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肺血管リモデリングの発症機序に迫る

肺動脈平滑筋における Ca2＋シグナルの異常
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要約：肺動脈性肺高血圧症（pulmonary arterial hypertension：PAH）とは，肺血管の攣縮やリモデリン
グによって，慢性的に肺動脈圧が上昇した病態である．発症後の予後が極めて不良であるため，特定疾患治
療研究事業対象疾患（難病）に指定されている．最近，PAH の発症および病態形成に関与する新規 Ca2＋シ
グナル経路を同定し，次のような成績を得た．①特発性肺動脈性肺高血圧症（idiopathic pulmonary arterial
hypertension：IPAH）患者の肺組織および肺動脈平滑筋に Ca2＋感受性受容体が高発現し，その機能亢進が
PAH の病態形成に関与している．②Ca2＋感受性受容体の選択的阻害薬が，肺高血圧症モデル動物の病態を
改善したことから，Ca2＋感受性受容体が新規 PAH 治療薬の創薬標的として有望である．③ジヒドロピリジ
ン系 Ca2＋ブロッカーは Ca2＋感受性受容体を活性化し，細胞内 Ca2＋濃度を増加させるため，PAH の治療に有
効ではない．本稿では，それらの研究成果について概説する．
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稀少疾患に分類される．発症後に治療介入を行わない場合

肺高血圧症

の平均生存期間は 2.8 年であり，予後は極めて不良である．

肺高血圧症とは，さまざまな要因により慢性的に肺動脈
圧が上昇する病態の総称であり，肺高血圧症治療ガイドラ
インでは，安静時の肺動脈平均圧が 25 mmHg 以上の場合
と定義されている１）．肺高血圧症の第 1 群に分類される肺
動脈性肺高血圧症（pulmonary

arterial

hypertension：

本疾患は，1998 年より厚生労働省が定める特定疾患治療
研究事業対象疾患（難病）に指定されている．

肺動脈性肺高血圧症（PAH）と
Ca2＋シグナル

PAH）は，肺血管での病態形成に起因する疾患群である．

血管平滑筋における細胞内 Ca2＋濃度の変動は，収縮や

PAH では，肺血管の攣縮やリモデリングによる血管壁の

細胞の増殖・分化，タンパク質の発現調節などの生理機能

肥厚によって，血管内腔の狭小化が認められる．これによ

を発揮する上で，極めて重要な役割を担っている．そのた

り肺血管抵抗は上昇し，持続的に肺動脈圧が上昇するため，

め，細胞膜上の Ca2＋透過性タンパク質や Ca2＋感受性タン

肺血管の異常な狭窄が引き起こされる．病態が進行すると，

パク質，およびそれらの機能を制御する因子は，生体内

血管壁の肥厚に伴って動脈壁全体が硬化し，肺血流量が低

Ca2＋ホメオスタシスを維持する重要な分子として認識され

下する．最終的には，右心室に負荷がかかり，右心不全に

ている．PAH の主な原因である肺血管の攣縮やリモデリ

陥る．そのため，PAH は，難治性かつ致死性の高い血管

ングは，細胞内 Ca2＋濃度の増加によって惹起される．こ

疾患といえる．

れまでに PAH の発症や病態形成に関与する複数の因子が

わが国における PAH の発症頻度は，年間 100 万人に 1〜

同定されているが，それらが複雑に関連しているため，い

2 名程度である．2013 年度の罹患者数は 2587 名であり，

まだに正確な発症機構は解明されていない２）．
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肺高血圧症とカルシウム感受性受容体
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Fig. 1 Blockade of Ca2＋-sensing receptor attenuates pulmonary hypertension
development3).
(A) Representative recordings of right ventricular pressure (RVP) in normal and
monocrotaline-induced pulmonary hypertensive (MCT) rats treated with vehicle
(as a control) or NPS2143 (a specific antagonist of Ca2＋-sensing receptor).
(B) Representative micrographs of small pulmonary arteries in normal and
monocrotaline-induced pulmonary hypertensive (MCT) rats treated with vehicle
or NPS2143 (hematoxylin and eosin staining) (modified from ref. 3).

最近，われわれは，細胞内 Ca2＋動態に関連する細胞膜

受性受容体のタンパク質発現が顕著に増加していた．次に，

上の受容体やイオンチャネル，トランスポーターなどの機

IPAH-PASMCs の 細 胞 増 殖 速 度 を 測 定 し た と こ ろ，

能性膜タンパク質のうち，PAH の発症および病態形成を

Normal-PASMCs と比較して有意に速かった．Ca2＋感受性

担う分子として，Ca2＋感受性受容体を同定した．Ca2＋感受

受容体を small interfering RNA（siRNA）法によりノッ

性受容体は G タンパク質共役型受容体の一種であり，細

クダウンした IPAH-PASMCs では，細胞外 Ca2＋誘発性の

胞外の Ca2＋濃度を感知する細胞膜タンパク質として知ら

細胞内 Ca2＋濃度上昇および細胞増殖速度は有意に抑制さ

れている．

れた．以上より，Ca2＋感受性受容体の発現増加および機能

特発性肺動脈性肺高血圧症（IPAH）と
Ca2＋感受性受容体３，４）

増強が，IPAH-PASMCs における Ca2＋シグナルの増強と
それに伴う細胞増殖の亢進に密接に関与していることが裏
付けられた．

まず，特発性肺動脈性肺高血圧症（idiopathic pulmonary

肺高血圧症のモデル動物として汎用されているモノクロ

arterial hypertension：IPAH）患者，慢性血栓塞栓性肺高

タリン誘発性肺高血圧症ラットから摘出した肺動脈平滑筋

血圧症（chronic thromboembolic pulmonary hyperten-

において，Ca2＋感受性受容体の発現および機能の亢進が認

sion：CTEPH）患者および対象群（Normal）由来の肺動

められた．肺高血圧症モデルラットで認められる右心室収

脈平滑筋細胞（pulmonary arterial smooth muscle cells：

縮期圧の上昇および中膜肥厚は，Ca2＋感受性受容体の選択

2＋

PASMCs）を作製し，それらの細胞内 Ca 動態を解析し
2＋

的阻害薬である NPS2143 によって改善された（Fig. 1）
．

た．IPAH-PASMCs に お い て，細 胞 外 液 の Ca 濃 度 を

以上より，Ca2＋感受性受容体の選択的阻害薬が PAH の新

0 mM から 2.2 mM に置換したとき，細胞外 Ca2＋誘発性の

規治療薬として有望であることが明らかになった．

細胞内 Ca2＋濃度上昇が観察された．その応答は細胞外の
Ca2＋濃度に依存し，その EC50 値は 1.22 mM だった．一方，
Normal-PASMCs お よ び CTEPH-PASMCs で は，そ の よ
うな Ca2＋応答は認められなかった． 薬理学的解析により，
2＋

2＋

肺高血圧症の増悪効果
PAH は肺動脈平滑筋の攣縮が原因であるにもかかわら

細胞外 Ca 誘発性の細胞内 Ca 濃度上昇は Ca 感受性受

ず，血管拡張剤である電位依存性 Ca2＋チャネル 遮 断 薬

容体の活性化によって起こることが明らかとなった．また，

（Ca2＋ブロッカー）が著効する症例（レスポンダー）は，

IPAH 患者の肺組織および肺動脈平滑筋において，Ca2＋感

全体の 10％ 程度である．つまり，PAH 患者のほとんどが

62 巻 3 号

2＋

Ca2＋ブロッカーによる
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Ca2＋ブロッカーに抵抗性を示す陰性症例（ノンレスポン
2＋

ダー）である．さらに，症例によっては，Ca ブロッカー
によって病態が悪化することも知られている．そこで，
2＋

彩

ほか

プロステノロール，ベラプロスト，トレプロスチニル）が
登場し，PAH 患者の予後は飛躍的に改善した．
肺高血圧症に対する薬物療法は，新規治療薬の導入によ

2＋

りこの 10 年間でめざましく発展したが，残念ながら根治

ブロッカーとの相互作用について解析し，ノンレスポン

治療には至っていない．われわれは，PAH の病態形成に

ダーとなる原因の究明を目指した．

関与する新規 Ca2＋シグナル分子として Ca2＋感受性受容体

IPAH-PASMCs で発現増加した Ca 感受性受容体と Ca

ジヒドロピリジン系 Ca2＋ブロッカーであるニフェジピ
2＋

を同定し，以下の研究成果を示した．① Ca2＋感受性受容

ンの投与によって，IPAH-PASMCs の細胞内 Ca 濃度は

体が IPAH-PASMCs に高発現し，その機 能 増 強 が PAH

濃 度 依 存 的 に 増 大 し，そ の EC50 値 は 0.21 μM だ っ た．

の病態に関与していること．② Ca2＋感受性受容体の選択

IPAH-PASMCs にお け る ニ フ ェ ジ ピ ン 誘 発 性 の 細 胞 内

的阻害薬が，肺高血圧症モデル動物の病態を改善した．③

Ca2＋濃度上昇は，Ca2＋感受性受容体の siRNA ノックダウ

PAH の臨床的な懸念事項であったノンレスポンダー（Ca2＋

ンにより減弱した．一方，Normal-PASMCs および CTEPH-

ブロッカー抵抗性）
の分子機構を科学的に証明した．今後，

2＋

PASMCs の細胞内 Ca 濃度に対して，ニフェジピンは影

本研究で得られた研究成果を基盤として，PAH の発症と

響を与えなかった．また，ジヒドロピリジン系 Ca2＋ブロッ

病態形成における分子機構のさらなる解明，および Ca2＋

カーであるニカルジピンや，ジヒドロピリジン骨格を有し

感受性受容体を分子標的とした新規 PAH 治療薬の創薬を

2＋

電位依存性 Ca チャネルの活性化薬として知られる Bay

推進していきたいと考えている．

K 8644 もニフェジピンと同様の Ca2＋応答を示した．一方，
非ジヒドロピリジン系 Ca2＋ブロッカーであるジルチアゼ

本研究の遂行にあたり，多大な御協力を頂きましたイリノイ大学

ム（ベンゾチアゼピン系）やベラパミル（フェニルアルキ

シカゴ校医学部（現アリゾナ大学医学部）Jason X.-J. Yuan 教授，お

ルアミン系）は，IPAH-PASMCs の細胞内 Ca2＋濃度に影

よび Yuan ラボのメンバー，および共同研究者の皆様に心より感謝

響を与えなかった．モノクロタリン誘発性肺高血圧症ラッ

致します．

トにニフェジピンを投与しても肺高血圧症の病態は改善さ
れず，その病態が増悪する症例も認められた．以上の知見
は，ジヒドロピリジン系 Ca2＋ブロッカーが PAH で発現亢
2＋

2＋

進した Ca 感受性受容体を活性化し，細胞内 Ca 濃度を
上昇させるために，この系統の薬剤が PAH に有効でない
ことを科学的に裏付ける結果であると考えられる．

今後の展望
PAH の薬物療法において，1980 年代までは主に Ca2＋拮
，利尿剤，抗凝固剤が用いられて
抗剤（Ca2＋ブロッカー）
いた．近年，肺血管に選択性の高い血管拡張剤であるエン
ドセリン受容体拮抗剤（endothelin receptor antagonist：
ERA；ボセンタン，アンブリセンタン，マシテンタン）
，
ホスホジエステラーゼ 5 阻害剤（phosphodiesterase type5

inhibitor：PDE5-I；シルデナフィル，タダラフィル），
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プロスタサイクリン（prostaglandin I2：PGI2）製剤（エポ
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