
心臓の律動的な収縮は，心筋の収縮装置であるサルコメアと細胞質の心筋小胞体
（SR）との間でカルシウムが移動することでもたらされる．この機能の障害は，心機能
低下の主要な機序になる．これには次の原因が知られている．
1）SERCA2a（心筋小胞体 Ca2+-ATPase）機能の低下：重症心不全では，SERCA

2a mRNA発現，SERCA2a蛋白量が低下し，SRへの Ca2＋汲み上げ能が低下する．そ
のため，細胞内 Ca

2＋濃度が拡張期でも低下せず，拡張不全の原因となる．また，汲み
上げられる Ca

2＋量の減少は収縮不全をもたらす．治療戦略として，1．心筋にすでに存
在する SERCA2 遺伝子の転写活性化，2．外来的な SERCA2 遺伝子の導入などの方
策が考えられる．β遮断薬カルベジロールは，酸化ストレス存在下で SERCA2 遺伝子
転写の活性化作用を有する．また，アデノウイルスベクターによる遺伝子導入により，
ラット心不全モデルで心機能と生存率の改善が報告されている．
2）Phospholambanのリン酸化の低下：Phospholambanは SERCA2a蛋白の抑制

性機能蛋白で，β受容体刺激によりその Ser
16 がリン酸化されると，SERCA2a蛋白と

解離し Ca
2＋汲み上げを亢進させる．心不全では β受容体の脱感作が起こり，Ser

16 のリ
ン酸化が減少する．これにより Ca

2＋汲み上げ能は抑制され，心機能が低下する．1．
Ser

16 をグルタミン酸に置換し，リン酸化 Ser
16 と同じ立体構造をとる変異 Phospho-

lambanを遺伝子導入することや，2．Phospholambanの発現をアンチセンス法や
siRNA法により，mRNAレベルで分解・抑制することで心機能の改善が得られる．
3）Ryanodine受容体の制御異常：不全心では，脱リン酸化酵素である PP1 と PP

2Aの活性が低下することにより，Ryanodine受容体の「過リン酸化」が起こる．これ
により，制御蛋白である FKBP 12.6 が Ryanodine受容体から解離し，Ca

2＋リークに
よる細胞内 Ca

2＋過負荷を引き起こす．この Ca
2＋過負荷は致死的な不整脈の原因とな

る．メトプロロールなど β遮断薬は過リン酸化を抑制する作用を有する．
細胞内カルシウムハンドリングの改善は，心不全治療法の新たな機序になる可能性

を秘めている．薬剤のみならず遺伝子治療も含め，新たな心不全治療法が登場するこ
とを期待したい．
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はじめに

心臓のポンプ機能は，細胞内の Ca2＋濃度を

周期的にコントロールする蛋白から収縮蛋白

に，どの程度の量の Ca2＋がどのような速度で

結合・解離できるかによって規定される．こ

の際に動員される Ca2＋は，主に細胞内の Ca2＋

貯蔵庫である心筋小胞体（sarcoplasmic re-

ticulum，SR）から放出される Ca2＋である．

心筋における Ca2＋輸送は，図 1に示す蛋白

群によって行われる．心筋細胞膜の脱分極刺

激が T小管に存在する Ca2＋放出チャンネル

（Dihydropyridine Receptor）に伝えられると

チャンネルが開口し，細胞質内に少量の Ca2＋

が流入する．この Ca2＋は心筋小胞体膜上の

Ryanodine受容体を刺激し，心筋小胞体から

大量の Ca2＋が細胞質内に放出され（Ca2+-

induced Ca2+ Release），筋収縮が起こる．心筋

の弛緩は，細胞質中の Ca2＋が心筋小胞体に汲

み上げられることでもたらされる．これは，

心筋小胞体 Ca2+-ATPase（SERCA2a）によって

行われる．Phospholambanはこのポンプの制

御蛋白で，SERCA2aの Ca2＋輸送を抑制して

いる．しかし，カテコールアミン刺激で Phos-

pholambanのリン酸化が起こると，この抑制

がはずれ，SERCA2aの Ca2＋汲み上げ能が著

しく亢進する．

Ca2＋は細胞膜を経由しても移動する．細胞

膜上の Ca2＋輸送蛋白では，輸送量の多さの点

で Na＋�Ca2+ exchangerが最も重要である．

1．心不全の原因となる主なCa2＋輸送蛋

白の変動とこれをもとにした心不全

治療戦略

図 1に心不全発症の原因となる Ca2＋輸送

機構の異常を示す（文献 1から一部改変）．

1）SERCA2a 機能の低下

重症心不全に陥り心臓移植を受けた患者心

筋で，SERCA2a mRNA発現は低下してい

る2）．mRNA発現量の低下は，SERCA2a蛋白

量の低下や SRに汲み上げる Ca2＋量の減少を

図 1 心筋細胞内 Ca
2＋輸送経路と心不全の原因となる主な Ca

2＋輸送蛋白の変動（文献
1から一部改変）
心筋におけるカルシウム輸送蛋白とカルシウムの輸送方向を矢印で示す．�～�は，この
カルシウム輸送蛋白の機能異常が原因で心不全に至る代表的な 4つの経路を示す．
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もたらす．そのため，細胞内 Ca2＋濃度が拡張

期でも十分には低下せず，心筋は完全には弛

緩できず拡張不全を起こすと推測される．ま

た，SR内へ汲み上げられる Ca2＋量の減少は，

次の収縮期に放出される Ca2＋量の低下とな

り，収縮力の低下，すなわち収縮不全をもた

らすことになる．

それでは，SERCA2a蛋白を増加させれば心

機能を向上させることができるだろうか？

SERCA2a cDNAをアデノウイルスベクター

に組み込み，ラット心筋に遺伝子導入したモ

デルでの検討が報告されている3）．ラット大

動脈に縮搾を加え心不全を誘導したモデルで

検討すると，SERCA2a遺伝子導入群では左室

容積・圧曲線が有意に改善し，心機能が正常

化に向かうだけでなく，1カ月間の経過観察

で生存率が有意に改善した．また，強制的な

遺伝子導入に伴い，SERCA2a遺伝子導入群で

は心不全群よりむしろ心筋内の高エネルギー

リン酸の貯蔵型であるホスホクレアチンが増

加しており，遺伝子導入操作によって心筋へ

のエネルギー供給に問題が生じないことが判

明した．

ところで，SERCA2a mRNAは SERCA2遺伝

子から転写されて生成される．心不全におけ

る SERCA2a mRNAの減少は，心不全に伴う

細胞機能の破綻によって生ずる不可逆的な減

少だけでなく，この転写制御機構に基づいた

制御された過程も含まれている4）．そこで，

この転写機構を活性化させ，不全心筋でも

SERCA2a mRNA発現量を維持できるように

することができれば，心不全に対する新たな

図 2 H2O2 存在・非存在下におけるカルベジロールの SERCA2 遺伝子転写活性・
mRNA発現・蛋白量に及ぼす効果

ラット新生児培養心筋細胞に心不全を誘導する刺激として，酸化ストレスであるH2O2

を投与した．これにカルベジロールを投与し，SERCA2 遺伝子の転写活性，mRNA発現

量，SERCA2a 蛋白量をそれぞれ計測した．
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治療戦略になると考えられる．

カルベジロールは，メトプロロールやビソ

プロロールなどとともに心不全患者の生命予

後を改善させることが証明された β遮断薬

である．メトプロロールは心不全において，

低下した β受容体数を回復させる作用を

持っているが，カルベジロールにそのような

作用はない．そこでわれわれは，カルベジロー

ルが不全心筋での SERCA2a蛋白の低下を防

ぐことによって心保護効果をあらわしている

のではないか，との仮説を検証した．カルベ

ジロールは，代表的な心不全誘導刺激である

酸化ストレスによって減少する SERCA2遺

伝子の転写効率，SERCA2a mRNA存在量，な

らびに SERCA2a蛋白量，いずれをも低下か

ら守る効果を示した（図 2）．すなわち，カル

ベジロールは β遮断薬でありながら同時に

SERCA2aに対する保護効果を持ち合わせ，こ

れが心不全に対する治療効果の一端を担って

いることが判明した．

2）Phospholamban のリン酸化低下

Phospholambanは，SERCA2a蛋白による

Ca2＋汲み上げ能を抑制している機能性蛋白で

ある（図 3）．β受容体が刺激されると Phos-

図 3 Phospholambanの SERCA2a蛋白に対する作用（Kimura Y, et al. : J Biol

Chem 1997 ; 272 : 15061 より一部改変）

Phospholamban は単量体で SERCA2a 蛋白と結合し，この蛋白のCa2＋汲み上げ能を抑制

している（上段・中央）．β受容体刺激があるとPhospholambanがリン酸化され，SERCA2a
蛋白と解離し，SERCA2a に対する抑制効果を解き，SRへの Ca2＋汲み上げを亢進させる

（上段・左）．また，Phospholamban は 5量体の形態でも存在しており，これはPhospho-

lamban の貯蔵型，すなわち不活性型であると考えられている．
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pholambanの Ser16はリン酸化され，SERCA

2a蛋白と解離し，SERCA2aに対する抑制効

果を解き，SRへの Ca2＋汲み上げを亢進させ

る．前述のように，心不全では β受容体の脱

感作が起こる．このため，Phospholamban

の Ser16リン酸化の程度が減少する．これに

より，SERCA2aの Ca2＋汲み上げ能は抑制さ

れたままの状態となり，心機能の低下につな

がる．

このような特性を持つ蛋白に対して，心不

全治療のための戦略をどのように採ればよい

であろうか？ 心不全に伴ってリン酸化のレ

ベルが低下する Ser16残基を，何らかの方法

でリン酸化状態に維持しておくことができれ

ば，Ca2＋汲み上げ能は活性化されたままにな

るはずである．Ser16を別のアミノ酸に置換す

ることによって，Phospholambanの機能にど

のような変化が生ずるかを検討した報告によ

ると，Ser16をグルタミン酸（Glu16）に置換す

ると，Ser16がリン酸化された Phospholamban

と同じ立体構造をとり，常に SERCA2aに対

して抑制を解除した状態になる．このような

変異 Phospholambanを導入された心筋症ハ

ムスターでは，SRへの Ca2＋取り込みの亢進

や心筋収縮特性の改善が観察され，心不全の

治療効果が得られる6）．

より簡単な治療戦略としては，抑制性蛋白

である Phospholambanそのものを心筋から

図 4 心不全における Ca
2＋放出機構の異常

健常心に β刺激が加わった場合には，Ca2＋チャネルを構成する 4つのサブユニットのうちの
一つのRyanodine 受容体がリン酸化され，FKBP 12.6 も一つがRyanodine 受容体と解離す

る．これにより，低濃度の細胞内Ca2＋濃度に対してもCa2＋チャネルが開口するようになり，

収縮力が増強する．しかし，心不全では，図に示すように 3つの Ryanodine 受容体のリン酸化

（過リン酸化）と FKBP 12.6 の解離が起こり，細胞質へのCa2＋過負荷を生ずるようになる．
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排除してしまうことが考えられる．Phospho-

lambanに対し，siRNAと呼ばれる二本鎖

RNAを細胞に導入すると，mRNAレベルで

Phospholambanを分解することができた．

3）Ryanodine 受容体の制御異常

SRからの Ca2＋放出機構の異常によっても

心不全の病態が形成される．SRからの Ca2＋

放出を担っている Ryanodine受容体は，4つ

の受容体が一組になって Ca2＋放出チャネル

を形成している．Ryanodine受容体には，図

4に示すようにさまざまな機能制御蛋白が結

合し，Ca2＋チャネルの開放特性を調節してい

る．

健常心では，β受容体刺激によって PKA

が活性化され，これがチャネルを構成する

Ryanodine受容体 4分子のうちの一つの受容

体の Ser2809をリン酸化する．これによりチャ

ネルの開口確率が上昇し，Ca2＋放出量が増加

することで心筋収縮力の増加につながる．し

かし，高頻度心室ペーシングによって作製し

た不全心モデルでは，脱リン酸化酵素である

PP1と PP2Aの活性が低下することにより，

ふだんは一つのみリン酸化される Ryanodine

受容体が 3つ以上リン酸化され，過リン酸化

と呼ばれる状態になる8,9）．これにより，代表

的な制御蛋白である FKBP 12.6が，健常時よ

り多く Ryanodine受容体から解離する．この

状態になると Ca2＋チャネルの開口確率が増

大し，拡張期でも細胞質内に Ca2＋が漏出する

ようになり，Ca2＋過負荷を引き起こすように

なる．これは，SERCA2aの機能低下によって

拡張期に Ca2＋が細胞質に汲み残されるのと

は別の Ca2＋過負荷をもたらす機序である．こ

の Ca2＋過負荷は心筋の脱分極を促し，致死的

な不整脈の誘発にも関連すると想定されてい

る．重要なことに，メトプロロールなど β

遮断薬はこの Ca2＋チャネルの過リン酸化を

抑制することができると考えられている8,9）．

2．まとめと将来への展望

以上のように，心筋細胞内のカルシウムハ

ンドリングの解析は，心不全の病態解明だけ

でなく，心不全に対する治療に新たな視点を

与えてくれる．現在，慢性心不全に対しては，

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン

系阻害薬と β遮断薬が長期予後を改善させ

る薬剤として確立されている．一方，カルベ

ジロールの薬理効果の解析結果から，細胞内

カルシウムハンドリングの改善という薬理作

用が，β遮断作用に加え，この薬剤の作用機序

になっていると考えられた．すなわち，細胞

内カルシウムハンドリングの改善は，心不全

治療の新たな手段になる可能性を示唆する．

今後，薬剤のみならず遺伝子治療も含め，心

筋細胞内のカルシウムハンドリングを標的と

した新たな心不全治療法が登場し，これまで

の治療法に加えて心不全患者の治療に寄与す

ることを期待したい．
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質 疑 応 答

座長（永井） ありがとうございました．い

まのお話は，要約すると，心不全のときには

カルシウムを SR（筋小胞体）にくみ上げるポ

ンプが落ちているということ，それからカル

シウム放出チャンネルからカルシウムの leak

が起こってしまっているということだったと

思います．最初に先生は，カルベジロールは

抗酸化作用があって，これがカルシウムポン

プのくみ上げを改善するというお話でした．

非常に新しい治療法のあり方をお示しになら

れたと思いますが，他の抗酸化剤でも同様の

効果は期待できるのでしょうか．

新井 たとえば実験的に使われている他の

抗酸化剤を使いましても，やはり効果はある

と思います．ただ加える刺激によって違って

きまして，過酸化水素の刺激ではよいのです

が，ノルエピネフリンのようなものを加えた

ときの刺激の場合には，抗酸化剤ではあまり

効かなくて，やはりカルベジロールのほうが

よく効くというようなところがあります．で

すからカルベジロールには単なる抗酸化作用

と＋αの作用があるのではないかと考えてい

ます．

座長 カルシウムポンプの発現量が落ちる

ということは，細胞質内の酸化，ストレスと

いうだけではなくて，もっといろいろなメカ

ニズムがあるわけですね．そちらに対しても，

これからいろいろな治療法の開発が可能だろ

うということですね．

新井 そのように考えています．

座長 あとで治療も取り上げていますが，

やはり遺伝子治療は一体どこまで行けるの

か，心不全の患者さんで，カルシウムポンプ

を導入すればよいではないかということで，

動物実験ではよい結果が報告されています

が，まだヒトには応用されていないのでしょ

うか．

新井 はい．米国でももちろん応用されて

いません．先ほどお話ししたように，まだ解

決しなければいけない問題がたくさんあると

思います．先ほどの「入れ過ぎはよくない」と

いうこともありますし，心筋の場合には，入っ

た細胞と入らない細胞で functionが違って

きますと，そこは不整脈の原因になる可能性

もありますので，uniformに心筋に入れるの

は非常にむずかしいことですので，そのあた

りの問題も解決しなければいけないというよ

うに思っています．

座長 心不全の問題は，最終的には心臓移

植ですが，しかし一方では，補助人工心臓

LVASがどんどん導入されています．LVAS

装着の間に遺伝子治療により心筋が回復して

くるということも期待されています．そのあ

たりはいかがでしょうか．そういうことは可

能になると期待されますか．

新井 まさにおっしゃる通りで，長期的な

成績ということは，これだけではなかなかむ

ずかしいと思います．ですからやはりおっ

しゃる通り，bridgingというのは非常に現実

的な考え方で，そのための一つの手段として，

Ca2+-ATPaseの遺伝子治療というのは非常に

よいのではないかと私は考えています．

座長 どうもありがとうございました．
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