
VOL37NO.3/2014

ISSN 0911-4637

日本心脈管作動物質学会



藤田　浩，福田　昇，古川安之，林　晃一，林登志雄，飯野正光，池田宇一，伊藤　宏，

伊藤正明，伊藤猛雄，松原達昭，三浦総一郎，宮内　卓，長田太助，中木敏夫，中村真潮，

錦見俊雄，岡村富夫，高橋和広，高橋克仁，田中利男，山崎峰夫，柳沢輝行，吉村道博

編集委員 （ABC順）

・ 総 　 編 　 集 　 長　　玉　置　俊　晃（徳島大学大学院病態情報医学講座情報伝達薬理学分野）

・ ベーシック編集長　　西　山　　　成（香川大学医学部薬理学）

・ オミックス編集長　　田　中　利　男（三重大学大学院医学系研究科薬理ゲノミクス）

・ クリニカル編集長　　伊　藤　正　明（三重大学大学院医学系研究科循環器内科学）



　

─ 1─

　

学会案内

～ 基礎と臨床のコラボレーション新時代 ～
New Era of Collaboration in Basic and Clinical Sciences

会　　期：2015年２月６日㈮・7日㈯

会　　場：高松センタービル　高松市寿町2-4-20

会　　長：平野　勝也　（香川大学医学部 自律機能生理学　教授）

事務局：〒761-0793　香川県木田郡三木町池戸1750-1

　　　　香川大学医学部　自律機能生理学内

　　　　第44回日本心脈管作動物質学会事務局

　　　　TEL：087-891-2100　FAX：087-891-2101

　　　　E-mail：jscr2015@molcar.med.kyushu-u.ac.jp

大会ホームページ　http://www.jscr2015.med.kyushu-u.ac.jp

　　会場アクセス

第44回日本心脈管作動物質学会
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◆プログラム
…………………………………………………………………………………………………
2月６日（金）

●基調講演

　　「循環器病のトランスレーショナルリサーチ（仮題）」
　　　下川　宏明　先生
　　　　　（東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学）
●特別講演
　　「個体レベルのシステム生物学の実現に向けて」
　　　上田　泰己　先生
　　　　　（東京大学大学院医学系研究科　システムズ薬理学）
●イブニングセミナー

　　「トランスポーターの生体恒常性維持における役割と
　　　　　　　　　　　　　　　　　疾患治療標的としての意義」
　　　金井　好克　先生
　　　　　（大阪大学大学院医学系研究科　生体システム薬理学）
●シンポジウム１

　　「心脈管作動物質としての凝固因子と新規経口抗凝固薬」
　　　　オーガナイザー：小川　久雄　先生（熊本大学）
　　　　　　　　　　　　佐田　政隆　先生（徳島大学）
●一般演題（ポスター発表）ほか

2月７日（土）

●シンポジウム２

　　「高血圧における臓器連関」
　　　　オーガナイザー：廣岡　良隆　先生（九州大学）
　　　　　　　　　　　　下澤　達雄　先生（東京大学）
●シンポジウム３

　　「心不全研究のカッティング・エッジ」
　　　　オーガナイザー：長谷部　直幸　先生（旭川医科大学）
　　　　　　　　　　　　赤澤　　宏　先生（東京大学）
●シンポジウム４

　　「肺高血圧症　From bench to bedside（仮題）」
　　　　オーガナイザー：渡邉　裕司　先生（浜松医科大学）
　　　　　　　　　　　　福本　義弘　先生（久留米大学）
●ランチョンセミナー，口頭発表（ＹＩＡ）など
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◆参加登録・演題登録
…………………………………………………………………………………………………
●参　加　費　

　
●事前参加登録

　・学会ホームページ「参加登録」ページの「事前参加申込フォーム」から，必要事
項をご入力し，登録ください．

　・登録完了後，確認メールが自動配信されます．
　・学会当日，確認メールを印刷し，ご持参ください．
　・参加費は学会当日に，受付にてお支払いください．
　　　　　事前参加登録締切：平成26年12月31日（水）17：00

●演題申込

　・募集演題

　　一般演題（ポスター発表）とYoung Investigator Award（口述）
　・発表資格

　　演者はすべて本学会員に限ります．
　　未加入の方は入会手続きを行ってください．
　　今年度会費未納者は早急に会費を納入下さい．
・演題申込方法

　　学会ホームページで詳細を確認下さい．
　　「演題申込・抄録用紙」をダウンロードし，メールで送付下さい．
　　受領後，事務局より確認メールをお送りいたします．
　　お送りいただいた抄録を元に抄録集を作成いたします．
　・提出先

　　　第44回日本心脈管作動物質学会　事務局
　　　E-mail：jscr2015@molcar.med.kyushu-u.ac.jp
　　　演題申込締切：平成26年10月15日（水）17：00

●学会ホームページ　http://www.jscr2015.med.kyushu-u.ac.jp

事前登録 当日登録
一　　　般 4,000 円 5,000 円
評　議　員 5,000 円 6,000 円

大学院生・研修生 2,000 円 3,000 円
学生（学部，大学院，研修生など）は受付にて学生証の提示が必要．
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《日本心脈管作動物質学会の入会および各種届出について》

１．年会費：4,000円

２．期　間：加入（会費納入）した年の12月31日まで．

３．機関誌：「血管」を年4回送付します．本年度は１号が学会抄録号となります．

４．総　会：年１回開催します．学会の演題申込者はすべて本会会員に限ります．

５．入会手続き：本学会入会希望者は，学会HP内の各種届出用紙より，入会申し込み用紙をダウンロー

ドし，必要事項を記入した用紙をメールまたはFax（059－232－1765）にて事務局までご送付くだ

さい．また，下記郵便口座あてに年会費4,000円をお払い込みください．

６．雑誌送付先などに変更が生じた場合はすみやかに事務局までお知らせください．

《振 込 先》

《「お知らせ」の掲載について》

　本誌では，「血管」に関連した学会および学術集会（国内外，規模の大小は問いません．）の案内を，

無料掲載いたします．ご希望の方は，締切日までに原稿を事務局へお送りください．（締切日等は事

務局へご確認ください．）

〒514-8507　三重県津市江戸橋２丁目174番地

三重大学大学院医学系研究科薬理ゲノミクス分野

日本心脈管作動物質学会事務局

TEL 059－231－5411

FAX 059－232－1765

http://jscr21.medic.mie-u.ac.jp/

jscr@doc.medic.mie-u.ac.jp

【ゆうちょ銀行からの振込口座】

　郵便振替口座：00900－8－49012

　加入者名：日本心脈管作動物質学会

【その他の金融機関からの振込口座】

　ゆうちょ銀行

　店　　番：099〔ゼロキュウキュウ店〕

　預金種目：当座

　口座番号：0049012

　受取人名：ニホンシンミャクカンサドウブッシツガッカイ
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Ⅰ．序言

　心房性・脳性ナトリウム利尿ペプチド （ANP・BNP） 
は共通の受容体guanylyl cyclase-A （GC-A） を介して，
血管拡張・ナトリウム利尿・心臓リモデリング抑制・虚
血組織における血管新生促進等の多彩な生理作用を有す
る，心臓で産生・分泌される循環ホルモンである１）．近
年，世界的規模のゲノムワイド解析により，ヒトにおい
てANP・BNP関連遺伝子座における変異が心血管疾患
のリスク因子であることが明らかにされた２）．また先般，
妊娠高血圧症候群や子癇前症などの周産期疾患患者にお
いても，ナトリウム利尿ペプチド系の遺伝子多型の存在
が報告されている３）．
　妊娠・出産により，女性の体内では血漿量の増減や心
拍数の増加などの様々な血行動態の変化が生じることが
知られている．妊娠中に増大した血漿および血中ナトリ
ウムは，出産後徐々に排出されることが知られており，
そこにはナトリウム利尿ペプチドが関与していると従来
考えられている．また，妊娠高血圧症候群や子癇前症患
者では，血中ナトリウム利尿ペプチド濃度が高値を呈す
ることがこれまでに報告されている４－５）．しかし，周産
期における内因性ANP・BNP/GC-A系の生理学的意義
については，いまだ不明な点が多く残されている．
　本研究の目的は，雌性野生型マウス （WT） および
GC-A遺伝子欠損マウス （GC-A-KO） における妊娠・
授乳期間での心血管系の表現型を比較検討することによ

り，内因性ANP・BNP/GC-A系の妊娠・授乳期間にお
ける生理的意義について検討することである．

Ⅱ．実験方法と結果

　全ての動物実験は，国立循環器病研究センター動物実
験委員会の承認を受けて行った．

１）妊娠・授乳期における血圧の経時的観察
　WTおよびGC-A-KOの血圧を，妊娠前，妊娠中（4.5日，
8.5日，11.5日，15.5日，18.5日），産後（１～２日，１週
間おきに４週間目まで）に亘り，ソフトロン社製BP-
98Aを用いて非観血的手法により測定した．過去の報
告と同様にGC-A-KOの収縮期血圧はWTよりも有意に
高かったが６－７），妊娠期および授乳期を通して，WT・
GC-A-KOともに血圧の有意な変動は認めなかった （図
１） ．

２）周産期における心血管系の表現型変化
　妊娠前，妊娠後期（18.5日目），出産直後（１～２日），
授乳４週目における，WTおよびGC-A-KOの心重量の
比較検討を行った．妊娠・授乳中は体液量の増大に伴う

＊１）国立循環器病研究センター研究所  再生医療部
＊２）国立循環器病研究センター研究所  生化学部
　（〒565－8565　大阪府吹田市藤白台５丁目７番１号）
＊３）三重大学大学院  医学系研究科  臨床医学系講座  産科婦人科学
　（〒514－8507　三重県津市江戸橋２丁目174番地）
＊４）京都大学大学院  医学研究科  メディカルイノベーションセンター
　（〒606－8507　京都府京都市左京区聖護院川原町53）

オミックス─────────────────────────────

日本心脈管作動物質学会研究奨励賞受賞論文日本心脈管作動物質学会研究奨励賞受賞論文

授乳期における内因性心臓ナトリウム利尿ペプチド系による
心保護作用のメカニズム解析

大谷　健太郎１），徳留　健２），岸本　一郎２），池田　智明１）３），中尾　一和４），寒川　賢治２）

１）国立循環器病研究センター研究所  再生医療部，２）国立循環器病研究センター研究所  生化学部  　　　　　　　　　　　　　　
３）三重大学大学院 医学系研究科  臨床医学系講座  産科婦人科学，４）京都大学大学院 医学研究科  メディカルイノベーションセンター

１

図１．妊娠・授乳期間における血圧の経時的推移
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図２．GC-A-KOは出産・授乳を重ねることにより，周産期心筋症様の心線維化・心機能低下を伴う心肥大を呈する
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体重の変化が大きいため，心重量の標準化は体重ではな
く，脛骨長を用いて行った．また，授乳４週目における
心線維化をシリウスレッド染色により，母獣の心機能を
経胸壁心エコー図法（VisualSonics社Vevo2100を使用）
により評価した．GC-A-KOの心重量はWTに比し，未
妊娠時で既に有意に大であったが６－７），WTとGC-A-
KOのいずれにおいても妊娠後期および出産直後には心
重量に変化は認められなかった（図２A）．しかし，出産・
授乳を連続的に繰り返すことにより，WTでも若干の心
肥大を認めたが，GC-A-KOでは心線維化・心機能低下
を伴う，周産期心筋症様の顕著な心肥大を呈することが
明らかとなった（図２B，２C，２D）．また，出産・授
乳の繰り返しにより，母獣生存率がGC-A-KOでのみ有
意に低下することが明らかとなった（図２E）．

３）GC-A-KOにおける産褥期心肥大への授乳の影響
　GC-A-KOでは産褥期に心肥大が惹起されることが明
らかとなったが，その心肥大が授乳により惹起されてい
ることを確認するため，出産直後に仔獣を強制的に離乳
させることで心肥大が抑制されるか否かについて検討を
行った．その結果，WTとGC-A-KOのいずれにおいても，
授乳を回避することで未妊娠時と同程度の心重量を呈し
たことから，産褥期心肥大は授乳により惹起されている
ことが明らかとなった（図３）．
　近年，乳汁分泌ホルモンであるプロラクチン（PRL）
の切断片 （16kDa-PRL；異型PRL）による血管新生阻害
および血管収縮が，周産期心筋症の一因であると報告さ
れた８）．そこで，GC-A-KOにおける授乳期心肥大への
PRLおよび異型PRLの影響を検討するために，授乳期間
のみにPRL分泌抑制薬であるブロモクリプチンを飲水投
与し，心肥大が抑制されるか否かについて検討を行った．
その結果，ブロモクリプチン投与により，GC-A-KOに
おける授乳期心肥大は有意に抑制された（図３）．この
ことから，GC-A-KOにおける授乳期心肥大に異型PRL
が関与している可能性が示唆された．次に，未妊娠時あ

るいは出産後に異型PRLを投与することで，WTおよび
GC-A-KOにおいて心肥大の出現あるいは授乳期心肥大
の増悪が認められるか否かについて検討を行ったが，異
型PRLを投与しても心重量に何も影響を及ぼさなかった
（図４）．このことから，異型PRLはGC-A-KOの授乳
期心肥大には無関係であると考えられた．

４）細胞特異的GC-A欠損マウスによる検討
　次に，どの細胞・組織におけるGC-A遺伝子欠損が授
乳期心肥大に寄与しているかについて，Cre/loxPシス
テムを利用して作製した細胞特異的GC-A欠損マウスを
用いて検討を行った．その結果，血管内皮細胞，心筋細
胞および遠位側尿細管細胞におけるANP・BNP/GC-A
系が授乳期に心保護的な作用を有する可能性が示唆され
た（図５）．

５）GC-A-KOにおける授乳期心肥大へのRAAS系の関
与

　従来からANP・BNP/GC-A系はレニン・アンジオテ
ンシン・アルドステロン系（RAAS系）による心臓リ
モデリングに対して抑制的に作用していることが知ら

図３．GC-A-KOにおける産褥期心肥大への授乳および
プロラクチンの影響

図５．細胞特異的GC-A遺伝子欠損マウスにおける授乳
期心肥大の比較

図４．異型PRL投与による検討
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れている９－10）．そのため，GC-A-KOにおける授乳期心
肥大・心機能低下がRAAS系の亢進により引き起こさ
れている可能性がある．そこで，アンジオテンシンⅡ
受容体（AT1a）遺伝子およびミネラロコルチコイド受
容体（MR）遺伝子の遺伝子欠損マウスを用いて，授乳
期心肥大におけるRAAS系の関与について検討を行っ
た．MR遺伝子の完全欠損マウスは胎性致死となるため
11），MR fl oxマウスを用いて細胞特異的MR遺伝子欠損
マウスを作製して検討を行った．WTにおける授乳期血
漿レニン活性には，未妊娠時と比べて有意な変化は認め
られなかった．また，AT1a-KOでは授乳２週目にWT
と同程度の心肥大を呈したことから，授乳期心肥大へ
のアンジオテンシンⅡ/AT1aシグナルの関与は少ない
と考えられた（図６A）．一方，WTおよびGC-A-KOの
いずれにおいても，授乳に伴い血中アルドステロン濃
度は上昇した．授乳２週目で比較すると，GC-A-KOで
はWTに比し，有意に血中アルドステロン濃度が高値で
あった．このことから，授乳期心肥大へのアルドステロ
ンの関与の可能性が示唆された．細胞特異的MR遺伝子
欠損マウスでは，神経細胞でMRを欠損させたマウスに
おいて有意な授乳期心肥大の抑制効果が認められた（図
６B）．このことから，授乳期における心肥大の形成に
神経系MRシグナルが関与している可能性が示唆された．

Ⅲ．考察と将来の展望

　本研究の結果，GC-A-KOでは授乳によって心線維化・
心機能低下を伴う周産期心筋症様の顕著な心肥大を呈し
たことから，内因性ANP・BNP/GC-A系は授乳期に心
保護的に作用している可能性が示唆された．また，異型
PRLおよびアンジオテンシンⅡシグナルは，授乳期心肥
大の原因因子としては否定的であった．内因性ANP・
BNP/GC-A系による授乳期心保護作用は，①アルドス
テロン分泌抑制および②神経系MRシグナルの抑制によ
るものであると推察された．ANP・BNP/GC-A系によ
るアルドステロンの産生抑制についてはこれまでに報告

があるが12），神経系MRシグナルをどのように抑制して
いるかについては，今後さらに検討が必要だと思われる．
　GC-A-KOでは妊娠・授乳期間を通じて血圧に大き
な変動は認めなかったが，ANPのプロセシング酵素で
あるCorinの遺伝子欠損マウスが妊娠中に顕著な血圧上
昇を呈することが近年報告されている13）．同じANP/
GC-A系を対象としているにも拘らず，心血管系フェノ
タイプに乖離が認められる点については，今後さらに検
討を進め，その差異について明らかにする必要があると
思われる．
　周産期心筋症は，心疾患既往のない健常女性が産褥期
に心機能低下を来たし，心不全を発症する母体間接死亡
原因の上位疾患である．原因は諸説考えられているが，
現在においても特定されるに至っておらず，治療も対症
療法が行われているのが現状である．昨今，異型PRLが
周産期心筋症の原因であると報告されたことを受けて，
ブロモクリプチンを用いた周産期心筋症の治療の試みが
世界的に開始されつつある，しかし，現在のところ本邦
ではブロモクリプチンの妊娠期および産褥期高血圧患者
に対する投与は推奨されていない．一方，ANPは急性
心不全の治療薬として既に臨床応用されており，周産期
心筋症に対する根本的治療薬としての有用性が確認でき
れば，早期の臨床応用が期待できる．
　以前我々はGC-A遺伝子のプロモーター領域に遺伝子
多型を有する人では高血圧・心肥大を呈しやすいことを
報告した14）．本研究の結果から，我々は周産期心筋症患
者がANP・BNP/GC-A関連遺伝子の遺伝子多型を有す
る可能性を考えている．そこで，我々と共同研究を行っ
ている国立循環器病研究センター周産期・婦人科は，当
施設の倫理委員会に「周産期心筋症とナトリウム利尿ペ
プチド関連遺伝子多型との関連を検討する臨床研究」の
申請を行い，既に承認を得ている．今後，ヒト検体を用
いたANP・BNP/GC-A関連遺伝子の遺伝子多型性解析
を進めていくことで，周産期心筋症の原因究明とその新
たな治療法の開発につながるものと期待している．
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図６．授乳期心肥大におけるRAAS系の関与
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Ⅰ．はじめに

　肺高血圧症は，肺小細動脈内腔の狭窄・閉塞により
肺動脈圧が上昇し，右心不全に至る疾患の総称である
が，有効な治療法がなく予後不良とされている．肺高
血圧症の主な原因疾患として，肺動脈性肺高血圧症
（pulmonary arterial hypertension：PAH）と慢性血栓
塞栓性肺高血圧症（chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension：CTEPH）があり，いずれも厚生労働省
の特定疾患に指定されている．1990年代以降，PAHに
関しては発症機序の解明につながる研究成果が発表され
るとともに，治療薬も開発されている．これに対して，
CTEPHに関する研究とその治療法の開発は遅れており，
病態解明と治療法開発の基盤となるデータの蓄積が望ま
れている．われわれはCTEPHに対する治療法の改良を
進めるとともに，病態解明のための基礎研究も行ってき
た．本稿では，臨床・基礎両面からCTEPHに関する知
見と研究成果を概説する．

Ⅱ．肺高血圧症について

　肺循環系の主な役割は肺毛細血管と肺胞との間でガス
交換を行うことである．心臓から駆出された血液は全身
の血管に広く潅流し，その後肺循環系に全血液が流入す
る．そのため，肺循環系は体循環系と比較して血管抵
抗が低く（肺血管抵抗は体血管抵抗の約１／10），低圧
（肺動脈圧は体血圧の約１／５）に保たれている１） ．さ
らに，肺循環系には肺血管の拡張（distension）や，安
静時に血流が存在しなかった血管への血液流入（疎通：
recruitment）による大きな予備能が備わっており２），運
動などで肺血流量が増加してもただちに肺動脈圧の

著明な上昇は起こらない．肺血栓塞栓症（pulmonary 
thromboembolism：PE）の症例における肺血流シンチ
グラムを用いた検討から，肺血管床の約50－60％が閉塞
すると肺血管抵抗や肺動脈圧が上昇すると報告されてい
る３）．従って，安静時肺動脈圧が25mmHg以上（健常人
では15mmHg未満）と定義される肺高血圧症では，広
範囲に肺血管床の閉塞病変が存在し，血管拡張予備能が
失われていることになる．このため，労作時に拡張や疎
通による肺血流増加が起こりにくく，息切れ，めまいや
失神を起こす．さらに，狭窄・閉塞した肺動脈に血液を
送る右心室に負荷がかかり，最終的に右心不全に至る．

Ⅲ．CTEPHについて

１）CTEPHとは
　世界保健機関では，1973年以降国際会議を開催して肺
高血圧症の臨床分類を検討しており，最近では2013年に
第５回国際会議がニースで開催され，ニース分類が発表
された４）．日本でもこの結果に基づいて日本循環器学会
からガイドラインが示されている５）．CTEPHは，肺高
血圧症の原因疾患のひとつとしてニース分類でも日本の
ガイドラインでも４群に分類されている．「器質化した
血栓により肺動脈が狭窄・閉塞し，肺血流分布ならびに
肺循環動態の異常が慢性的に（６か月以上）固定し，肺
高血圧を合併している状態」と定義されている（図１）．
呼吸不全に関する調査研究班によると，日本のCTEPH
の患者数は年々増加しており， 2011年は1,590名であっ
た．欧米では男性にやや多く平均年齢は50歳代であるの
に対して，日本では女性に多く，平均年齢は60歳代であ
る．自験146例の検討でも，女性78.1％，発症時平均年
齢59歳であった．初発症状としては労作時息切れが多い．
Lewczukらの報告では，無治療の場合，診断確定時の
平均肺動脈圧が30mmHg以上の症例では３年生存率は
10％と予後不良であるとされている６）．

＊独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　臨床研究部
　（〒701－1192　岡山市北区田益1711－１）
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２）CTEPHの原因
　CTEPHの発症機序の詳細は不明であるが，PEを発症
したのち，肺動脈内の血栓が溶解されず残存することが
原因のひとつと考えられている．自験146例の検討では，
43.2％の症例にPEや深部静脈血栓症の既往があった．近
年，欧米でも日本でもPEとCTEPHの罹患者数が増加し
ている．米国ではPEは年間50～60万人発生し，その3.8％
が慢性化しCTEPHへ移行するとされる７）．日本におけ
る PEの発症数は約8,000人（2006年度）であり，最近10
年間で倍増しており，CTEPHの症例数も増加している．
日本ではこれまでにPEとCTEPHのそれぞれの疾患につ
いては横断的な検討は行われている８）が，両疾患の関
連性に関する疫学的な検討は行われておらず，PEから
CTEPHへの移行頻度は不明である． なぜ一部のPE症
例のみで血栓が残存し，大多数ではCTEPHに移行しな
いのかも解明されていない．基礎疾患として，血液凝固
異常14.6％，心疾患12.8％，悪性腫瘍9.8％などが認めら
れるが，明らかな基礎疾患が認められない症例も約半数
ある９）ことから，その他のリスクファクターとの関連
についても解明が待たれる．日本ではCTEPHが中高年
女性に多いこと，凝固異常の頻度が少ないことなどから，
欧米とは異なる背景を元に，他の機序により発症してい
る可能性があり，日本独自の縦断研究が必要である．特
定のHLAタイプとCTEPH発症の関連が日本から報告さ
れており10），遺伝学的素因の存在も示唆される．

Ⅳ．CTEPHの治療

１）CTEPHの内科的治療
　CTEPHでは，PEの再発やin situでの血栓形成機序の
関与が考えられるため，ワルファリンによる抗凝固療法
が推奨されている９）．なお，CTEPHの血栓はすでに器
質化しているため，血栓溶解療法は無効である（図１）．
また，肺動脈は体血管とは異なり低酸素により攣縮する
ため，低酸素性肺血管攣縮を防ぐ目的で酸素療法が推奨
されている．近年，PAHについてはプロスタサイクリ
ン製剤など複数の治療薬が出現し予後が改善してきたと
されるが，PAH治療薬のCTEPHに対する有効性は確立
していない11）．

２）CTEPHに対する外科的治療
　CTEPHの根本的な治療法としては，血栓内膜摘除術
（pulmonary endarterectomy：PEA）と肺移植しかな
い12）．しかしPEAは手術手技の難易度が高く，超低体温
下に間欠的な循環停止を要する大規模な手術となるため
に，限られた施設でしか施行できない13）．器質化血栓が
肺動脈中枢部に存在する場合には手術適応となるが，末
梢肺動脈に器質化血栓が存在する末梢型CTEPH症例は
対象とはならない．さらに，高齢者，併存疾患がある症
例，全身状態が不良の症例は適応とされないため，手術
可能なのはごく限られた症例のみであり，手術適応なし
と判断された症例については有効な治療法がない．

図１．慢性血栓寒栓性肺高血圧症（CTEPH）の血栓内膜組織
Ａ　肺移植時摘出肺の肺動脈を長軸方向に切開すると，血管内腔を横断するように突出する器質化血栓を認めた（矢印）．
Ｂ　病理組織所見では，主に線維内膜過形成により器質化した血栓による内腔狭窄と，器質化血栓内にcolandar lesionと呼ばれる特徴
的な血管再疎通像を認める（弾性線維染色）．
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３）CTEPHに対するカテーテル治療
　1988年以降，手術適応のないCTEPH症例に対し
てカテーテルによる肺動脈バルーン形成術（balloon 
pulmonary angioplasty：BPA）が行われ， 2001年に18
例に対し施行した結果をまとめた報告によりその有効性
が示唆された14）．しかし，その治療効果はPEAの成績に
はおよばず，さらに，肺水腫が高率に起こり周術期死亡
率も高いことから，改良が必要であった．
　当院では2004年よりBPAの改良を試みてきた．高齢
であることや，末梢型CTEPHであることなどの要因で
PEAの適応がなく，内科的治療を行ってもWHO機能分
類Ⅲ度以上と重症であり，また，重度の他臓器不全がな
い症例を対象としてBPAを行ってきた（図２）． 2011年
までに68例に対してBPAを施行し，WHO機能分類，平
均肺動脈圧，心係数，肺血管抵抗の有意な改善を認め， 
PEAと同等の治療効果を達成した15）．周術期死亡は１例
のみであり，安全性も以前のBPAの報告より改善して
いた．現在までに治療が完了した190例の平均肺動脈圧は，
治療前後で42.9±11.6mmHgから24.1±6.7mmHgと有意
に低下している．当院のBPAの報告は，第５回肺高血圧
症国際会議において注目を集めたが，今後有効性と問題
点，適応について議論が必要であるとされた12）．日本循
環器学会の最新の肺高血圧症治療ガイドラインでは，末
梢型CTEPHの治療の選択肢としてBPAが記載された５）．

４）BPAの今後の課題
　BPAの課題としては，PEAの術後合併症としても重
要な再灌流性肺障害の克服があげられる．重症化した場
合には人工呼吸器や経皮的心肺補助装置を要し，死の転
帰をとる危険性もある．病変末梢部分への血流が急激に
増加することにより起こると考えられているが，BPA
においてはガイドワイヤーなどによる血管損傷が原因で
ある場合も含まれているため，術後肺障害と総称してい
る．器質化血栓の絶対量が多い病変では，バルーンの拡
張により肺動脈血管壁が過度に伸展されて血管損傷をき
たしやすい．また，病変部の血管径は，バルーン径よ
りも大きく拡大することが多いため，当院では血管内
エコーを用いて病変を評価し，血管断面積に対する器
質化血栓面積の割合に応じてバルーン径を決定している
（図２）．Feinsteinらの報告では，BPA前の肺動脈圧が
高いと術後肺障害の発生率が高いとされており14），重症
例では特に慎重に手技を行う必要がある．血管内エコー
による病変の評価に血行動態の重症度も加味して治療戦
略を立てることによって，最近の合併症の発生率は初
期に比較して著減した．CTEPHの病変にはweb，band，
pouch等があるが，この病変タイプによっても成功率と

合併症発生率が異なる．合併症を起こさず治療を行うた
めには，病状と病変タイプ，習熟度に応じた治療戦略の
選択が重要であると考える． 
　BPAの報告は単一施設でのデータしかないことに加
えて，長期に観察した場合の再狭窄率，再発率，１年を
超える長期予後に与える影響などは不明であるため，こ
れらのデータを蓄積する必要がある．現在，日本循環器
学会のガイドライン作成班では，多施設共同でBPA施
行例についてレジストリ登録を行い，データ集積と解析
を行っている． 

Ⅴ．CTEPHの発症メカニズムの解明をめざした基礎的
検討

１）CTEPHの病理像
　CTEPHは，何らかの原因により肺動脈内の血栓が溶
解されず残存し，肺血管のリモデリングが進行して発
症すると考えられているが，その詳細は明らかでない．
PAHについてはさまざまな動物モデルが存在し，以前
から基礎研究が行われてきたのに対して，CTEPHでは
動物モデルが確立されておらず，主にPEA時の摘出肺
組織に関する病理学的検討に限られてきた16－18） ．

図２．BPA前後の肺動脈造影と血管内エコー像
A　BPA前の肺動脈造影（a）で肺動脈の完全閉塞（矢印）
を認める．同部位の血管内エコー像（b）では，血管内腔
が血栓により閉塞しているため血流が認められない．

B　BPA後の肺動脈造影（a）では，閉塞が解除され末梢へ
の血流を認める．血管内エコー像（b）でも，バルーン拡
張により血管内腔が拡張しており，ChromaFlo®を用いて
血流が確認された．

a a

b b
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　CTEPHでは，深部静脈からの血栓塞栓が肺葉動脈か
ら肺区域枝，亜区域枝動脈を閉塞し，まずその部位で筋
性動脈の肥厚や線維内膜過形成などによる閉塞が起こる
と推測されている．閉塞部位の肺動脈には，器質化し
た血栓塞栓やCTEPHに特徴的な血栓内の再疎通血管像
（colander lesion）がみられる（図１B）．さらに，閉塞
部から末梢の肺動脈にむかってびまん性に内膜肥厚がみ
られ，PAHと類似した病理学的な変化が小動脈に起こ
る19，20）．内腔側に平滑筋細胞や線維芽細胞などの細胞成
分や膠原線維，細胞外基質が増加して肥厚し，正常では
平滑筋層の存在しない細動脈に平滑筋細胞がみられる筋
性肺動脈化が起こる．また，非閉塞部位の末梢肺動脈で
もびまん性内膜肥厚がみられることが報告されている21）．

２）CTEPHの発症と進展に寄与する因子
　CTEPHの発症と伸展に関する細胞・分子レベルでの
メカニズムは詳細には解明されていない．なぜPEのの
ちに一部の症例でのみ血栓が溶解されず，血栓付着部位
から末梢側に肺血管リモデリングが進行していくのか，
その機序は明らかになっていない．血管閉塞領域が同程
度の場合，PEよりCTEPHのほうが圧倒的に肺血管抵抗
が高いこと３）から，CTEPHでは肺小細動脈や毛細血管
のリモデリングが重要であると考えられる．
　近位の肺動脈で溶解されなかった肺動脈内の残存血栓
が血管を閉塞していくメカニズムとして，直接血管内腔
を閉塞するほか，血栓による内皮細胞障害により末梢
の小動脈や毛細血管に二次的な変化を起こすとされる22）．
物理的に血管を閉塞することに加えて，内皮細胞のバリ
ア障害によって内皮の透過性が亢進し，炎症などが起こ
る．血管閉塞に伴うシアストレスの変化もまた内皮細胞

機能や血管反応性物質，増殖因子の産生に影響を与えて
いる．血小板は多種多様な増殖因子，サイトカイン，血
管作動性物質（血小板活性化因子，トロンボキサンA２，
アンギオポエチン１等）の産生源であるため，残存血栓
内の血小板がこれらを肺動脈内皮細胞や平滑筋細胞に供
給することにより影響を与えると考えられる23）．
　CTEPHは，血栓その他の原因による肺動脈への一次
的な障害に加えて，易血栓性，線溶抵抗性等の素因，男
女差，遺伝学的背景，低酸素，炎症機転，内皮細胞・平
滑筋細胞の血管作動物質への反応性や，細胞内シグナル，
イオンチャネルの変化などが複合的に関与した結果とし
て起こると想定される．

３）CTEPH細胞の特殊性
　PEAやBPAにより，血行動態の正常化は達成可能
となってきている．しかしながら，本当の意味での
CTEPHの根治のためには，これらの治療法により直達
できない末梢肺動脈病変も治療する必要がある．PEA
の数年後にCTEPH以外の原因で死亡した症例では，肺
動脈圧は低下していたが末梢肺動脈病変は残存していた
との報告がある19）．当院でBPA施行後血行動態が正常化
した症例においても，肺がんを併発したために肺葉切除
術を施行したところ，BPA施行部位の下流でも末梢病
変は残存していた（図３）24）．現行の治療では，末梢病
変の退縮は起こりにくいか，起こるとしても相当の時間
を要すると考えられるため，この部位に対する治療法の
開発が急務である． 
　1994年にPEAで摘出した器質化血栓の内膜を剥離し
て内皮細胞を単離し，研究を行った成果が報告された25）．
University of California，San Diegoは世界最多のPEA
施術数を誇っているが，筆者は，同施設に在籍していた
Professor Jason X. -Ｊ. Yuan（現University of Arizona
教授）とDr. Lewis J. Rubinに師事した．PEAを受けた
CTEPH症例から摘出された組織を得て，内皮細胞以外
の肺動脈壁の細胞（CTEPH細胞）を単離することに初
めて成功した．この細胞と組織を用いて，CTEPHの病
変形成機序解明のための検討を行った．
　CTEPH細胞は，正常肺動脈平滑筋細胞と形態的に
は類似している．しかし，Vimentin，smooth muscle 
α-actin，SM-22αは発現しているが，成熟した正
常平滑筋細胞に特異的なマーカーであるSMMHCや
smoothelinは陰性であった26）．また，細胞増殖能が正
常平滑筋細胞と比較して高く，免疫染色では間葉系細
胞の表面マーカー（CD29，73）の発現も認められた．
CTEPH細胞は，正常平滑筋細胞や線維芽細胞とも異な
り，平滑筋細胞様に不完全に分化した状態にある細胞

図３．BPA後の末梢肺動脈病理像
　BPA未施行部位の末梢のみでなく，施行部位の下流でも，
小肺動脈に内膜と中膜の肥厚を認めた．
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が主体であると考えられた． FACSによる検討では， 
CD44， 73， 166陽性，CD34， 45陰性という間葉系幹細
胞の性質を示す細胞が少数ながら存在しており，一部の
細胞は骨・脂肪細胞への分化誘導も可能であった．また，
血栓内膜組織内には，vWFを発現する一層の内皮細胞
で囲まれた管腔構造を形成する血管再疎通像が見られ，
CD34，CD133，Flk-１陽性の内皮前駆細胞もしていた
ことから，これらの未分化な細胞群がリモデリングに関
与すると考えられた27）．
　その後他の２施設から，PEA時の摘出組織の近位部
の細胞を分離した報告があるが，やはり正常細胞とは
異なる性質を認めている28，29）．このように，CTEPH
の肺動脈壁を構成する細胞は正常とは異なることから，
CTEPHの治療法の開発には，特殊な細胞の性質に特化
した本疾患に特異的なアプローチが必要であると考え
る． 

４）CTEPHにおける血小板由来増殖因子の役割
　PAHでは，血小板由来増殖因子（platelet-derived 
growth factor ：PDGF）とその受容体が病態の進行に
関与することが報告されている30）．われわれも，特発性
PAHの症例から分離した肺動脈平滑筋細胞では，PDGF
により誘導される細胞増殖能が正常細胞と比較して顕著
に亢進していることを確認している31，32）．
　さらに，このPDGFがCTEPHにおいても重要な役割
を果たすことを明らかにした33）．摘除血栓内膜組織内に
PDGFの沈着を認め， CTEPH細胞ではPDGFとその受容
体の発現が亢進していた． PDGFを投与するとCTEPH

細胞は正常平滑筋細胞より著明に増殖したが，特発性
PAH症例から得られた肺動脈平滑筋細胞の増殖能に
は及ばなかった．CTEPH細胞ではPDGF刺激により
Akt/mTOR経路が活性化されており，siRNAを用いて
mTORをノックダウンすると細胞増殖が有意に抑制さ
れた．さらに，rapamycinやAkt阻害薬を用いても細胞
増殖は有意に抑制された（図４A）．CTEPH細胞におい
て， PDGFシグナル伝達経路の中でもAkt/mTOR経路が
肺血管リモデリングの進行に重要であり，Akt/mTOR 
経路はCTEPHの新たな治療法のターゲットとなる可能
性が示唆された．

５）CTEPHにおけるストア作動性カルシウム流入の役割
　非興奮性の細胞における主要な細胞内カルシウム濃
度維持機構の一つであるストア作動性カルシウム流入
（store-operated calcium entry：SOCE）は，分化や増
殖の過程に必須である．これは，細胞内カルシウムス
トアである小胞体内のカルシウム濃度低下によって誘
導される，形質膜を介したカルシウム流入機構である34）．
CTEPHにおけるSOCEの肺血管リモデリングへの関与
を示す結果も得られた33）． CTEPH細胞内のカルシウ
ム濃度測定を行ったところ， SOCEはPDGFにより増強
し，rapamycinにより有意に抑制された（図４B）．その
抑制効果は，正常肺動脈平滑筋細胞と比較してCTEPH
細胞において，より顕著であった．小胞体内カルシウ
ムセンサーSTIM１（stromal interaction molecule１）は，
小胞体内カルシウム濃度が低下すると形質膜が近接す
る領域へ移行し，形質膜のカルシウムチャネルを構成
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図４．CTEPH細胞を用いた研究成果
A　CTEPH細胞の増殖能を検討した．PDGFを投与するとCTEPH細胞は著明に増殖し（Vehicle），rapamycin（rap）やAkt阻害薬（Akt-i）
の投与により有意に抑制された（###P<0.01 vs. Cont，***P<0.01 vs. Vehicle）．

B　 CTEPH細胞の細胞内カルシウム濃度をFura-２を用いて測定した．cyclopiazonic acid（CPA）を用いて細胞内カルシウムストア
を枯渇させた後に細胞外カルシウムを添加してストア作動性カルシウム流入（SOCE）を評価した．PDGFにより増強されたSOCE
はrapamycinにより有意に抑制された．（文献33より一部改変）
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するOrai１を活性化し，カルシウム流入を惹起する35）．
PDGFはSTIM１とOrai１の発現を亢進し，また，これら
の発現がrapamycinやAkt阻害薬により有意に抑制され
る36）ことから，PDGFにより誘導されるAkt/mTOR系
を介して細胞内カルシウム濃度の調節が行われており，
これが細胞増殖にも関与していることが示された．

６）CTEPHにおけるthrombinの関与
　PDGF以外に血栓形成に寄与する因子として 
thrombinがある．thrombinは内皮細胞に対して強力な
血管透過性亢進作用があり，動脈硬化など様々な血管疾
患において重要な役割を果たす37）．肺動脈内皮細胞と平
滑筋細胞はともに，thrombin投与により増殖能が亢進
する38，39）．また，thrombinには平滑筋収縮作用があるが，
体循環系の正常動脈で内皮非依存性の直接的収縮作用が
みられる血管は限られており，何らかの障害があった場
合にはthrombinによる平滑筋収縮が観察される．これ
に対して，肺循環系では正常であってもthrombinが持
続的な収縮を引き起こし，thrombinによる肺動脈収縮
には通常とは異なる収縮機序が働くことが報告されてい
る40，41）．肺動脈平滑筋は正常でもthrombinに対する反応
性を持つという特性を有することから，thrombinが肺
高血圧の発症と病態形成に重要な役割を果たしているこ
とが予測される．
　CTEPHにおける肺血管リモデリングにおいて
thrombinの果たす役割について検討した報告は少ない．
筆者らは，CTEPHの肺組織においてthrombin受容体が
発現しており，さらに， thrombin刺激によりCTEPH細
胞内でさまざまなシグナル伝達経路が活性化し，細胞内
カルシウム濃度上昇や細胞増殖能の亢進が起こることを
確認している42）．CTEPHの肺動脈リモデリングに血栓
が関与していることは以前より指摘されているが，これ
までの検討から，PDGFに加えて，thrombinとその受容
体を介したシグナル伝達経路も重要であることが示唆さ
れる．

Ⅵ．おわりに―今後の課題と展望

　CTEPHに関する研究は近年，臨床的にも基礎的にも
進展を遂げてきた．BPAは，これまで治療法のなかっ
た外科手術不適例の自覚症状と血行動態に対して著明な
改善効果があることが示されたが，合併症対策，治療の
簡便性の向上や遠隔成績の評価等の解決すべき課題が残
存する．また，CTEPHに対して保険適応のある特異的
治療薬はこれまで存在しなかったが，可溶性グアニル
酸シクラーゼ刺激薬であるリオシグアトはPAHのみな

らずCTEPHに対しても有効性が示され43），日本で初の
CTEPH治療薬として承認されており，その効果が期待
される．
　CTEPHの血行動態はPEAやBPAによる近位肺動脈
の治療により改善できるが，末梢肺循環異常について
は治療できていない．さらなる改善を目指すためには， 
CTEPHの血管病変の進行機序解明とそれに対する治療
介入の実現が必須である．疫学的な検討を基に病因の解
明を行い，基礎的な検討に必要なモデルを構築し，新た
な治療ターゲットの探索と創薬を進めていかなければな
らない．臨床・基礎両面から疾患の本質を見据え，根治
をめざした研究の遂行が必要である．
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Ⅰ．はじめに

　メタボリックシンドロームの予防と治療は，心疾患お
よび脳血管疾患等の循環器系疾患の発症を防ぐ上でも重
要な課題である．メタボリックシンドロームの最大の要
因は，生活習慣，特に食生活にあると考えられている．沖
縄県は世界的な長寿地域として知られ，欧米政府機関お
よび健康科学研究者の高い関心を集めていた１．しかし，
2000年に都道府県別の男性平均寿命が26位まで急落し，
沖縄の長寿神話が崩壊してしまった．この劇的な変化は，
「沖縄クライシス（沖縄26ショック）」と呼ばれている２．
沖縄では，第二次世界大戦後，高カロリー・高脂肪の米
国型肉食生活が米軍占領下で広まった．幼少期に米国型
食生活に曝された壮年世代に，肥満，糖尿病，高血圧が
急増していることから，戦後の食文化の変化が，沖縄の
平均寿命を押し下げた原因だと考えられている３．沖縄
クライシスは，メタボリックシンドローム予防における
食生活の重要性を示す顕著な例となってしまった．
　血管内皮機能は，高血圧や糖尿病，脂質異常症および
肥満などにより，その機能が低下することが知られてい
る．一酸化窒素（NO）は，血管内皮で合成される血圧制
御分子である．近年，亜硝酸に依存した新たなNO生成機
構の存在が明らかになり，野菜から摂取される硝酸塩・
亜硝酸塩の心疾患予防効果への関心が高まってきた（図
１）．本稿では，最近明らかになった亜硝酸依存性のNO
生成機構を中心に，過去の混乱した研究の歴史に触れな
がら，古くて新しい「無機窒素塩」の新たな意義につい
て考察する．

Ⅱ.　硝酸とNOの研究史

１）亜硝酸経路によるNO生成
　血管は平滑筋の一種であり，血圧制御には筋弛緩が不
可欠である．NOは，血管内皮で合成される平滑筋弛緩分
子で，血圧の制御に深く関与している（1998年ノーベル
生理学・医学賞受賞課題）．加齢や偏った食生活，メタボ
リックシンドロームによって，血管内皮のNO合成能が
低下し，生活習慣に関わる様々な疾病を引き起こすと考
えられている．
　当初，哺乳類のNO合成は，一酸化窒素合成酵素（NOS，
nitric oxide synthase）に依存した反応のみが注目されて
いた．近年，NOS 依存性NO合成機構とは別に，亜硝酸
塩に依存したNO生成の別経路が存在することが明らか
になってきた４．亜硝酸を基質としたNO生成の別経路は，
「硝酸・亜硝酸・NO経路（nitrate-nitrite-NO pathway）」，
「亜硝酸依存性NO合成機構（nitrite-dependent NO 
production mechanism）」，「NOS非依存性NO合成経路
（NOS-independent NO production pathway）」，「NO 
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図１．ヒトにおける二つのNO生成経路
　ヒトの外来性硝酸塩の大部分は野菜から供給される．食物
摂取における割合を％で示している38．dNR，異化型硝酸還
元酵素；Hb，ヘモグロビン；XOR，キサンチン酸化還元酵
素酵素；NiR，亜硝酸還元酵素；NOS，NO合成酵素．After 
Yamasaki et al．2014５．
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合成の還元的経路（reductive pathway）」等の様々な呼
称があり，まだ用語の統一が行われていない．ここでは，
単純化して「亜硝酸経路」と呼ぶことにする．

２）野菜の毒性
　1950年代に，米国で井戸水が原因と思われる乳幼児の
死亡例が報告され，亜硝酸塩によるメトヘモグロビン血
症が原因と判断された．その後，米国を中心に，食品に
含まれる亜硝酸塩および硝酸塩の生体毒性が憂慮される
ようになった．亜硝酸塩はニトロソアミン類を生成する
ことから発癌性も懸念され，加工食品中の亜硝酸塩含量
を規制する機運も各国で高まった．同様に，野菜に含ま
れる硝酸塩・亜硝酸塩も危険視され，欧米各国では野菜
の硝酸塩・亜硝酸塩含量の上限値を設け，流通規制を行
うこととなった５．我が国では，規制基準値の設定は行っ
ていないものの，安全・安心を求める消費者ニーズを受
けて，硝酸塩含量が低い野菜類の開発がおこなわれてい
る．現在，「野菜の硝酸塩は毒か薬か？」の健康パラドッ
クス問題が発生している状況にある．

３）人体における硝酸生成の発見
　硝酸塩（NO３-）は，自然界に存在する無機窒素塩であ
る．ヒトの必須栄養素ではないため，長らく不要の物質と
考えられてきた．今から100年ほど前に，米国のMitchell
らは，実験動物およびヒトの尿中硝酸塩の詳細な測定を
行い，「The origin of the nitrates in the urine」という
論文を発表した６．硝酸塩欠乏食を長期摂取した場合で
も，尿中の硝酸塩が消失しなかった事から，Mitchellら
は食物由来の硝酸塩とは別に，「生体内で硝酸塩が生成さ
れる」と結論した６．しかし，この先駆的な研究は，生
理学的意義が全く不明であったため，研究者の関心を集
めることはなかった．Mitchellらの発見を説明できるよ
うになったのは，それから60年以上も後になってからで
ある．
　1978年にTannenbaumらは，ヒトの硝酸塩の摂取量と
排泄量の収支を調べ，排泄量の方が摂取量を上回るとい
う結果を得た７．腸内細菌を持たないラットを用いて同
様の実験を行っても過剰の硝酸塩が検出されたため，硝
酸塩は腸内細菌由来でないことが結論された．1987年に
StuehrとMarlettaは，感染症患者の尿中から高濃度の硝
酸塩が検出されたことから，マクロファージが硝酸塩の
生成源であること指摘し，起源がアミノ酸のアルギニン
であることも突き止めた．その後，アルギニンからNOが
合成され，亜硝酸塩，硝酸塩へと自動酸化される経路が
マクロファージで明らかになった８．
　一方，1980年にFurchgottらは，血管を弛緩させる因子

が血管内皮細胞から放出されていることを発表し，血管
内皮由来弛緩因子（EDRF, endothelium derived relaxing 
factor）と名付けた．1987年には，Ignarro，Moncadaら
のグループが独立に，EDRFの正体がNOであることを報
告した．Muradらのグアニル酸シクラーゼおよびcGMP
信号伝達系の研究，MoncadaらによるNOSの研究が統
合され，血管平滑筋の弛緩メカニズムの概要が明らかに
なったのである．これら様々な研究課題が一つに結実し，
1998年にはMurad，Ignarro，Furchgottの３名にノーベ
ル生理学・医学賞が授与された９．

４）NOSによる亜硝酸塩の生成
　血管平滑筋弛緩に関与するNO合成は，内皮細胞に
存在するeNOS（endothelium nitric oxide synthase or 
NOS3）によって行われる．この他にも，感染応答に関与
するiNOS（inducible nitric oxide synthase or NOS2）や，
神経伝達を行うnNOS（neural nitric oxide synthase or 
NOS1）が知られており，それぞれの局在や生理的機能
が異なっている．哺乳類で見いだされたNOSは，その後，
無脊椎動物や節足動物等の様々な生物で同定され，動物
界におけるNO合成メカニズムの普遍性が明らかとなっ
た10．
 NOSは，NADPHを還元力として，L-アルギニンと酸
素を，L-シトルリンとNOに変換する．NOは，不安定な
ラジカル分子で，水溶液の酸素存在下では，自動酸化に
より亜硝酸塩となる．

４NO + O２ + ２H２O → ４NO２- + ４H+

　Griess法（亜硝酸定量法）によるNOS活性測定の原理
は，上記酸化反応の化学量論に基づいている．ここで重
要な点は，亜硝酸塩（硝酸塩）は，NOの酸化分解物であ
ることである．すなわち，生体内でNOが合成されれば，
同時に亜硝酸塩（硝酸塩）も生成される．
　NOは，ヘモグロビンやミオグロビンと反応して，メト
ヘモグロビンおよびメトミオグロビンを生じ，その際に
硝酸塩が生成される．

Hb + NO → metHb +NO３-

　Mitchellらの発見は，上記の生体内NO合成によって説
明することができる．

５）細菌のNO発生機構
　土壌細菌がNOを放出していることは古くから知られ
ており，高校の生物の教科書にも記述が見られる．生体
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の主要構成元素である窒素（N）は，炭素（C）と同様に，
ガス分子として大気循環することができる．生物の死骸
や排泄物は，まず，分解者（土壌微生物）によって低分
子化合物となる．その後，植物の同化作用で，アミノ酸
等の高分子に合成され，消費者（草食動物）の栄養とな
る．土壌硝化細菌および脱窒細菌は，地球の窒素循環に
関わる重要な生物であり，それらの中間代謝産物として
NOが放出される．長らく，細菌によるNO発生は，これ
ら生態学的寄与のみが着目されており，生理学的な関心
は薄かった11．
　脱窒細菌およびアンモニア酸化細菌では，NOは
異化型亜硝酸還元酵素（dNiR，dissimilatory nitrite 
reductase）による亜硝酸塩還元によって合成される．放
出されたNOは窒素循環すると共に，NO還元酵素（NOR，
NO reductase）の基質となる．このNORは，ミトコンド
リア呼吸鎖の末端酸化酵素（複合体Ⅳ）の進化的な祖先
型だと考えられている．この関係は，大気酸素濃度が低
かった古代の地球では，NOが当時の微生物エネルギー
代謝の電子受容体であったことを暗示している．哺乳類
の「酸素が関与する代謝系」は，地球の古大気環境で形
成されたNO代謝システムの進化形である可能性が考え
られている５．

６）野菜（植物）のNO発生機構
　1975年にKlepperは，ダイズの光合成電子伝達系を
阻害した時に，葉からNOが放出される現象を報告した．
1981年にHarperらは，このNO合成が，マメ科植物に
しか見られない構成型硝酸還元酵素（cNR, constitutive 
nitrate reductase）によるものであると結論づけた．
Mitchellらの発見と同様に，当時，この二つの発見の生
物学的意義は全く不明であったことから，植物研究者の
関心を引くことはなかった12．
　1998年に，哺乳類型NOSが植物の感染応答にも関与す
る可能性がNatureに報告されたが，後に植物ゲノムには
哺乳類型NOSホモログは存在しないことが判明した．そ
の後も植物NOS探索は続けられ，Science，Cell，PNAS
等の有力誌に植物固有のNOSの存在が発表された．しか
し，これらの論文にデータ捏造疑惑が生じ，論文の撤回
にまで至っている．現在まで，植物および藻類にはNOS
は見いだされていない13．
　NOSが関与しないNO合成機構を検討していた我々は，
Harperらの研究を再検討し，精製NRを用いて，NOが
酵素反応によって亜硝酸塩から合成されることを証明し
た14，15．活性酸素が，酸素発生を伴う光合成反応の副産物
として生成するのと同様に，窒素同化の過程で不可避的
に発生する副産物である事を示唆した16．

Ⅲ.　亜硝酸経路のNO発生機構

１）亜硝酸塩を基質とするNO生成反応
　アルギニンを基質とするNOS酵素反応（アルギニン経
路）と，亜硝酸塩を基質とする還元反応（亜硝酸経路）
の大きな違いは，酸素の要求性である17．NOSによるNO
合成には分子状酸素（O２）が必須であるため，嫌気条件
あるいは低酸素条件では反応は進行しない．一方，亜硝
酸によるNO生成には，酸素は必要とせず，むしろ，無酸
素条件下の方がNO生成は促進される．
　心筋梗塞等で血流が停止すると，酸素濃度が低下し虚
血状態になる．その後，再灌流した際に大量の活性酸素
が発生し，組織に重度の損傷を与えることがある．NOに
は，虚血再灌流障害を抑制する効果があることが知られ
ている18．しかし，虚血状態ではNOSが充分にNO供給で
きない．亜硝酸塩によるNO生成は，この制約を受けない
ため，化学的なNOドナーとして臨床応用も検討されて
いる19．
　アルギニンを基質としたNOSによるNO合成反応に比
べて，亜硝酸塩を基質としたNO生成の化学反応は比較
的単純である．単純さ故に，酵素的および非酵素的な様々
な機構と経路が存在する．

２）酸によるNO生成
　酵素の関与がなくても，NOが化学的に生成されるこ
とは，亜硝酸経路の重要な特徴である．亜硝酸塩（NO２-）
は，以下の反応によってNOに変化する．

NO２- + H+ ←→ HNO２
２HNO２ ←→ N２O３ + H２O
N２O３ ←→ NO + NO２

　この自発的（非酵素的）NO 生成には，亜硝酸（HNO２）
が必要である．亜硝酸の解離定数pKaは3.1－3.5であるた
め，この反応は生理的pHでは無視できるほど小さい16．し
かし，胃酸のpHは２付近に達するため，経口的に亜硝酸
塩が供給された場合，上記の反応条件を満たす．そのた
め，酵素および細菌の関与がなくても，胃で化学的にNO
が発生する可能性がある．しかし，酸性下で見られるNO
生成は，非常に高濃度の亜硝酸塩を摂取させるなど，実
験的環境下でしか見られない特殊な条件であり，生理的
意義は低いと考えた方が良いと思われる．

３）ビタミンＣによるNO生成
　亜硝酸溶液にヨウ化カリウム（KI）やフェロシアン化
カリウム（K４［Fe（CN）６］）を加えると，NOが発生する
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事は古くから知られていた．亜硝酸還元によるNOの生
成反応は，亜硝酸塩の定量分析や，NOの化学的発生剤
（化学的NOドナー）として，現代でも各種実験に活用
されている．野菜や果物に含まれているアスコルビン酸
（AsA，ascorbic acid，ビタミンＣ）は，生物界共通の
還元剤である．植物は，葉緑体に非常に高濃度のアスコ
ルビン酸を蓄積しており，光合成で発生する活性酸素の
消去に用いている．そのため，新鮮な葉野菜には，大量
のアスコルビン酸が抗酸化剤として含まれている．アス
コルビン酸による亜硝酸の１電子還元によって，酸化型
アスコルビン酸（DHA，dehydroascrobic acid）とNOが
つくられる．

NO２－ + H+ ←→ HNO２
２HNO２ + AsA → ２NO + DHA + ２H２O

　野菜や果物の代表的な抗酸化剤としてポリフェノール
類が知られている20，21．これらポリフェノール類もアスコ
ルビン酸同様に，亜硝酸を還元してNOを生成する22．

NO２－ + H+ ←→ HNO２
HNO２ + Ph-OH → NO + Ph-O + H２O

　図２に，アスコルビン酸およびヨウ化カリウムによる
化学的NO発生のpH依存性を示す．還元剤が異なっても，
pH依存性は同じであり，Henderson-Hasselbalchの理論
曲線と非常に良い一致を示す16．すなわち，この還元反
応も亜硝酸HNO２の生成が必須であり，水溶液系では酸
性条件が必要となってくる．生体では，胃液やアシドー
シスをおこした組織等が反応条件を満たす．

４）酵素によるNO生成
　前述のように，亜硝酸塩を基質としてNOを生成する
酵素反応は，細菌や植物の（亜）硝酸還元酵素程度しか
知られていなかった．近年，哺乳類の様々な酵素・タン
パク群に同様なNO生成能があることが明らかになって
きた．興味深い事に，これらの酵素・タンパクの多くが
新規発見酵素ではなく，比較的古くから知られていた普
遍的酵素タンパク群である．
　赤血球中のデオキシヘモグロビン（HbFe２+）や筋細胞
中のデオキシミオグロビン（MgFe２+）は，低酸素条件下
では，NAD（P）Hを電子供与体として亜硝酸塩を還元し，
NOを生成する４，23．亜硝酸還元酵素活性は，ニューログロ
ブリンやサイトグロブリン等でも報告されており24，植
物ヘモグロビンなどの哺乳類以外の生物でも確認されて
いる25．
　キサンチン酸化還元酵素（XOR，xanthine oxidoreductase）
も亜硝酸依存性NO生成に関与する酵素である．赤血球
ヘモグロビンと同様に，低酸素分圧下では，亜硝酸還元
酵素活性を示し，キサンチンを電子供与体として亜硝酸
塩をNOに還元する反応を触媒する．この他にも，ミト
コンドリア呼吸鎖電子伝達系，カタラーゼ，ペルオキシ
ダーゼ等の酸化還元反応を触媒する酵素あるいは金属タ
ンパクで，亜硝酸依存性のNO生成活性が報告されてい
る24．酸化還元酵素によるNO生成の一般式は以下のよう
に表すことができる．

NO２- + M+n  + H+ → NO + M+（n+1）+ OH- 

　生理的条件下でも十分に必要なNO供給ができるかな
ど，今後の検証が必要と思われる課題も見受けられる
が，アルギニン依存性NO合成機構とは全く別のNO合成
機構が存在していることは確定的になったと言える（図
１）．

Ⅲ.　食品中の亜硝酸・硝酸塩

１）肉の保存と亜硝酸塩
　肉は腐敗しやすく，常温での保存が難しい食材の一つ

図２．NO生成のpH依存性
　亜硝酸ナトリウム溶液に還元剤を添加した時に発生する
NOのpH依存性を示している．ヨウ化カリウム（■）および
アスコルビン酸（●）．After Yamasaki 200016．
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である．塩を用いた肉の保存の歴史は古く，紀元前５千
年頃の記録が残されている22．日本では，海水を煮詰めた
海塩が食用に用いられるが，大陸では岩塩が主流であっ
た．岩塩には，塩化ナトリウム以外の無機塩が含まれて
おり，古代の食用岩塩には硝酸塩が含まれていたと考え
られる．近代になって，硝酸塩はSaltpeter（硝石）とし
て，ハム，ベーコンやソーセージなどの加工肉の製造に
使われてきた．
　硝酸塩の添加によって，肉を鮮やかな赤色に着色する
ことができる．加えて，硝酸塩加工すると，長期保存して
も食中毒を防止できるなど利点が多々あった．添加され
た硝酸塩が微生物の働きで亜硝酸塩に変化し，それが有
効成分として働いていることが19世紀末に明らかとなっ
た．その後，硝酸塩に代わって，亜硝酸塩が肉の加工処
理に使われるようになったのである５．この人類が経験
的に用いてきた肉の保存法にも，亜硝酸依存性NO生成
経路が関与している．
　亜硝酸塩は，酵素的および非酵素的（化学的）な経路
でNOに変換される．NOは，ヘモグロビンやミオグロビ
ンのヘムに結合し，肉を明るい色調に変える（発色効果）．
また，NOはガス状分子であるため，加工肉中に広く拡散
し，ボツリヌス菌のような食中毒の原因となる細菌の増
殖を抑える働きがある（抗菌効果）．日本では，非加熱加
工肉（ソーセージ）には亜硝酸塩の添加が義務づけられ
ている．欧米食の中で，赤い加工肉は直接的な亜硝酸塩
の供給源である．

２）野菜の硝酸・亜硝酸塩
　図３に，野菜・穀物・果物類に含まれる硝酸塩含量の一
例を示す．野菜の硝酸塩含量は，施肥の方法や品種，測
定条件によって大きく変化するため，ここで具体的な数
値を議論することは適当ではない．重要なのは，可食部
によって亜硝酸塩含量に極端な差が見られることである．
グラフを見ると，緑色の葉野菜が桁違いに多いことが分
かる．
　植物にとって，無機窒素は，アミノ酸合成に欠かせない
必須栄養素である．自然条件下では，土壌の窒素含量は
少なく，常に貧栄養状態にある．そこで，植物は硝酸塩
を積極的に取り込み，蓄積するように進化してきた．産
業革命・農業革命以降，化学肥料を工業的に生産できる
ようになり，大量の窒素肥料（栄養）が農業に使用され
るようになった．ヒトのメタボリックシンドロームと同
様な環境が植物にも発生したのである．そのため，貧栄
養状態で生育する野生植物に比べ，野菜では，葉に硝酸
塩が蓄積する状況が生まれた．
　植物の同化代謝の場は，緑色の葉（葉緑体）であ

る．根より吸収された硝酸塩は，同化型硝酸還元酵素
（NR，nitrate reductase）によって亜硝酸塩に還元され
る．その後，葉緑体内で亜硝酸還元酵素（NiR，nitrite 
reductase）によってアンモニアに還元され，グルタミン
酸が合成される．植物にとっても中間代謝産物の亜硝酸
の蓄積は好ましくないことは明らかで，常に代謝して細
胞内に蓄積しないようにしている16．しかし，ストレス
条件下では，通常代謝が阻害を受け，亜硝酸の蓄積が観
察されるようになる26．
　上記の生理学的理由により，適切に管理をされた新鮮
な野菜類から，高濃度の亜硝酸塩が検出されることはな
い．市販の野菜，あるいは漬け物のような野菜加工食品
から亜硝酸塩が検出されるケースは，硝化細菌の増殖に
よるものだと考えられる．
　
３）常在菌による窒素サイクル
　一部の特殊な例（加工肉）を除くと，亜硝酸塩の大部
分は，硝酸塩として経口摂取される．ヒトの口腔内およ
び消化管内には，様々な共生細菌が常在しており，土壌
細菌と同じような窒素循環系を形成している（図４）．食
物由来の硝酸塩の半分程度は，腸管内の脱窒細菌によっ
てガス状分子に変換されるか27，微生物自体に同化され
便として排出される５．吸収された硝酸塩の一部は，唾
液として分泌され，口腔内微生物相によって亜硝酸に変
換され，食物と供に胃に送られる．胃では，胃液と食物
に含まれる還元剤（抗酸化剤）により，亜硝酸塩は化学
的にNOに変換する22．口腔内細菌を殺菌すると，血圧の

図３．野菜果物類の硝酸塩含量
　光合成および窒素同化組織である葉には硝酸塩が蓄積して
いる．そのため，緑色葉野菜の硝酸塩含量は，穀物や果物よ
りも高い．食品添加物含有量データベース39を基に作成．

 (m
g/

kg
) 
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上昇とともに，顕著な血液中の亜硝酸塩減少が認められ
る28．このことは，経口性硝酸塩が降圧効果を発揮する
ためには，口腔内共生細菌の関与が必要であることを示
唆している29．
　ヒトの共生細菌は，生後に外部環境や食物から導入さ
れるため，居住地域や食文化および年齢によって微生物
相は異なり，個々人で一様ではない30．同じ哺乳類でも，
雑食性のヒトと，特定の食性に進化してきた動物とでは
共生細菌は異なっている．この点で，マウスやラット等
を用いた給餌実験の結果をヒトに適用する場合には注意
が必要だと思われる．冒頭に記したように，亜硝酸毒性
は，最初に乳幼児で見いだされている．乳幼児では，メ
トヘモグロビン還元酵素活性が低いことに加えて31，窒
素代謝に必要な共生細菌が充分に定着していない．この
ことから，乳幼児では，亜硝酸感受性が高くなると考え
られる．成人健常者では，現在までのところ，野菜の硝
酸・亜硝酸塩に明らかな毒性や発癌性を示すエビデンス
は得られていない24．
　胎児の消化管および口腔内は無菌状態にあると考えら
れる．生後直後から，我々は様々な経路で常在細菌を獲
得する．興味深い事に，初乳には亜硝酸塩が含まれてお
り，日毎に亜硝酸塩含量が低下していく．硝酸塩を亜硝
酸塩に変換する口腔共生細菌も定着していない新生児で
は，初乳にNOの基質である亜硝酸塩を含ませて，初期
代謝に必要なNOを供給していると思われる32．新生児に
IgG等の免疫グロブリンを母乳から提供する事が，初乳
の生理学的意義として良く知られている．同様に，NOS
依存性NO合成機構（アルギニン経路）が未発達な新生児
に，適量の亜硝酸塩を供給することで，発育に必要なNO
を補助している可能性が十分に考えられる．母乳栄養に
よって，小児ぜんそくやアレルギー発症の低下が見られ，
その後の，肥満，糖尿病，動脈硬化のリスクも低下する

ことが報告されている33．現在，乳児用調製粉乳の栄養
評価には，硝酸塩や亜硝酸塩等のNO代謝の観点は含ま
れていない．食と健康における亜硝酸経路の重要性を知
る上で，母乳は多くの示唆を与えてくれる．生活習慣病
予防には，成人の食生活改善に加えて，乳幼児期の食生
活も再検討する必要があるように思われる．

Ⅳ．毒か薬かの進化的背景

１）二面性の概念
　亜硝酸塩は，血圧降下等の生理的作用を示し，哺乳類
でも重要な生体物質の一つと考えられるようになった．
しかし，生体毒性が否定された訳ではない．亜硝酸塩は，
状況によって「正」と「負」の全く異なった作用を示す
「二面性」をもっている．また，その境界は不明瞭で，二
者択一的概念が通用しない．日本には，「過ぎたるは及ば
ざるがごとし」や「毒と薬はさじ加減」という諺がある
ように，物事に正負の二面性があることは文化的に理解
している．しかし，欧米の研究者には理解しにくい概念
と見られ，関連研究分野（例：活性酸素，活性窒素，活
性硫黄研究）における歴史的混乱の原因ともなってい
る17．
　生体構成分子を見ると，正負真逆の性質を内包してい
るものが多いことに気づく．アミノ酸は，酸と塩基の性
質を示し（両性物質），中性pH付近では正負の電荷を持っ
ている（双性イオン）．また，生体膜を構成する脂質は，
親水性と疎水性の両方の性質を持つ両親媒性である．二
面性の概念は，中国哲学の最も古い自然観である陰陽説
に見ることができる．二面性の英語訳で屡々用いられる
Two facesのような「白黒半々」ではなく，太極図（陰陽
図Yin-Yang symbol）で表されるように動的なバランス
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図４．細菌による窒素サイクル
　口腔内および腸管内共生細菌（常在細菌）の窒素サイクル
は，土壌微生物のものに相似である．N２ase，ニトロゲナー
ゼ； AMO，アンモニア酸化酵素ammonia monoxygenase；
HAO，ヒドロキシルアミン酸化還元酵素hydroxylamine 
oxidoreductase；NiR，亜硝酸還元酵素；NR，硝酸還元酵素；
NOS，NO合成酵素．After Yamasaki et al．2014５．

図５．正負二面性の進化的背景
　ヒトは生物進化のスナップショットである．非常に古い関
係から，新たな関係までが混在し，同居している．このこと
が，亜硝酸のような単純分子の多くに「作用の正負二面性」
が見られる理由と考えることができる５，12，17，20．

A

B

A

B

A

A

B

A

B

A



─ 113 ─

血管Vol.37 No.３　２０１４

を重視する．伝統的東洋医術である中医や日本の漢方も
陰陽説を基盤とした知識体系である．我々は，ポリフェ
ノール20やNO12の示す二面性（Dualism）を理解するため
に，東洋哲学の導入が有効であることを紹介してきた５，17．
最近，賛同する研究者も増えてきている22，34，35．

２）進化的背景
　図５は，進化で見られる生物の適応過程を一般化した
ものである．外部因子（図中のＡ）の攻撃を受け，為す
術もなかった生物（Ｂ）は，進化の過程で「防御」の仕
組みを獲得する．防御機構の獲得により，外部因子の毒
性は低下し，生物は外部因子Ａに対して寛容性を示すよ
うになる．寛容性獲得後に，２者間に新たな関係が構築
され，外部因子Ａが新しい機能をもつようになる．新機
能をもった因子Aは，Ｂにとって不可欠な要素となり，最
終的にはＢはＡを自己生産するようになる．この一連の
過程が生物間で起きた場合，感染，寄生，共生の生物間
相互作用の関係が成立する．
　酸素と生物の関係も同様な過程を経て，現在に至って
いる．シアノバクテリアが光合成を始めた頃の地球の生
物にとって，酸素は致死性の有毒ガスであった．その後，
酸素毒性を低減する「抗酸化システム」を獲得したことに
より，酸素を電子受容体とする酸素呼吸が生まれた．今
でも嫌気性細菌に強い酸素毒性が発揮されるのは，酸素
との古い進化的関係を保っているためである．現在の酸
素適応した動物では，マクロファージにみられるように，
自身で活性酸素を産生し，外敵の排除に用いるように進
化している．NOや亜硝酸塩，硫化水素も同様の関係を
経て，現在の地球の生物に進化・適応したと考えられる．
陰陽的二面性の本質は，生物進化の履歴であり，高等動
物であるヒトには，「古い関係」と「新しい関係」の両方
が混在していると言える．

Ⅴ.　最後に

　亜硝酸経路に関する情報は，断片的な知見が歴史的
に散在しているものの，未だ全体像を構築できるほど
ジグソーパズルのピースが揃っていない．最近，eNOS，
iNOS，nNOSの三つのNOS全てが欠失したトリプルノッ
クアウト・マウス（n/i/eNOS-/-）が作製された．予想外
なことに，トリプルノックアウトは致死性ではなく，目
立った表現型を示さない36．この事は，NOS依存性NO合
成経路（アルギニン経路）は，他経路（亜硝酸経路）で
補完が可能であることを暗示しているのかもしれない37．
亜硝酸経路の総合的理解には，基礎医学，臨床医学，生物
学，食品科学，農学等の様々な分野の知識の統合が要求

され，高い学際性が求められる．また，伝統的な西洋医
学と中医・漢方等の東洋医学との長年のギャップを埋め
る可能性も秘めている．長寿国日本から，東西科学を融
合した新たな研究のブレイクスルーが生まれること願っ
ている．
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　2013年８月よりアメリカ合衆国Rutgers New Jersey 
Medical Schoolに留学している，齊藤寿郎といいま
す．留学を予定している方々の参考になればと思い，今
回は私が留学に至った経緯や，所属する佐渡島純一
研 究 室（Department of Cell Biology and Molecular 
Medicine）の紹介をさせていただきます．
　留学を志向する理由は人それぞれだと思いますが，私
の場合は「海外での生活を経験したい」という希望は特
にありませんでした．将来的に日本で良い地位を得て研
究することを見据え，そのために「国内外を問わず，研
究成果を挙げられる確率が高いラボに移籍する」という
前提がありました．自分の研究のバックグラウンドや循
環器研究の趨勢を考慮し，幹細胞や再生医療の分野でな
く，現在の研究室への留学を希望しました．この選択が
正しかったかどうかは，数年後に得られる結果からのみ
判断されると思います．
　留学先の佐渡島純一教授は九州大学循環器内科の同門
にあたります．砂川賢二教授に紹介していただき，受
け入れを許可していただきました．アメリカではNIHの
グラントが削減傾向にあり，ポスドクを雇うprinciple 
investigatorの財源が不足していくのではないか，と耳
にすることがあります．希望するラボに留学できるか否
かという点において，今後はより一層，大学院時代の研
究実績や日本の上司からの紹介が重要になるように思い
ます．
　佐渡島純一教授は，心筋の生存・細胞死に関する研
究において世界的権威として知られています．現在は
Departmentのchairを兼務されており，多忙を極めてお
られます．競争が激しいアメリカで20年以上も実績を積
み上げられただけに，研究に対する熱意，活力は驚異的
です．当研究室独自のプロジェクトも多くありますが，

学内外を問わず、他との共同研究も多く、私たちも多く
の仕事を求められます。
研究を遂行するにあたり、渡米当初は日米間の研究環境
の違いに戸惑うことも少なくありませんでした。私の経
験は偏りを含む可能性があり、一般化できませんが、あ
る種の傾向を捉えているかもしれません。日本の研究環
境が優れている点は、良質の機器を備えていること、高
度に組織化されていること、厳密なデータを求めるこ
と、などが挙げられると思います。一方でアメリカのそ
れが優れている点は、競争が激しく良い意味でのプレッ
シャーが強いこと、斬新なアイデアや興味深い発見に対
して寛容であり、そういった研究を進める上で自由度学

学内外を問わず，他との共同研究も多く，私たちも多く
の仕事を求められます．
　研究を遂行するにあたり，渡米当初は日米間の研究環
境の違いに戸惑うことも少なくありませんでした．私の
経験は偏りを含む可能性があり，一般化できませんが，
ある種の傾向を捉えているかもしれません．日本の研究
環境が優れている点は，良質の機器を備えていること，
高度に組織化されていること，厳密なデータを求めるこ
と，などが挙げられると思います．一方でアメリカのそ
れが優れている点は，競争が激しく良い意味でのプレッ
シャーが強いこと，斬新なアイデアや興味深い発見に対
して寛容であり，そういった研究を進める上で自由度が
高いこと，世界中から優秀な研究者が集まっており高度
な議論ができること，などが考えられます．特に，現在
の研究室には優秀なフェローが多く，彼らとの有益な議
論は，かけがえのない経験だと感じています．日本とア
メリカ，それぞれに長所と短所があり，どちらも否定さ
れるものではありません．両者を知ることができ，研究
者としての見識を深められたと実感しております．
　Rutgers New Jersey Medical SchoolはNew Jersey

＊Department of Cell Biology and Molecular Medicine，Rutgers 
New Jersey Medical School

　（185 South Orange Ave，Newark，NJ 070101，U.S.A.）

ベーシック─────────────────────────────

研 究 室 紹 介
（佐渡島純一研究室，Department of Cell 
Biology and Molecular Medicine，Rutgers 
New Jersey Medical School）

齊　藤　寿　郎
Department of Cell Biology andMolecular Medicine,

Rutgers New Jersey Medical School

世界の研究室便り

昨年のクリスマスパーティー（佐渡島先生の自宅）の写真
前列左端が筆者．中列右から４番目が佐渡島純一教授．
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研究室紹介（佐渡島純一研究室，Department of Cell Biology and Molecular Medicine, Rutgers New Jersey Medical School）

州の州都Newarkにあります．もともとはUniversity of 
Medicine and Dentistry of New Jersey（UMDNJ） と
いう名称で，全米でも歴史のあるMedical Schoolのよう
です．（「kozak配列」で有名なMarilyn Kozak教授もお
られます．）近年Rutgers Universityと合併し，現在の
名称になりました．大学周辺の治安は良くないため，多
くの日本人留学生と同様に私も，ニューヨークとの州境
になるハドソン川沿いに住んでいます．大学には30－40
分ほどで行け，ハドソン川を渡ればマンハッタンですし，
付近に日系ストアの「ミツワマーケット」があり，生活
するには申し分ない環境と言えます．（家賃は非常に高
いですが．）この付近には一般企業から駐在されている
方々も多く住んでいます．余談ですが，私は学生時代か
らサッカーをしており，留学中も続けたいと考えてお
りました．ニューヨーク・ニュージャージーには日系の
社会人サッカーチームが８つあり，その一つに加入して
リーグ戦を戦っています．相手は中南米，アフリカ系の
チームであることが多く，彼らが持つ勝負への執着心，
高い身体能力に戸惑いますが，気分転換を図れています．
研究者として実績を挙げ，見識を深めるという意味にお
いて，海外留学は有意義である可能性が高いと考えま
す．（リスクも伴いますが．）現在は日本から海外へ留学
する研究者が減少傾向にあると言われています．拙文と
なってしまいましたが，読んでいただいた方々が僅かで
も留学に興味を持って下されば幸いです．
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編 集 後 記

　今年の夏は，日本各地で集中豪雨が発生して多くの被害が報道されたが，本学会の関係者にも
被害を受けた先生方がいると聞いた．心よりお見舞い申し上げるとともに，１日でも早く日常生
活が元通りに回復されることを祈念申し上げる．本号の総説には「硝酸塩・亜硝酸塩を基質とし
たNO合成機構研究の現在・過去・未来」を掲載した．分子生物学が爆発的に発展して遺伝子情
報を利用したゲノム創薬や細胞内情報伝達分子を標的とした医薬品の開発が急速に進んでいる．
一方，エピゲノム修飾による遺伝子情報の制御機構も少しずつであるが明らかになりつつあり，
エピゲノム修飾機構を制御する医薬品開発の可能性も示され始めている．しかしながら，エピゲ
ノム変化を引き起こす最大の環境因子であると信じられている食習慣ではあるが，食習慣による
慢性疾患発症や悪化に関する研究については，未だ未だ進んでいない．野菜に多く含まれる硝酸
･亜硝酸の生理学的な役割については不明な点が多い．亜硝酸由来のNO産生経路に関しての研究
も，断片的にではあるがその生理学的・病態生理学的役割が認識されつつある．硝酸・亜硝酸経
路の生体内での生理学的・病態生理学的理解には，医学だけでなく生物学・食品学・農学等の様々
な分野の知識の統合が要求され，高い学際性が求められるとの，著者の意見に同意する．

（T. T.）
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　投稿論文は，その内容が未投稿及び未掲載であって，独創的な知見を含むものに限ります．
　すべての著者は原稿の内容を理解していること，投稿について同意していることが必要です．なお，日本心脈管作動
物質学会の会員以外からの投稿も随時受け付けます．

Ⅰ．論文種別
　　論文は投稿による総説，ポストシークエンス時代の心脈管ゲノミクス，若手研究者による最新海外情報，世界の研
究室便りがあります．

　　用語は日本語とします．

　１．総説
　　⑴　投稿による総説：著者の関与する研究についての最近の成果をまとめたもので，主題が明確な論文．
　　⑵　招待による総説：理事，評議員，編集委員が執筆推薦，依頼する論文．
　２．一般論文：著者の原著であり，独創的研究で得られた有意義な新知見を含む論文．
　３．ノート：断片的な研究であっても，新しい事実や価値あるデータを含む論文．

Ⅱ．原稿様式・記載方法
　１．カバーレター
　　　和文の連絡著者情報（連絡著者名，所属機関及び住所，電話番号，Fax番号，E-mailアドレス）を記載して下さい．

　２．タイトル
　　　「総説」心脈管に関連した内容でお書き下さい．
　　　「ポストシークエンス時代の心脈管ゲノミクス」心脈管ゲノミクスに関連した内容でお書きください．
　　　「若手研究者による最新海外情報」心脈管に関連した内容でお書きください．
　　　「世界の研究室便り」があります．

　３．原稿
　　原稿枚数は，（400字詰）「総説」40枚程度，「ポストシークエンス時代のゲノミクス」40枚程度，「若手研究者によ
る最新海外情報」20枚程度，「世界の研究室便り」2～ 5枚程度を目安に執筆して下さい．

　　原稿は本文，図，表をそれぞれ別のファイルで作成して下さい．
　　本文中の項目は次のランクづけでお願いします．
　Ⅰ．…………太字，左右中央（２行ドリ）
　　１）……….明朝，左寄せ（１行ドリ）
　　　ａ）…….明朝，左寄せ（１行ドリ）

　　　原稿は，楷書，横書き，ひらがな，新かなづかい，口語体，当用漢字を用い，正確に句読点をつけ，句読点，かっ
こは1字を要し，改行の際は冒頭1字分をあける．

　　　外国語で一般に日本語化しているものは，かたかなを用いてもよい．
　　　数字はアラビア数字を用い，度量衡の単位は，mm, cm, ml, dl, μg, g, kg, N/10などと記す．

日本心脈管作動物質学会　学会誌「血管」投稿規定
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　　　次の字はかな表示にする．
勿論，唯，夫々，及び，各々，並び，殆ど，但し，併せる，全て，更に，為，何故，於いて，就く，我々，若，其，
出来，共，所，事，訳，即ち，様………..

　　　引用文献は主なものに限る．本文中の引用箇所の右肩に番号を付す．
　　　例　「○○○１～２），○○○１～５）」

　３．引用文献及び注記
　引用文献は雑誌掲載論文，書籍，単行本，インターネット，技術報告，特許，講演等とします．これ以外は文章
的な記述として下さい．出現順に通し番号（引用文献1件ごとに１つの番号とします）を付け，文中右肩に右片カッ
コ付きのアラビア数字で示し，番号順位並べてREFERENCESとして論文末尾に一覧表示して下さい．
　和名のみの場合は，ローマ字表記にして下さい．
　引用文献の記載には，著者名は全員を記し，fi rst 及びmiddle nameのイニシャルを記載して下さい．

Ⅲ．費用
　１．投稿手数料　無料
　２．掲載料　　　無料
　３．原稿料　　　なし
　４．別刷料　　　無料　（50部を贈呈）※追加増刷の場合は，別途費用がかかります．

Ⅳ．その他
　１．著作権

　本誌に掲載された論文，抄録，記事等の著作権は日本心脈管作動物質学会に帰属する．
　本会は，これら著作権の全部または一部を，本会のホームページ，本会が認めたネットワーク媒体，その他の媒
体において掲載し，出版（電子出版を含む）することができる．

　２．本学会の学会誌「血管」は，査読システムにより，論文の改訂をお願いすることがございますのでご了承下さい．

（施行　平成26年６月２日）
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第１章　総　　　則
第１条　本会は日本心脈管作動物質学会（Japanese 

Society for Circulation Research）と称する．
第２条　本会の事務局は，三重県津市江戸橋２－174，

三重大学医学部薬理学教室内に置く．

第２章　目的および事業
第３条　本会は心脈管作動物質に関する研究の発展を図

り，会員相互の連絡および関連機関との連絡を
保ち，広く知識の交流を求めることを持って目
的とする．

第４条　本会は前条の目的を達成するために次の事業を
行う．
１．学術講演会，学会等の開催
２．会誌および図書の発行
３．研究，調査および教育
４．関係学術団体との連絡および調整
５．心脈管作動物質に関する国際交流
６．その他本会の目的達成に必要な事業

第３章　会　　　員
第５条　本会会員は本会目的達成に協力するもので次の

通りとする．
１．正会員
２．賛助会員
３．名誉会員

第６条　正会員の会費は年額4,000円とする．
第７条　賛助会員は本会の目的に賛同し，かつ事業を維

持するための会費年額100,000円（一口）以上
を納める団体または個人とする．
賛助会員には次の権利がある．
（賛助会員の権利）
１．総会での傍聴を認めること．
２．本会の発行する学会誌の配布をうけること．

　　　　３．年１回の学会年会に無料で参加できること．
（年会前に招待状送付）

第８条　名誉会員は理事会で推薦し，評議員会の議決を
経て総会で承認する．名誉会員は会費免除とす
る．

第９条　本会に入会を希望するものは，所定の手続きを
経て，会費を添えて本会事務局に申し込むもの
とする．原則として２年間会費を滞納したもの
は退会とみなす．

第４章　役員および評議員
第10条　本会は次の役員を置く．

１．会長　　　１名
２．理事　　　若干名（うち理事長1名）
３．会計監事　若干名

第11条　会長は理事会の推薦により，評議員会の議決
を経て選ばれ，総会の承認を得るものとする．
会長は総会を主宰する．

第12条　理事会は会長を補佐して会務を執行し，庶務，
会計その他の業務を分担する．理事長は理事会
の互選により選出され，本会の運営を統括する．

第13条　会計監事は理事より互選により選出し，会計
監査を行う．

第14条　本会には，評議員をおく．評議員は正会員中
より選出し，理事会の推薦を経て評議員会で議
決し，総会の承認を得るものとする．理事長が
これを委嘱する．評議員は評議員会を組織し，
本会に関する重要事項を審議する．

第15条　編集委員は機関誌“血管”（Japanese Journal 
of Circulation Research）を編集し，本会の学
術活動に関する連絡を行う．なお，編集に関す
る事項は，事務局にて決定する．

第16条　役員の任期は会長は１年，理事長，理事，会
計監事および編集委員は２年とする．ただし再
任は妨げない．

第17条　役員は次の事項に該当するときはその資格を
失う．

　　　　１．定期評議員会時に満65歳を過ぎていた場合
　　　　２． ３年間連続で，役員会等を正当な理由なく

して欠席した場合

第５章　会　　　議
第18条　理事会は少なくとも年１回理事長が招集し，

議長は理事長がこれに当たる．
第19条　総会および評議員会は毎年１回これを開き，

次の議事を行う．
１．会務の報告
２．会則の変更
３．その他必要と認める事項

第20条　臨時の総会，評議員会は理事会の議決があっ
た時これを開く．

第６章　会　　　計
第21条　本会の事業年度は毎年１月１日より始まり，

12月31日に終わる．
第22条　本会の会計は会費，各種補助金及び寄付金を

もって充てる．

日本心脈管作動物質学会会則
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日本心脈管作動物質学会賛助会員

旭化成ファーマ株式会社

味の素製薬株式会社

アステラス製薬株式会社

協和発酵キリン株式会社

第一三共株式会社

武田薬品工業株式会社

田辺三菱製薬株式会社

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

バイエル薬品株式会社

ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社

《五十音順》
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日本心脈管作動物質学会役員

名 誉 会 員
 平 田 恭 信 岩 尾 　 洋 寒 川 賢 治 毛利喜久男
 中 川 雅 夫 山 田 和 生 平田結喜緒

第44回会長
 平 野 勝 也

理　　　事
 田 中 利 男（理事長）
 平 田 健 一 伊 藤 　 宏 伊 藤 正 明 筒 井 正 人
 西 山 　 成 佐 田 政 隆 下 川 宏 明 玉 置 俊 晃

監　　　事
 前 村 浩 二 吉 栖 正 典

評　議　員
〈基礎〉 福 永 浩 司 古 川 安 之 萩 原 正 敏 服 部 裕 一
 平 野 勝 也 五十嵐淳介 飯 野 正 光 今 泉 祐 治
 石 井 邦 明 伊 藤 猛 雄 岩 本 隆 宏 泉 　 康 雄
 蒔 田 直 昌 松 村 靖 夫 南 野 直 人 光 山 勝 慶
 三 輪 聡 一 宮 田 篤 郎 望 月 直 樹 中 木 敏 夫
 中 田 徹 男 中 山 貢 一 西 田 育 弘 西 村 有 平
 西 尾 眞 友 西 山 　 成 野 間 玄 督 岡 村 富 夫
 新 藤 隆 行 佐 藤 靖 史 島 田 康 人 末 松 　 誠
 菅 原 　 明 高 井 真 司 高 倉 伸 幸 多 久 和 陽
 玉 置 俊 晃 田 中 利 男 徳 留 　 健 冨 田 修 平
 土屋浩一郎 筒 井 正 人 上 田 陽 一 牛 首 文 隆
 山 本 隆 一 柳 澤 輝 行 吉 栖 正 典
〈臨床〉 赤 澤 　 宏 長谷部直幸 服 部 良 之 藤 田 　 浩
 深 水 　 圭 福 田 　 昇 福 本 義 弘 檜 垣 實 男
 東 　 幸 仁 平 田 健 一 廣 岡 良 隆 市 来 俊 弘
 池 田 宇 一 今 西 政 仁 石 橋 敏 幸 石 光 俊 彦
 伊 藤 　 宏 伊 藤 正 明 伊 藤 貞 嘉 岸 　 拓 弥
 北 村 和 雄 倉 林 正 彦 小 林 直 彦 河 野 雅 和
 川 辺 淳 一 上 月 正 博 前 村 浩 二 丸 山 一 男
 湊 口 信 也 三浦総一郎 宮 内 　 卓 室 原 豊 明
 森 本 　 聡 長 田 太 助 野 出 孝 一 錦 見 俊 雄
 小 川 久 雄 大 蔵 隆 文 大 柳 光 正 楽 木 宏 実
 佐 田 政 隆 佐々木　享 佐 藤 公 雄 斎 藤 能 彦
 渋 谷 正 人 七 里 眞 義 下門顕太郎 下 川 宏 明
 下 澤 達 雄 添 木 　 武 高 橋 克 仁 上 田 誠 二
 矢 田 豊 隆 吉 村 道 博 吉 栖 正 生 
    （ABC順）

事　務　局
〒514-8507 三重県津市江戸橋2－174
 三重大学大学院医学系研究科薬理ゲノミクス分野内
 TEL 059－231－5411,　FAX 059－232－1765

会長
　第１回研究会　　横山　育三
　第２回研究会　　藤原　元始
　第３回研究会　　岳中　典男
　第４回研究会　　毛利喜久男
　第５回研究会　　藤原　元始
　第６回研究会　　岳中　典男
　第７回研究会　　山本国太郎
　第８回研究会　　毛利喜久男
　第９回研究会　　土屋　雅晴
　第10回研究会　　横山　育三
　第11回研究会　　日高　弘義
　第12回研究会　　三島　好雄
　第13回研究会　　東　　健彦
　第14回研究会　　恒川　謙吾
　第15回研究会　　戸田　　昇
　第16回学会　　　塩野谷恵彦
　第17回学会　　　野々村禎昭
　第18回学会　　　河合　忠一
　第19回学会　　　平　　則夫
　第20回学会　　　杉本　恒明
　第21回学会　　　安孫子　保
　第22回学会　　　外山　淳治
　第23回学会　　　千葉　茂俊
　第24回学会　　　中川　雅夫
　第25回学会　　　室田　誠逸
　第26回学会　　　猿田　享男
　第27回学会　　　矢崎　義雄
　第28回学会　　　田中　利男
　第29回学会　　　竹下　　彰
　第30回学会　　　岩尾　　洋
　第31回学会　　　平田結喜緒
　第32回学会　　　荻原　俊男
　第33回学会　　　藤田　敏郎
　第34回学会　　　辻本　豪三
　第35回学会　　　松岡　博昭
　第36回学会　　　玉置　俊晃
　第37回学会　　　下川　宏明
　第38回学会　　　川﨑　博己
　第39回学会　　　伊藤　正明
　第40回学会　　　西山　　成
　第41回学会　　　伊藤　　宏
　第42回学会　　　吉栖　正典
　第43回学会　　　平田　健一
　第44回学会　　　平野　勝也
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・ ベーシック編集長　　西　山　　　成（香川大学医学部薬理学）
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