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病態解明、創薬開発に向けた心不全におけるミトコンドリア機能の多面的検討
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心不全とエネルギー代謝不全
心臓は常に自律拍動をするために他臓器に比して膨大な ATP を産生し消費している。大部分
の ATP 産生はミトコンドリアでの酸化的リン酸化によりなされる（図 1 左側）が、虚血性心筋
症はもとより、拡張型心筋症においても相対的な虚血の関与が示唆されていることからも、
ミトコンドリアでの ATP 産生不全が心不全病態に広く、深く関わっているものと推察される。

ミトコンドリア膜電位イメージングの意義
虚血性心疾患の診断において心筋血流イメージングに用いられている Tc-MIBI はプラス電荷
を持つという特徴を有している。正常なミトコンドリアは負の膜電位を有しており、静脈内投
与された Tc-MIBI は電位依存性にミトコンドリアに集積する（図 2 上段）。つまり Tc-MIBI 心筋
シンチはミトコンドリア機能を反映するミトコンドリア膜電位イメージングとも言える。ATP
産生能が障害されたミトコンドリアは膜電位を喪失しており Tc-MIBI を保持することが出来ず、
洗い出し率（WR）が亢進する（図 2 下段）。冠動脈病変を伴わない拡張型心筋症 34 例を対照と
し、Tc-MIBI WR と左室リバースリモデリング（LVRR）について検討した。LVRR を認めた症例
（n=10 例）は、認めなかった症例（n=24）と比較し、有意に Tc-MIBI WR が低値（14 % vs 29%
p<0.01）であり、ミトコンドリア機能と LVRR の関連が示唆された。

MRI を用いた新しい代謝イメージング
近年低濃度分子の分子イメージングを可能とする CEST(Chemical exchange saturation
transfer) MRI という新しい MRI 技術が注目されている。ミトコンドリア内で産生された
ATP はミトコンドリア外に排出され ADP とフォスフォクレアチン(PCr)として貯蔵される（図 1
右側）。PCr は筋収縮のために消費される直前に再度 ATP とクレアチン（Cr）となる。Cr の CEST
イメージングが近年報告され、我々は病態モデルが豊富に存在するマウスでの Cr の CEST
イメージングに取り組んでおり、下肢虚血モデルを用いた骨格筋でのクレアチン分子イメージ
ングに成功した。今後同様に心筋での Cr 分子イメージングに取り組み、生体内エネルギー代謝
評価系として確立することを目指している。
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エネルギー産生を増強させる新たな治療法の必要性
細胞活動はエネルギーの産生と消費のバランスの上に成り立っている。心不全治療として行
われている前負荷、後負荷の軽減、頻脈のコントロール、補助循環によるサポートはいずれも
エネルギー消費を抑制することにより一定の治療効果を得ていると言える。現在のところ ATP
産生を増強させる発想の治療法は存在しないが、我々はミトコンドリアでの ATP 産生を増強さ
せる蛋白をターゲットとした新たな治療法開発に取り組んでいる。

図 1.心筋細胞での ATP 産生とミトコンドリア膜電位

図 2.Tc-MIBI 洗い出し率と膜電位の関係
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【抄録】
【わかっていること】
心房細動（AF）と慢性腎臓病（CKD）の新規発症を観察したコホート研究によると、両者に
相互の関連があることが示唆されている。AF と CKD の双方のガイドラインから、両者の発生
に関連する因子として高血圧、糖尿病、肥満があげられている。また、心不全の予後と AF,CKD
はそれぞれ関連がある。
【わかっていないこと】
腎機能は DOACs の効果と安全性に影響するため、投薬中の腎機能評価は重要である。現行
の抗凝固療法に関するガイドラインでは適切な腎機能の follow-up 間隔については明確なエ
ビデンスを示せていない。
AF 症例の腎機能の変動に関する研究報告は少なく、GFR の低下速度や GFR の経時的変化の
軌跡についてはよくわかっていない。また、AF の発生そのものが腎機能に影響するかについ
てもよくわかっていない。
【研究する目的と臨床的意義】
① 心房細動症例の腎機能低下リスク因子を知りたい
② DOAC 内服症例の適切な腎機能 Follow 間隔について知りたい
③ eGFR 変動軌跡のパターンと腎機能低下リスクの関連を知りたい
【方法】
200 名を対象とした後ろ向き研究を行い腎機能の推移を経時的に観察した。疫学的情報
（心不全症状・高血圧・糖尿病・年齢）、併用薬剤（利尿剤・ACE 阻害剤/ARB）、心房細動の
type(発作性・持続性)、心エコーデータ（左房径・左室駆出率）を腎機能の変動との関連が
あると仮定し、これらの因子が腎機能の変動に関連するかどうか検討した。
【得られた成果】
投薬開始前と 3 か月後の腎機能の変動の俯瞰図を示す（図 1）。Baseline からの変化が
横線で示されている。
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図1

初診時の腎機能クラス分類は 5 例（3%）が Severe に分類され、24 例（14％）が Moderate、
138 例（83％）が Normal/Mild に分類された。3 か月後の腎機能変動は、13 例で認められた。
変動が多いクラス分類は Moderate であり、このクラス分類では 24 例中 7 例に変動が認められ
た。この変動に関連する因子は、心不全、年齢、利尿剤投薬、持続性心房細動、左室駆出率で
あった。1 年間の追跡調査で、CCr 50-60ml/h の症例の場合、11%の症例で 3 か月以内に減量
基準に達し、CCr 60-70ml/h の症例の場合、8%の症例で 3 か月以内に減量基準に達した。
CCr 70-80ml/h の症例の場合、6%の症例で 3-6 か月で減量基準に達し、CCr

≧80ml/h の

症例の場合、12 か月でも減量基準には達しないことがわかった(図 2)。

図2

【研究の展望】
①長期間観察
1 年後の追跡結果では、年齢、心不全の有無は腎機能低下に関連があった。
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②腎機能変動の軌跡を解析する（N=142,観察点＝5 点）
変動が多い群（P≧0.05, R2≦0.7,RMSE≧11.5）は 35 例（25％）であった。直線的に
改善する群（P<0.05,R2>0.7,slope<0）は 3 例（2％）であった。直線的に増悪する群
（P<0.05,R2>0.7,slope<0）は 17 例（12％）であった。安定群（n=62）と変動群の検討で、
利尿剤投与と LVEF が変動に関連する因子であった。
③観察点を増やす試み（N=70）
AF 発症前後 2 年間で観察された全てのクレアチニン値を解析した。AF 前後でそれぞれ
5 回以上の観察点がない、または 1 年以上の観察期間がない症例は除外した。死亡前
60 日間のデータは除外し、AF 前後の観察期間を揃える調整を行った。AF による初診前の
eGFR 変化速度は－0.003±0.015 mL/min/1.73 ㎡/day(-0.97±5.43mL/min/1.73 ㎡/年)で
あった。AF による初診後の eGFR 変化速度は－0.011±0.022 mL/min/1.73 ㎡/day
(‐3.95±7.87 mL/min/1.73 ㎡/年)であった。AF を発症するタイミングで腎機能低下が
加速する可能性が示唆されるデータであった。
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超高齢化社会を迎えた我が国において生活習慣病や心血管疾患、悪性腫瘍など高齢者の QOL
を損なう加齢性疾患の病態に関わる新規分子の探索、臨床応用は意義が大きい。特に血管内皮
障害は血管老化の早期に起こる病的変化であり、加齢性疾患の最も重要な予後規定因子である
心血管合併症に直結する重要な現象である。細胞老化と加齢性疾患を結びつける病態として
SASP が注目されており、老化細胞は炎症性サイトカイン、増殖因子など様々な生理活性分子を
分泌し各種加齢性疾患の病態基盤となることが明らかになっている。更に SASP の上流に存在す
る密接に関連する現象として酸化ストレスがあり、老化の大きな要因の一つと考えられている。
本研究では酸化ストレスを調節する血管内皮由来の新規液性因子を探索し、加齢性血管内皮
障害による動脈硬化や高血圧などの加齢性疾患の病態における機能解明を目指した。
解析対象とする液性因子の探索に際しては独自に開発した HVJ-E ベクターによる遺伝子機能
スクリーニング法（Hum Gene Ther.

2006Apr;17(4):470-5.）を用いた。HUVEC の cDNA ライブ

ラリーを HVJ-E を用いて BHK 細胞に遺伝子導入し、その培養上清を H2O2 で刺激したヒト皮膚線
維芽細胞(NHDF)に添加後、培養上清中の酸化ストレスマーカー（8-isoprostane 濃度）を測定
した（1st スクリーニング）。更に 8-isoprostane を指標とした酸化ストレスが最も促進または
抑制された well から抽出したプラスミドを大腸菌に形質転換、増幅させることによりシングル
クローン化した後、個々のプラスミドを COS7 に遺伝子導入し、その培養上清を H2O2 で刺激し
た NHDF に添加し 8-isoprostane を測定した（2nd スクリーニング）（図 1）。次に個々のプラス
ミドに含まれる cDNA のシークエンスを行い、候補遺伝子をリスト化し、その中から酸化スト
レスを増強させる液性因子であり、かつユビキチン化および SUMO 化の基質蛋白である ANXA1
を見出し、本研究における解析対象とした。
ANXA1 は炎症性細胞において Glucocorticoid により発現が誘導され、cytosolic
phospholipase A2 や cyclooxygenase2 の活性を抑制する抗炎症分子であると報告されている
（Nat Rev Immunol.9(1):62-70, 2009）。しかし我々の検討では、ANXA1 を cos7 に transfection
した上清を添加すると、酸化ストレスにより細胞老化が誘導（stress-induced premature
senesence）された環境においては、ANXA1 が酸化ストレスを増悪させた(図 2)。その理由とし
て培養上清の分泌された ANXA1 の解析の結果、酸化ストレスにより Ca2+依存性システインプロ
6

テアーゼである Calpain1 が活性化、分泌されたことにより ANXA1 が cleavage を受け、炎症作
用を有する C 末端側の断片が増加したためと考えている（J Immunol.185:3057-3063,2010）。
最大の内分泌器官である血管内皮より分泌される ANXA1 は cleavage を受けることで加齢に伴う
血管内皮での酸化ストレスを悪化させ、血管内皮の細胞老化を誘導、SASP 因子の分泌を増強す
ることにより血管内皮障害を端緒とする加齢性の心血管疾患、代謝性疾患の病態に関与してい
ると想定され、現在更なる検討を行っている。また、ANXA1 は血液検体にても測定可能であり、
将来的には高齢者における血中 ANXA1 のバイオマーカーとしての臨床的意義を検討するため、
ELISA による血中 ANXA1 濃度の測定を行い、血管内皮機能、動脈硬化指標、メタボリックパラ
メーターを中心とする臨床パラメーターとの関連を解析し、更には血中 cleaved ANXA1、
calpain1 濃度及び活性も検討し、これらの臨床パラメーターとの関連を検討したいと考えて
いる。

図1

図2
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