
血管新生療法が注目されているが，虚血性心疾患の臨床においては虚血領域への側

副血行路が自然に発達することが経験される．この生理的反応を増強する薬物療法の

可能性について検討した．

野生型マウスの右大腿動脈を切離し，下肢虚血モデルを作成した．HMG-CoA還元

酵素阻害薬であるスタチンの投与は虚血肢への血流回復を著明に増強した．虚血側大

腿筋の毛細血管密度はスタチン治療群で有意に増加していた．マウス大動脈標本の内

皮依存性弛緩反応はスタチン投与により有意に増強していた．内皮型一酸化窒素合成

酵素（eNOS）欠損マウスに下肢虚血を作成したところスタチンの血流改善効果は認め

られなかった．以上の結果より，スタチンによる血流改善効果は eNOSの活性化を介

した毛細血管の拡張に起因すると考えられた．

スタチンは虚血肢の血流は改善するものの，動脈硬化やがんの成長は増強しなかっ

た．高脂血症治療薬であるスタチン系薬剤が，eNOSの活性化を介して側副血行路の発

達を促進し虚血を改善する一方，他の増殖因子のように生体にとって好ましくない血

管新生を促進する作用はないと思われる．

肥満，高血圧，高脂血症，糖尿病などの危険因子をもった症例では VEGFを用いた

治療への反応性が不良である．シンドローム Xのモデルマウスでは虚血肢への血流回

復が低下していた．また，インスリン感受性改善薬は糖尿病に合併した血管新生能の

障害を改善した．インスリン抵抗性は血管新生能を障害する因子であることが明らか

になった．

薬物による側副血行路形成促進作用は，スタチンなどの予後改善効果の一因である

のかもしれない．薬物による血管新生促進効果に関する今後の臨床的検討が期待される．
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1．虚血臓器における側副血行路の発達

虚血性疾患に対する新規治療法として，側

副血行路の発達を促す「治療的血管新生」が注

目されている1）．血管内皮細胞に対する増殖

因子を蛋白もしくは遺伝子2）として投与する

方法や，内皮前駆細胞を補充する方法が考案

され，重症例に対して良好な臨床成績が報告

されている3）．一方，無治療の症例において

も，自然に側副血行路が発達し，閉塞血管支

配領域の梗塞を免れることは，虚血性心疾患

の臨床においてはしばしば見受けられる．生

体には虚血に応答して血管を新生させる作用

が元来内在していると考えられる．この生理

的反応を増強する薬物療法の可能性について

検討した．

2．スタチンの側副血行路発達促進作用

1）スタチン系薬剤のコレステロール低下以

外の薬理作用

3 - hydroxy - 3 - methylglutaryl - coenzyme A

（HMG-CoA）還元酵素阻害薬（スタチン）は効

果的な高脂血症治療薬で，世界で最も多く処

方されている薬剤の一つである．その作用機

序は肝臓におけるコレステロールの生合成の

阻害である4）．各種の大規模臨床試験で有意

に心血管イベントの発生を抑制することが明

らかとなった．注目すべきことには，スタチ

ンによる予後改善効果は正常―低脂質レベル

の患者にも認められる5）．このことから，ス

図 1 スタチンによる側副血流促進効果

a―スタチンは虚血肢（右側）の血流回復を促進した．b―生食治療群では虚血肢の自然切断が

みられた．c―スタチンは虚血肢への血流回復を促進した．d，e―スタチン投与により虚血肢

の毛細血管密度が増加した．
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タチンのコレステロール低下以外の薬理効果

が想定された．その裏づけとして，内皮細胞

一酸化窒素合成酵素（eNOS）の発現亢進と内

皮依存性血管弛緩反応改善，組織プラスミ

ノーゲン活性化因子発現促進，骨の増強と

いった作用が報告された．大変興味深いこと

には，同じ血管の閉塞により生じる梗塞領域

が，スタチンによる前処置によって縮小する

ことである6）．このことから，スタチンには

虚血組織への側副血流を促進する作用がある

のではないかと考えた．また，スタチンが内

皮細胞のタンパクリン化酵素 Aktの活性によ

り eNOSを活性化することも報告された7）．

2）スタチンによる側副血流の改善

野生型マウスの右大腿動脈を切離し下肢虚

血モデルを作成し，虚血肢への血流回復を

レーザードップラー血流計で測定した8）．

HMG-CoA還元酵素阻害薬セリバスタチンの

投与は，虚血肢への血流改善を著明に増強し

た（図 1）．対照群では虚血肢の壊疽や自然切

断が生じたが，スタチン投与群では認められ

なかった．5週目に採取した虚血側大腿筋の

毛細血管密度は，スタチン治療群で有意に増

加していた．

マウス大動脈標本の内皮依存性弛緩反応

は，スタチン投与により有意に増強していた

（図 2）．また，虚血肢毛細血管径を電子顕微鏡

で観察したところ，スタチン投与群では有意

に増大していた．さらに，eNOS欠損マウスに

下肢虚血を作成したところ，スタチンの血流

改善効果は認められなかった．以上の結果よ

り，スタチンによる血流改善効果は eNOSの

活性化を介した毛細血管の拡張に起因すると

考えられた．

図 2 一酸化窒素を介したスタチンによる血流回復促進作用

スタチンの投与により，内皮依存性の血管弛緩反応が増強した（a）．eNOS欠損マウスでは

スタチンによる血流回復の促進（b）や毛細血管の発達促進（c）が認められない．
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3）善玉の血管新生と悪玉の血管新生

血管新生は生体にとって生理的な反応であ

るが，生体にとって好ましいものと好ましく

ないものの二面性がある．がんの増殖や糖尿

病性網膜症，動脈硬化の進展には血管新生が

必須である（悪玉血管新生）．一方，虚血臓器へ

の血管新生は虚血を改善する（善玉血管新

生）．血管新生療法を行う際には，この悪玉血

管新生による潜在する疾患の病態増悪が常に

懸念される．しかし，欧米の臨床研究ではス

タチン投与によるがんや網膜症の発症頻度の

増加は報告されていない．

4）スタチンの選択血管新生促進作用

著者らは，同一マウスに下肢の虚血を作製

すると同時に背部皮下に大腸がんを移植し，

「虚血に伴う側副血行路の発達」と「がんに伴う

血管新生」に対するスタチンの効果を検討し

た．スタチンは虚血肢の血流は改善するもの

の，同時に大腸がんの成長は増強しなかった．

高脂血症は治療的血管新生を抑制すること

が，モデル動物ならびに臨床治験で報告され

ている．高脂血症モデルマウス（ApoE－�－）
に下肢虚血を作成したところ，セリバスタチ

ンによる血流改善効果が認められた．治療的

血管新生に最も多く使用される血管内皮増殖

因子（VEGF）は，「粥腫における血管新生」や

「骨髄からの単球�マクロファージ系細胞の病
変への動因」作用を通じて動脈硬化症を増悪

させることが報告されている．スタチンは単

球�マクロファージ系細胞の動員を阻害し，高
脂血症マウスの病変形成を抑制した．以上よ

り，高脂血症治療薬であるスタチン系薬剤が，

側副血行路の発達を促進し虚血を改善する一

方，他の増殖因子のように生体にとって好ま

しくない血管新生を促進する作用はないと思

われる（図 3）．

図 3 スタチンやインスリンによる eNOSの活性化

スタチンは eNOSメッセンジャーRNAを安定化させ eNOSタンパクを増加させる．さらに，

スタチンやインスリンはAkt�PI3K を介して eNOSの活性を増強する．産生された一酸化窒素
（NO）は，微小血管を拡張させ血流を増加させると同時に，内皮細胞に対して抗アポトーシス

作用や遊走促進作用により血管新生を促進する．
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3．インスリン感受性改善による側副血

行発達促進

1）インスリン抵抗性と血管新生能

米国では VEGFを用いた血管新生療法が

注目されている．症例数が増え，その著効例

が報告されているが3,9），その一方で治療に対

する反応性に個人差があることも問題になっ

ている（タフツ大学 Isner教授との私的交信）．

すなわち，若年のバージャー病患者は非常に

反応性がよいが，高齢で肥満，糖尿病，高脂

血症症例では反応が不良である．近年，この

ような病態はシンドローム Xやマルチプル

リスクファクター症候群と呼ばれており，そ

の基礎疾患としてインスリン抵抗性の存在が

示唆されている10）．臨床的にも，このような

危険因子をもつ患者はそうでない患者に比較

して，同様の冠動脈の閉塞によっても重症化

することが多く，虚血に伴う側副血行路の発

達の障害が示唆されている．

2）インスリン抵抗性と治療的血管新生

インスリン抵抗性，シンドローム Xのモデ

ルであるインスリン受容体基質―1欠損マウ

スでは，虚血肢の血管新生能が障害されてい

た．2型糖尿病のモデルマウスでは，高度に血

管新生能が低下していたが，インスリン抵抗

性改善薬の投与によって改善された．以上は，

インスリン抵抗性が自発的血管新生能を障害

し，薬物によって是正できる可能性があるこ

とを示唆する．

まとめ

生体には，虚血に対して側副血行発達を促

す生理的機能がある．各種の疾患ではその生

理機能が傷害されていると考えられる．薬物

療法によってこの生理的反応を増強すること

が可能であると思われる．また，疾患によっ

て障害された機能を改善することも可能であ

ると思われる．このような側副血流の増加作

用は，スタチンなどの薬剤による，虚血性疾

患患者の予後改善効果の一因かもしれない．

すでに広く使われている薬剤であるので，血

管新生促進効果に関する今後の臨床的評価が

期待される．
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質 疑 応 答

座長（永井） 佐田先生，ありがとうござい

ました．

最後のチアゾリジンの話ですが，浮腫が出

るということで最近問題になっていますね．

VEGFを測るとチアゾリジン投与で浮腫の現

れた症例では高値を示すというデータもある

ようです．シグナルを介する以外にも，VEGF

を誘導して血管機能を改善しているというこ

とはないのでしょうか．

佐田 それはもしかするとあるかもしれな

いですね．今とりあえず結果が出たところで

すが，機序を調べて行きたいと思っています．

座長 それから MAC-1の細胞の動員を抑

えるということですが，お話を聞いています

と，スタチンは骨髄にも作用しているという

ことですね．実際にスタチンが骨髄の前駆細

胞，あるいは stroma cellに効果を示している

というデータはございますか．

佐田 一つは先ほどちょっと紹介いたしま

したが，骨髄に作用して血中の内皮前駆細胞

を増やすということ，そこに AKTの活性化が

あるということが報告されていますが，今後

そういったデータが増えて行くのではないか

と思います．

座長 どうもありがとうございました．
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