品開発に、動

確にされた。すなわち、1965 年に開催された国際

物実験は必要不可欠である。近年動物実験におい

会議“Biomedical Research in Swine”においてブタ

て、 使 用 動 物 数 の 削 減（reduction）
、代替法の利

を用いた広汎な研究が報告され、会議の processing

用（replacement）
、 実 験 方 法 の 洗 練・ 苦 痛 の 軽 減

report（Bustad and McClellan, 1966）はその後国内外

（reﬁnement）
（3R）が推奨されている。イヌやサル

の研究者がブタを用いる際の必読書となった。本

は試験結果をヒトに外挿しやすい中型動物として使

会議は 1985 年および 1995 年にも開催され、その

用されてきたが、動物愛護の観点からその使用が

processing report（Tumbleson, 1996, Tumbleson and

徐々に制限されるようになり、欧州議会では 2010

Schook, 1996）は更に充実度を増した。米国 ILAR

年 9 月に霊長類の実験使用を原則禁止とする法案が

（Institute of Laboratory Animal Research）からは 1971

可決された。一方、ブタは希少動物やコンパニオン

年にブタを実験に使用する際の標準操作マニュアル

動物とは言いがたく、他の哺乳類に比べて生理的・

が出版され、その中にブタの実験動物としての位置

解剖学的にヒトに類似する点を多く有している。つ

づけが明確に記載された 1。さらに経済協力開発機

まりヒトへの外挿性が高い研究・試験を、比較的制

構（OECD）の化学品テスト・ガイドライン 409 に

約の少ない条件下で実施できる動物と考えられ、上

は、非齧歯類動物の選択肢として、ブタとミニブタ

記の課題を解決する手段として期待されている。

が記載された 2。米国の 2010 年統計では実験動物の

本 来、 ブ タ（Sus scrofa domestica） は イ ノ シ シ

全使用数 1,134,693 あたり、ブタの使用数は 53,260、

（Sus scrofa）を起点にして、良質な肉を大量に得る

イヌは 64,930、サルは 64,9303、一方、日本の 2009

ことを育種目標として系統確立された動物である

年統計では全使用数 11,337,334 あたりブタは 1,507、

が、実験動物としての歴史も古く、ギリシャ時代

イヌは 8,995、サルは 11,326 であった 4。以上より
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日本国内における実験動物としてのブタの需要は今

出にも有利であると考えられる。ミニブタは一般豚

後ますます高まると考えられる。

に比較すると体重が 1/5 ～ 1/10 であるため、飼育
施設の小型化、飼育費用の圧縮および長期間の実験

超小型ミニブタ
（マイクロミニピッグ TM）の開発経緯

も可能である。しかしながら、実験用ビーグル犬に
比較すると、依然大型で取扱いは容易ではなく、1
試験あたりに必要な候補化合物も大量となる 1。

ミニブタは、成熟個体（12 ヵ月齢）で体重 100

そこでミニブタの長所を保ちつつ、ビーグル犬と

kg 以下のものと定義され、現在までに約 20 系統以

同程度の大きさの超小型ミニブタの開発が富士マイ

上が開発されている 。ミニブタはヒトに皮膚、心

クラ株式会社を中心に進められ、Pot-bellied pig と

血管系、呼吸器、代謝、消化器などの構造と機能が

他のミニブタを交配することにより、世界最小のミ

類似し、また、味覚・嗅覚・聴覚も発達している。

ニブタであるマイクロミニピッグ TM が誕生した（図

雑食性のため、犬歯と臼歯を持つ。昼行性で、社会

1、2）5。初代マイクロミニピッグの Chatherin（♀）

性があり、食餌パターンも固定されているため、環

の仔は全て超小型であり、この形質は優性遺伝と推

境的要因もヒトに類似している。研究用実験動物と

定されている。現在 6 系統以上が作出され、いずれ

して遺伝的背景の調査が長年実施されてきたので、

もレントゲン検査で骨格等に異常がないことが確認

目的に応じた情報の入手も可能である。しかも成熟

されている。マイクロミニピッグは生後 3 ヵ月まで

が早く、1 歳齢で既に妊娠・出産が可能で、分娩 1

に最初の発情期を迎える。性成熟は生後 4 － 6 ヵ月

回あたり約 10 匹を出産する多胎動物であり、年 2

と考えられ、その時点の体重は 6.0 － 7.0 kg である

回の出産が可能である。従って遺伝子導入動物の創

（図 3）。種々の実験動物におけるデータ取得に必要

1

図2． マイクロミニピッグの起源。ミニブタのPot-bellied pigと他の品種と交配させた結果、初代マイクロミニピッグとしてCatherin（♀）が誕
生した。文献5より引用

図 2.
図 1.

図1． ７ヵ月齢の一般豚（奥）、ミニブタ（中）、マイクロミニピッグ（手前）。文献5より引用

７ヵ月齢の一般豚（奥）、ミニブタ（中）、
マイクロミニピッグ（手前）。文献 5 より引用

表 1.

マイクロミニピッグの起源。
ミニブタの Pot-bellied pig と他の品種と交配させた
結果、初代マイクロミニピッグとして Catherin（♀）
が誕生した。文献 5 より引用

マイクロミニピッグと他の実験動物の体重、およびデータ取得に必要な薬物投与量の比較。文献 6 より引用

表1．マイクロミニピッグと他の実験動物の体重、およびデータ取得に必要な薬物投与量の比較。文献6より引用
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図 3.

マイクロミニピッグの成長曲線。文献 5 より引用

図3． マイクロミニピッグの成長曲線。文献5より引用

な薬物投与量を比較した結果を表 1 に示す 5。マイ

マイクロミニピッグに高脂肪・高コレステロー

クロミニピッグでデータ取得に必要となる薬物量は

ル食を投与すると、1 週後より総コレステロール、

ビーグル犬の約 6 割である。

LDL コレステロール、HDL コレステロールおよび
コレステロールエステルの上昇が観察され、約 2 週

病態モデル・評価系としての応用例

間で総コレステロール、LDL コレステロールおよ
びコレステロールエステルはピークに達した 6。実

マイクロミニピッグは心血管系および代謝系モデ

験の終了時の血清の解析結果を図 4 に示す。普通食

ル動物として利活用されている。

および高脂肪・高コレステロール食の給餌を行った

1）動脈硬化モデル

Microminipig

Microminipig

Microminipig

粥状動脈硬化は冠疾患・脳血管疾患のリスクの一
つであり、その発生には遺伝的・環境的因子が関与
している。現在利用されている粥状動脈硬化症の実

HDL-C

LDL-C VLDL-C

Male-normal diet

HDL-C

LDL-C VLDL-C

Male-high fat &cholesterol diet

HDL-C

LDL-C VLDL-C

Ovariectomized female
-high fat &cholesterol diet

験モデル動物は、遺伝子異常に起因する「アポリポ
タンパク質 E 欠損マウス」および「低密度リポタ
ンパク質（LDL）受容体欠損ワタナベ遺伝性高脂血

HDL-C

LDL-C VLDL-C

Human, male

症ウサギ（WHHL ウサギ）」の 2 種類だけである。

HDL-C

LDL-C VLDL-C

Rabbit, male

HDL-C

LDL-C VLDL-C

Mouse, male

図4． 普通食または高脂肪・高コレステロール・コール酸ナトリウム食を給餌したマイクロミニピッグ（上段、6ヵ月齢、雄-普通食

図（左）、雄-高脂肪・高コレステロール・コール酸ナトリウム食（中央）、卵巣切除した雌-高脂肪・高コレステロール・コール酸ナトリウ
4. 血清リポタンパク質の解析結果。
ム食）と、ヒト（40歳男性）、ウサギ（12ヵ月齢雄）、マウス（4ヵ月齢雄）の血清リポタンパク質の解析結果を示す。マイクロミニピッグ
とヒトには顕著なLDLコレステロールのピーク（黒矢尻）が存在するが、ウサギとマウスでは見られない。文献6より引用
上段には普通食または高脂肪・高コレステロー
ル・コール酸ナトリウム食を給餌したマイクロミ
ニピッグ ;6 ヵ月齢、雄 - 普通食（左）、雄 - 高脂
肪・高コレステロール・コール酸ナトリウム食（中
央）、卵巣切除した雌 - 高脂肪・高コレステロール・
コール酸ナトリウム食（右）、下段にはヒト（40
歳男性）、ウサギ（12 ヵ月齢雄）、マウス（4 ヵ月
齢雄）を示す。マイクロミニピッグとヒトには顕
著な LDL コレステロールのピーク（黒矢尻）が存
在するが、ウサギとマウスでは見られない。文献
6 より引用

野生型マウスは高密度リポタンパク質（HDL）コ
レステロールが高く、LDL コレステロールと超低
密度リポタンパク質（VLDL）コレステロールが低
いため、給餌操作のみでは動脈硬化を発生しない。
それに対してブタは環境要因（前述）および、LDL
コレステロール値がヒトに類似し、給餌操作で粥状
動脈硬化モデルの作成が可能である。マイクロミニ
ピッグを用いた実施例を以下に紹介する。
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表２

表 2.

給餌により作成したブタ粥状動脈硬化モデルにおける動物の特徴、給餌条件、粥状動脈硬化病変の部位の比較。

表2． 給餌により作成したブタ粥状動脈硬化モデルにおける動物の特徴、給餌内容、粥状動脈硬化病変の部位の比較。
表2． 給餌により作成したブタ粥状動脈硬化モデルにおける動物の特徴、給餌内容、粥状動脈硬化病変の部位の比較。

マイクロミニピッグ、Göttingen、一般豚の粥状動脈硬化モデルの作成期間（給餌期間）は最短3か月である。コレステロール含有率の下限
マイクロミニピッグ、Göttingen、一般豚の粥状動脈硬化モデルの作成期間（給餌期間）は最短3か月である。コレステロール含有率の下限
は2%でYucatan Chinese Bama と一般豚に給餌した。粥状動脈硬化病変の部位は主に冠動脈と腹部大動脈であった。BW: 体重、M:
は2%でYucatan
Chinese Bama
と一般豚に給餌した。粥状動脈硬化病変の部位は主に冠動脈と腹部大動脈であった。BW:
体重、M:
雄、Fx: 卵巣切除した雌、F:
雌、SC:
コール酸ナトリウム、CA: 冠動脈、CAC: 大脳動脈輪、TA: 胸部大動脈、AA: 腹部大動脈、BA:
上腕
動脈。*すべてのブタに１日１回420
雄、Fx:
卵巣切除した雌、F: 雌、SC: gコレステロール食（ミニブタ用高コレステロール食）を給餌。文献6より引用
コール酸ナトリウム、CA: 冠動脈、CAC: 大脳動脈輪、TA: 胸部大動脈、AA: 腹部大動脈、BA: 上腕
動脈。*すべてのブタに１日１回420 gコレステロール食（ミニブタ用高コレステロール食）を給餌。文献6より引用

マイクロミニピッグの血清分画にはいずれもヒトと

生した。動脈硬化の発生は血中コレステロール値に

同様に LDL コレステロールのピークが観察された

依存するがトリグリセリド（TG）には影響されな

が、ウサギやマウスではほとんど検出されなかった。

い点もヒトに類似している。

表 2 に給餌操作によって作成した種々のブタ動脈硬
化モデルの特徴、給餌条件、粥状動脈硬化病変の部

2）肝臓シトクロム P450 による薬物代謝

位を示す 。いずれの報告においても、コレステロー

マイクロミニピッグの肝臓より、ミクロソーム

6

ル含有（≥ 2%）の給餌を 3 か月間以上継続すると、

分画を調製し、シトクロム P450 含有量および P450

冠動脈や腹部大動脈を主体とした粥状動脈硬化が発

依存性薬物酸化活性を比較した（図 5、表 3）。P450

図 5.

マイクロミニピッグ、ヒト、サル、イヌより調製した肝ミクロソームにおける
P450protein)
含有量
(A,nmol/mg protein) と
図5． マイクロミニピッグ、ヒト、サル、イヌより調製した肝ミクロソームにおけるP450含有量 (A, nmol/mg
とP450依存性の
（pmol/min/mg protein）: B, P450
C, 依存性
P450 2B依存性O-脱エチル化;
P4502B
2C依存性
P450 薬物酸化活性
依存性の薬物酸化活性（pmol/min/
mg1A依存性O-脱エチル化;
protein）: B, P450 1A
O- 脱エチル化 ; C,D,P450
依存性 O- 脱エチ
P450 2C依存性4’-水酸化; F, P450 2D依存性1′-水酸化; G, P450 2E依存性6-水酸化; H, P450 3A依存性水酸
ル化 ;メチル水酸化;
D, P450 2CE,依存性メチル水酸化
; E, P450 2C 依存性 4’- 水酸化 ; F, P450 2D 依存性 1′- 水酸化 ; G, P450 2E 依
化を示す。マイクロミニピッグ由来の肝ミクロソームは４頭の成熟した雄ブタより個々に調製し、データの平均値と標準偏差を示して
存性 6水酸化 ; H, P450 3A 依存性水酸化を示す。マイクロミニピッグ由来の肝ミクロソームは４頭の成熟した雄ブ
いる。μMinipigはマイクロミニピッグを表す。文献7より引用
タより個々に調製し、データの平均値と標準偏差を示している。μMinipig はマイクロミニピッグを表す。
文献 7 より引用
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表 3.

複数系統のブタ、ヒト、ラットより調製した肝ミクロソームの P450 1A, 2A, 3A 依存性薬物酸化活性

表3． 複数系統のブタ、ヒト、ラットより調製した肝ミクロソームのP450 1A, 2A, 3A依存性薬物酸化活性

P450 1A, O-脱エチル化; P450 2A, 7-水酸化および7α-水酸化; P450 3A, 1’-水酸化および4-水酸化を示す。P450 2A依存性7-水酸化は
マイクロミニピッグ8ヵ月齢で検出限界以下である。 P450 3A依存性1’-水酸化/4-水酸化の比はマイクロミニピッグとヒトでそれぞれ1.9と
2.1で似た値を示す。 a ４頭のマイクロミニピッグより別々に調製した肝ミクロソームより平均値と標準偏差を示す。文献7より引用

2D 依存性 1′- 水酸化とフラビン含有モノオキシゲ

機械的に呼吸を管理しながら、大腿静脈からアブ

ナーゼ依存性 N- 酸化は、ヒトに比べ高活性であっ

レーション用の 4 極電極カテーテルを挿入し、先端

た（図 5F） 。またヒト同様に典型的な P450 1A、

2 極から得られる心内心電図を指標にカテーテル先

2A、2B、2C、2E、3A 依存性酸化活性も認められ

端を三尖弁付近に留置した（図 6A）8。大腿動脈か

た（図 5B,C,D,G,H）。しかし、P450 2A 依存性 7- 水

ら血圧モニター用のカテーテルを挿入した。次に高

酸化に関しては生後 10 日のマイクロミニピッグや

周波で房室結節を焼灼し、完全房室ブロックを作成

ミニブタでは検出可能であったが、8 ヵ月齢のマイ

した（図 6B）。2 ヵ月後、ホルター心電図モニター

クロミニピッグでは検出限界以下であった（表 3,

下で、無麻酔で dℓ-ソタロール (10 mg/kg, n=4) を経

Coumarin 7- 水酸化） 。以上より、マイクロミニピッ

口投与したところ、QT 間隔が延長し、R on T 型の

グとヒトの P450 基質特異性は類似点が多いと考え

期外収縮や心室頻拍が観察された。しかし torsades

られる。

de pointes 型心室頻拍は検出されなかった 8。摘出し

7

7

た房室ブロック心には、肉眼的に心房筋および心室
筋の肥大・拡大が観察され、組織学的検査では心筋

3）マイクロミニピッグを用いた慢性心不全モデル
（1）完全房室ブロックモデル：ハロセン麻酔下で、

線維の錯走配列、心筋細胞の肥大および間質の線維
化が認められた。

A

100 ms
H

H

（2）心筋梗塞モデル：イソフルランで麻酔を維持

A V

A V

し、右側臥位で開胸した。左冠動脈前下行枝（#7）
A

P
T

B

P

QRS

T

QRS

T

B
P

P

P

P
100 ms

QRS

T

QRS

T

図6．マイクロミニピッグの慢性房室ブロックの作成。A.セルディンガー法で経皮的に大腿静脈にアブレーション用のカテーテル、大
腿動脈に血圧モニター用のカテーテルを挿入する。左上の挿入図：マイクロミニピッグの下腹部とカテーテル挿入部を示す。 B. 高
周波アブレーションを行う前の、アブレーション部位のヒス束電位図と第Ⅱ誘導の心電図。洞調律で、QT間隔はハロセン麻酔に
よって延長している。C. 高周波アブレーション後の典型的な心電図。文献8より引用

図 6.

マイクロミニピッグの慢性房室ブロックの作成。
A. 高周波アブレーションを行う前の、アブレー
ション部位のヒス束電位図と第Ⅱ誘導の心電図。
洞調律で、QT 間隔はハロセン麻酔によって延長し
ている。
B. 高周波アブレーション後の典型的な心電図。
文献 8 より引用

図7． マイクロミニピッグの心筋梗塞モデルの作成。A. 前下行枝に冠動脈狭窄リングを装着。B. 心筋梗塞作成後８週の心臓

心室中隔
図断面。左室前壁部に梗塞病変を認める。IVS:
7. マイクロミニピッグの心筋梗塞モデルの作成。
A. 前下行枝に冠動脈狭窄リングを装着。
B. 心筋梗塞作成後８週の心臓断面。
左室前壁部に梗塞病変を認める。IVS: 心室中隔
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拡張末期

心筋梗塞後

心筋梗塞前

収縮末期

図8． 心筋梗塞作成前と作成後２週における心エコー図。胸骨左縁短軸像。心電図はA-B誘導より取得。

図 8.

心筋梗塞作成前と作成後２週における心エコー図。
胸骨左縁短軸像。心電図は A-B 誘導より取得。

を剥離し、冠動脈狭窄リングを装着し（図 7A）、さ

Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents,

らに第 1 および第 2 対角枝を結紮した。冠動脈狭窄

21 Sep 1998 adopted, http://www.keepeek.com/

リング内側のカゼインコアが徐々に水分を吸収して

Digital-Asset-Management/oecd/environment/test-

膨張し、1 週間以内に冠動脈を閉塞し、左室前壁に

no-409-repeated-dose-90-day-oral-toxicity-study-

心筋梗塞病変が作成された（図 7B）。心筋梗塞作成

in-non-rodents_9789264070721-en#page1

2 週後の心エコー図において左室前壁の壁運動低下

3) United States Department of Agriculture Animal

が確認された（図 8）。さらに右心カテーテル検査

and Plant Health Inspection Service: Annual

を実施したところ、肺動脈楔入圧の上昇も観察され

Report Animal Usage by Fiscal Year, 2010, http://

た。

www.aphis.usda.gov/animal_welfare/efoia/
downloads/2010_Animals_Used_In_Research.pdf
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

自律神経と循環器疾患
岸

拓弥

九州大学大学院医学研究院先端心血管治療学

要旨
種々の循環器疾患において交感神経系が亢進・迷走神経が減弱・動脈圧受容器反射の感受
性が低下しており、予後と密接に関連している。自律神経系はフィードバックシステムで制御
され生体の恒常性を維持する重要なメカニズムであり、その一つが動脈圧受容器反射・血管運
動中枢を介した血圧と心血管系の関係である。交感神経は、心収縮力・前負荷・後負荷・心拍
数に作用して心拍出量の調節を行うだけでなく、静脈還流平面の調節においても極めて重要で
ある。本稿では、まず心拍出量曲線と静脈還流平面に与える交感神経・迷走神経の影響を数理
的に解釈し、循環調節不全である種々の循環器疾患における自律神経異常について概説する。

キーワード

交感神経 , 迷走神経 , 圧受容器反射 , 循環器疾患

心拍出量曲線を規定する要因

心室の拡張末期圧容積関係は生理的な容積範囲では
指数関数

平均血圧は血管抵抗と心拍出量の積で確定する。
血管抵抗は血管固有の力学的性質であり本来血圧や
血流に依存しない。一方、血流は明らかに心臓や血

で近似できることが知られている 4。α、βおよ

管に関連する多くの要因で決まる。定常状態では

び Eed は心室の拡張期の硬さ（distolic stiffness）を

心拍出量は心臓ではなく血管床と有効循環血液量

表すパラメタである。この式を展開すると、拡張末

(stressed blood volume) が決める

期容積は拡張末期圧の関数として、

。

1, 2

左心室の収縮末期圧容積関係はほぼ直線で、後負
荷や前負荷にあまり依存しないこと、また、その
傾き（収縮末期エラスタンス：Ees）は心臓ポンプ
機能の優れた指標になる 3。この概念を用いると、

で与えられる。したがって CO は

心拍出量 CO は収縮末期容積 Ved・unstressed blood
volume である V0・血管抵抗 R と心周期 T により
となる。すなわち、心拍出量は前負荷圧が増加す
るとその対数関数に従い増加する。拡張期容積と心
となり、CO は拡張末期容積に比例するが、収縮

拍出量は直線関係であるが、拡張期圧容積関係が指

特性 Ees に対しては正相関するものの、直線ではな

数関数に従うことから、心拍出量と前負荷圧は対数

く双曲線になる。また、R や脈拍（1/T）に対して

関数に従うことになる。対数関数の傾きには心収縮

は負の相関があり、これらも双曲線に従う。一方、

性・心拍数・血管抵抗と diastolic stiffness の４つの
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要因が含まれており、心拍出量がこれら因子により

受容器が血圧を血管壁の伸展として感知し、脳幹に

規定されることを示す。したがって、交感神経が活

存在する血管運動中枢へ情報を伝え、遠心性の交感

性化すると心拍数の増加と心収縮力の増加により心

神経の発火量を変化させ、心臓および末梢血管レベ

拍出量は増えることになる。

ルで血圧を調節する。このネガティブフィードバッ

さらに、心拍出量曲線は右房圧・左房圧で 3 次元

クループが血圧の恒常性維持に必須であり、機能不

空間に記述され、静脈還流平面の平衡点として、心

全になると血圧制御が困難となる（図１）。圧受容

拍出量と左右の心房圧が規定される

器反射の遠心路が交感神経と迷走神経である。交感

5, 6

。すなわち、

心拍出量は心臓と血管系の固有の特性と、有効血液

神経の発火により心臓収縮末期エラスタンスが増加

量の間の定量的な関係で確定することになる。血圧

し、心拍数も増加する。血管抵抗は増加し、有効循

は心拍出量が確定すれば、その値に血管抵抗をかけ

環血液量は増加する。一方、迷走神経は心拍数の減

ることで得られる。血圧は心臓の収縮性・心拍・血

少・心収縮力のわずかながら低下をもたらし、交感

管抵抗に正相関し、拡張期弾性に逆相関することが

神経とは逆の作用を有する。

分かる。これらの定量的な関係は全て双曲線に従う。

急性の動脈圧変化が生じた数分後、いくつかの圧

一方、有効循環血液量に対して、静脈還流は直線的

調節機序が反応する。レニンーアンジオテンシン血

に増加するが、心室の拡張期圧容積関係が指数関数

管収縮機序・脈管系の緊張と弛緩・必要とする血液

に従うことから、心拍出量との関係は対数関係に従

量に再調節するため毛細血管壁を通して循環に出入

う。この枠組みにおいて、交感神経の活性化は心拍

りする体液の移動等である。これら機序は 30 分か

出量曲線を上方に移動させ、静脈還流平面も静脈を

ら数時間以内に活性化され、必要であれば効果は日

収縮させて平均体血管充満圧を上昇させることで上

単位持続する。ここでおきてくる血液量や血管抵抗

方にシフトする。結果として、右房圧・左房圧はそ

の変化は、血行動態の機序に従って血圧を規定する

れほど上昇せずに心拍出量が増加する、というのが

ことになる。さらに長期になるとレニンーアンジオ

正常の反応である。

テンシンーアルドステロン系あるいは腎固有の腎―
血液量による血圧調節がおきる。これらはいずれも

血圧の調節

有効循環血液量を変動させて血圧調節することにな
る。
さらに、交感神経と迷走神経による血圧調節にお
いては化学受容器反射および低圧系の反射も重要で
ある。化学受容器反射は頸動脈小体および大動脈弓

AⅡ
化学受容器反射

頭側延髄腹外側野
（RVLM）

の大動脈小体で酸素欠乏や二酸化炭素あるいは水素

迷走神経

イオンの過剰に対して反応し、血管運動中枢に伝達

圧受容器反射

される。頸動脈や大動脈小体は小栄養動脈により十

交感神経
レニン

分な血液が供給されており、動脈圧が致死的レベル
に低下すると小体への血流が減少し、二酸化炭素や

交感神経
心臓→脳の
求心性神経

水素イオンの過剰産生とともに酸素の有効性が低下

交感神経

腎臓→脳の
求心性神経

図 1.

して化学受容器が刺激され、交感神経が活性化し動
脈圧を上昇させる。この反射は血圧が極めて低く

交感神経

なったときは強力に作動するが、正常血圧範囲内で
はあまり強力ではない。しかし、心不全の病態にお

図１ 脳による交感神経・迷走神経の調節
脳による交感神経・迷走神経の調節

いてはその関与が注目されており、化学受容器反射
即時に作動する血圧調節機序はほとんどすべてが
急性の神経反射や神経性調節である

1, 2

の遮断が心不全の治療手段になりうることが報告さ

。圧受容器

れている 7。

反射は、頸動脈洞および大動脈弓に存在する動脈圧
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交感神経活性化機序

ける重要性や、治療標的になりうるかどうかは疑問
視されてきた。一方で、圧受容器への減負荷により

上述のように、交感神経活動を規定するのは脳で

持続的な高血圧が惹起される結果もあり、加えて近

あり、特に脳延髄にある頭側延髄腹外側野（rostral

年、逆に圧受容器刺激することにより高血圧が改善

ventrolateral medulla; RVLM）は圧受容器反射に関与

することが示され、圧受容器反射異常が高血圧にお

する複数の神経核からなる脳内ネットワークにおい

いて再注目されている 10。

て最終情報統合部位であり、RVLM からシナプス

長期的な血圧調節においては、腎臓による血圧調

を介さずに脊髄後核に交感神経出力として投射され

節と交感神経の関係が重要である 1, 2。血圧が上昇

ることから、交感神経活動中枢として知られている 8。

すると腎臓における圧ナトリウム利尿によって体内

我々を中心として RVLM 内の交感神経活性化機序

のナトリウム量と水分量が減少するので、腎臓の圧

に関する研究がこれまでなされており、最も強力に

ナトリウム利尿曲線が正常であれば長期血圧はほと

交感神経活動を活性化するのがアンジオテンシンⅡ

んど変化しないはずである。交感神経活動の活性化

受容体により産生される酸化ストレスである（図２）

は腎臓からのナトリウム排泄抑制により圧ナトリウ

。したがって、RVLM のアンジオテンシンⅡ受容

ム利尿曲線を高血圧側に移動させ、摂取したナトリ

体を阻害すれば交感神経活動を抑制できる可能性を

ウムを排泄するために必要な血圧が上昇することに

我々は提唱している 。

より、高血圧となると考えられる 1, 2。しかしながら、

9

9

圧受容器反射機能が正常であれば、血圧上昇により

高血圧と交感神経

交感神経活動が抑制され、圧ナトリウム利尿曲線が
元に戻り長期血圧も戻るはずである。したがって、
圧ナトリウム利尿関係においても圧受容器反射によ

RVLM

る交感神経活動調節異常が高血圧の重要な成因と考
えることが出来る。すなわち、高血圧の治療標的が

AT1 受容体

単に血管を拡張するということではなく、圧受容器
反射に介入することが最も重要であると考えるべき

一酸化窒素

である。また、近年注目されている腎神経アブレー

活性酸素種

ションは、難治性高血圧に対し有効であるとされて
いるが 11、その降圧機序については十分解明されて
いない部分も多く、今後も検証が必要である。

心不全と交感神経

過剰な交感神経活性化

心不全の病態において、交感神経が活性化・迷走

図 2. RVLM 内の angiotensin Ⅱ受容体による酸化ストレ
図２ RVLM内のangiotensinⅡ受容体による酸化ストレスが過剰な交感神経活性
神経活動が減弱・圧受容器反射も悪化していること
スが過剰な交感神経活性
化を惹起する
化を惹起する
はすでによく知られた事実である 12。それは、左室

収縮能が低下した慢性心不全の予後が交感神経活動
ここまでの心拍出量および血圧を規定する枠組み

と相関し、β遮断薬が予後を大きく改善することか

で考えると、交感神経活動の過剰な活性化は高血圧

らも明らかであるといえる 12。心不全を循環調節異

の主たる原因であることは明らかである。一方で、

常と捉えると、心拍出量曲線と静脈還流平面の平衡

その交感神経活動を最も強力かつ迅速に調節する動

点として心拍出量と左右の心房圧が規定され、心拍

脈圧受容器反射を破壊した場合、血圧の変動性は大

出量は心臓と血管系の固有の特性と有効血液量の間

きくなるが、平均血圧は上昇しないことが古典的に

の定量的な関係で確定することから、心不全の病態

しめされており 、圧受容器反射異常の高血圧にお

はこれらの関係性より理解をする必要がある。特に

1
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メタボリックシンドロームと交感神経

肺うっ血においては重要である。
正常において、容量負荷により血圧は上昇し、動
脈圧反射は心室収縮性や心拍数 ( 心臓特性 ) を低下

肥満と交感神経活動活性化の関係はすでに多くの

させ、血管抵抗や有効血液量 ( 血管特性 ) を低下、

報告がある 17-19。体格指数の大きい群では、腹部内

減少させることにより血圧を低下させることで、循

蔵肥満の程度と相関して筋交感神経活動が活性化し

環動態の恒常性は維持される。一方、急性の肺うっ

ており、高血圧の頻度が高いだけでなく脈拍数およ

血は体液量の分布不均衡によって惹起され、特に

び血漿ノルエピネフリン濃度も上昇している。我々

unstressed volume か ら stressed volume へ の 移 動 が 重

も、メタボリックシンドローム患者において血漿ノ

要であり、その移動は交感神経の活性化により起こ

ルエピネフリン濃度が上昇していることや収縮期血

る 。左室収縮能が保持された心不全（Heart failure

圧周波数解析により求めた交感神経活動が活性化し

with preserved left ventricular Ejection Fraction; HFpEF）

ていることを報告した 20。メタボリックシンドロー

においては左室収縮能が低下している場合に数多く

ム患者に対し食事療法による減量と減塩により交感

のエビデンスで有効性が証明されている薬物（ACE

神経活動が抑制されるとの報告 21 もあることから、

阻害薬・アンジオテンシン受容体拮抗薬・β遮断

肥満やインスリン抵抗性により交感神経活動が活性

薬）が、HFpEF では有効性が証明されていない。さ

化すると考えられる。さらには、インスリン抵抗性

らに、HFpEF の特徴として、全身性の容量負荷が少

により交感神経活動が活性化するだけでなく、交感

なくても急激な肺うっ血、いわゆる“ﬂash pulmonary

神経活動の活性化もまたインスリン抵抗性を惹起

が、予防

することが知られている 17。肥満高血圧における交

する有効な治療法が現在でも確立しておらず、厳重

感神経活動活性化の機序について、インスリン抵抗

な血圧管理と体重管理を行いながら、発症した際に

性と交感神経活動が正の相関関係にあること 22 や、

速やかに血管拡張薬による治療を行うというのが現

レプチン過剰発現マウスにおいて交感神経活動が活

状である。HFpEF の病態において、高血圧などによ

性化している 23 こと、さらには中枢におけるレプ

る左室肥大を背景とする左室拡張障害・収縮障害が

チンの交感神経活動活性化作用 24 が報告されてい

重要と考えられている。しかし、それがすべての原

る。このことは、肥満・メタボリックシンドローム

因ではないことが上記の背景より明らかである。一

において交感神経活動活性化は治療標的であること

方、容量負荷が少なくても左心房圧が急激に上昇し

を強く示唆するものである。

13

edema”を繰り返すことが知られている

14

てしまう「左心房の容量不耐性」が ﬂash pulmonary

その他の循環器疾患と交感神経

edema を繰り返す機序とも考えられ、その背景には
圧受容器反射機能異常が極めて重要であることを最
近我々は報告した 15, 16。

その他にも、心室性不整脈・心房細動・睡眠時無
呼吸症候群やたこつぼ型心筋症の病態において交感

虚血性心疾患と交感神経

神経が深く関係していることがすでに明らかとなっ
ている 10。

交感神経が活性化している状態である高血圧は重

おわりに

要な虚血性心疾患のリスクであり、β遮断薬は心筋
の酸素消費量を減らすため、労作性狭心症および急
性心筋梗塞の一次・二次予防に有効であることはガ

交感神経・迷走神経が循環動態の維持に極めて重

イドラインでも推奨されている 。

要であり、種々の循環器疾患の原因および増悪因子

10

であり本質的な治療標的であることは衆目の智であ
る。しかし、交感神経と迷走神経の制御が閉ループ
でのフィードバックシステムであるため、その研究
がバイオロジーの進化にも関わらず古典的に確立さ
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れている事実を上回りきれていない現状もある。シ

10) 岸拓弥 , 砂川賢二：循環器医が知っておくべ

ステムバイオロジーを駆使して今後の発展を要する

き交感神経系の新展開 . Heart View. メディカル

分野であろう。さらに、治療手段として臨床の現場

ビュー社 , 2010.

ではα遮断薬・β遮断薬の内服のみというイメージ

11) Symplicity HTN-2 Investigators: Renal sympathetic

があるが、実際には他の薬剤にも交感神経抑制作用

denevation in patients with treatment-resistant

を有するものもあり 、さらに運動療法など非薬物

hypertension (The Symplicity HTN-2 Trial): a

療法は自律神経に対し非常に有効である。加えて近

randomized controlled trial. Lancet 376: 1903-

年の自律神経モジュレーションデバイスの進化にも

1909, 2010

10

注目すべきである。
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

血管内皮機能からみた抗加齢医学
島田
大阪市立大学大学院

医学研究科

健永

循環器内科学

要旨
人は血管と共に老いるという有名な言葉に表されるように抗加齢医学の本質は抗動脈硬化であ
る。血管は人体最大の臓器であり血管内皮細胞の機能不全が動脈硬化の第一歩である。血流依存性
血管拡張反応 (flow mediated vasodilation: FMD) は非侵襲的内皮機能診断法として広く用いられて
おり、イベント発症を予測するマーカーとしての役割と血管内皮障害に関与する因子の検索や治療
効果の判定に用いられる。
冠血流予備能 (coronary flow reserve; CFR) は、薬物を用いて反応性充血を惹起しその前後の冠
血流速度の比で決定される。CFR が臨床的に最も多く用いられたのは冠動脈の狭窄評価であるが、
有意狭窄が無ければ CFR は冠微小循環や血管内皮機能を反映すると考えられる。アンチエイジン
グ療法が内皮機能改善作用を持っていることを筆者らの研究を中心に紹介する

キーワード

内皮機能、FMD、CFR、アロマ、ポリフェノール

血管不全 (vascular failure)の病態
危険因子(高血圧、糖尿病、脂質異常症、生活習慣）

命の危機に至る病態である。したがって、血管不全

内皮機能障害

(vascular failure) は血管の機能障害が原因となって、

代謝異常

炎症・酸化ストレス

放置すれば生命の危機に至る病態であるといえる 1。

血管平滑筋細胞増殖・プラーク形成

血管は人体最大の臓器であり、そのすべての血管を

プラークの不安定化

内腔から裏打ちしているのが血管内皮細胞である。

プラーク破裂

成人の血管内皮細胞を一面に敷き詰めるとテニス

心血管イベント (心筋梗塞・脳梗塞）発症

図 1.

コート６面、一列に並べると 10 万 km、重量にする

図1. 血管不全の病態と心血管イベント発症

と 1.5kg で肝臓と同じといわれている。血管内皮細

血管不全の病態と心血管イベント発症

胞は内分泌器官としても機能しており、各種臓器へ

はじめに；血管不全（血管内皮機能障害）
について考える

の血流制御や抗動脈硬化作用に重要な役割を果たし
ている。すなわち、血管不全の本体は血管内皮機能
障害である（図１）。

近年、我が国において、動脈硬化を基礎とした心

急性冠症候群は、動脈硬化性プラークの破綻に

血管疾患での死亡率が上昇傾向にある。人は血管と

よって引き起こされる血栓性閉塞である。プラーク

共に老いるという有名な言葉に表されるように抗加

の形成過程において、最も早くに傷害されるのが血

齢医学の本質は抗動脈硬化である。血管年齢を正確

管内皮細胞であり 2、血管内皮機能をイベント発症

に知り、血管の老化を防ぐことは、アンチエイジン

のサロゲートマーカーとして用いることに異論は無

グの基本と考えられる。不全とは、心不全、腎不

くなっている。また、血栓形成における血小板、白

全、肝不全などに代表されるように、生命維持に不

血球、血管内皮細胞の相互作用は重要である。動脈

可欠な臓器の機能障害の状態を表す。放置すれば生

硬化の最初の始まりは血管内皮機能障害と考えられ
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ており、血小板が最初に接着するところは血管内皮

ある。

機能障害がある部位である。しかしながら、諸外国

駆血用カフの位置は上腕、前腕どちらでも良いが、

や日本において血管内皮機能検査の前向きエビデン

得られる FMD 値、成因は同じではない。より NO

ス構築がまだまだ不十分であることは否めない。

に関与しているのは前腕駆血であるとの報告がある 3。

１．flow mediated vasodilation (FMD)
上腕または前腕をカフで駆血、
５分後解放

２．糖尿病と血管内皮機能
加齢や心血管リスクで FMD 値が低下することは、

抵抗血管レベルの血管内皮細胞
の活性化(EDHF>NO)

Framingham Heart Study で疫学的にも裏づけられて
いる。糖尿病患者では心血管疾患が非常に高い頻

抵抗血管の拡張

血流速度の測定
シェアストレス

血管径の測定 (FMD)

図 2.

度で発症する。糖尿病における血管内皮機能障害

血流増加（反応性充血）

の機序として酸化ストレスが関与すると考えられ

前腕動脈レベルの血管内皮細胞
の活性化(NO>EDHF)

ている。高血糖状態下では最終糖化蛋白 (advanced

前腕動脈の拡張

glycation endproduct: AGE)、ポリオール代謝、ジア

血流依存性血管拡張反応
図2. 血流依存性血管拡張反応 (flow mediated vasodilation: FMD)
(ﬂow mediated vasodilation: FMD)

シルグリセロール - プロテインキナーゼ C (DAGPKC) 経路の関与などが考えられている。AGE は
NADPH オキシダーゼの活性化を介して活性酸素を

日常臨床で用いられている血管内皮機能検査は主

発生し、高血糖状態では抗酸化酵素のスーパーオキ

に前腕動脈の血管内皮機能である。血流依存性血管

シドジスムターゼ (SOD) やカタラーゼが糖化され

拡張反応 (ﬂow mediated vasodilation: FMD) は非侵襲

酵素活性が低下する。PKC の活性化は血管壁細胞

的内皮機能診断法として広く用いられており、前腕

の NADPH オキシダーゼ活性化を介して活性酵素産

を駆血し、その後の反応性充血に伴う血流増加刺激

生を増加させる。高血糖状態では NO 産生も増加し

により生ずる。その内皮依存性の血管拡張を超音波

ているが、活性酵素産生がそれよりも多い状態であ

で連続的に観察し、血管径増加率を計測する（図２）。

り動脈硬化が進行すると考えられる 4,5。

血管には血液の変化に伴ってサイズを変える性質が

血管内皮細胞は、常に血管内の血栓形成を阻止し血

あり、こうした現象は血流に起因する力学的刺激で

液循環を保つが、糖尿病では血小板機能の活性化、

あるシェアストレスに血管内皮細胞が反応し、形態、

凝固因子の活性化、トロンボモジュリンが低下して

機能、多くの遺伝子の発現を変化させている。内皮

おり易血栓性に傾いている 6。

細胞がシェアストレスを認識する機構はまだ十分

3. 食後高血糖と血管内皮機能

解明されていないが、膜に存在する ATP 作動性カ
チオンチャネルを介した Ca2+ 流入反応がシェアス
トレスの強さの情報を細胞内部に伝達することがわ

2 型糖尿病の発症時期は正確に把握できない。空

かってきた。

腹時血糖が少々高い時期でも食後血糖応答が異常に

その一方、様々な問題点もある。第一の問題は測定

高くなっている。重要なことはすでにこの時期から

の再現性であったが、近年はプローブ支持固定装置

血管内皮機能は障害され動脈硬化が進展しており、

の開発や、半自動測定できる装置の開発でかなり改

食後高血糖は軽症糖尿病ではなく、心筋梗塞、脳梗

良されている。第二は血管拡張刺激（血流増加）が

塞の重要な危険因子である。日本人に高度肥満を伴

不変であること、第三は血管平滑筋の NO への反応

わない食後高血糖が急速に増加している。実際に

が不変であることなど FMD が内皮機能を表すため

我々の施設で冠動脈インターベンションを施行され

にはこの二つが必要である。また、ニトログリセリ

た患者の実に 8 割に IGT、IFG を含めた耐糖能障害

ンの舌下投与後の血管内径の変化を計測し、血管内

が認められている。この病態に脂肪肝が密接に関与

皮非依存性の血管拡張反応を計測することも必要で

していることが最近指摘され始めている。河盛らの
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脂肪肝

摂食

運動不足

す指標であり、安静時に対する最大冠拡張時の冠血

高脂肪食

流量の比として求められる。冠血流を一時的に遮断

インスリン
抵抗性

肥満
食後高血糖

した後、その遮断を解除すると反応性充血がみられ
る。反応性充血は冠細動脈や毛細血管が虚血に反応

高インスリン血症
高血圧

して最大限に拡張する結果生じる現象であり、その

脂質異常症
血液凝固亢進

機序にはアデノシンなどの代謝産物が重要な働きを

酸化ストレス
血管内皮細胞障害

していると考えられている。臨床的には塩酸パパベ

血管平滑筋細胞増殖

リン、ジピリダモール、アデノシンや ATP などの

動脈硬化

図 3.

図3. 脂肪肝・食後高血糖と血管内皮機能障害

脂肪肝・食後高血糖と血管内皮機能障害

薬物を用いて反応性充血を惹起し、薬物負荷前後の
冠血流速度の比、すなわち薬物負荷後の最大冠血流

報告では、肝臓における細胞内脂質、インスリン抵

速度／安静時最大冠血流速度比で冠血流速予備能が

抗性が食後高血糖に重要因子であると報告してい

決定され CFR としている。CFR が臨床的に最も多

る 。また、食後高血糖に高血圧や脂質異常症など

く用いられたのは冠動脈の狭窄の評価である。経皮

の危険因子が関与し不安定プラークを形成する（図

的冠血管形成術（PCI）の適応の決定や、PCI 終了

3）。高血糖も動脈硬化促進因子であるが、血糖の変

直後の仕上がりの程度の評価に用いられてきた。ま

動（グルコーススパイク）もきわめて重要な促進因

た太い冠動脈に有意狭窄が無ければ、CFR は冠微

子と考える。HbA1c の値では判断がつかず、この

小循環そのものを反映すると考えられる。

7,8

ような状態を早期に発見するために FMD による血

最近の超音波断層装置や探触子の進歩により、経

管内皮機能検査の意義がある。事実、健常者に 75g

胸壁アプローチにより心外膜を走行する冠動脈の描

の糖負荷を行うと FMD が低下する事を我々は報告

出が可能となり、左前下行枝中間部から末梢部にか

している 。

けてはかなりの検出率を持つようになった。左前下

9

行枝にサンプルボリュームを設定し得られたパルス

4. 冠動脈の血管内皮機能；
冠血流予備能

ドプラ波形から冠血流速度を算出する経胸壁心エ
コー図による CFR は、有意な狭窄がなければ、微
小循環と冠動脈血管内皮機能を表すと考えられてい
る（図 4）。我々は、FMD と CFR は良好に相関す

冠動脈の血管内皮機能は、侵襲的検査では心臓カ

ることを報告している 9。

テーテル検査における低濃度アセチルコリン投与が
一般的であり、血管内皮機能障害が存在するとアセ

5. アンチエイジングと内皮機能

チルコリンの内皮依存性冠拡張は減弱する事が知ら
れている 。
10

(1) シフトワーカーとアロマ療法

冠血流予備能 (coronary ﬂow reserve; CFR) とは心
筋酸素消費量の増大に対する冠血流の増加能力を表

シフトワーカーの寿命が短いことはよく知られて
いる事実である。アンチエイジングの分野でもこの
問題を解決すべく様々な研究が行われている。我々

CFR増加のメカニズム
前小動脈

小動脈

(100~400μm)

(<100μm)

NOの放出
血管拡張

①血流増加

は、病院勤務の 19 名の健康成人男性の当直勤務明
けに FMD による血管内皮機能を検査し、低下して

ATP投与

いることを見出した。クロスオーバー法により 30
分のアロマ療法（ラベンダーの香り）が FMD を改

②血流増加

血管拡張

善する事を報告した 11。アンチエイジングとしての
アロマ療法の重要性を改めて感じた。（図 5）

CFRの増加

図 4.

(2) 赤ワインの冠血流予備能に対する効果

CFR 増加のメカニズム

適度なアルコール摂取が虚血性心疾患の発生率を

図4. CFR増加のメカニズム
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図6. 赤ワインによるCFRの改善

図5. アロマ療法によるFMDの改善

図 5.クロスオーバー法により１９名の健康男性の当直明けFMDを測定し、30分の安静のみとラベンダーの
アロマ療法による FMD の改善
香りを追加した群でFMDの回復を比較した。文献11から引用。
クロスオーバー法により１９名の健康男性の当直
明け FMD を測定し、30 分の安静のみとラベンダー
の香りを追加した群で FMD の回復を比較した。
文献 11 から引用。

図 6. 赤ワインによる CFR の改善
10名の健康男性にアルコール飲酒30分前後で経胸壁心臓超音波でCFRを測定した。ウオッカや白ワ
インでは改善が見られず、赤ワインでは有意なCFRの改善が見られた。文献16から引用。
10 名の健康男性にアルコール飲酒 30 分前後で経
胸壁心臓超音波で CFR を測定した。ウオッカや白
ワインでは改善が見られず、赤ワインでは有意な
CFR の改善が見られた。
文献 16 から引用。

減少させることは大規模な疫学的調査から明らかに
されている。その中でも赤ワイン（ポリフェノー

微小血管のさらなる拡張を引き起こし CFR の増加

ル）はさらなる心血管保護作用を持つとされてお

をもたらした。これは赤ワインの持つ心保護作用の

り、内皮機能改善でも多くの研究結果が報告されて

重要な効果の一つかもしれない。今回の研究では血

いる

。心筋梗塞、虚血性心疾患、高血圧、糖尿

行動態に変化はなく CFR に対する血行動態の影響

病や高脂血症の既往のない健康な男性１０人を対象

は除外して考えられる。ウオッカは製造過程におい

とし、赤ワイン（Chateau Beychevelle, 1994）をアル

てほとんど添加物が加えられておらずエタノール以

コール量として１g ／ kg

外の影響を除外できる。白ワインと赤ワインの製造

12-15

３０分間で摂取し、経胸

過程における違いはブドウの種と皮にある。

壁心臓超音波により CFR を測定した。別な日に同

ブドウの種と皮を加えて発酵させるのが赤ワイン

様の被検者にてアルコール濃度を同じにして白ワイ
ン（Chablis Moreau, 1997）を用いて CFR を計測した。

である。ポリフェノールはこのブドウの種と皮に多

さらにまた別な日に同様の被検者にてアルコール濃

く含まれており、赤ワインは白ワインの１０倍以上

度を同じにした水で薄めたウオッカを用いて CFR

のポリフェノールを含有している。そのほかワイン

を計測した。すべての参加者は実験が始まる６時間

に含まれる含有物は有機酸であるがこの量は極微量

前からお茶、コーヒー、そのほかのフェノール類の

でほとんど無視できる。このことから今回の CFR

飲料を禁止していた。

の増加の原因物質はアルコールによるものではなく

脈拍数、血圧はアデノシン投与前後、アルコール

赤ワインに含まれるポリフェノールが最も考えられ

摂取前後で有意な変化は無かった。安静時の冠血流

る。橋本らの報告も前腕動脈での FMD の増加を報

速度は赤ワイン、白ワイン、ウオッカ摂取前後で有

告しており、赤ワインの摂取が血管内皮機能を改善

意な変化は無かった。しかしながら、アデノシン投

したと考えられる 17。

与後の反応性充血後の冠血流速度は白ワイン、ウ

同様に紅茶ポリフェノールとカフェインでも研

オッカでは変化無かったが（白ワイン : 61 ± 21 vs.

究を行っており、紅茶の飲用が CFR を増加させる

56 ± 18, ウ オ ッ カ : 60 ± 20 vs. 69 ± 21 cm/s, NS）

事を報告している 18。

赤ワインでは有意に増加した (72 ± 13 vs. 85 ± 21
(3) 高脂肪食の単回摂取が冠血流予備能に及ぼす影響

cm/s, P=0.0263 )。その結果、CFR は赤ワインで有意
に増加したが ( 3.2 ± 0.7 vs. 4.2 ± 1.2, P=0.0 016 ),

高脂肪食の摂取とそれに伴う一過性の血中トリ

白ワインとウオッカでは有意な変化はなっかた（3.1

グリセライドの上昇は血管内皮機能障害と関係し、

± 0.8 vs. 2.7 ± 0.4, P=0.1922 , 3.3 ± 0.6 vs. 3.0 ± 0.7,

心血管イベントの増大をもたらすとされている 19。

P=0.821）（図 6）16。

我々は、赤ワインの時と同様の方法で高脂肪食摂取

今回の研究で、赤ワインは最大反応性充血時に冠

５時間後の CFR を測定した 20。１５人の健康成人
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男性（２９±４歳）に 1200 kcal、100 g

脂肪の高

6．今後の応用と展開

脂肪食を摂取してもらい、血中トリグリセライド濃
度は平均 100 mg/dL から 250 mg/dL へ上昇し、CFR

現在ますます生活習慣病の重要性が強調されるよ

は 4.02 から 3.30 へ低下した。また、そのうちの５

うになってきた。この事は医療経済の面からのみな

人には低脂肪食（1200 kcal, 10 g

らず疾病の早期予防は早期改善につながるからであ

脂肪）で同様に

CFR を計測したが低下は観察されなかった。

る。
日本における心血管疾患の発生率は欧米諸国と比

(4) CFR 増減のメカニズム

べてまだまだ低い数字であるが、食生活の欧米化の

図 4 に示すようにアデノシン を投与すると径が

影響でますます脂肪の摂取率が増えており、今後心

１００μ m 以下の小動脈 (arterioles) がまず拡張さ

血管疾患の増大が予想される。超高齢化社会の到来

れる。この事により第１段階の冠血流が増加する。

と相まって、アンチエイジング医学は益々重要性を

冠血流の増加は前細小動脈（prearterioles）において

帯びてきた。血管内皮機能を知ることの大きな意義

容量依存性の血管拡張反応をもたらす。これは血流

は心血管イベントの抑制にある。経胸壁心エコー法

依存性の NO 産生のためであり、この NO により第

による CFR 測定や FMD 測定の最大の利点は非侵

２段階の冠血流増加が出現する。赤ワインや紅茶ポ

襲的なことである。時間をあけて繰り返し検査でき

リフェノールはこの前細小動脈における NO 産生作

ることにより種々の薬物の急性効果、慢性効果を調

用を増強するのではないかと考えられる。逆に、高

べることも可能である。さらには、特定の疾患群の

脂肪食はこの部位の NO 産生を低下させたと考えら

経時的な変化を調べることも可能である。アンチエ

れる。赤ワインポリフェノールが直接内皮細胞に作

イジングの観点からさらなる知見や有用性が得られ

用するのか、それとも酸化 LDL の抑制を介して作

るものと思われる。

用するかは明らかでない。しかしながら、反応性充

文
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要旨
虚血性心疾患の中でも急性心筋梗塞は極めてリスクが高い病態であり、カテーテル治療による
再潅流療法が強く推奨されている。しかしながら、この治療法は、再灌流による虚血の解除の効果
として組織傷害が回避される反面、再潅流傷害により梗塞サイズの縮小効果が減弱されるという欠
点を併せ持っている。近年、エリスロポエチン（EPO）や顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）をは
じめとするサイトカインの心筋保護作用に関する研究が行われ、サイトカイン製剤による再還流障
害抑制を目的とした臨床試験が行われている。 本稿では、これまでに実施された、急性心筋梗塞に
対するサイトカイン治療に関する臨床試験を総括し、その問題点を議論したい。

キーワード

サイトカイン、再灌流傷害、エリスロポエチン、G-CSF、臨床試験

はじめに

性心不全の発症予防に極めて意義深いものとなると
期待される。

急性心筋梗塞は、心血管病の中でも死に直結しう

虚血性心疾患に対する
サイトカイン治療

る重篤な疾患である。心筋梗塞が発症すると、急性
期に生じた心筋傷害が急性心不全の原因となるのみ
ならず、その後、時間をかけて傷害が進行し、慢性
心不全に帰結する症例も多い。梗塞後急性心不全お

虚血性心疾患に対するサイトカイン治療としては、

よび慢性心不全の発症を予防する戦略として、急性

これまで、エリスロポエチン（EPO）と顆粒球コロ

期の心筋傷害を抑制することが有効であるとされ

ニー刺激因子 (G-CSF) の有効性・安全性の検討が、

ており、経皮的冠動脈形成術 (Percutaneous coronary

臨床試験として行われている。これらのサイトカイ

intervention: PCI) や冠動脈バイパス術による再潅流

ンが臨床試験のレベルまで進展した最大の理由は、

治療により急性期の梗塞サイズを最小限に抑える治

いずれのサイトカインも、試験を実施した国で他の

１

療がガイドラインにて推奨されている 。しかしな

疾患の治療薬として既に承認されており、第 1 相試

がら、同時に、このような再潅流治療には重大な欠

験を新たに行う必要がなかったことが挙げられる。

点があることも知られている。すなわち、再潅流治

エリスロポエチン（EPO）

療の心筋保護効果が、「虚血回避による心筋細胞死
の進展抑制」という有益な作用と、「再潅流によっ
て新たに生じる心筋細胞傷害（再潅流傷害）」とい

EPO は、組織の酸素濃度依存性に腎臓で産生と分泌

う有害な作用の差し引きにあることである。従って、

が調節されるサイトカインであり、その赤血球産生

再潅流傷害を抑制し心筋保護効果を最大化すること

調節作用が腎性貧血の治療に臨床応用されている。

が、再潅流治療の急性期効果の向上のみならず、慢

心臓における作用としては、受容体が心筋細胞や血
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表 1.

エリスロポエチンの臨床試験
被験者数
投与量・方法
(E/C)

試験デザイン

主要評価項目

Randomized, single-blind,
LVEF, Infarct size
placebo-controlled,
(SPECT)
Randomization後Open

EPO/AMI-1
20104

20/16

12,000 IU/回 1回,
<24 h after PCI

EPOC-AMI
20105

17/18

Open-labeled, placebo
6,000 IU/回 3回, PCI
controlled, blinded
直後、2日後、4日後
endpoints

HEBE Ⅲ
20106

263/266

60,000 IU /回 1回,
<3 h after PCI

REVIVAL-3
20107

68/70

33,000 U/回 3回, 直
Randomized, placebo
後、24h、48h after
control, double-blinded
PCI

REVEAL
20118

68/70

60,000 U/回 1回
<4h after PCI

Randomized, doubleInfarct size (CMR)
blind, placebo controlled

A J Ludman
et al 20119

26/25

50 000 IU/回 2回,
PCI前と24時間後

Double-blind, placebocontrolled

Randomized

1.neointimal volume
(IVUS), 2.late lumen
loss (QCA), 3. infarct
size (SPECT).
LVEF (planar
radionuclide
ventriculography)
LVEF (MRI)

Infarct size (CMR)
(副次：CK-MB,
Troponin-T)

Onset to PCI
(E/C)

評価時期 結果

<24 h

6か月後

群間でのLVEF、梗塞サイズにおいて有
意差なし。 r-EFはEPO群、およびnonLAD群において有意に改善。

<12h

4日後
6か月後

neointimal volume, late lumen lossに有
意差なし。 EPO群内で梗塞サイズ↓,
EF↑。群間有意差不明。

180 (126-288)
/174(120-251)
(min)

6週後

LVEF有意差なし。EPO群でMACE↓

4.2/4.2 (h)

6か月後

LVEF有意差なし。EPO投与で梗塞サイ
ズは縮小せず、MACEがやや増加した。

211 (SD:98) /202
(SD:111) (min)

2-6日後 梗塞サイズに有意差なし。EPO群で
12±2週後 MACE↑

224 (SD:104) /257 2日後
4か月後
(SD:156) (min)

EPO投与は、梗塞サイズを縮小せず。
microvascular obstructionの発現増加、
左室拡張とLV massの増加に関与して
いる。

E/C：被験薬群/コントロール群

表1：エリスロポエチンの臨床試験
管内皮細胞にも存在することが確認されており、血
ロール群（n=18）との有意差は評価されておらず

管新生作用、抗アポトーシス作用を併せ持つことが

EPO 投与の優位性は不明である。HEBE Ⅲ 6 では、

報告されている 2。これらの作用発現の機序として、

計 529 例という比較的多くの被験者において 60,000

Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/Akt、Extracellular

IU を PCI 後 3 時間以内に単回投与（n=263）し、6

signal-regulated kinase (ERK)、Janus kinase- Signal

週後の左室駆出率を標準治療群（n=266）と比較検

transducer and activator of transcription (JAK-STAT) な

討しているが、EPO 投与の優位性は証明されなかっ

どの生存シグナルの関与が知られている 。Parsa ら

た。REVIVAL-37 で は、EPO 33,000 U を、PCI 直 後

は、健常ウサギの心臓において、EPO により ERK

を含め 24 時間おきに 3 回投与する群（n=68）とプ

および Akt が著明に活性化すること、さらに虚血・

ラセボ投与群（n=70）との二重盲検にて、6 か月後

再灌流モデルにおいて、生理食塩水投与群と比較し

の左室駆出率を MRI にて比較検討している。その

て EPO 投与群で有意な梗塞サイズの縮小が認めら

結果、左室駆出率の有意差は認められず、むしろ

れることを報告している 。

Major Cardiovascular Events (MACE) がやや増加した

3

3

これまでに行われた虚血性心疾患を対象とした

と報告されている。REVEAL8 の有効性評価相試験

EPO の主な臨床試験を表 1 にまとめた。EPO/AMI-

では、PCI 後 4 時間以内に 60,000 U を単回投与する

1 では、PCI 後 24 時間以内に 12,000 IU を単回投与

群（n=68）とプラセボ投与群（n=70）の二重盲検にて、

する群（n=20）と生理食塩水を投与するコントロー

約 3 か月後に MRI にて梗塞サイズを評価している。

ル群（n=16）で、6 か月後の左室駆出率と梗塞サイ

その結果、EPO 投与の優位性は証明されず、MACE

ズを比較している。EPO 投与群において、Baseline

の増加が報告された。 A J Ludman らの研究 9 では、

と比較し左室駆出率の有意な改善を認めたが、改

50,000 IU を PCI 前と 24 時間後の 2 回投与する群

善度においてはコントロール群との有意差は認め

（n=26）とプラセボ投与群（n=25）の二重盲検にて、

られず、EPO 投与の優位性は認められなかった。

4 か月後の梗塞サイズを MRI にて評価しているが、

EPOC-AMI で は、EPO 低 用 量（6,000 IU） を PCI

EPO 投与による梗塞サイズの縮小効果は確認され

直後から 2 日おきに計 3 回投与することによる新生

なかった。

4

5

内膜過形成の予防効果を主要評価項目としている
が、6 か月後の評価では EPO 投与群内（n=17）で
梗塞サイズの縮小と左室駆出率の改善を認めてい
る。しかしながら、生理食塩水を投与したコント
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表 2.

G-CSF の臨床試験
Onset to PCI
(E/C)
299±101/304±111
(min)

評価時期

結果

4か月後
12か月後

EF↑、LVsize→

< 12 h

4-6か月後

梗塞サイズ、左室機能、再狭窄
において有意差なし。

収縮期壁厚増加率の 3:47 (2:43–5:25)/4:23
Double-blind,
placebo-controlled 変化(MRI)
(3:32–6:44) (h)
副次：左室機能、梗塞
サイズ（MRI）
Randomized,
LVEF,
32±45/51±53 (h)
収縮期壁厚増加率の
double-blinded,
placebo-controlled 変化(MRI)

1か月後
6か月後

左室機能、梗塞サイズともに有
意差なし。

3か月後

左室機能有意差なし。

Open

6か月後

EF↑, Infarct size↓, 左室容積,再
狭窄有意差なし

2年後

左室機能においてPBSCs+G-CSF
投与群はG-CSF 単独より改善を
認めたがコントロールと比して有
意差なし。

被験者数
(E/C)
15/15

投与量・方法

試験デザイン

主要評価項目

10 µg/kg/day,
6日間,
PCI後 85±30分～

Randomized,
standard carecontrolled

LVEF
(左室造影＆心エ
コー)

REVIVAL-2
15
2006

56/58

10 µg/kg/day,
5日間,
AMI 5日後～

梗塞サイズ (SPECT)
Randomized,
副次：LVEF （MRI）
double-blind,
placebo-controlled

STEMMI
16
2006

39/39

10µg/kg/day,
6日間,
発症1-2日後～

FIRSTLINE14
AMI 2005

G-CSF-STEMI 23/21
17
2006

10µg/kg/day,
5日間,
PCI後
31±24/39±28 (ｈ)

H.Takano et 18/22
18
al. 2007

2.5 μg/kg /day,
5日間 ,
PCI後21時間

1

2

3

MAGIC Cell 1 10/ 10/ 10 10µg/kg/day ,
Open
19
1
2007
( :PBSCs+G- 4日間,
2
CSF, :G-CSF, AMI to GCSF <120 h
3
:Control)

LVEF VEDV LVES
(SPECT).

6.5±5.6/4.9±2.6 (h)

LVEF
(SPECT, 心エコー)

AMI: 3.3±1.0,
2
3
5.5±3.1, 7.1±1.6,
1
OMI: 94.6±116.9,
2
87.3±73.3,
3
117.0±158.6 (h)

1

E/C：被験薬群/コントロール群

表2：G-CSFの臨床試験

顆粒球コロニー刺激因子 (G-CSF)

標準治療のコントロール群（n=15）と比較して、4
カ月後の左室駆出率や梗塞領域での壁運動が心エ

G-CSF は好中球前駆細胞の増殖と分化を促進する

コー上有意に改善した。さらに、左室拡張末期径は

サイトカインであり、好中球減少症や末梢血幹細胞

G-CSF 群では変化しなかったがコントロール群で

移植のための造血幹細胞の動員に臨床使用されてい

は拡大したと報告されている。REVIVAL-215 では、

る。心臓における作用として、Harada らは、G-CSF

より多くの患者を対象に急性心筋梗塞発症後 5 日目

受容体が心筋細胞に発現しており、G-CSF が JAK/

から G-CSF 10µg/kg を 5 日間投与する群（n=56）と

STAT 経路を介し、アポトーシスを抑制し、血管形

プラセボ群（n=58）との二重盲検にて、4-6 か月後

成を促進することにより心筋保護効果を示すことを

の梗塞サイズを SPECT で、左室駆出率を MRI で評

提唱している 。また、このような心筋細胞への直

価しているが、G-CSF 投与の優位性は確認されな

接作用以外にも、G-CSF は、マクロファージに作

かった。STEMMI16 では、急性心筋梗塞発症 1-2 日

用し matrix metalloproteinase (MMP)-1，MMP-9 の発

後から G-CSF 10µg/kg を 6 日間投与する群（n=39）

現増加を介して心筋梗塞後の組織修復過程を促進す

とプラセボ群（n=39）との二重盲検にて、6 か月後

る可能性 、あるいは、血管内皮増殖因子（vascular

の左室機能を MRI にて評価しているが、G-CSF 投

endothelial growth factor; VEGF）の発現亢進により

与の優位性は確認されなかった。G-CSF-STEMI17

心筋保護効果が示される可能性 12 が報告されてい

は、発症後 32 ± 45 時間の亜急性心筋梗塞患者を対

る。G-CSF の心保護効果は、G-CSF が虚血再灌流

象に（コントロール群では 51 ± 53 時間）、G-CSF

後に投与された場合においても確認されており、

10µg/kg を 5 日間投与した群（n=23）と生理食塩

Kanellakis らは、マウスの心筋梗塞モデルにおいて、

水を投与したコントロール群（n=21）との二重盲

冠動脈を 1 時間結紮したのち再灌流を行い、その 4

検にて、3 か月後の左室機能を MRI にて評価して

時間後から G-CSF を 5 日間投与した結果、28 日後

いるが、G-CSF 投与の優位性は確認されなかった。

の心機能において有意な改善が認められたことを報

一方、Takano らの研究 18 では、PCI 後約 21 時間か

告している 13。

ら G-CSF 2.5 µg/kg を 5 日間投与した群（n=18）と、

10

11

これまでに行われた虚血性心疾患を対象とした

生理食塩水を投与したコントロール群（n=22）に

G-CSF の主な臨床試験を表 2 にまとめた。

おいて、4 日後と 6 か月後の左室機能および梗塞サ

FIRSTLINE-AMI で は PCI 後 85 ± 30 分 か ら

イズを SPECT により評価している。G-CSF 群内で

G-CSF 10 µg/kg を 6 日間投与した群（n=15）では、

は有意な左室駆出率の改善と梗塞サイズの縮小を認

14
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めたが、コントロール群では有意な変化は認められ

は梗塞部位の検出感度がより高く、定量可能である

なかった。

ことが特徴とされている。例えば、Mahrholdt らは、

以上のような G-CSF の単独投与のみならず、末

Contrast-enhanced MRI と Tc-MIBI SPECT の 梗 塞 サ

梢血幹細胞投与を組み合わせることにより、効果を

イズの評価における再現性について比較検討を行っ

高めようとする試みもある。例えば、MAGIC Cell

ている 20。彼らの報告によると、15 例の陳旧性心

119 では、急性および陳旧性心筋梗塞患者を対象に、

筋梗塞患者を対象に、同日に MRI による評価を 20

PCI 前 に G-CSF 10µg/kg を 4 日 間 投 与 す る G-CSF

分間隔で 2 回、SPECT による評価を 20 分間隔で 2

群 (n=10)、PCI 前の G-CSF 投与に加え、PCI 後に経

回実施し、それぞれの再現性を比較した結果、2 回

冠動脈的に peripheral blood stem cells (PBSCs) を投

の撮影による梗塞サイズの差は MRI では平均 -0.1%

与する PBSCs+G-CSF 群 (n=10)、PCI 処置のみのコ

LV であるのに対し、SPECT では -1.3% LV であった。

ントロール群 (n=10) において、2 年後の左室駆出率

また、MRI による梗塞サイズは SPECT による測定

を SPECT にて評価している。その結果、PBSCs+G-

と比較し平均 0.5% LV 小さかったと報告している。

CSF 群は G-CSF 単独群よりベースラインからの改

従って、左室機能を評価項目とする場合は、MRI

善効果を認めたが、コントロール群と比較して有意

を採用するべきであると考えられる。

差は認められなかった。

このような評価方法のみならず、急性心筋梗塞の
経過そのものが、薬物の心筋保護効果の判定を極め

虚血性心疾患に対する
サイトカイン治療の問題点

て困難にしていることを忘れてはいけない。すなわ
ち、急性心筋梗塞の責任血管や発症後 PCI までの
時間が梗塞サイズに大きな影響を与えるため、症例

以上のように、EPO、G-CSF ともに、非臨床試験

のベースラインに大きなばらつきが生じるわけであ

や小規模な臨床試験では心筋保護効果の有効性が認

る。皮肉なことに、症例のベースラインをそろえよ

められるものの、決定的な有効性を示すには至って

うと努力するとエントリーできる症例が十分な数

いない。その原因を、臨床試験デザインという観点

に達しないということになる。この問題は、梗塞

と、標的とするシグナルへの介入方法という観点の

領域とともに risk area（虚血に曝された領域のサイ

2 点から論じたい。

ズ）を評価し、梗塞領域と risk area の比をとること
によって解決するものと考えられる。この観点から、

1. 臨床試験デザインに関する問題点：

最近、MRI を心筋梗塞後急性期に用い、risk area と

評価項目・評価方法について

梗塞領域を評価する方法が注目を浴びている 21。こ

主要評価項目として、本来の真のエンドポイン

の方法では、T2 画像により risk area を評価し、ガ

ト で あ る Mortality や MACE を 採 用 す る こ と は、

ドリニウムによる遅延性の enhancement により梗塞

event 数を積み重ねるという点から多大な困難を伴

領域を評価することができる。この方法は、広く心

う。そこで多くの臨床試験では、左室機能

(LVEF,

筋保護薬の開発への応用が期待されるが、MRI の

LVEDV, LVESV の計測 ) をサロゲートマーカーとし

機種間の差の問題もかかえており、大規模な臨床試

て使用しており、心エコー、SPECT、MRI などの

験で使用されるようになるにはまだ少し時間がかか

画像検査で評価している。心エコー検査は侵襲性が

るかもしれない。

低く臨床応用の点では優れた検査であるが、手技の
標的とするシグナルへの介入方法の問題点

影響を受けやすく実施者によるばらつきが大きい

2.

ことから、中規模以上の臨床試験では信頼性に劣

2-1.

投与時期と投与量に関する問題点

る検査方法とされている。 SPECT と MRI の比較で

これまで行われてきた臨床試験では、投与時期と

は、SPECT はこれまで多くの臨床試験で使用され

投与量が、試験ごとに異なっており、再現性の確認

てきた実績はあるものの、貫壁性梗塞と心内膜下

ができず、薬効の客観的な評価が困難となっている。

梗塞の判別が困難であるとされている。一方、MRI

投与方法を見直し、最大の有効性・安全性が得られ
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る投与条件を検討する必要がある。

として承認されており、ヒトにおける安全性が確認

例えば、投与時期に関しては、G-CSF の臨床試験

されていることにある 26。前述の動物モデルにおけ

では、これまでの試験結果から、早期投与により有

る心筋保護効果は、オプレルベキンが血小板減少症

効性が増す可能性が指摘されている

。薬理学

治療薬として用いられている投与量である 25-50µg/

的には、投与するサイトカインの心筋保護効果を期

kg 以下の投与量で確認されており、今後、急性心

待するのか、梗塞後心筋リモデリング抑制効果を

筋梗塞患者を対象にしたオプレルベキンの安全性・

期待するのかによって治療の窓 (therapeutic window)

有効性試験の実施が期待される。

14,17,18

が異なってくるものと考えられる。

おわりに

一方、投与量に関しては、問題はもう少し複雑で
ある。その理由は、非臨床試験と異なり臨床試験に
おいては、例えサイトカインの心筋保護効果が認め

これまでサイトカインを用いた心筋保護治療に関

られても、副作用の頻度が上がると治療としての意

する臨床試験は非常に数多く行われてきた。その結

味をなさないからである。例えば、EPO の臨床試

果に関しては、上述のように、評価方法を含めた試

験である REVIVAL-3 では、33,000 U を投与してお

験デザイン上の問題、投与方法の最適化の問題等に

り、その結果、MACE がやや増加傾向にあったと

より一定の見解が得られていない。しかしながら、

報告されている。従って、より少ない EPO の投与

有効性が確認された非臨床研究の結果は、現在治療

が有効性を発揮する可能性がある。この観点から、

方法がない再灌流傷害の予防を可能にするという点

現在、我が国で 6,000 U、12,000 U、プラセボの 2

で、大きな希望を持たせるものである。これまで

重盲検で行われている臨床試験 EPO-AMI-II の結果

行われてきた臨床試験の問題点をもう一度整理し、

が期待される 。

Proof of concept

7

22

2-2.

標的とする治療シグナルの問題点

(POC) が取得できるかどうか、再

検証する必要があるだろう。

急性心筋梗塞における、心筋保護を目指したサ
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iPS 細胞を用いた心血管創薬スクリーニング
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要旨
人工多能性幹（induced pluripotent stem: iPS）細胞は、遺伝子変異をもつ遺伝病の患者の体細
胞からも樹立することが出来る。これは疾患特異的 iPS 細胞と呼ばれており、臨床へ応用される日
が近いと注目されている。疾患特異的 iPS 細胞は患者の全遺伝情報を持っているため、その疾患の
原因となる遺伝子変異も保持しており、分化誘導して作製された体細胞は、患者の生体内の細胞と
同様の生理学的特徴を有していると考えられている。それゆえ、疾患の原因となる体細胞を作製す
ることができれば、in vitro でその患者特有の病態を再現して詳細に解析できる可能性がある。疾患
特異的 iPS 細胞は遺伝疾患の原因や病態を解明するための、また創薬スクリーニングを行うための
新たなツールとして期待される。

キーワード

iPS 細胞、初期化、リプログラミング、分化、遺伝子変異

人工多能性幹（induced pluripotent stem: iPS）細胞

ら、疾患特異的 iPS 細胞は遺伝子疾患の原因や病態

は、線維芽細胞などの体細胞に複数の遺伝子を導入

を解明するための、また創薬スクリーニングを行う

してリプログラミングを誘導することで樹立される

ための新たなツールとして期待されている。
疾患特異的 iPS 細胞を用いて新たな疾患モデルの

多能性幹細胞であり、胚性幹（embryonic stem: ES）
細胞と同様に、無限の増殖能力と、全ての体細胞へ

構築が必要とされる疾患の例として、遺伝性心疾患

分化する能力を持つ 。iPS 細胞は、ES 細胞のよう

が挙げられる。心疾患の病態解析を行うためには患

に胚を壊すことなく誰の細胞からでも作製すること

者の心筋細胞が必要であるが、十分量の心筋細胞を

ができるため入手は容易であり、患者本人から作製

患者から採取することは困難であり、また侵襲も少

した iPS 細胞は臨床にも応用しやすいという利点も

なくないため、これまでに生きたヒト心筋細胞を用

あることから、2007 年にヒト iPS 細胞の樹立が報

いた解析は行われていない。このような遺伝疾患の

告 されて以来、世界中でヒト iPS 細胞を用いた様々

発症の原因や病態の解明、創薬研究などを行うため

な研究が進んでいる。その中で、ある遺伝疾患を持

には、患者の家系の遺伝子解析や、疾患モデル動物

つ患者の細胞から樹立された iPS 細胞は、疾患特異

などの代替材料を用いた実験による解析に頼らざる

的 iPS 細胞と呼ばれて注目されている 。疾患特異

をえなかった。しかし、マウスなどのモデル動物で

的 iPS 細胞は、患者の全遺伝情報を持っているため

病態を再現しようとしても、動物とヒトでは心筋細

その疾患の原因遺伝子も保持している。疾患の原因

胞に発現するタンパク質や心拍数などの生理学的特

となっている体細胞を患者から直接採取して解析を

徴が異なるため、それがヒトと同じ表現型を示すと

行うことは、非常に難しい場合が多い。しかし、そ

は限らず、そこで評価した解析結果をそのままヒト

の患者由来の iPS 細胞から分化誘導して目的の体細

に応用することは難しい。そこで、皮膚や血液など

胞を作製することができれば、in vitro で病態を再

から採取した患者の体細胞から疾患特異的 iPS 細胞

現して解析できる可能性がある。このような理由か

を作製し、それを分化誘導して患者由来の心筋細胞

1,2

2

3,4
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を作製することができれば、患者本人の心筋細胞と

採取した線維芽細胞に、レトロウイルス、またはレ

遺伝的に同じ性質を持つ細胞を用いて病態の解析を

ンチウイルスを用いて遺伝子導入を行い、疾患特異

行うことが可能となる。また、成熟した心筋細胞は

的 iPS 細胞が作製された。それらの iPS 細胞から胚

それ以上増殖することがないため、解析に必要な量

様体形成法により自律拍動する心筋細胞を作製し、

を確保することが難しいが、iPS 細胞を用いること

その特性を健常者由来の iPS 細胞から作製された心

でそれを多量に作製することができるという利点も

筋細胞の特性と比較することで病態の解析が行われ

ある。これまで、遺伝性心疾患特異的 iPS 細胞を用

た。その結果、どの研究においても患者由来の心筋

いた研究が進んでいるので、以下にその例を挙げて

細胞の活動電位持続時間が延長していることが確

解説する。

認され、QT 延長症候群の特徴が再現された。また

まず、致死性の遺伝性心疾患である QT 延長症候

LQT1 の研究結果を例に挙げると、LQT1 患者由来

群（long QT syndrome、家族性突然死症候群）に対

の心筋細胞では KCNQ1 タンパク質の細胞膜での発

する研究報告を紹介する。QT 延長症候群は、心筋

現が抑制されていることや、遅延整流外向きカリウ

の再分極が遅れることにより、心電図において QT

ム電流が低下していることなどが明らかになり、こ

間隔が異常に長くなるという特徴を持つ遺伝性の不

のような現象が QT 延長症候群を引き起こす要因の

整脈疾患である。自覚症状は乏しいが、Torsades de

一つであることが示唆された。ヒトの心筋細胞で病

Pointes（TdP）と呼ばれる心室頻拍や心室細動によ

態に関連する分子生物学的、電気生理学的な現象を

る失神発作を誘発しやすく、発作が続くと死に至る

確認することができた初めての研究である。このよ

病気である。その発症の原因は、心筋細胞の細胞膜

うに、疾患特異的 iPS 細胞を用いることでヒトの心

上に存在している、カリウムイオン、カルシウムイ

筋細胞を用いた疾患モデルが構築され、QT 延長症

オン、ナトリウムイオンに対する様々なイオンチャ

候群の患者で見られる電気生理学的な特徴などを in

ネルの構成タンパク質をコードする遺伝子の変異で

vitro の実験において再現されることが示された。

あると考えられている。しかし、原因となる遺伝子

次に、QT 延長症候群と同様に患者数が多く、比

変異は特定できているものの、変異を持っていても

較的研究が進んでいる遺伝性心疾患である、家族性

症状が表れない場合もあり、また同じ変異を持つ患

拡張型心筋症（familial dilated cardiomyopathy; FDC）

者でもその症状や薬物療法の治療効果は個人差が大

に関する研究を紹介する。拡張型心筋症は、心室の

きく、解明された遺伝子変異だけでは病態を説明し

壁が薄く伸びることによる心室内腔の拡張と、心臓

きれないというのが現状である。そのため、より詳

の収縮不全を特徴とする心筋症であり 7、冠動脈疾

細に QT 延長症候群の病態を解明するための新しい

患や高血圧と伴に心不全発症の主な要因となってい

手法の開発が必要とされている。その一つの方法と

る。発症の原因は、ウイルス感染、アルコール摂

して、疾患特異的 iPS 細胞を利用した研究が進めら

取、免疫系の異常など、外部からのストレスによ

れている。変異のある遺伝子の違いから、QT 延長

る場合の他に、3 割から 5 割程度の患者において遺

症候群は様々なタイプに分類されている。その中の

伝子変異が確認されている。その原因遺伝子とし

LQT1、LQT2、LQT8（ティモシー症候群）という

て、サルコメアタンパク質、細胞骨格、ミトコンド

タイプの QT 延長症候群の患者から作製した疾患特

リアタンパク質、核膜タンパク質や、カルシウム代

異的 iPS 細胞を用いた研究が、これまでに報告され

謝などに関連する遺伝子の関与が研究されている

ている 。LQT1 はカリウム（IKs）チャネルのαサ

8,9

ブユニットをコードする KCNQ1 遺伝子の、LQT2

ある cardiac troponin T（cTnT）の 173 番目のアルギ

はカリウム（IKr）チャネルのαサブユニットをコー

ニンがトリプトファンへ変異した遺伝子変異体を持

ドする KCNH2 遺伝子の、LQT8 はカルシウム（ICa, L）

つ FDC の患者の、皮膚線維芽細胞から疾患特異的

チャネルのαサブユニットをコードする CACNA1C

iPS 細胞が作製された 10。この FDC 患者由来の iPS

遺伝子の変異が、それぞれの疾患の原因とされてい

細胞を用いて作製した心筋細胞の特徴を解析した結

る。これらの研究では、まず患者の皮膚生検により

果、未刺激の状態における電気化学的な活性は、健

。最近の報告で、サルコメアタンパク質の一つで

5,6
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常者の iPS 細胞由来の心筋細胞と比較して明確な違

一つとして知られている。患者由来の iPS 細胞から

いを認めなかったが、カルシウムイオンの流入量が

作製したヒト心筋細胞を用いて、このような副作用

少なく、収縮力も弱いということが明らかとなった。

を引き起こす薬剤をあらかじめ知ることができれ

これは、cTnT の変異が拡張型心筋症の発症にどの

ば、それを除外することで副作用のリスクを軽減す

ように影響しているかということを考察する上で重

ることが可能と考えられる。

要な知見である。また、FDC 由来の心筋細胞では、
筋フィラメントの形成が不完全で、一部が斑点状に

疾患特異的 iPS 細胞を使った病態解析や創薬研究

なっているという構造の異常も多数確認された。こ

についてその有用性を述べてきたが、このシステム

のような異常な構造を持つ心筋細胞の割合は、FDC

を実際に臨床応用する場合には解決すべき問題も多

由来の心筋細胞にノルアドレナリン刺激やストレッ

く残されている。はじめに、iPS 細胞の品質の問題

チ刺激を加えることで顕著に増加し、その結果とし

があげられる。一人の患者の体細胞から iPS 細胞株

て心筋収縮能が低下することが示された。この現象

が複数樹立できるが、それぞれの株において未分化

は、陽性変力作用や高血圧によって拡張型心筋症が

性の維持や多分化能などに違いがあることが指摘さ

重症化するという病態に関連していると推察され

れている。遺伝性疾患の原因となる遺伝子変異以外

る。このように、FDC の疾患特異的 iPS 細胞を用

に、不特定な遺伝子変異が生じる可能性も報告され

いた研究においても、前述の QT 延長症候群の疾患

ている 11。iPS 細胞を樹立する際に用いる遺伝子導

特異的 iPS 細胞による研究と同様に、ヒトの心筋細

入方法が改善され、ゲノム損傷を回避できるように

胞を用いて FDC の病態をある程度再現できること

なったが、完全には解決されていない。このような

が確認された。

問題は、体細胞から iPS 細胞への初期化のプロセス

これまでに述べたように、疾患特異的 iPS 細胞か

自体が多様であることや、また、初期化の過程で活

ら作製した体細胞は、その患者の生体内の体細胞と

性化される DNA 損傷などのストレスシグナル 12 に

同様の生理学的特徴を有していると考えられる。こ

起因している可能性が考えられる。初期化の分子機

の細胞は、疾患の原因や病態の解析に利用できると

構の解明がさらに進み、質の標準化や iPS 細胞株の

同時に、薬剤スクリーニングなどの創薬研究にも

選別方法が開発されることで、近い将来、これらの

応用できる。現在の創薬の流れは、構造解析や、in

問題は解決されると期待される。

vitro や細胞内でのタンパク質の活性などを指標と

次に、病態の解析を正確に行うためには、iPS 細

して候補化合物の探索を行った後、動物実験での検

胞を目的とする体細胞へ分化させる際の効率や特異

証による絞り込みなどを経て、ヒトを対象とした臨

性が高く、分化させた後の体細胞の性質が生体内の

床試験を行うというものであり、臨床試験において

体細胞と同様であることが必要とされる問題があ

初めてヒトを対象とした検証を行う。この場合、動

る。また、分化後の細胞集団には様々な種類の細胞

物実験で効果が高い薬剤が得られたとしても、ヒト

が混在しているため、その中から目的の細胞のみを

においてもその効果が保証されているとは限らない

選別する手法も確立しなくてはいけない。しかし、

ため開発の効率は悪く、時間もかかる。この創薬の

実際にはヒト iPS 細胞から体細胞へ分化誘導する際

過程で疾患特異的 iPS 細胞由来の体細胞を利用すれ

の効率は一般的に低く、分化後の体細胞の性質も未

ば、探索の段階から疾患を持ったヒトの細胞に対す

熟な場合が多い。心筋細胞の場合では、iPS 細胞か

る効果を検証することができるため、より効率的に

らの分化誘導により自律拍動する細胞集団を得るこ

薬剤をスクリーニングすることができると予想され

とはできるが、その集団の中にある心筋細胞はわず

る。また、患者本人の細胞を用いて既存の薬剤の効

かである上、その性質も生体内の成熟心筋細胞と比

果や副作用の程度を確認することにより、その患者

べると幼若である。この効率や成熟度を上げる手法

に適した薬剤を予想することも可能かもしれない。

は開発されつつあるが、遺伝子発現パターンや、分

例えば、薬剤誘発性の QT 間隔の延長は重篤な不整

子生物学的、電気生理学的な特徴を比較したときに、

脈を引き起こすこともあり、薬剤の主要な副作用の

完全な成人型心筋細胞の機能を持つといえる心筋細
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胞を作り出す手法はいまだに発見されておらず、こ

pluripotent stem cells: promises and challenges.

の手法の改善は今後の課題の一つとなっている。
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

健康は笑いヨガから
〜笑いを科学する時代から、笑いを実践する時代に向けて〜
中瀬

勝則

中瀬医院

要旨
近年、医学界でも心理・社会的因子としての笑いと健康の関係が科学的根拠をもって取り上げ
られるようになった。心の持ち方や感情は想像以上に循環器疾患と密接に関連している。笑いヨ
ガ（ラフターヨガ）は、「有酸素運動としての笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた心身両面
に効果的なエクササイズとして医療、介護、リハビリテーションなどの様々な現場で注目されてい
る。なぜなら、それは、日常的な笑いの量を楽しみながら体操として確保できるばかりではなく、
明るくポジティブな気分になれることから、運動療法の動機づけ支援や循環器・呼吸器疾患患者の
QOL の向上にも繋がる新しい健康法であると考えられるからである。

キーワード

笑いヨガ、ラフターヨガ、循環器疾患、リハビリテーション、動機づけ支援

はじめに

そして食事と運動などの生活習慣が大切だと言われ
ています。そうした禁煙外来の患者さんたち、また、

故ロナルド・レーガン大統領は困難な状況の中で

ウォーキングや転倒予防の健康講座の受講生の方々

も笑いを愛し続けた優れたリーダーのひとりでし

と長年接しているうちに、とてもおもしろいことに

た。共和党出身であるレーガンが銃で撃たれて重症

気づきました。それは世の中には行動変容がうまく

に陥った時も、自分のことを心配するよりも、緊急

いく人とうまくいかない人がいる、いったいどこが

医師団の気持ちを楽にさせようとして微笑みながら

違うのだろうか？ということです。これは、心筋梗

ウィンクして次のジョークを言ったそうです。「と

塞や心臓手術後の心臓リハビリテーションがうまく

ころで、君たち医師団はみんな共和党の支持者だろ

導入でき心身両面から快適な生活を持続できる人

うね？」と。

と、そうでない人との差と同じではないでしょうか。
人間はおおざっぱにいえば、ネガティブ思考の悲観

笑いヨガとの出会い

主義者と、ポジティブ思考の楽観主義者に分けられ
ます。生活習慣を改善したい、運動習慣を身に付け

私は循環器専門医ではありませんが、内科の開業医

たい、禁煙をしたいと思いながらなかなかできずに

として、また地域の保健センター指導医として、よ

いる人は、慎重で用心深くそれなりに危機管理がで

りよく健康長寿を実現するための数多くの予防医学

きている反面、「やらなければ」「失敗したらどうし

的な健康講座を企画立案したり、徳島県医師会の禁

よう」というプレッシャーが根底にあるため、余裕

煙推進、禁煙支援の担当者として、３０年にわたり

がなくなります。人によっては悪い結果ばかり思い

地域住民の方々や患者さんと向き合ってきました。

浮かべて責任感と使命感で身動きがとれなくなって

一般的に、健康長寿を実現するためには、まず禁煙、

しまうように感じます。一方、性格的に明るいオプ

75

ティミストは、ちょっと大変そうでも「自分は運が

晴れとしてきたのです。そして、何よりも驚いたの

いいんだ。楽勝、楽勝」何が起ころうとも「ま、い

は、笑いヨガのエクササイズの終了時には、私を含

いか。大丈夫、大丈夫」と気に病むことがありませ

めた保健師、運動指導士などの保健指導スタッフと

ん。ポジティブだと、心に余裕が生まれ、より行動

参加者の距離が笑いヨガのエクササイズの終了時に

的で健康的な意識に目覚める。たとえば禁煙に成功

一気に縮まっていたことでした。笑いがすべてを変

した人は、なぜオメガ 3 不飽和脂肪酸が身体にいい

えた瞬間でした。

のかという内容を覚えているばかりではなく、よく

運動を続けたい、生活習慣を改善したいと思いなが

理解していて、生の青魚を積極的に摂取するなど食

らもできずにいる人も、落ち込む必要はありません。

事内容にも気を付けるようになるし、日常的な運動

無理に生活習慣を変えようとストレスをためるより

量も自然と増えてマラソンにチャレンジする人さえ

も、まずエクササイズとして笑ってみよう。あなた

も数多く出てきます。

が笑うと気分がかわる。気分が変わると、行動が変

しかし、予防医学に携わる者として大きな課題も感

わる。行動が変わると思考がポジティブになってい

じていました。健康講座に参加する意思を持った人

くのです。

はそれなりに行動変容しやすい人達かもしれません
が、講座に関心さえ示さない生真面目なペシミスト

Laugh For No Reason

の人たちや、何の連絡もなく途中脱落していく受講
者たちに、どうアプローチしていかなければならな

笑いヨガに出会う以前の私は、「うれしいから笑う」

いか、さらには、参加者が健康講座を卒業して教室

と思っていました。しかし、それは逆でした。

から一歩踏み出した時にいったい何を持って帰って

人間はなぜ笑うことに理由を求めるのでしょうか？

もらえるかが、最も大切なミッションであると考え

笑うことに理由はいらないのです。笑いヨガは、誰

ていました。そんな時期に、私は偶然にも「笑いヨ

でも理由なく笑える今までにない全く新しい健康法

ガ」に出会ってしまったのです。この「笑いヨガ」は、

です。笑うために冗談、ユーモア、コメディなどは

1995 年にインドのムンバイで医師のマダン・カタ

必要としません。初めはエクササイズとして笑いま

リアが、たった 5 人で始めた笑いの健康法ですが、

す。一人で行っても、集団で行っても、効果は全く

現在では世界 80 カ国以上に広がっています。

変わりませんが、皆で集まって笑うと、笑いが伝染

笑いが NK 細胞を活性化させ 、がんに対する免疫
1

力を高めてくれるというのは、今や、多くの人に認
知されていますが、笑いが効くのはがんに対してだ
けではなく、脳や身体、心にも良い影響を与えてく
れます。しかし、私が笑いヨガを一目見て魅了され
たのは、「運動として笑う」という新鮮さでした。
皆で笑うことによって、まず気分を変え、その人の
本来もっている感性を呼び起こせば、心身ともに活
性化するにちがいない、これこそ個人の性格に関係
なく全ての人を行動変容に導ける近道ではないだろ
うか、なんとかなりそうだ。さっそく何の予備知識
も持たないまま、2011 年 2 月、知り合いの精神科
医に勧められるまま、まず私自身が笑いヨガ・リー

していき、だんだんと無理なく笑える利点がありま

ダー養成講座を受講し、その後すぐに私の健康講座

す。

で笑いのエクササイズを実践してみました。最初は、

まずは、挨拶笑いに始まり、ミルクセーキ笑い、

ぎこちなく笑っていた人も、しだいに本物の笑いに

携帯電話笑い、ライオン笑い、カルカッタ笑いなど

変わっていき、参加者の表情はみるみるうちに晴れ

のユニークな名前がついた笑いを組み合わせながら
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「ホッホッ、ハッハッハッ、ホッホッ、ハッハッハッ、

(Happiness) などの心理・社会的因子は、その指標

ワッハッハ」と声を出し合いながらただ笑うだけな

化が極めて困難で、笑いと健康の関係が科学的根拠

ので、誰にでも簡単にできます。年齢、性別に関係

をもって解明されつつある時代が来るまで長い年月

なく、COPD 患者や心臓リハビリテーション導入期

を要しました。

の患者まで幅広く無理なく自分のペースで実践で

例えば、2001 年に発表された米国の「ナン・スタディ

き、しかも座ったままでも行うことができます。

（尼僧研究）」3 では、心の持ち方が健康や寿命に大

笑いヨガは、身体動作を伴った「有酸素運動として

きな影響を与えていることが示されました。あるカ

の笑い」と、「ヨガの呼吸法」を組み合わせて構成

トリック修道院で尼僧 180 人を生涯にわたり追跡調

されているため、「笑いヨガ」と名付けられていま

査した結果、尼僧の幸福感の強さと生存率に相関が

す。笑いと呼吸の相乗効果によって、新鮮な酸素が

みられました。尼僧は修道院の中で、長年同じ環境

効率よく体内に取り入れられ、健康と活力を実感で

で同じものを食べ、規則正しい共同生活を続けて

きます。また、有酸素運動効果もあります。100 回

います。それなのに、50 年後の生存率を調べると、

の笑いは 15 分間のエアロバイクに相当し、15 分笑

つらい・寂しい・哀しいという感情を手記に表して

うと 40kcal のエネルギーを消費し 、心肺機能を高

いる尼僧は病気を抱え短命だったことに対し、幸せ

め、血液循環を促進します。体操としての「つくり

で楽しいと感じている尼僧は健康状態も良好で 2.5

笑い」でも、おかしさを感じて笑っても、私たちの

倍も長生きすることがわかり、明らかに差がでまし

身体は区別がつかず、自律神経や血流など健康への

た。

効果はほとんど同じであるという科学的根拠に基づ

2009 年には、日本からも「人生を楽しむ意識が高

いた方法です。また、笑うことによって、自然と腹

い男性ほど、心筋梗塞などの虚血性心疾患になるリ

2

式呼吸が促進され、副交感神経が優位となり、交感

スクが少ない」という画期的な大規模疫学調査の結
神経が抑制されるため、緊張が解け心身共にリラッ

果 4 が発表され注目されました。

クスした状態となります。
さらに 2011 年には、Science 誌に「幸せな人は、幸

笑いが科学される時代の笑いヨガ

せでない人に比べて、寿命が約 10 年も長い」
「Happy
People Live Longer」という総説が記載され５）、大き

私は常々、「笑いと健康」というテーマに興味を

な話題となりました。

持っていました。「笑う門には福来る」という言葉

これらの研究からも、人間の健康と寿命は、運動習

が好きで、笑いに満ちた生活は、健康に対して何ら

慣や生活習慣だけではなく、日々どのような気分で

かの好影響をもたらすものとなんとなく信じてき

過ごすかで決定されることが科学的にも明らかにさ

ました。ただし、笑い (laughter)、喜び (Joy)、幸福

れる時代になってきたのだと思います。同時に、抑
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うつや不安感を抱えていたり、日々の生活に笑いや

of mirthful laughter modifies natural killer cell

楽しみがなかったり、悲観的だったりすると、循環

activity. Clinical Research, 37(1):115A, 1989

器疾患にかかる危険性や短命となる可能性も高いこ

２) Buchowski MS, Majchrzak KM, Blomquist K, et

とが証明されたと言えるのではないでしょうか。

al : Energy expenditure of genuine laughter. Int J

笑いは副作用のない最良の薬です。笑いヨガの実践

Obes(Lond) 31(1):131-137, 2007.

によって、健康な人はますます病気になりにくい身

３) Danner DD, Snowdon DA, Friesen WV： Positive

体になり、病気を抱える人も、心理・社会的因子と

emotions in early life and longevity: findings

しての笑いの力によって QOL が向上し、病はあっ

from the nun study. J Pers Soc Psychol 80(5):804-

ても健やかに生活できる身体に変化していくことが

013,2001.

期待できます。笑いヨガは運動であるため、訓練で

４) Shirai K, Iso H, Ohira T, et al : Perceived level of

きるのです。そして、楽しみながら有酸素運動とし

life enjoyment and risks of cardiovascular disease

ての笑いの量を確保できる健康法です。是非、多く

incidence and mortality:the Japan public health

の方に笑いヨガの効果を実感してもらいたいと考え

center-based study. Circulation 120(11):956-

ています。

963,2009.

文

５) Frey BS： Psychology. Happy people live longer.

献

Science 331(6017):542-543, 2011.

１) Berk LS, Tan SA, Napier BJ, et al : Eustress
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はじ めに

（勝目医院 院長 ( 京都循環器医会 会長 ))
（京都府立医科大学 循環器内科 講師 )
（高木循環器科診療所 所長）
（京都大学大学院医学研究科 循環器内科 講師）
（名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 講師）
（静岡県立大学薬学部 分子病態学講座 教授 )
（草津総合病院 内科 診療局長 )
（京都大学大学院医学研究科 循環器内科 講師 )
（佐賀大学医学部 循環器内科 教授 )

勝目医院 院長 ( 京都循環器医会 会長 )

勝目

紘 先生

高齢化社会を向かえ、日常診療における心不全患者は、ますます増加していますが、その病態は多様で
あり、日々の診療において心不全患者の管理に苦慮している事も、また事実です。そのような中、本日は
心不全治療において第一線でご活躍中の先生方をお招きし「心不全の薬物療法と炎症・血管新生を考える」
を開催できる事を喜ばしく思います。本日、ご参集の先生方と共に心不全治療について様々な角度から議
論し、臨床医にとっても学術的にも有益な会となる事を期待します。
はじめに、中京区で開業されておられます高木循環器内科診療所の高木先生より心不全の中でも注目さ
れている拡張不全についてのご講演を、次いで名古屋大学循環器内科の坂東先生から、DPP-4 阻害薬をはじめとするイ
ンクレチン関連薬の心不全治療への可能性についてのご講演をお願いしております。また、特別講演ではご多忙の中、
佐賀大学より野出教授に京都までお越し頂き「 心血管不全の治療戦略 」とのテーマで、最新の心不全の薬物治療につ
いての講演をお願いしております。
最後に、総合討論を設けておりますので、ご出席の先生方からの活発な討議をお願いし、開会の挨拶とさせて頂きます。

基調講演 1
座長：的場 聖明 先生（京都府立医科大学 循環器内科 講師）

拡張不全：目の前にいる心不全

演者：髙木 力 先生
（高木循環器科診療所 所長 )

塞性肺疾患や貧血などによる症状である可能性もある
が、DHF による症状である可能性もある。心エコー図
を用いると、DHF や左室拡張能障害の重症度を診断す
ることができる。しかし、安静時の検査のみでは労作
時の DHF を診断することは困難である。運動負荷心エ
コー図を用いると、図に示すように、安静時には左室
拡張障害の程度が軽度であっても、負荷後に高度の左
室拡張障害となる症例を認める 3)。心筋虚血を有さない
高齢者における検討では、運動負荷後に高度左室拡張

実地医にとって拡張不全（左室駆出率が保たれた心
不全、DHF）は遭遇する可能性の高い病態である。な
ぜなら、DHF 患者は収縮不全（左室駆出率が低下した
心不全、SHF）患者と比較して高齢者が多く、基礎疾
患として高血圧を有することが多いと報告されている
からである（その他には、女性が多く、肥満や糖代謝
異常を合併することが多く、心房細動を合併すること
が多いと報告されている）1-2)。高齢の高血圧患者が歩行
時の息切れを訴えた場合、もちろん虚血性心疾患、閉
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共催：京都循環器医会 /NPO 法人 国際心血管薬物療法学会日本部会（J-ISCP）/ 興和創薬株式会社

僧帽弁弁輪部移動速度

左室流入血波形

図説
高血圧、糖尿病を有する 74 歳の女性。労作時呼吸困
難を訴えたのでトレッドミル負荷心エコー図検査を実施
したが、運動負荷後にも左室壁運動異常の出現を認めず、
虚血性心疾患については否定的であった。安静時左室拡
張能はドプラ法で求めた左室流入血波形の E/A = 0.83、
組織ドプラ法を用いて求めた弁輪部移動速度との比、E/
E’= 12.6 と弛緩障害型（軽度左室拡張障害パターン）で
あった。しかし、運動負荷後には E/A = 1.70、E/E’=
23.3 と拘束型（重度左室拡張障害パターン）に変化した。
以上から、本症例の労作時呼吸困難は労作時 DHF によ
るものであると診断した。

安静時

トレッドミル負荷後

障害を認める群は対照群と比較して、新規心房細動を合
併する頻度が高い 4)。高齢の高血圧患者は心房細動を合
併する可能性が高く、合併すると心不全となる危険が大
きい。SHF に対してはβ遮断剤や ACE 阻害剤などの最
適治療法が予後改善に寄与している。残念ながら、DHF
に対する最適な治療法はいまだ確立していない。目の前
にいる DHF 患者やその予備軍を早期に発見し、血圧コ
ントロールだけでなく、脂質管理や血糖コントロールな
ども含めた、より積極的な介入を行うこと

により、DHF の予後を改善することが可能か否か、今
後の検討が必要であると思われる。
参考文献
１）Owan T, et al. N Engl J Med 2006; 355: 251-259
２）Tsuchihashi-Makawa M, et al. Circ J 2009; 73: 18931900
３）Takagi T, et al. J Echocardiogr 2011; 9: 17-23
４）Takagi T, et al. J Cardiol in press.

基調講演 2
座長：桑原 宏一郎 先生（京都大学大学院医学研究科 循環器内科 講師）

DPP4 阻害剤の
プレイオトロピック作用

演者：坂東 泰子 先生

（名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 講師 )

はじ めに
糖尿病の合併は、心不全発症あるいは心血管死亡リスクを最低でも２−３倍以上に上昇すること、更には、一般検診
患者の有病率５％程度に対して、慢性心不全を呈する患者における糖尿病の有病率は約３割、冠動脈疾患患者では約６
割に耐糖能異常を含む糖尿病状態が併存し、糖尿病と循環器疾患は互いに深く関連する疾患と考えられる。このように、
心血管病の 1 次予防（＝発症予防）および 2 次予防（＝再発予防）において、糖尿病（高血糖状態）を可能な限り早
期にかつ良好に治療することの重要性は UKPDS80 に代表されるように、多くの大規模臨床試験の結果が支持してい
るが、心血管疾患を合併する糖尿病患者に対する治療薬選択のガイドラインは未だ確立されていない。また、糖尿病治
療の心血管系保護作用として、血糖降下作用は最も主要な作用機序であるが、糖尿病治療薬の中には、本来の糖尿病治
療とは独立して、心血管系にも作用する可能性、すなわちプレイオトロピック作用（多面的作用）が示唆されている薬
剤が報告されてきた。本稿では、その中でも、DPP4 阻害薬に着目し、そのプレイオトロピック作用の可能性について
概説する。

動脈硬化もまた DPP4 活性の影響をうける病態生理機
能の一つである。DPP4 は血管内皮や T リンパ球・炎
症細胞で発現していることから、動脈硬化における血
管内皮を含めた血管構成細胞の局所炎症に DPP4 の関
与が示唆されており、その活性阻害剤 DPP4 阻害剤には、
抗動脈硬化作用があることが近年報告されてきた。

１）DPP-4 とは
Dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) は全身に広く分布する
セリンプロテアーゼ（蛋白分解酵素）である。最もよ
く知られる DPP4 の基質には、血糖調節ホルモンの一
つインクレチンがある。糖尿病においては、血中イン
クレチンレベルが非糖尿病健常人に比して低下してい
る。DPP4 阻害剤は、インクレチンの DPP4 による分解
を抑制することにより血糖低下作用を示す薬剤である。
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２）GLP －１とは
1902 年に Bayllis と Starling によって、腸管粘膜抽
出物中に膵外分泌刺激活性が存在することが発見され、
以後、さまざまな研究者により腸管には血糖低下活性
物質：インクレチンの存在が推定され、1986 年 Holst
らにより Glucagon-like Peptide-1（GLP-1）がインクレ
チンの一つとして同定された。
1995 年、Holst ら は、GLP-1 が DPP4 に よ り 数 分 以 内
に不活性化されることを見出し、これらの事実から、
DPP4 阻害薬が抗糖尿病薬として有用であることが発見
された。

４)

３）DPP4 阻害薬による血糖降下作用以外の心血管保護作用
DPP4 は血管傷害に関わる分子を分解・機能調節する
ことから、DPP4 阻害薬は、DPP4 阻害による GLP-1 を
含めた各種生理活性物質の分解による血管傷害機能抑
制が期待できる。これに加え、血管合併症予防には血
糖値管理に加え脂質異常症管理が重要であるが、DPP4
阻害剤には脂質低下作用があること、また最近の報告
では、マクロファージの泡沫化形成抑制作用を介して、
動脈硬化を抑制することもまた報告されており、この点

終りに

DPP4 及び GLP-1 にはいわゆる膵外作用といわれる、
本来の血糖降下作用以外の多面的作用が存在すること
が示唆されてきた（図）。GLP-1 にも、抗炎症作用、抗
酸化作用、抗アポトーシス作用があることが報告され
ており、DPP4 阻害剤による心血管保護作用は、GLP-1
依存性メカニズムとそれ以外に大別することができる
だろう。

もまた、心血管病予防における DPP4 阻害剤の重要性を示唆
する。

特別教育講演
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）

スタチンと心血管不全

演者：野出 孝一 先生

（佐賀大学医学部 循環器内科 教授 )

はじ めに
HMG − CoA 還元酵素阻害薬（スタチン）は，コレステロール生合成酵素の律速段階を阻害する高コレス
テロール血症治療薬として登場して以来，多くの大規模臨床試験において心血管保護作用を有することが明ら
かにされてきた．LDL 低下作用に依存しない細胞への直接作用はプレイオトロピック効果として注目され，脂
質異常症治療の範疇を超えて，様々な病態への有用性が報告されている．

スタチンの作用機序（図１）
スタチンはメバロン酸カスケードにおいて HMG －
CoA 還元酵素を拮抗的に阻害し，メバロン酸の生成を
抑制してコレステロール合成を低下させる．肝細胞内
コレステロールプールが減少することにより，代償的
に LDL 受容体を介して血中から肝細胞内への LDL 取
り込みが促進することで，血中 LDL 低下作用をもつ．
LDL 受容体欠損マウスにおいてもスタチン投与による
LDL の低下が認められることより，LDL 受容体を介さ
ない LDL 産生抑制経路が存在することも示唆される．
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IT － TIMI22 において，ACS 発症早期からスタチンを
投与することにより心血管イベントが抑制されることが
示された．これらの研究では，スタチンは LDL 低下作
用に独立して冠動脈イベントを低下させている．
わが国においても JAPAN － ACS 試験によって ACS
患者においてピタバスタチン，アトルバスタチンを投与
し，IVUS で観察した結果，どちらにおいても LDL －
C，CRP 低下とともにプラークの退縮を認めている．急
性期はプラークが脂質に富んだソフトプラークであり，
LDL － C 値に依存せず抗炎症作用に起因したプラーク
の安定化，退縮を認めている．MUSASHI － AMI 4） に
おいては急性心筋梗塞発症 96 時間以内のスタチン投与
において心血管イベントの低下を認め，症候性心不全の
合併も抑制している．
いずれの試験からも，ACS においては早期のスタチ
ン投与が望ましい．

プレイオトロピック効果とそのメカニズム
スタチンの心血管保護作用の一部はコレステロール
低下作用に依存しない可能性が指摘され，多くの実験
研究によりスタチンがメバロン酸カスケードの中間代
謝物であるイソプレノイドを抑制することで細胞内シ
グナルに直接作用し，多彩な細胞機能を修飾すること
が示されている（図 1）．これをスタチンのプレイオト
ロピック効果（表 1）と称し，その作用は血管内皮，平
滑筋細胞，外膜細胞といった血管壁構成細胞のみなら
ず，心筋細胞や血球細胞にも及んでいる．ここではお
もなスタチンの作用とメカニズムを述べる．

2．心不全

スタチンによるレニンーアンジオテンシン系抑制作
用が報告され，抗炎症作用，内皮機能改善効果をもつ
ことより，心不全への効果が期待され，様々な臨床試
験が行われた． NYHA II ～ III 度の非虚血性拡張型
心筋症患者において，スタチンの投与は IL6，TNF 一
血管内皮機能改善、プラーク安定化作用
αの炎症マーカーの改善を伴って BNP を低下させ 5），
血管のホメオスタシスを維持するために血管内皮細 OPTIMAAL 試験，Val － HeFT 試験のサブ解析にお
胞からは収縮弛緩を調節する血管作動性物質が分泌さ いては慢性心不全患者へのスタチン投与によって心血
れているが，なかでも血管拡張物質である一酸化窒素 管イベント，総死亡率が改善し，心不全改善作用も注
（NO）の産生は重要な役割を担っている．スタチンは， 目されている．ロスパスタチンを用いた CORONA 試験 ,
直接的 LDL 低下作用と，メバロン酸を抑制し PI3 － GISSI － HF 試験ではスタチンの心不全患者における心
Akt 活性化を介して内皮型 NO 合成酵素（eNOS）発現 血管イベントにプラセポ群と差がなかったが，今後も
を元進させ，NO 産生を増大することによって内皮機能 わが国における大規模臨床試験での検討が期待される．
を改善すると報告されている 1）．
また，スタチンによる低分子量 G 蛋白 Rho の不活性 3．その他の病態への効果
化も eNOS 発現を促進するとともに，ET － 1，PAI －
臨床的にはスタチン投与においてアセチルコリン負
1 の発現抑制，tPA の発現充進など抗血栓作用を呈し， 荷による冠動脈攣縮の抑制が認められ，また末梢血管
血管透過性充進を抑制することもわかっている 2）．
においてもプレスチモグラフィーを用いた血管拡張促
プラーク皮膜の不安定化には MMP の活性化が関与 進効果が報告されている 6）．内皮機能改善，血管拡張作
しているが，スタチンは MMP － 1，MMP － 3，MMP 用を目的としては，冠攣縮性狭心症への効果も期待さ
－ 9 の発現を抑制し，加えて抗炎症作用によりプラー れる．
クへの LDL 取り込み低下，マクロファージの泡沫化
WOSCOPS のサブ解析研究において，プラパスタ
を抑制することでプラークを安定化させる．TWINS
チンは糖尿病新規発症を抑制することが報告された．
study では急性冠症候群へのアトルバスタチンの投与 大動脈弁狭窄症においても，スタチンにより進行が抑
下で冠動脈血管内超音波（intravascular ultrasound； 制される報告がある．
IVUS）と血管内視鏡によってプラークの色調変化とプ
慢 性 腎 臓 病（chronic kidney disease；CKD） は
ラーク容積を経時的に観察しているが，プラーク容積 冠動脈疾患の独立した危険因子とされているが，CKD
の退縮とともに安定プラークへの質的変化も検証され 患者へのスタチンの投与により尿中アルブミンの減少，
ている 3）．
推 算 糸 球 体 濾 過 量（estimated glomerular filtration
rate；eGFR）の上昇，心血管イベントの抑制も報告
されており 7），蛋白尿を呈する CKD 患者には積極的に
使用することが推奨されている 8）．

スタチン投与を前向きに検討すべき病態
1．急性冠症候群
ACS へのスタチンの有用性は MIRACL, PROVE －
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changes in coronary plaque associated with
atorvastatin therapy．Circ J 73 : 718 － 725, 2009
4）Sakamoto T, et al. Effects of eariy statin treatment
on symptomatic heart failure and ischemic events after
acute myocardial infarction in Japanese. Am J Cardiol
97： 1 165 － 1171, 2006
5）Node K, et al．：Short － term statin therapy
improves cardiac function and symptoms in patients
with idiopathic dilated cardiomyopathy. Circulation 1
08：839 － 843, 2003
6）lnoue T, et al. Lipid － lowering therapy with
fluvastatin inhibits oxidative modificatlon of low
density lipoprotein and improves vascular endothelial
function in hypercholesterolemic patients．
Atheroscrelosis 1 60：369 － 376, 2002
7） Shepherd J lntensive lipld lowering with
atorvastatin in patients with coronary heart disease
and chronic kidney disease：the TNT (Treating to
New Targets) study. JACC 51 448 － 1 454, 2008
8）日本腎臓学会：CKD 診療ガイド．東京医学社，
2007

おわりに
スタチンのプレイオトロピック効果が立証され，脂質
異常症のみならず動脈硬化を基盤とした様々な病態への
改善効果を目的として使用されていくことが予想され
る．国内，海外での大規模臨床試験により，心血管疾患
においては血清コレステロールの値に依存しない一次予
防，二次予防効果をもつことは証明されており，今後も
心疾患の治療において重要な位置を占めていくと思われ
る．また，個々の薬剤におけるプレイオトロピック効果
の影響はまだ不明であり，今後も多くの研究を重ね，適
応を明確にしていくことも期待される．
文献
1）Laufs U, et al．：Upregulation of endothelial nitric
oxide synthase by HMG CoA reductase inhibitors．
Circulation 97：1129 － 1135, 1998
2）lnoue T, et al．：Statin Therapy for Vascular
Failure. Cardbvasc Drugs Ther 21：281 － 295, 2007
3）Hirayama A, et al．：Qualitative and quantitative

総 合 討 論
司会

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）

総合討論

スタチンの抗酸化作用を介した
血管保護効果
Hydroxy- ３ -methylglutaryl-coenzyme A（HMGCoA）還元酵素阻害薬（スタチン）には抗酸化作用
が あ る こ と が 知 ら れ て い る が、 そ の メ カ ニ ズ ム に
は、NADPHoxidase 活 性 の 抑 制 や eNOS ア ン カ ッ プ
リングの是正による NO 産生亢進及び酸化ストレス
減弱、抗酸化作用分子（superoxide dismutase: SOD、
glutathione peroxidase, catalase）の活性化や発現亢進
作用を介する”anti-oxidant defence”が提唱されてい
る。喫煙は、酸化ストレスを介して老化を促進し、内
皮機能障害を引き起こす。このため、私どもの研究室は、
抗酸化作用を有する事が知られているピタバスタチン
の喫煙者における内皮機能障害に対する効果を検討し
83

坂東 泰子 先生

（名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 講師）

室原 豊明 先生

（名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 教授）

た。喫煙男性 30 名をピタバスタチン 2mg/ 日４週間投
与群 (PIT 群 )15 名及び非投与群 15 名 (CTL 群 ) に分け
下記の項目を評価した。虚血後反応性充血による前腕
血管内皮機能測定 (FMD, NMD) を行い血管障害の改善
程度を診断したところ、PIT 群において有意な FMD
の改善を認めた。内皮傷害を反映する血中物質の濃度
測 定 (ICAM, VCAM)、 血 中 LDL 及 び MDA-LDL( 酸
化ストレスマーカー ) を行ったところ、PIT 群におい
て LDL 及び MDA-LDL レベルの有意な低下を認めた。
末梢血中に存在する EPC（CD34+, CD133+, CD202 ｂ

(Tie2+) 動員数のフローサイトメトリーによる計測を
行ったが PIT 群・CTL 群で差は認めなかった。酸化ス
トレス検出蛍光試薬 DCF を用いてピタバスタチンの培
養内皮細胞に対する酸化ストレス抑制作用を視覚化し
たところピタバスタチンは in vitro で内皮細胞における
酸化ストレスを抑制した。以上のことから、ピタバス
タチンは、内皮前駆細胞動員作用ではなく、血管内皮
細胞に直接抗酸化作用を発揮し、血管内皮機能を改善
する可能性が示された。

総合討論

心不全の薬物療法と
炎症・血管新生を考える

森本 達也 先生

（静岡県立大学薬学部 分子病態学講座 教授）

心不全の発症・進展には心臓リモデリングが関与して
いる。左室リモデリングには心筋細胞肥大、間質の線維
化、心筋細胞数の減少などが関与していることが知られ
ている。心不全モデル動物ではスタチンが心筋細胞肥大
や線維化の増加を抑制するが、その詳細なメカニズムは
明らかではない。そこでは我々はスタチンが直接心線維
芽細胞に作用するかどうかを検討するために、新生仔
ラットの心臓から心線維芽細胞を培養し、実験を行った。

増殖因子であるアンジオテンシン II は collagen type I や
fibronectin の mRNA レベルを増加させたが、ピタバス
タチンがその増加抑制することを見出した。
以上からピタバスタチンは直接心線維芽細胞に作用
し、その増殖を抑制し左室リモデリングの進行を抑制す
ることにより心不全治療薬となる可能性が示唆された。

総合討論

ピタバスタチンによる
心不全の左室機能改善効果の検討

和田 厚幸 先生

（草津総合病院 内科 診療局長）

藤井 応理 先生
谷口 晋 先生

松本 武洋 先生
森 厚輔 先生

（草津総合病院 心臓血管・心不全センター）

NADPH oxidase は不全心での活性酸素種産生の主要
な経路の一つであるが、心不全においてスタチンの心
機能に及ぼす影響と NADPH oxidase の関与について
は十分明らかになっていない。我々は高頻度ペーシン
グにて作製したヒト拡張型心筋症イヌモデルを用いて
ピタバスタチン (0.3mg/ 日、４週間 ) の心保護効果と
NADPH oxidase の発現変化の検討を行った。ピタバス
タチンは左室収縮能には効果を及ぼさなかったが時定
数タウの延長や左室拡張末期圧の上昇を抑制した。そ
の時 lucigenin chemiluminescence で評価した活性酸素
superoxide の産生は正常に比して心不全で有意に増加
していたがピタバスタチンはその産生を約 50% 低下さ
せた。 NADPH oxidase 活性およびその構成ニットで
ある Nox2, p22phox, p47phox の発現も不全心で増加し
ていたがピタバスタチンはそれらを有意に減少させた。 して NADPH oxidase を介する superoxide の心筋傷害
以上の結果からピタバスタチンは心不全における拡張 を抑制することが考えられた。
機能障害を改善させる可能性が示唆され、その機序と
84

総合討論

高コレステロール血症を合併した心不全患者の
治療へ新たな可能性を探る～ PEARL studyの結果から分かったこと～

塩井 哲雄 先生

（京都大学大学院医学研究科 循環器内科 講師）

らはピタバスタチンが心筋細胞の炎症性サイトカイン
産生を抑制すると報告した。また、ピタバスタチンが
モデル動物において心不全に対して治療的に働いたと
の報告がある。PEARL Study においては心不全患者に
おいて炎症性マーカーが測定されており、解析結果に
より心不全における炎症性反応の意義が明らかになる
ことが期待される。

高感度 CRP や炎症性サイトカインなどの炎症性マー
カーの血中濃度が心血管リスクと相関することはよく
知られている。心不全においても、心不全患者におい
て血中の炎症性マーカーが上昇していることや、心不
全モデル動物の心臓組織で炎症性反応が起こっている
ことが報告されている。しかし、心不全に見られる炎
症性反応が病態の進行において保護因子として働くか
悪化因子として働くかはいまだ明かでない。野出先生
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

学術集会参加記

ISCP 本部の会

ローマに参加して
刀坂

泰史

静岡県立大学 薬学部 分子病態学分野

2013 年 6 月 28 日から 30 日に第 18 回国際心血管
薬 物 療 法 学 会 (18th Annual Scientiﬁc Meeting of the
International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy,
ISCP) がイタリア・ローマにて開催されました。本
学会は、基礎から臨床における心血管疾患に対する
薬物治療研究を中心とした学会で年に 1 度行われる
国際学会です。今年はイタリアでの開催ということ
もあり、ヨーロッパの先生方の参加が多かったです
が、日本やオーストラリアからも多くの先生が参加
図2

されておりました。日本からは国立病院機構呉医療
センターの松田先生、京都大学の堀江先生、十河先
生、国立病院機構京都医療センターの長谷川浩二先

います。

生、小見山先生、浦先生、嶋田先生など多数の先生

フォロ ･ ロマーノ（図 1, 2）は、古代ローマの政

が参加されておりました。

治の中心となっていた場所であり、大小様々な遺跡

ローマは、イタリアの首都であり、また世界有数

が残っています。またコロッセオ（図 3）は猛獣と

の観光都市であることで有名な街です。2500 年の

剣闘士が戦っていた場所で貴重な遺跡です。パンテ

歴史があるこの街には、さまざまな建築物やモニュ

オン（図 4）は、ミケランジェロが「天子の設計」

メントがあり、どこから見学に行くのか迷ってしま

と称賛した万神殿で、紀元前の建築物です。スペイ

うほどです。私は旅行が好きなのですが、ローマは

ン広場の風景（図 5）は映画「ローマの休日」の舞

もちろんイタリアも初めてで、街に着くとローマの

台として有名で、多くの観光客で賑わっていました。

歴史を感じさせる建築物に興奮してしまいました。

トレヴィの泉（図 6）は観光客がコインを投げ入れ

残念ながら十分な時間をとって観光することができ

ており、やはり賑わっていました。これらはテレビ

なかったのですが、ここで少しだけ紹介したいと思

などで見たことがあるものもあり、ローマという雰
囲気を感じさせる風景でした。これらはローマの観
光地のまだほんの一部であり、まだまだ行きたい場
所がたくさんありましたが、3 日間の滞在期間では
ごく一部しか見ることができなかったので、今度は
ぜひ観光旅行でゆっくり来たいと強く思いました。
学 会 自 体 は 主 に 2 日 間 で 行 わ れ、29 日 に
「Cardiovascular Disease Prevention – Pharmacological
Strategies」「Cardiovascular Therapy: Expert Opinion」
「Pharmacotherapy in Angina Pectoris」「Expert Opinion
in pharmacotherapy: from evidence based guidelines to
real life practice」の 4 つのセッション、30 日に 2 つ

図１
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図3

図5

のセッションが行われました（図 7, 8）。これらの

ておりました。私は基礎研究者でありますが、臨床

中で私が特に興味深かったのは、私も本学会でスタ

における薬物の最近の知見をきちんと知って研究を

チンに関する演題でポスター発表をしていたことも

進めることが重要であると考えており、大変に刺激

あり、高脂血症治療薬スタチンに関する演題でした。

的な議論でした。

スタチンは LDL コレステロール値を下げる薬物と
して世界中で用いられておりますが、LDL コレス
テロールを低下させることにより、脳梗塞や心筋梗
塞などの様々な心血管疾患の予防効果があることが
報告されております。本学会においてもスタチンの
脳梗塞予防効果について活発に議論され、その有用
性が報告されました。またスタチンの種類（ストロ
ングスタチンやレギュラースタチン）による効果の
違いについても臨床でのデータに基づいた議論がさ
れました。また近年スタチン服用により糖尿病発症
のリスクが増加するという臨床データが報告されて

図6

おります。まだ明確な答えは出ていない上にそのメ
カニズムについても不明なのですが、いくつかのス
タチンにおいてはリスクが増大するという臨床的エ
ビデンスがあり、同様の試験結果について報告され

図4

図7
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ポスター発表では、主に基礎研究が多く発表さ
れていました。私は脂溶性と水溶性スタチンの心筋
細胞肥大に対する効果の違いに着目した研究につい
て発表しました（図 9）。脂溶性スタチンであるピ
タバスタチンは臨床で用いられている濃度におい
て、心筋細胞肥大を抑制しましたが、水溶性スタチ
ンであるロスバスタチンは臨床濃度では心筋細胞肥
大を抑制しなかったこと、さらに心臓線維芽細胞に
おいてコラーゲン合成を抑制することを見出し、報
告しました。脂溶性スタチンは、コレステロール合

図8

成を低下させることで冠動脈疾患の予防に繋がるだ
けでなく、心筋細胞肥大を直接抑制し、新たな心不
全治療薬となりうることが期待されます。本発表は、
Young Investigator Award の First prize を受賞するこ
とができました（図 10）。ISCP 会長の Volterrani 教
授をはじめとした先生方に心より感謝を申し上げま
す。
最後になりましたが、本学会の参加・発表にお
いて研究奨励賞をいただき、サポートいただきまし
た J-ISCP の長谷川浩二理事長と関係者の方々、こ
のような貴重な経験をする機会を与えていただきま

図9

した静岡県立大学の森本達也教授、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平野
早絵さん、砂川陽一博士をはじめとする分子病態学
教室の皆様に深く御礼申し上げます。

図 10
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第1条
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第6条
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（4）国際協力の活動

たとき。

（5）科学技術の振興を図る活動

（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。

（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。

（退会）

（1）心臓血管系疾患の薬物療法に関する学術集会、

第 10 条

研究会、教育研修会及び市民公開講座の開催

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。

（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

（除名）

（3）その他、この法人の目的を達成するために必

第 11 条

要な事業

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
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できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

明の機会を与えなければ

（2）この法人の財産の状況を監査すること。

ならない。

（1）この定款に違反したとき。

（3）前 2 号の規定による監査の結果、この法人の

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する

業務又は財産に関し不正の行為又は法

行為をしたとき。

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

（拠出金品の不返還）
第 12 条

は所轄庁に報告すること。

既納の会費及びその他の拠出金品は、返

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、

還しない。

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

第4章

状況について、理事に意見を述べ、若

役員及び職員

しくは理事会の招集を請求すること。

（種別及び定数）
第 13 条

この法人に次の役員を置く。

（任期等）

（1）理

事

3 人以上 20 人以内

第 16 条

（2）監

事

1 人以上 3 人以内

任を妨げない。

2

理事のうち、1 人を理事長、5 人以内を副理事長

2

とする。

役員の任期は、2 年とする。ただし、再

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。
（選任等）
第 14 条

3

任期は、それぞれの前任者又は現任者

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

4

4

者が就任するまでは、その職務を行わ

1 人を

（欠員補充）

数の 3 分の

第 17 条

監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねること

1 を超える者が欠けたときは、遅滞なく

ができない。

充しなければならない。

第 18 条

理事長は、この法人を代表し、その業務

役員が次の各号の一に該当するに至った

理事長以外の理事は、この法人の業務について、

できる。この場合、その役員に対し、議決する前に

この法人を代表しない。

弁明の機会を与えなければならない。

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あ

（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。

らかじめ指名した順序によって、その職務を代

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわし

行する。

くない行為があったとき。

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

これを補

ときは、総会の議決により、これを解任することが

るとき又は理事長が欠けたときは、理事長があ

4

理事又は監事のうち、その定数の 3 分の

（解任）

を総理する。

3

なけれ

ばならない。

（職務）

2

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任

1 を超えて含まれることになってはならない。

第 15 条

の任期

の残存期間とする。

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

補欠のため、又は増員によって就任した役員の

監事は、次に掲げる職務を行う。
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（報酬等）
第 19 条
2

である事項を記載した書面又は電磁的方法を
役員は、無報酬とする。

もって招集の請求があったとき。

役員には、その職務を執行するために要した費

（3）第 15 条第 5 項第 4 号の規定により、監事か

用を弁償することができる。

ら招集があったとき。

前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、

3

理事長が別に定める。

（招集）
第 25 条

（職員）
第 20 条

理事長が招集する。
この法人に、事務局長その他の職員を置

2

くことができる。
2

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

総会

により、少なくとも 5 日前までに通知しなけれ

（種別）
第 21 条

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

職員は、理事長が任免する。

第5章

総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、

ばならない。
この法人の総会は、通常総会及び臨時総

会の 2 種とする。

（議長）
第 26 条

総会の議長は、理事長とする。

（構成）
第 22 条

総会は、正会員をもって構成する。

（定足数）
第 27 条

（権能）
第 23 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。
総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更

（議決）

（2）解散

第 28 条

（3）合併

の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

（4）事業計画及び活動予算並びにその変更

2

総会における議決事項は、第 25 条第 3 項

総会の議事は、この定款に規定するもののほか、

（5）事業報告及び活動決算

出席した正会員の過半数をもって決し、可否同

（6）役員の選任又は解任及び職務

数のときは、議長の決するところによる。

（7）会費の額

3

（8）借入金（その事業年度内の収益をもって償還

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

する短期借入金を除く。第 50 条において同じ。
）

電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

その他新たな義務の負担及び権利の放棄

当該提案を可決する旨の社員総会の決議があっ

（9）事務局の組織及び運営

たものとみなす。

（10）その他運営に関する重要事項
（表決権等）
（開催）
第 24 条
2

第 29 条
通常総会は、毎年 1 回開催する。

2

各正会員の表決権は、平等とする。

やむを得ない理由のため総会に出席できない正

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開

会員は、あらかじめ通知された事項について書

催する。

面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

の正会員を代理人として表決を

（2）正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的

ができる。
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委任すること

3

前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、

（1）総会に付議すべき事項

第 28 条第 2 項、第 30 条第 1 項第 2 号及び第 51

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

条の適用については、総会に出席したものとみ

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関

なす。
4

する事項

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

（開催）

ない。

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。
（議事録）
第 30 条

（1）理事長が必要と認めたとき。
総会の議事については、次の事項を記載

（2）理事総数の過半数以上から会議の目的であ

した議事録を作成しなければならない。

る事項を記載した書面をもって招集の請求が

（1）日時及び場所

あったとき。

（2）正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁

（3）第 15 条第 5 項第 5 号の規定により、監事か

的方法による表決者又は表決委任者がある場

ら招集の請求があったとき。

合にあっては、その数を付記すること。）
（3）審議事項

（招集）

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

第 34 条

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2 理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による

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

請求があったときは、その日から 30 日以内に理

印しな

事会を招集しなければならない。

ければならない。
3

理事会は、理事長が招集する。

3

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、

前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又

目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方

は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと

法により、少なくとも 5 日前までに通知しなけ

により、総会の決議があったとみなされた場合

ればならない。

においては、次の事項を記載した議事録を作成
（議長）

しなければならない。

第 35 条

（1）総会の決議があったものとみなされた事項の

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

内容
（議決）

（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

第 36 条

（4）議事録の作成を行った者の氏名

項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2

第6章

理事会における議決事項は、第 34 条第 3

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

理事会

よる。

（構成）
第 31 条

（表決権等）

理事会は、理事をもって構成する。

第 37 条
（権能）
第 32 条

2
理事会は、この定款で定めるもののほか、

各理事の表決権は、平等とする。

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

次の事項を議決する。

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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前項の規定により表決した理事は、前条第 2 項

3

4

（会計の原則）

及び次条第 1 項第 2 号の適用については、理事

第 42 条

この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げ

会に出席したものとみなす。

る原則に従って行うものとする。

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

（会計の区分）

ない。

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。
（議事録）
第 38 条

理事会の議事については、次の事項を記

（事業計画及び予算）

載した議事録を作成しなければならない。

第 44 条

この法人の事業計画及びこれに伴う活動

（1）日時及び場所

予算は、理事長が作成し、総会の議決を

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又

ばならない。

経なけれ

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。）

（暫定予算）
第 45 条

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

理由により予算が成立しないときは、理事長は、理

（5）議事録署名人の選任に関する事項

事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の

2

（3）審議事項

前条の規定にかかわらず、やむを得ない

議事録には、議長及びその会議において選任さ

予算に準じ収益費用を講じることができる。

れた議事録署名人 1 人以上が署名、押印しなけ

2

ればならない。

第7章

費用とみなす。
（予備費の設定及び使用）

資産及び会計

第 46 条

（資産の構成）
第 39 条

前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益

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。

この法人の資産は、次の各号に掲げるも

2

のをもって構成する。

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。

（1）設立当初の財産目録に記載された資産
（2）会費

（予算の追加及び更正）

（3）寄附金品

第 47 条

予算成立後にやむを得ない事由が生じた

（4）財産から生じる収益

ときは、総会の議決を経て、既定予算の

（5）事業に伴う収益

更正をすることができる。

追加又は

（6）その他の収益
（事業報告及び決算）
第 48 条

（資産の区分）
第 40 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

この法人の資産は、特定非営利活動に係

毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監

る事業に関する資産の 1 種とする。

事の監査を受け、総会の議
（資産の管理）
第 41 条

決を経なければならな

い。

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

書類は、

2

別に定め

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。

る。
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（事業年度）
第 49 条

（1）総会の決議

この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に

（2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功

始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

の不能
（3）正会員の欠亡

（臨機の措置）
第 50 条

（4）合併

予算をもって定めるもののほか、借入金

（5）破産手続き開始の決定

の借入れその他新たな義務の負担をし、 又は権利

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけ

2

ればならない。

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。

第8章

3

定款の変更、解散及び合併

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。

（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

（残余財産の帰属）

は、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数に

第 53 条

よる議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する

散を除く。）したときに残存する財産は、 法第 11

以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なけ

条第 3 項に掲げる者のうち、総会で議決したものに

ればならない。

譲渡するものとする。

この法人が解散（合併又は破産による解

（1）目的
（2）名称

（合併）

（3）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定

第 54 条

非営利活動に係る事業の種類

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

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地
（所

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならな

轄庁変更を伴うものに限る。）

い。

（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

第9章

を除く）
（7）会議に関する事項

公告の方法

（公告の方法）

（8）その他の事業を行う場合における、その種類

第 55 条

その他当該その他の事業に関する事項

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。

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事
項に限る）

第 10 章

（10）定款の変更に関する事項

雑則

（細則）
（解散）
第 52 条

第 56 条
この法人は、次に掲げる事由により解散

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。

する。
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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。

3

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

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。
」

平成 26 年 3 月 31 日 印刷
平成 26 年 3 月 31 日 発行
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 定非営利活動法人国際心血管薬物療法学会日本部会
特
会議運営事務局：国立病院機構京都医療センター展開医療研究部
〒 612-8555 京都市伏見区深草向畑町 1-1 国立病院機構京都医療センター展開医療研究部内
Phone: 080-4974-2988 Fax: 075-641-9252
E-mail: medical@j-iscp.com
会員管理事務局：一般社団法人 学会支援機構
〒 112-0012 東京都文京区大塚 5-3-13 小石川アーバン 4F
Phone: 03-5981-6011
Fax: 03-5981-6012
E-mail: j-iscp@asas.or.jp

印刷所

 式会社 太洋堂
株
〒 615-0007 京都市右京区西院上花田町 4
Phone:（075）315-8900（代表）

96

入 会 申 込 書
国際心血管薬物療法学会日本部会 理事長 殿
男

フリガナ

生年月日

・

氏 名

西暦

女

卒業校

年

月

卒業年／ 西暦
〒

日
年卒

-

自 宅

都・道

住 所

府・県

TEL.

FAX.

勤務先名称：

部署名：
職名：

〒

都・道

勤務先
住 所

府・県

TEL.

FAX.

E-mail：
1. 医師
職 種

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

1. 冠動脈疾患

ある分野（複数回答可）

6. その他（

）
2. 心不全

3. 高血圧

4. 不整脈

）

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
J－ISCP会員管理事務局
Tel: 03-5981-6011

Fax: 03-5981-6012

5. 心臓病学一般

学会支援機構

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

