YIA セッション（基礎・優秀演題）
YIA1

慢性血栓塞栓性肺高血圧症における新規病因蛋白 TAFI の機能解析
○佐藤 大樹、佐藤 公雄、矢尾板 信裕、Al-Mamun Md Elias、
Siddique Mohammad Abdul Hai、菊地 順裕、大村 淳一、黒澤 亮、宮田

敏、下川

宏明

東北大学医学部 循環器内科

【背景】我々は慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) 患者において線溶系阻害蛋白 TAFI の一塩基多型と血
漿中濃度の上昇を報告した。
【方法と結果】CTEPH 患者の血漿において活性型 TAFI (TAFIa) の上昇 (> 10-fold) を確認した。CTEPH
患者肺組織の血栓には TAFI と、その活性化因子である thrombomodulin(TM) の強い発現を認めた。全身
TAFI 欠損マウス、TAFI 過剰発現マウス、肝臓特異的 TAFI 過剰発現マウス、TAFI 欠損骨髄細胞を用
いた骨髄移植実験により、血漿中 TAFI の上昇が肺動脈内血栓形成や血管透過性を亢進し、CTEPH を発
症させることを証明した。更に、TAFI 過剰発現マウスは肺動脈 CT において肺動脈途絶像を認め、3 週
間で 40％が死亡した。さらに、ヒト血漿 TAFI 蛋白は TM により活性化し肺動脈内皮細胞 (PAEC) の透過
性を亢進し、肺動脈平滑筋細胞においては細胞増殖を促進した。CTEPH 患者由来血漿は PAEC 透過性を
亢進したが、これは血漿中 TAFIa 濃度と相関した。最後に、in silico screening により発見した TAFIa
阻害薬は、世界初の CTEPH モデルマウスの血漿中 TAFIa を減少させ、肺高血圧、血栓形成、生存率を
改善した。
【結論】TAFI は CTEPH における新規の治療標的となる可能性がある。

YIA2

薬物スクリーニングによる新規肺高血圧治療薬 Celastamycin の発見
○黒澤 亮、佐藤 公雄、菊地 順裕、大村 淳一、佐藤 大樹、
Abdul Hai Siddique Mohammad、Elias Al-Mamun Md.、砂村 慎一郎、野木
下川 宏明

正道、

東北大学医学部 医学系研究科

背景：肺動脈性肺高血圧症 (PAH) は、肺動脈平滑筋細胞 (PASMC) の異常増殖とアポトーシス抵抗性が特
徴である。血管拡張薬による多剤併用療法だけでは救えない PAH 患者も多く、新規治療薬の開発が望ま
れる。
方法と結果：我々は東北大学化合物ライブラリーより PAH に対する新規治療薬を探索した。一次スクリー
ニングでは、High Throughput screening により、PAH 患者由来の PASMC (PAH-PASMC) を 5 μ mol/l
の 5562 化合物で治療し、24 時間培養後 MTT assay を行うことで、最も細胞増殖を抑制した 80 化合物を
選出した。二次スクリーニングでは、再現性試験、カウンターアッセイ、濃度依存性試験を行い、PAHPASMC の細胞増殖を抑制し、ヒト由来正常 PASMC に強い毒性を持たない、低濃度で有効な化合物 5 種
類を発見した。そのうち、celstramycin-3 (CEL-3) は NF- κ B シグナルを抑制し抗炎症反応を示した。
CEL-3 を低酸素誘発肺高血圧症マウス、モノクロタリン誘発性肺高血圧症ラットに投与すると、右室収縮
期圧、右室肥大の改善 (p<0.05 each) を認めた。
結論：我々は、化合物スクリーニングにより PAH-PASMC の細胞増殖を抑制する化合物を発見し、さら
に肺高血圧症モデル動物で治療効果が得られた。
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YIA セッション（基礎・優秀演題）
YIA3

Nintedanib は肺動脈性肺高血圧症治療薬になり得るか？
○堤
守尾

建男、長岡
嘉晃、高橋

鉄太郎、鈴木
和久

宣史、吉田

隆司、栗山

祥子、高橋

史行、

順天堂大学 呼吸器内科

【目的】3 系統の増殖因子（PDGF、FGF、VEGF）を抑制するチロシンキナーゼ阻害薬である Nintedanib
の肺動脈性肺高血圧症（PAH）治療薬としての有用性を検討する。【方法】ヒト肺動脈の血管平滑筋細胞
と血管内皮細胞を用いて、平滑筋細胞増殖と内皮間葉系細胞転換に対する Nintedanib の抑制効果を検証し
た。さらに、VEGF 受容体阻害薬と低酸素曝露によって作成した PAH モデルラットに Nintedanib を 2 週
間経口投与し、肺高血圧進展に対する効果を確認した。【結果】Nintedanib は PDGF-BB 刺激に伴う平滑
筋細胞の増殖を抑制し、リン酸化した ERK および AKT の蛋白発現を減少させた。また、TGF βと TNF
α刺激により増加した血管内皮細胞の間葉系マーカーの発現は、Nintedanib により抑制された。PAH ラッ
トにおいては、Nintedanib 投与群の右室収縮期圧は有意に低下し、肺動脈の中膜肥厚と増殖性内膜病変も
減少していた。【結論】Nintedanib は、肺動脈の平滑筋細胞増殖と内皮細胞の内皮間葉系細胞転換の抑制
を介して、PAH の有用な治療薬になり得る可能性がある。

YIA4

新規病因蛋白セレノプロテイン P による肺高血圧症促進機構
○菊地 順裕、佐藤 公雄、黒澤 亮、Elias-Al-Mamun Md.、
Abdul Hai Siddique Mohammad、大村 淳一、佐藤 大樹、野木
下川 宏明

正道、宮田

敏、

東北大学 循環器内科学

背景 : 肺動脈性肺高血圧症 (PAH) は致死性疾患であり、新規治療薬開発が急務である。
方法と結果 : 健常者由来肺動脈平滑筋細胞と PAH 由来細胞を用いた網羅的遺伝子発現解析により、PAH
におけるセレノプロテイン P の上昇 (SeP>32 倍 , P<0.01) を発見し、免疫染色にて PAH 肺動脈中膜にその
強い蛋白発現を認めた。複数の遺伝子改変動物を用いた解析により、肺における SeP 発現が低酸素性肺高
血圧形成に重要であることを示した (all P<0.01)。精製 SeP 刺激、siRNA や過剰発現により SeP が肺動脈
平滑筋細胞増殖を促すことを示した。臨床研究では、健常者 (n=20) に比して PH 患者 (n=203) において血
中 SeP の上昇を認め (7.3 倍 , P<0.01)、血中 SeP 高値 (>26.9 μ g/mL) が長期生命予後を予測することを示
した。ハイスループットスクリーニングにより見出されたサンギナリンが、複数の肺高血圧モデル動物に
おいて肺における SeP 発現を抑制し、肺高血圧治療効果を有することを示した (all P<0.05)。
結論 : SeP は肺動脈平滑筋細胞増殖を促す PAH の新規病因蛋白であり、創薬ターゲットとして有望である。
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YIA セッション（臨床・優秀演題）
YIA5

肺高血圧症における血管内皮機能と疾患重症度との関連
○中村 知久、田原 宣広、戸次 宗久、本多
田原 敦子、熊谷 英太、福本 義弘

亮博、新田

良和、杦山

陽一、孫

佳慧、

久留米大学 心臓血管内科

背景：肺高血圧症において肺動脈のみならず全身血管の内皮機能障害が病態の進行に関与しており、血管
内皮機能は疾患重症度を反映している可能性がある。
目的：肺高血圧症において、血管内皮機能と疾患重症度との関連を明らかにする。
方法：対象は、肺血管拡張薬や BPA にて治療介入された前毛細血管性 PH 35 名 ( 女性 31 名、平均年齢
50 ± 16 歳、PAH/CTEPH 32/3 名 )。全身血管の内皮機能は flow-mediated dilatation (FMD) で評価、心
筋ブドウ糖代謝は部分容積効果の補正を行った右室と左室の FDG 集積度 (SUVR、SUVL) を測定し、血行
動態評価の際に FMD と FDG-PET/CT を施行した。
結 果： 治 療 介 入 に よ り、mPAP は 39.4 ± 12.5 → 30.8 ± 8.2mmHg、RVEF は 35.5 ± 9.3 → 44.4 ± 7.8%、
SUVR は 6.9 ± 4.6 → 4.9 ± 2.7 へ改善し、%FMD は 6.4 ± 1.0% から 7.7 ± 1.5% に上昇した (p<0.01)。Δ
%FMD を目的変数にした単回帰分析ではΔ mPAP、Δ PVR、Δ RVEF、Δ SUVR が有意に関連する因子
であった。ステップワイズ法を用いた重回帰分析では、Δ mPAP、Δ RVEF、Δ SUVR がΔ %FMD に独
立して関連する因子であった (R2=0.515)
結論：全身血管の内皮機能障害は、肺血行動態や右室ブドウ糖代謝など PH の重症度と関連することが示
された。

YIA6

多剤併用療法が行われた肺高血圧症患者の BMPR2 変異の有無と予後
○磯部
1）

更紗 1）、片岡

雅晴 1）、相見

祐輝 2）、蒲生

慶應義塾大学医学部 循環器内科、2）杏林大学医学部

忍 3）、佐藤

徹 2）、福田

循環器内科、3）杏林大学

恵一 1）

CCRC 研究所

背景 : 特発性肺動脈性肺高血圧症 (IPAH) の疾患関連遺伝子として Bone morphogenetic protein receptor
typeII(BMPR2) が報告されている。また , プロスタグランジン I2(PGI2) 製剤や複数の経口治療薬が使用さ
れた患者において BMPR2 変異の有無による予後の違いについて検討した報告はない。
方法 : 2000 年から 2015 年に当施設に通院された PAH 患者で ,BMPR2 遺伝子検査を行った 59 名 (IPAH 51
名 (86.4%), 遺伝性 PAH 8 名 (13.6%); 男性 / 女性 17/42; 平均年齢 32 ± 17 歳 ) について後ろ向きに解析した。
BMPR2 変異に関しては ,PCR ダイレクトシーケンス法と MLPA 法を用いて行った。
結果 : 2000 年以降の解析では BMPR2 変異の有無により予後に差は認められなかった。一方 , 多剤併用療
法が施行可能となった 2005 年以降に診断された 46 名について解析したところ ,BMPR2 変異の有無による
予後に差は認められなかったが , 非経口 PGI2 療法が行われた 36 名の患者において解析すると ,PGI2 導入
後の生命予後は ,BMPR2 変異を有する患者群の方が予後は良好であった。(p=0.046)。結論 : PGI2 導入後の
予後は ,BMPR2 変異を有する群の方が ,BMPR2 変異がない群よりも予後が良好であり , 変異の有無による
治療反応性の違いが示唆された。
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YIA セッション（臨床・優秀演題）
YIA7

CTEPH に対する riociguat、BPA、及び心リハによる集学的治療
○福井 重文 1）、大郷 剛 1）、後藤 葉一 1）、小永井 奈緒 1）、浅野 遼太郎 1）、上田
辻 明宏 1）、森田 佳明 2）、福田 哲也 2）、中西 宣文 1）、安田 聡 1）
1）

仁 1）、

国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門、2）国立循環器病研究センター 放射線部

我々は近年手術適応外慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) 患者においてバルーン肺動脈形成術 (BPA) が
安全に肺血行動態や運動耐容能、右心機能を改善する事を報告した。しかし BPA 後安静時の血行動態の
顕著な改善にも関わらず、依然運動耐容能障害や労作時息切れが残存し、この問題は BPA だけでの解決
は難しい。
そこで我々は段階的、集学的治療法としてまず BPA 前に riociguat を、次に複数回の BPA を、最後に
BPA の後療法として心リハ (CR) を組み合わせた。
最初に BPA の前治療として riociguat は、初回 BPA 前までに平均肺動脈圧 (mPAP) と BNP を有意に改善
させた (n=18, P<0.05)。次に複数回の BPA により運動耐容能と共に mPAP は肺高血圧症の定義以下のレ
ベルまで改善した (35 ± 11 to 24 ± 6%) (n=48, P<0.05)。最後に最終 BPA 直後から開始した CR は、肺血
行動態を悪化させずに運動耐容能を正常に近いレベルまで改善させ (peak VO2 予測値、71 ± 9 to 78 ±
13%)、BPA 後の右室リバースリモデリングを加速させた (n=17, P<0.05)。
手術適応外 CTEPH に対する riociguat、BPA、及び CR を用いた段階的、集学的治療法は、血行動態や運
動耐容能、右室機能を効果的に改善させ得る有用な治療戦略である。

YIA8

肺動脈性肺高血圧症の右室機能・肺動脈連関の評価と臨床的意義
○中谷 資隆 1）、辻野 一三 1）、鈴木 奈緒子 1）、杉本 絢子 1）、林下 晶子 1）、高階
佐藤 隆博 1）、渡部 拓 1）、大平 洋 1）、伊藤 陽一 2）、西村 正治 1）
1）

北海道大学病院 内科 I、

2）

北海道大学大学院医学研究科医学研究科 医学専攻 社会医学講座 環境健康科学研究教育センター

知沙 1）、

目的
肺動脈性肺高血圧症（PAH）における右室収縮・拡張能および右室・肺動脈連関の解析およびそれらの臨
床的意義を検討する。
対象
右心カテーテル検査（RHC）と心臓 MRI を同時期に施行した PAH60 症例（PAH 群）と対照 11 症例（C 群）
方法 ① RHC と心臓 MRI 検査結果から右室の収縮能指標（右室収縮末期エラスタンス（Ees））、拡張能
指標（スティフネス係数（β））および右室・肺動脈連関指標（Ees/Ea）を算出し、PAH 群と C 群で比較
した。② PAH 群において従来の指標に加え、拡張能指標および右室・肺動脈連関指標と予後との関連を
調査した。
結果
① PAH 群の Ees、βは C 群と差がないが、Ees/Ea は有意に低値だった（p<0.0001）。
②年齢（p=0.0005）および WHO-FC（p<0.0001）は予後と有意に関連した。従来の指標である RAP、CI、
SvO2、
RVEF では有意差はなかった。Ees/Ea では予後と関連はなかったがβでは予後と有意に関連があっ
た（p<0.05）
。Ees/Ea 低下群でβは予後と有意に関連した（p<0.05）が、Eea/Ea 維持群でβは予後と有
意な関連はなかった。
結論
PAH では右室収縮能と拡張能は保たれるが右室・肺動脈連関が低下していた。同連関の低下と拡張能低下
の併存は予後の悪化に関連する。
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