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Ⅰ．はじめに

　胎生期の発生，生後の組織修復及びリモデリング，腫
瘍増殖において，「脈管形成 （Vasculogenesis）」及び「血
管新生 （Angiogenesis）」から成る血管形成プロセスは
必須である．脈管形成による未成熟な原始血管網は，動
員された壁細胞（血管平滑筋及び周皮細胞）と会合する
ことにより，安定的な血管へと成熟していく１）．静止期
の安定した血管においては，強固なバリア機能が保たれ
て健全な循環機能が維持される．一方，腫瘍のような病
的な組織においては，血管網は未成熟であり，漏れやす
い構造を有している．また，過剰なアンジオテンシンⅡ
などにより誘発される血管障害などでは，炎症性白血球
細胞の血管壁への浸潤を伴う血管透過性の亢進が見られ，
重大な血管壁の障害をもたらす．したがって，血管バリ
ア機能の維持及び血管の安定化は，血管・組織の恒常性
維持において必須である．
　ホスファチジルイノシトール（phosphatidylinositol：
PtdIns）３-キナーゼ（PI３K）はイノシトールリン脂質
のイノシトール環の３位をリン酸化する酵素である（図
１）．そのリン酸化PtdInsを介して細胞分裂，増殖，分化，
遊走，アポトーシス制御や癌化，細胞内小胞輸送など多
岐に渡る細胞応答に関与している２）．増殖因子受容体の
下流で，PI３Kが活性化されことが明らかになって以来，
これまで多くの研究者が，PI３Kの多彩な生理機能を明
らかにしてきた．特に近年，クラスⅠ型PI３Kと癌や糖尿
病といった疾患との関係が注目され，精力的に研究が進
められている．クラスⅠ酵素が発見されて直ちに，その
主要な生成物がPtdIns（３，４，５）P３であることが分か

り，その下流でプロテインキナーゼB（PKB）／Aktが活
性化されることが示された３）．更に興味深いことに，癌
抑制遺伝子PTEN （phosphatase and tensin homologue 
deleted on chromosome 10）がPtdIns（３，４，５）P３を
特異的に脱リン酸化する酵素であることの発見も，PI3K
研究を加速させた．
　クラスⅠ型PI３Kの他に，細胞内小胞輸送調節に関与
するクラスⅢ型PI３K （Vps34）４，５）と最近までほとんど
機能が不明であったクラスⅡ型PI３Kが見出されている．
クラスⅠ型PI３Kとは異なり，クラスⅡ及びクラスⅢ型
PI３Kは共に主要な生成脂質がPtdIns（３）Pである３）．本
稿では，３つのPI３Kクラスにおける薬理学的特性及び
生理機能の相違点をはじめに解説し，更に遺伝子改変マ
ウスを用いて個体レベルでのC２α機能を詳細に解析し
た我々の 研究成果６，７）を中心に，クラスⅡ型PI３Kに関
する最近の知見を概説する．

＊ａ）金沢大学・医薬保健学総合研究科・血管分子生理学
＊ｂ）金沢大学・医薬保健学総合研究科・経血管診療学
＊ｃ）石川県立看護大学・看護学部・健康科学
　（〒920－8640　石川県金沢市宝町13－１）

ベーシック─────────────────────────────

総　説

PI３キナーゼ・ファミリーの血管における生理機能：
クラスⅡα型PI３キナーゼC２αによる新たな血管恒常性維持機構

吉岡 和晃ａ)，吉田 耕太郎ａ，ｂ)，多久和 典子ａ，ｃ)，岡本 安雄ａ)，多久和　陽ａ)

ａ) 金沢大学・医薬保健学総合研究科・血管分子生理学，ｂ) 金沢大学・医薬保健学総合研究科・経血管診療学，ｃ) 石川県立看護大学・看護学部・健康科学

図１．ホスファチジルイノシトール３-キナーゼ（PI３K）
による３’-リン酸化ホスホイノシチドの生成
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PI３キナーゼ・ファミリーの血管における生理機能：クラスⅡα型PI３キナーゼC２αによる新たな血管恒常性維持機構

Ⅱ．分類，構造，組織分布及び薬理学的特性

　PI３Kは哺乳類において，ドメイン構造や薬理学的特
性の違いにより，３つのクラス（Ⅰ，Ⅱ及びⅢ），８つの
アイソフォームに分類されている（図２）．一方，ショ
ウジョバエや線虫では各クラス１種類ずつ計３種のPI３
Kが，酵母ではクラスⅢに属するVps34のみが存在する．
クラスⅠ酵素は，触媒サブユニットと調節サブユニット
とのヘテロ二量体構造をとり，ほとんどの細胞に発現し
ている．In vitro系において，クラスⅠ型PI３KはPtdIns, 
PtdIns（４）P, PtdIns（４，５）P２のすべてをリン酸化
することが出来るが，実際in vivo系では刺激に応じて主と
してPtdIns（４，５）P２を基質としてPtdIns（３，４，５）
P３を産生することが明らかにされている（図２）．クラ
スIの触媒サブユニットはp110α, p110β, p110γ, p110
δ の４つのアイソフォームから成り，これらは多くのチ
ロシンキナーゼ型受容体（RTK）やGタンパク質共役型
受容体（GPCR）の刺激によって活性化され，細胞膜に
おいてPtdIns（３，４，５）P３を産生し，下流に情報を伝
える．これまで，クラスⅠ-Ｂに属するp110γ以外のクラ
スⅠ-Ａ型－PI３K（p110α，p110β，p110γ）は，主に
RTK（インシュリン，増殖因子等）刺激によって活性化
されると考えられていたが，しかし最近，多くの報告に
よりGPCR刺激によって三量体Gタンパク質のGβγサブ
ユニットを介して直接的にp110βを活性化することが示
されている８）．p110δ及びp110γは主に白血球に多く発現

することから，ほ乳類が進化的に免疫システムを獲得す
るに伴って多様化したPI３Kアイソフォームと考えられ
る２，３）．
　クラスⅡ型PI３Kには，図２に示す通り哺乳類にはC
２α，C２β，C2γの３つのアイソフォームの存在が知ら
れているが，これらの活性化機序及び生理機能はほとん
ど不明であった．1995年，イギリスのWaterfi eldらのグ
ループがクラスⅠ酵素との相同性を利用したPCR法によ
り，まずショウジョバエよりPI３K_68D９）をクローニン
グし，さらにマウス，ヒトC２α10）及びC２β11）がクロー
ニングされ，その生化学的な特性が解析された．マウス，
ヒトにおけるC２αの薬理学的特徴は，PI３K阻害剤に低
感受性を示すことである．C２αに対するウォルトマニン
（Wortmannin：WMN）のIC50値は420 nM，LY294002の
IC50値は20 µMであり，p110αに対するIC50値（それぞれ，
５ nMと0.8 µM）と比較すると，少なくとも１オーダー
から２オーダーの差となる．一方，C２βアイソフォーム
に対するWMNのIC50値は1.6 nMとp110αのIC50値と近い
が，LY294002のIC50値は７ µMと若干抵抗性を示す．クラ
スⅡ酵素はクラスⅠとは異なり，in vitroの系ではPtdIns
（３）P及びPtdIns（３，４）P２を産生することが出来る
が， 2007年Dominらの報告では実際の細胞内において
はPIを主要な基質としてPtdIns（３）Pを産生することが
示された12）．クラスⅡ酵素に結合するアダプターサブユ
ニットは現在のところ見つかっていない．クラスⅡ酵素
の構造的特徴は，カルボキシル基（C）末端にPX （Phox 

図２．PI３キナーゼ・ファミリーの分類とドメイン構造
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homology）ドメインとC２ドメインを有していること，長
いアミノ基（N）末端においてクラスⅠには見られない複
数の機能ドメインを有していることである（図２）．N末
端にプロリンリッチドメインが存在することから，SH３ 
（Src homology）ドメインを持つタンパク質が結合する
ことが考えられる．C２αとC２βには，Coiled-Coilドメイ
ンが存在するが，更にC２αにのみクラスリン結合ドメイ
ンが存在し，これらがC２α独自の機能を担う可能性が高
い．３つのクラスⅡ型酵素に共通してC末端に存在する
PX及びC２ドメインは共に，PtdIns（４，５）P２との親
和性が比較的高いことが報告され，クラスⅡ酵素独自の
細胞内局在や機能に寄与する可能性が示唆されている13）．
C２α及びC２βは全身に広汎に発現し，中でもC２αは心
臓，胎盤，子宮，腸管（上皮細胞）及び血管（内皮・平
滑筋細胞）に，C２βは皮膚，胸腺及び胎盤に比較的多
く発現しているのに対し，C２γの発現は主として肝臓に
限局している14）．一方，クラスⅢ酵素 Vps34 （Vacuolar 
protein sorting-34：Vps34） は，もともと酵母で発見さ
れた唯一のPI３Kであり，その研究の歴史は古い．その名

の通りVps34は，酵母において細胞内小胞輸送に関係し
た働きを持つ酵素として同定され，ヒトでの相同体であ
るhVps34もまた生体内の様々な細胞において，PI（３）P
を恒常的に産生して細胞内小胞輸送調節，とりわけオー
トファジーに関わっていると考えられている４，５，15）．

Ⅲ．シグナル情報伝達，生理機能及び疾患との関連

　PI３キナーゼは，その生成物であるPtdIns（３）P, 
PtdIns（３，４）P２及びPtdIns（３，４，５）P３を介して，下
流にシグナルが伝達される（図３）．この内，主に原形
質膜上で生成されるPtdIns（３，４）P２とPtdIns（３，４，
５）P３に対しては，これらに高い親和性を有するPH 
（pleckstrin homology）ドメインを有する様々な分子が
結合しシグナルが伝達される．タンパク質リン酸化酵素
プロテインキナーゼAktは，PtdIns（３，４）P２とPtdIns
（３，４，５）P３に親和性の高いPHドメインを持つセリン
／スレオニン・キナーゼであり，タンパク質合成促進，グ
リコーゲン合成酵素活性制御，グルコース輸送，細胞増殖，

図３．PI３キナーゼ・ファミリーによるホスファチジルイノシトール（PtdIns）情報伝達経路
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アポトーシス抑制，遺伝子転写制御，細胞遊走等，多種多
様な作用に関与している．また，最近ではクラスⅠ型PI
３Kの下流ターゲットとしてAktの他に，低分子量Gタン
パク質に注目が集まっている．PI３Kファミリーは，Ras，
Rhoファミリー（Rho，Rac，cdc42）及びArfファミリー
に対して，それぞれ特異的なグアニンヌクレオチド交換
因子（Guanine nucleotide Exchange Factor：GEF）や
GTPase活性化因子（GTPase-Activating Factor：GAP）
を調節して活性を制御することが示されている（図３）．
しかし，全てのアイソフォームと言うわけではなく，お
そらく限られたPI３Kアイソフォームが特定の組織・細
胞において限定的に低分子量Gタンパク質の活性を制御
していると考えられる．
　p110α及びp110βのノックアウト（KO）マウスはそれ
ぞれ胎児期の比較的早期（E9.5－10.5，E3.5－7.5）に致
死であることから，器官形成以前の細胞全般の増殖や分
化過程に必須な酵素であることは間違いなさそうで
ある16，17）．これらクラスⅠ-Ａ型PI３Kは癌細胞の分裂・
増殖能力の制御に深く関わっているものと考えられる．
p110δは免疫系細胞に広く分布し，そのKOマウスは正常
に発生・発達する．最近，Vanhaesebroeckらのグループ
がエンドトキシン・ショックに関係するTLR4シグナル
伝達系においてp100δが重要な調節因子であることを報
告した18）．クラスⅠ-Ｂに属するp110γのKOマウスは正
常に生まれてくるものの，p110γは生後の免疫系，心機
能調節における役割が示唆されている19）．これに加え，腫
瘍細胞においてp110α遺伝子の触媒ドメイン上に特異的
変異がいくつか見つかり20），腫瘍の悪性化とPI３Kの活
性亢進との関連が報告されて以来，この分野のPI３K研
究は進歩を見せている．血管内皮機能におけるp110αの
役割を解析する目的で，内皮細胞特異的コンディショナ
ルKOマウスが作製され，その表現型が報告された21）．内
皮細胞におけるp110α欠損は，VEGF-ＡによるAkt・Rho
依存的な内皮細胞遊走を障害し，胎生期血管新生を著し
く障害して胎生致死をもたらした．このことから，内皮
細胞のp110αはin vivoにおいてもVEGF-Akt・Rho経路に
必須なPI３Kアイソフォームであることが示された．
　一方，クラスⅡ及びⅢ酵素が産生するPtdIns（３）Pに
特異的に結合するFYVEドメインは，エンドソームに特
異的に発現するEEA１ （early endosome antigen-１）を
始めとする幾つかの細胞内膜輸送に関わるタンパク質に
多く見られるモチーフである．また，C２αはクラスリ
ン結合ドメインを有することからも，クラスリンに依存
したエンドサイトーシスに関わるPI３Kと考えられる22）．
受容体などの膜タンパク質が活性化に伴って細胞内に移
行するエンドサイトーシスは，従来から考えられていた

細胞内シグナルの終結メカニズム（脱感作）の一つであ
ると同時に，最近ではある種の細胞や刺激においてエン
ドソームを介したシグナルの局在化や持続的シグナル産
生に関わっている証拠が多数見つかっており23, 24），この
点においてC２αの機能的役割を解明することは重要な
課題である．細胞レベルでC２αは，ケモカインである
MCP-１（monocyte chemotactic protein-１），サイト
カインであるレプチンやTNFα （tumor necrosis factor 
α），インテグリン，クラスリン，インシュリン，リゾ
ホスファチジン酸 （LPA）などにより活性化されること
が報告されている25）．我々のグループは血管平滑筋細胞
において，ノルアドレナリン刺激や膜脱分極刺激に伴う
細胞内カルシウムの上昇によりC２αが活性化すること
を見出している26－29）．C２αは細胞内においてtans-Golgi
ネットワークやクラスリン陽性小胞に比較的豊富に存在
しており，クラスリン依存的エンドサイトーシス，ある
いは細胞内膜小胞のソーティング，及び分泌顆粒のエキ
ソサイトーシス等に関係していることがin vitro系で示さ
れていることから，生体においてもこれらの機能を司る
可能性は高い．我々は2006年，RNA干渉 （RNAi）法を
用いて培養血管平滑筋細胞のC２α発現を特異的にノッ
クダウンした結果，ノルアドレナリン刺激やKClによる
膜脱分極を介した平滑筋収縮が抑制されることを見出し
た26，27）．平滑筋の持続的な強い収縮には，低分子量Gタン
パク質Rhoを介したRhoキナーゼの活性化が必要である．
我々の詳細な解析により，平滑筋でのRho活性調節機構
の１つに細胞内Ca２+による活性化経路が存在し29），この
過程にC２αが関与することを明らかにした．このこと
は，C２αは生理的な血管収縮を制御する役割を持つばか
りでなく，高血圧，脳卒中などの病的血管収縮において
も重要な役割を果たしている可能性を示す30）．一方，
C２βは上皮細胞に比較的多く発現していることから，そ
のKOマウスは皮膚上皮細胞分化・生存に異常を来すこ
とが予想されたが，C２β KOマウスは正常に出生し，皮
膚上皮細胞には全く異常が無かった31）．また，in vitro細
胞系において，LPAによるC２β活性化が細胞遊走に
関与することがRNAi法を用いた検討から示唆されてい
る15，32，33）．

Ⅳ. クラスⅡα型PI３K-C２αによる血管新生及び血管バ
リア機能の調節

１）C２αの血管新生における役割
　我々のグループが作製した全身型C２α遺伝子ホモ欠
損（Pik３c２a-/-）KOマウスは，胎生（E）8.5日から発育
不全となり，E10.5～E11.5の間に血管形成不全により胎
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生致死となった（図４A）６）．このC２αホモKOマウスで
見られた表現型が，どの細胞に発現するC２αに依存して
いるのか明らかにするために，細胞特異的コンディショ
ナルKO（CKO）マウスを作製した結果，平滑筋細胞特異的
（SM22α-Cre；Pik３c２afl ox/fl ox）あるいは心筋細胞特異
的（Nkx２-５-Cre；Pik３c２afl ox/fl ox）CKOマウスは正常
に発達し，メンデルの法則に従って出生したのに対して，
内皮細胞特異的Pik３c２a �EC（Tie２-Cre；Pik３c２afl ox/fl ox）
CKOマウスは血管形成不全を含む多臓器の障害により
出生前に胎生致死となった（図４B）６）．これらのことか
ら，内皮細胞に発現するC２αが正常な血管形成及び個体
発生に必須であることが示された．また，Harrisらのグ
ループは，C２α遺伝子を部分的に欠損したHypomorphic
変異体マウスは出生するものの，生後の腎糸球体形成に
障害を呈することを報告した34）．Pik３c２a �ECマウスは胎
生致死であることから，生後のC２α機能解析を行う為に
我々はタモキシフェン誘導型内皮細胞特異的C２α-CKO
マウス（Pik３c２a i�EC）を作製した．内皮特異的VEカド
ヘリン・プロモーターの下流にタモキシフェン誘導型

Creリコンビナーゼ－エストロゲン受容体（ER）融合体
を発現するトランスジェニックマウス（Cdh５（PAC）－
CreERT２）35）とPik３c２afl ox/fl oxマウスの二重変異マウスは，
生後にタモキシフェンを投与することにより内皮細胞で
のみC２αを欠失させることができる．このPik３c２ai�EC

マウスの網膜血管新生モデルを用いて，生後の生理的血
管新生に及ぼす内皮C２α欠損の効果を調べた．生後３
日目（P３）のマウスにタモキシフェンを投与し，P６に
おける網膜血管新生（血管面積，先端細胞数，糸状仮足
数）は，Pik３c２a i�ECマウスにおいて著しく低下していた．
以上のことから，内皮細胞に発現するC２αは胎生期血管
新生及び生後の生理的な網膜血管新生に必須なPI３Kア
イソフォームであることが明らかとなった６）．
　次に我々は，病的血管新生におけるC２αの役割を明ら
かにするために，虚血性及び腫瘍血管新生の２つのin vivo

モデルを用いて検討した．Pik３c２ai�ECマウスにおいて，大
腿動脈切除による下肢虚血後の血流回復は，同腹野生型
と比べ術後14～28日で有意に減弱していた．Pik３c２ai�EC
マウスの虚血筋組織における新生血管密度は野生型マウ
スに比較して術後28日で約50％減少していた．また，マ
ウス背側皮下組織にLewis肺癌細胞（LLC）及びB16メラ
ノーマ細胞（B16－BL6）を移植する腫瘍評価モデルに
おいて，Pik３c２a i�ECマウスの腫瘍増殖速度及び移植14日
後の腫瘍重量は野生型と比べ有意に減少していた．腫瘍
組織の新生血管密度はPik３c２a i�ECマウスにおいて低下
し，Pik３c２a i�ECマウス腫瘍の新生血管はNG２陽性周皮
細胞の血管壁への集積が著しく不良であることが明らか
となった６）．

２）内皮細胞内シグナル伝達系におけるC２αの役割
　RNA干渉法によりC２α発現をノックダウンしたヒト
臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）において，血管内皮増殖因
子（VEGF-Ａ）による細胞遊走及びマトリゲル上での管腔
形成が阻害された．既報と一致して，p110αノックダウン
細胞ではVEGF-Ａによる管腔形成能は阻害された１，21）．し
かし，他のPI３Kアイソフォーム（p110β，C２β，Vps34）の
発現抑制は 影響しなかった．更に，C２αノックダウン細
胞では，VEGF-Ａによる細胞遊走能も著しく抑制された
ことから，C２αは内皮細胞特異的に必須の役割を持つこ
とが示唆された．C２α発現をノックダウンしたHUVEC
では，VEGF-ＡによるVEGF受容体チロシンリン酸化及
びその後の細胞内シグナル伝達経路であるAkt，MAPキ
ナーゼ（ERK），PAK２および NO合成酵素（eNOS）の
リン酸化は，全く影響を受けなかった．これらのVEGF
シグナル伝達経路は，クラスI型PI３K p110αに強く依存
していることはよく知られている．興味深いことにC2α

Whole-mount anti-CD31(an EC marker) staining
A

BB

図４．全身型及び内皮細胞特異的PI３K-C２αノックア
ウトマウスの表現型.

Ａ）全身型KOマウス胎児（E11.5）の抗CD31ホールマウント染色像．
Ｂ）内皮特異的KOマウス（eCKO）胎児（E15.5）の実体像およ
び皮膚切片のHE染色像．矢印： 出血および血管拡張部位．

文献６より一部改訂
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ノックダウン細胞において，VEGF-Ａで活性化されるミ
オシン脱リン酸化酵素サブユニット（MYPT１）のリン
酸化が抑制された．このMYPT１は低分子量Gタンパク
質Rhoで活性化されるRhoキナーゼ直接の標的基質であ
ることから，VEGF-Ａ刺激によるRhoA活性化を調べた
所，C２α発現ノックダウンによってRhoA活性化の著し
い減弱が観察された．また更に，VEGF-Ａあるいはス
フィンゴシン－１－リン酸（S１P）によるRac１の活性化，
FGF２によるRap１の活性化も，C２αノックダウン細胞
で有意な減弱が観察されたことから，C２αは低分子Gタ
ンパク質を介した内皮細胞の形態形成に必須の役割を持
つことが示された６，７）．

３） C２αの内皮細胞内小胞輸送における役割
　細胞内エンドソーム輸送におけるC２αの役割を明ら
かにするために，まずC２α活性産物であるPtdIns（３）P
の特異的蛍光プローブ（mRFP-２xFYVEドメイン）36）

をHUVEC細胞に遺伝子導入し，生細胞イメージングに
よるPtdIns（３）Pの細胞内局在の可視化を試みた．正常
細胞においてPtdIns（３）Pは主にエンドソームに局在
していた．しかし，C２αノックダウン細胞ではmRFP-
２xFYVE陽性エンドソーム数の減少とエンドソーム運
動の減弱が見られた．p110α及びVps34ノックダウン細
胞では，全く変化が見られなかった．この観察と一致
して，GFP標識C２αは，主に初期エンドソーム，クラ
スリン被覆小胞及びTGNに強く限局していたことから，
C２αはエンドドーム上でのPtdIns（３）P産生とエンド
ソーム輸送に必要な酵素であると考えられた．内皮細胞
内において重要な役割を演じている細胞間接着分子VE
カドヘリンのエンドソーム輸送を観察するために，GFP
標識VEカドヘリン37）を発現させたHUVECのライブイ
メージングを行った．C２αノックダウン細胞において
のみ，TGNから細胞間接着部位へのPtdIns（３）P陽性エ
ンドソームを介したVEカドヘリン輸送が著しく傷害さ
れた．このVEカドヘリンのエンドソーム輸送における
C２α-RhoA系の関与を調べる目的で，RhoAの蛍光共
鳴エネルギー転移（FRET）プローブ・Raichu-RhoAを
用いたライブイメージングを試み，RhoA活性化の時空
間変化を可視化した38）．RhoA活性化は正常内皮細胞に
おいて，VEGF-Ａ刺激により細胞内小胞膜及び細胞間
接着部位において強く観察された．このRhoA活性化が
見られた細胞内小胞の一部は，初期エンドソーム抗原
（EEA１）陽性エンドソームであり，C２αノックダウ
ンによりエンドソーム及び細胞間接着部位のRhoA活性
化は殆ど消失した．このことは，PtdIns（３）P陽性エン
ドソームと細胞膜でのRhoA活性化にC２αが必要である

ことを示している．更に我々は，エンドソーム上での
RhoA活性化の上流にあたるVEGF受容体（VEGFR２）
の内在化に着目した．VEGF-Ａ刺激によるVEGFR２の
２xFYVE陽性エンドソームへの内在化は，C２αノック
ダウンにより消失した．興味深いことに，C２αノック
ダウン細胞においてもVEGF-Ａ刺激後２分の形質膜上
でのVEGFR２リン酸化は正常細胞と同様に観察された
が，刺激後30分で見られるリン酸化VEGF２のエンド
ソームへの内在化（インターナリゼーション）はC２α
ノックダウンで抑制された．更に，ダイナミン依存性
エンドサイトーシス阻害剤であるDynasore39）の前処置
において，VEGF-Ａ刺激によるRhoA活性化，細胞間
接着部位へのVE-カドヘリン集積，及びマトリゲル上
管腔形成が減弱していた．これらの結果から，C２αは
活性化VEGFR２のエンドソームへの内在化と，その後
のRhoA活性化を含むエンドソーム上でのシグナル伝達，
VEカドへリンのエンドソーム輸送とその細胞間接着部
位集積に必須であると考えられた．
　C２αはRTKの他にGPCRのシグナリングにも必要で
あった．血管内皮は，GPCRに属するS１P受容体S１P１
を発現する．そこで，内皮細胞のS１Pグナル伝達系に
おけるC２αの役割を検討した．S１P１は三量体Gタン
パク質Giを介してRac１を活性化し，細胞遊走および血
管新生を亢進する７，40，41）．前述のVEGFによるRhoA活
性化と同様に，S１PによるRac１活性化は，FRET法で
EEA１陽性初期エンドソーム上および細胞間接着部位
で強く観察された７）．C２αノックダウンにより初期エ
ンドソーム上および細胞間接着部位のRac１活性化は減
弱した．また更に，S１P１受容体のS１P刺激により内
在化は，推測の通りC２αノックダウン細胞において著
しく抑制された７）．以上の結果より，内皮細胞におけ
るC２αは，クラスリン依存性エンドサイトーシスを調
節する新たなPI３Kアイソフォームであることが示され，
VEGF-Ａ，S１P等による形態形成，細胞遊走，脈管形
成といった内皮機能にとって必須な細胞内膜輸送調節因
子であることが示唆された．

４）C２αの血管バリア機能における役割
　C２α発現をノックダウンしたHUVEC単層培養におけ
る透過性をFITCデキストラン法により評価したところ，
コントロール細胞と比べ無刺激時及びVEGF-A刺激時共
に有意に透過性が亢進していた．インビボでは，静注し
たエバンスブルー色素のVEGF-Ａ皮内投与による血管
外漏出は，野生型マウスに比べC２αヘテロKOマウスで
亢進していた６）．また，C２αヘテロKOマウスにおける
血管透過性亢進は，アナフィラキシー誘発物質である血
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小板活性化因子（PAF）42）を投与した場合にも観察され
た．すなわち，野生型マウスへの影響がほとんど見られ
ない低容量PAF（12 µg/kg）の投与により，C２αヘテ
ロKOマウスは投与後40分以内にすべて死亡した．その
際，KOマウスのヘマトクリット値は野生型マウスに比
較して上昇し，肺組織での血管透過性亢進が観察された
ことから，マウスにおけるC２α欠損は血管バリア機能低
下をもたらした６）．
　アンジオテンシンⅡ（AngⅡ）慢性投与（1.0 mg/kg/
day）による血管透過性亢進は，C２αヘテロKOマウス
大動脈及び冠血管において野生型マウスに比較して有意
に増強した．抗VE-カドヘリン抗体を用いたEn faceホー
ルマウント免疫染色により，KOマウスにおける大動脈
内皮細胞の細胞間接着構造の傷害が観察された．AngⅡ
慢性投与は，KOマウスにおいて野生型では見られない
解離性大動脈瘤形成をひきおこした（図５）．AngⅡ投
与後３日からKOマウスにおいてのみ，解離性大動脈瘤
破裂による出血死が見られ，投与後２週間後に約50％
のKOマウスが死亡した．Pik３c２a i�ECマウスでも同様に

AngⅡ慢性投与による解離性大動脈瘤の発症が見られ
ることから，血管内皮細胞におけるC２α欠損が血管壁脆
弱化の原因と考えられた．大動脈瘤形成においては，マ
クロファージの産生するマトリックスメタロプロテアー
ゼ（MMP）-２及び-９の活性化が重要な役割をはたすと
考えられている43－45）．AngⅡ慢性投与により，KOマウス
血管壁ではMac３陽性炎症性マクロファージの血管壁へ
の浸潤が増加し，MMP-２/９活性も増大した６）．

V．今後の展望
　内皮細胞に高発現するクラスⅡ型PI３K-C２αは発生
期の血管新生，生後の病的血管新生および安定血管にお
けるバリア機能維持に欠かすことの出来ない役割を持つ
ことが明らかとなった．内皮細胞においてC２αは，その
活性産物であるPtdIns（３）Pを介して細胞内小胞輸送を
制御し，膜タンパク質の配送，エンドサイトーシス，リ
サイクリング，および細胞内小胞（エンドソーム）上で
のシグナル伝達に関与している（図６）．内皮細胞におけ
るこのC２α機能が血管新生及びバリア機能維持を支え
ていると考えられる．
　内皮細胞におけるC２αとクラスⅠ型PI３Kは，全く
異なる細胞内機序により内皮機能を調節している．すな
わち，p110α/βなどのクラスⅠ型PI３KはAkt活性化を
介して内皮細胞の増殖，生存及び遊走に深く関与してい
るが２，３，21），細胞内小胞輸送の制御やVE-カドヘリンの
細胞間接着部位への集積には関与しない．更に，クラス
Ⅱ型PI３Kと同じくPtdInsを基質とするVps34の研究に
おいて，特に最近特筆すべき点は，ほ乳類細胞における
オートファジーとの関係である．Vps34-Vps15ヘテロダ
イマーはBeclin１，ATG14Lと共に複合体を形成し，アミ
ノ酸飢餓状態に伴ってPtdIns（３）P依存的にオートファ
ゴソームを形成することが明らかになった３－５）．また，

A

B

図５．アンジオテンシンⅡ慢性投与による解離性大動脈
瘤発症

Ａ）野生型（C２α+/+）あるいはヘテロKO型（C２α+/－）マウス大
動脈の実体像.　矢印：大動脈瘤部位

Ｂ）野生型あるいはヘテロKO型マウス大動脈切片のHE染色像.
文献６より一部改訂

図６．PI３キナーゼC２αは、エンドソーム膜輸送とシ
グナル上でのシグナル伝達を制御して、血管新生お
よび内皮バリア機能を調節する。
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初期及び後期エンドソームにもVps34－Vps15複合体は
存在し，エンドソームタンパク質であるRab５やRab７
と共に，リソソームによるタンパク質分解を調節するこ
とが示されている46，47）．ほ乳類のエンドサイトーシス系
は，酵母や線虫に比べ非常に多様で複雑なシステムに進
化している．古典的な「初期エンドソーム→後期エンド
ソーム→リソソーム」による分解系に加え，リサイクリ
ング・エンドソームによるタンパク質メンテナンス，最
近ではAPPLエンドソーム48），SARAエンドソーム49）の
ように機能的に分化したエンドソームがシグナル伝達を
ダイナミックに調節することが明らかになりつつある50，

51）．おそらく，これらエンドソームの機能は，Vps34の
他に，クラスⅠやクラスⅡ型PI３Kによっても調節され
ていると考えられる．どのPtdInsプールがVps34あるい
はクラスⅡ型PI３Kによる調節を受けるのかは不明であ
り，まだ多くの謎が存在する．
　本研究から明らかになったC２αの生理機能は，血管生
物学におけるPI３Kファミリーの新たな作用を見出した
ものであり，血管バリア機能障害により惹起される多く
の血管病に対する新しい治療標的となることが期待され
る．
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　近年の遺伝子解析の進歩によって，QT延長症候群や
Brugada症候群に代表される，器質的心疾患によらない
不整脈症候群の原因遺伝子が次々に明らかとなってきて
いる．実際にほとんどの不整脈症候群において複数の原
因遺伝子が同定されているが，最も研究が進んでいる
QT延長症候群でも原因と推定される遺伝子変異が同定
される割合は６割から７割程度である．今までに同定さ
れた原因遺伝子のほとんどは心筋細胞の特に細胞膜に発
現するイオンチャネルとその機能を修飾する関連蛋白で
あり，個々の遺伝子変異による変異蛋白が来たすイオン
チャネルの機能異常を解析することによって，様々な不
整脈のメカニズムが解明されてきた．また，近年の遺伝
子解析法の進歩により可能となったゲノムワイド関連研
究（Genome-Wide Association Study）によって，心筋細
胞の電気生理活動から予想される範疇を超えた原因遺伝
子を明らかになると共に，個体間における表現型の多様
性（ばらつき）の原因も示されてきている．次世代シー
クエンサーの開発により，ゲノム上の塩基配列を解析す
る速度は飛躍的に上がってきており，現在では全ての遺
伝子配列ないしは全ての遺伝子のエクソンの塩基配列を
同定することによって，新たな不整脈症候群の原因遺伝
子の検索も試みられている．近い将来には全ゲノム情報
を元に行う個別化医療ないしはテーラーメイド医療が不
整脈の分野でも応用されることが期待される．

連鎖解析

　ヒトのゲノムは約30億塩基対のDNAから構成されて
おり，ヒトの遺伝子総数は３万から４万程度と推定され
ている．ゲノムのうちメッセンジャーRNAに転写され，
蛋白に翻訳される領域，つまり実際にアミノ酸を合成す

るための遺伝情報をもつ領域をエクソンと呼ぶ．エクソ
ンの領域は約4,000万塩基対ほどであり，ゲノム全体の
1.5％にも満たない．単一の遺伝子が原因である疾患では，
ヒト遺伝子のうちの一つに異常があることが期待される
が，全ての遺伝子に含まれる塩基配列の中から原因遺伝
子の変異を見つけることは困難である．そこで，すでに
分かっているDNAマーカーを用いて，染色体上の原因遺
伝子が存在する位置を推定する遺伝統計学的な手法が連
鎖解析である．通常，連鎖解析のDNAマーカーには単
一塩基多型（Single Nucleotide Polymorphism，SNP）
が用いられる．SNPとはヒトのDNAの数百から千塩基
対に一つずつ程度存在する塩基多型（置換された塩基）
のことで，特定の集団内で１%以上存在するものである．
なお遺伝性不整脈症候群などの遺伝性疾患に認められる
遺伝子変異は，特定の家族に固有（世界中で１つの家族
にしか存在しない）のものである場合がしばしばである．
連鎖解析は浸透率（遺伝子異常を有する場合に疾患を発
症する割合）の高い遺伝性疾患の原因遺伝子探索に有用
である．しかし，比較的多数の同一家系内症例の遺伝子
と表現型（臨床像）の情報が必要であるため，連鎖解析
を行うことが可能な家系は限られており，小さい家系や
浸透率の低い疾患には不向きである．QT延長症候群が
遺伝性疾患であることは1950年代より報告されてきたが，
１その後遺伝子解析の手法が進歩し，連鎖解析によって
QT延長症候群の原因遺伝子の染色体上の位置が示され
るのは1990年代に入ってからであった．２連鎖解析では
ゲノム上の特定の染色体内の比較的広い範囲にしか原因
遺伝子の存在する場所が同定できないために原因遺伝子
の特定までに至らない場合があり，実際遺伝性不整脈症
候群において連鎖解析では変異が存在するであろう特定
の染色体内の範囲が同定されたものの，原因遺伝子の特
定まで至らず不明なものが少なからず存在する．

＊新潟大学医歯学総合研究科循環器内科
　（〒951－8510　新潟県新潟市中央区旭町通り１－754）

オミックス─────────────────────────────

総　説

不整脈症候群ならびに心臓電気生理学における遺伝学研究の進歩

渡　部　　　裕
新潟大学医歯学総合研究科循環器内科
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候補遺伝子解析

　連鎖解析が純粋に遺伝学的な理論的手法によって同一
家系内の原因遺伝子を検索する手法であることに対し，
蛋白の機能から疾患の原因となる遺伝子を推定し，その
遺伝子の塩基配列を解析する手法が候補遺伝子解析であ
る．候補遺伝子解析は原則的に標的とした遺伝子のエク
ソンの塩基配列を調べることで行われる．この手法は遺
伝統計学的な裏づけを伴って行う手法ではないため，連
鎖解析と異なって同定された変異が疾患の原因であるこ
とを統計学的に証明することが難しいことが欠点である．
このため，同一家系内において同じ表現型を有する症例
に同じ変異が同定されることが重要である．なお不整脈
症候群は遺伝子や変異によって浸透率が低い場合があり，
変異を有していても表現系を有さない（発症していな
い）者もしばしば見つかる．また，同じ疾患を有する複
数家系の症例において候補遺伝子のスクリーニングを行
い，異なる家系において同一の遺伝子に変異が見つかっ
た場合にも疾患との関連性が示唆される．この手法の限
界は，疾患との関連性が予測できない遺伝子の検索が行
えない点にある．遺伝性不整脈症候群においても心筋細
胞に発現する種々のイオンチャネルの遺伝子が発見され
るに従って，候補遺伝子解析によって様々な原因遺伝子
が同定されてきた．ナトリウム電流は心筋細胞において
活動電位を開始するとともに，活動電位持続時間を規定
している．1995年に心筋細胞に多く発現しているナトリ
ウムチャネルの遺伝子SCN５Aが決定されると，３同年に
は二つのグループがQT延長症候群症例においてSCN５A
のスクリーニングを行い，複数の変異を同定した．４，５な
お，SCN５Aは上述した1991年にQT延長症候群家系の
連鎖解析にてマッピングされた染色体領域のうちの一つ
に存在している．
　表１に現在までに同定されている遺伝性不整脈症候群
の原因遺伝子を示す．６候補遺伝子検索によって同定さ
れた場合が多いこともあり，不整脈の原因遺伝子のほと
んどは心筋細胞の活動電位の形成ならびに伝播に関与す
るイオンチャネルとその関連蛋白である．中でもカリウ
ムチャネル，ナトリウムチャネル，カルシウムチャネル
が多くを占める．また，これらのイオンチャネル遺伝子
が複数の遺伝性不整脈症候群の原因遺伝子となっている
ことに注目されたい．例えばカリウムチャネルのαサブ
ユニットの遺伝子であるKCNQ１やKCNH２は，共にQT
延長症候群とQT短縮症候群の両方の原因遺伝子である．
これは変異によって生じる機能異常がカリウム電流を減
少させる場合はQT間隔を延長させ，カリウム電流を増
加させる場合はQT間隔を短縮させることによる．ナト

リウムチャネルは活動電位の開始，維持と伝播の全てに
関与するため，ナトリウムチャネルの遺伝子は洞不全症
候群，QT延長症候群，進行性心伝導障害の全ての原因
遺伝子である．また，一つの遺伝子変異が複数の不整脈
を発症させることも知られている．ナトリウム電流の低
下が原因で起こるBrugada症候群に伝導障害や心房細動
を合併する原因の一つはSCN５A（ナトリウムチャネルα
サブユニット）やSCN１B（ナトリウムチャネルβサブ
ユニット）の変異である．心房細動において多岐にわた
る原因遺伝子が同定されていることからも分かるように，
心房細動のメカニズムは様々であり，活動電位の短縮・
延長ともに心房細動をきたしうる．すなわち，カリウム
電流の増加・減少共に心房細動の原因となりうる．
　QT延長症候群は最も変異が同定される可能性の高い
疾患である．また変異が同定される遺伝子の90％ほどは
KCNQ１（LQT１），KCNH２（LQT２）ないしはSCN５A
（LQT３）である．QT延長症候群は最も古くから遺伝学
的に研究されてきた疾患であり，変異のある遺伝子に応
じた予後判定や治療の選択が可能である．カテコラミン
感受性多形性心室頻拍も変異が同定される可能性が高い
疾患である．変異が同定される症例のほとんどはリアノ
ジンレセプターが原因遺伝子であり，伴性劣性遺伝形式
をとるカルシクエストリンの変異は極めて稀である．カ
テコラミン感受性多形性心室頻拍における不整脈は筋小
胞体に存在するリアノジンレセプターからのカルシウム
イオンの異常放出であり，筆者らはフレカイニドによっ
てリアノジンレセプターを阻害する分子生物学的に有効
な治療法を開発した．７Brugada症候群はSCN５Aの変異
が有名であるが，この変異が同定される割合は20％ほど
であり，大多数では原因遺伝子が同定されない．

次世代シークエンサー

　従来の遺伝子スクリーニングは，標的となる遺伝子領
域をPCR法にて増幅し，シークエンサーで一つずつ塩基
配列を同定することで行ってきた．この手法では一回の
PCRによる増幅で決定できる塩基が500対ほどであり，エ
クソン毎ないしは大きいエクソンの場合は幾つかに分け
て一つずつPCRを行って配列を決定するという作業が必
要であるため，かなりの手間と時間がかかる．ここ数年で
次々に登場してきている次世代シークエンサーは，30億
塩基対からなるヒトのゲノム配列全てを一週間ほどで同
定できる．次世代シークエンサーを用いることによって，
候補遺伝子解析のように幾つか遺伝子を選び一つずつ配
列を同定する必要はなくなる．次世代シークエンサーの
欠点は高価であることで，現時点ではヒトのゲノム配列
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表１．遺伝性不整脈症候群の原因遺伝子
疾患 遺伝子 蛋白
QT延長症候群
LQT１ KCNQ１ カリウムチャネル（Iks）αサブユニット
LQT２ KCNH２ カリウムチャネル（IKr）αサブユニット
LQT３ SCN５A ナトリウムチャネルαサブユニット
LQT４ ANK２ アンキリンB
LQT５ KCNE１ カリウムチャネル（Iks）βサブユニット
LQT６ KCNE２ カリウムチャネル（IKr）βサブユニット
LQT７ KCNJ２ カリウムチャネル（Ik1）αサブユニット
LQT８ CACNA１C カルシウムチャネルαサブユニット
LQT９ CAV３ カベオリン
LQT10 SCN４B ナトリウムチャネルβサブユニット
LQT11 AKAP９ Yotiao
LQT12 SNTA１ αシントロフィン
LQT13 KCNJ５ カリウムチャネル（IkATP）αサブユニット

QT短縮症候群
SQT１ KCNH２ カリウムチャネル（IKr）αサブユニット
SQT２ KCNQ１ カリウムチャネル（Iks）αサブユニット
SQT３ KCNJ２ カリウムチャネル（Ik1）αサブユニット
SQT４ CACNA１C カルシウムチャネルαサブユニット
SQT５ CACNB２ カルシウムチャネルβサブユニット
SQT６ CACNA２D１ カルシウムチャネルαサブユニット

Brugada症候群
BrS１ SCN５A ナトリウムチャネルαサブユニット
BrS２ GPD１L グリセロール産生蛋白
BrS３ CACNA１C カルシウムチャネルαサブユニット
BrS４ CACNB２ カルシウムチャネルβサブユニット
BrS５ SCN１B ナトリウムチャネルβサブユニット
BrS６ KCNE３ カリウムチャネルβサブユニット
BrS７ SCN３B ナトリウムチャネルβサブユニット
BrS８ HCN４ カリウムチャネル（Iｆ）αサブユニット
BrS KCNE５ カリウムチャネルβサブユニット
BrS KCND３ カリウムチャネル（Ito）αサブユニット
BrS KCNJ８ カリウムチャネル（IkATP）αサブユニット

カテコラミン感受性多形性心室頻拍
CPVT１ RYR２ リアノジンレセプター
CPVT２ CASQ２ カルシクエストリン
CPVT３ TRDN 筋小胞体タンパク質トリアディン

特発性心室細動・突然死
ERS（早期再分極症候群） KCNJ８ カリウムチャネル（IkATP）αサブユニット
ERS CACNA１C カルシウムチャネルαサブユニット
ERS CACNB２ カルシウムチャネルβサブユニット
ERS CACNA２D１ カルシウムチャネルαサブユニット
ERS SCN５A ナトリウムチャネルαサブユニット
SUD（突然死） PKP２ デスモソーム構成タンパク質プラコフィリン
SIDS（乳幼児突然死症候群） GJA１ コネキシン43

心房細動
AF１ KCNQ１ カリウムチャネル（Iks）αサブユニット
AF２ KCNE２ カリウムチャネル（IKr）βサブユニット
AF３ KCNJ２ カリウムチャネル（Ik1）αサブユニット
AF４ GJA５ コネキシン40
AF５ KCNE１ カリウムチャネル（Iks）βサブユニット
AF６ KCNA５ カリウムチャネル（IKur）αサブユニット
AF７ ANK２ アンキリンB
AF８ KCNH２ カリウムチャネル（IKr）αサブユニット
AF９ ABCC９ カリウムチャネル（IkATP）βサブユニット
AF10 SCN５A ナトリウムチャネルαサブユニット
AF SCN１B ナトリウムチャネルβサブユニット
AF SCN２B ナトリウムチャネルβサブユニット
AF SCN３B ナトリウムチャネルβサブユニット
AF GATA４ 転写因子

進行性心伝導障害
PCCD SCN５A ナトリウムチャネルαサブユニット
PCCD SCN１B ナトリウムチャネルβサブユニット
PCCD LMNA ラミン
PCCD GJA５ コネキシン40

洞不全症候群
SSS SCN５A ナトリウムチャネルαサブユニット
SSS HCN４ カリウムチャネル（Iｆ）αサブユニット
SSS ANK２ アンキリンB
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全てを同定するためには$5,000～$10,000ほどの費用がか
かるが，更なる技術の進歩により数年先には$1,000で全
ゲノムの塩基配列同定が行える“$1,000シークエンス”時
代が到来すると期待されている．全ゲノム配列の決定は
個々の遺伝情報に応じた医療（個別化医療ないしはテー
ラーメイド医療）に極めて有用である．次世代シークセ
ンサーを用いた遺伝子解析は不整脈分野でも行われ始め
ており，2010年後半には次世代シークエンサーを用いて
遺伝性不整脈の新たな原因遺伝子を同定した研究が報告
された．また現在，筆者らの施設でも次世代シークエン
サーを応用した研究を行っている．

ゲノムワイド関連研究（Genome-Wide Association 
Study，GWAS）

　遺伝性不整脈症候群のように稀な疾患は，一つの遺伝
子における一つの突然変異がイオンチャネルなどの重
要な蛋白の重症な機能異常を来たすことによって発症
することが多い．一方，発症頻度の高い疾患（common 
disease）の場合は，複数のSNPのような多型の影響が積
み重なって発症するという仮設も提唱されている．この
SNPと疾患の関連性を全ゲノムに渡って網羅的に調べる
手法がGWASである．国際的な共同研究においてGWAS
でマーカーとして用いられるタグSNPの同定が行われ，
網羅的研究を行うことが可能となった．通常GWASでは
数十万から百万ほどのタグSNPが用いられる．
　不整脈分野におけるcommon diseaseである心房細動
はいくつものGWAS行われている．そのうちの１つの
研究では複数の全ゲノム解析の結果をメタ解析したもの
で，孤立性心房細動1,335症例と対照12,844症例において
タグSNPを比較したところ，３つのタグSNPが心房細動
と有意な関係を示した．８これはタグSNPそのものが心
房細動の発症に影響しているということではなく，タグ
SNP近傍に存在する遺伝子多型が心房細動に関係すると
いうことを示している．このため，有意な関係を示した
タグSNPのうち１番目の染色体に存在するタグSNPの周
囲において詳細なマッピングを行うと，心房の正常な電
気生理活動に重要な役割を果たすカリウムチャネルの一
つ，KCNN３のSNPが心房細動の発症に関与しているこ
とが分かった．
　GWASは疾患と遺伝子多型の関連を検討するためだ
けではなく，個体間における表現型の多様性（ばらつき）
を検討するためにも用いられる．QT間隔は心臓の再分
極時間（心筋が興奮後さめるまでの時間）を反映してい
るが，QT間隔の30％程は遺伝的な影響を受けることが
示唆されてきた．このQT間隔への遺伝子多型の影響を

調べたGWASがいくつか報告されている．９，10まず2006
年に，最初の心電図所見と遺伝子多型の関係を示した
GWASの結果が報告された．９この研究はNOS１APとい
う一酸化窒素合成に関与する遺伝子がQT間隔のばらつ
きの1.5％程度を規定していることを示した．NOS１APの
心臓電気生理活動における役割は，それまで全く未知
であった．この研究は心臓の再分極過程に関与する新
たな遺伝子を同定することで，GWASが新たな電気生
理学的な知見を得るために重要な役割を果たすことを
示した点でも重要である．実際，その後の研究によっ
てNOS１APの遺伝子多型がQT延長症候群において突然
死のリスクに関与することや， 12乳幼児突然死症候群に
関与することが示されている．13さらにGWASによって
NOS１APなどの複数の遺伝子が薬剤性のQT延長症候群
の発症に関与することも明らかとなり，GWASが個々の
遺伝情報に応じた医療（個別化医療ないしはテーラーメ
イド医療）に必要な情報を得るためにも有用なことが示
された．14QT間隔と同様に心拍数や，PR間隔，QRS間隔
に影響する遺伝子もGWASによって複数同定されてお
り，これには心臓の電気生理活動に関与することが未知
であった遺伝子も複数含まれている．15，16心臓ナトリウ
ムチャネルSCN５Aが房室ブロックや洞不全症候群の原
因遺伝子であることは，候補遺伝子解析によって既に明
らかとなっていたが， 17，18GWASによって神経に発現し
ているナトリウムチャネルであるSCN10AがPR間隔に
関与しており，SCN10Aは新たな心臓の刺激伝導性を規
定する遺伝子であることが示された．15，16Chambersらは
GWASの結果を元に，SCN10AのあるSNPがPR間隔に関
係していることを明らかにした．15また，SCN10Aをノッ
クアウトしたマウスにおいて心拍数は変化しなかったが，
PR間隔が延長していた．この研究ではSCN10Aは心拍
数やQRS間隔に関係しなかったが，別のGWAS研究では
SCN10AがQRS間隔にも関係すると共にSCN10AのSNP
が房室ブロックやペースメーカー植え込みのリスクに関
与することも示されている．16このように２つのGWAS
が異なる結果を示したことは，研究対象の人種や地域に
よってGWASの結果が影響を受けることを反映してお
り，結果の解釈には慎重さが必要である．さらにこの研
究では，心拍数や心臓の刺激伝導性に関与する複数の遺
伝子が新たに明らかとなるとともに，TBX５が高度房室
ブロックと心房細動の発症に，CAV１が心房細動の発症
のリスクに関与することが示された．

全ゲノム解析・全エクソン（Exome）解析

　次世代シークエンス法の進歩は30億塩基対からなるヒ
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トゲノムの全ての塩基配列を短期間で同定することを可
能とした．しかし実際にアミノ酸に翻訳される塩基配
列を含んでいるエクソンは全ゲノムの約1.5％ほどの約
4,000万塩基対であり，未解明の原因遺伝子を探求するた
めに，全エクソン（Exomeと呼ばれる）シークエンスが
最近行われてきている．Exomeシークエンスによりあら
ゆる疾患の原因となる遺伝子変異が同定されるように一
見思われるが，実際には一個人の全エクソンシークエン
スによって数千から一万種類以上のRare variantsが同
定され，実際に疾患発症に関与している一つの変異を決
定することは極めて困難である．そこで現時点では，一
つの疾患の罹患者を多く含む大家系における原因遺伝子
の検索や浸透率が極めて高い（変異を有する者が病気を
発症する割合が極めて高い）疾患に応用は限られている．

遺伝子解析の実際

　このように複数の不整脈症候群においての多数の原因
遺伝子が明らかとなっているが，現在本邦では高度先進
医療としてQT延長症候群の遺伝子診断が保険診療とし
て認められているのみであり，また遺伝子診断が行える
施設は限られている．新潟大学では高度先進医療として
保険償還される以前から，他施設の症例を含んだ不整
脈ないしは他の心疾患症例の遺伝子解析を行ってきた．
19，20実際の遺伝子解析は，採血によって得た白血球より
DNAを抽出し，標的となる遺伝子のエクソンの塩基配列
を同定することによって行われることが多い．遺伝子検
査にあたっては日本循環器学会の「心臓血管疾患におけ
る遺伝学的検査と遺伝カウンセリングに関するガイドラ
イン」を参照されたい．このガイドラインでは遺伝学的
検査の目的を，
①症状が出現している個人の確定診断
②診断時，無症状の個人が将来，心臓血管疾患となる
可能性（発症前診断）

③遺伝子変異や染色体異常を有しているものの，現在
および将来にわたって発症しない者（保因者）であ
るか否かを調べること（保因者診断）

④特定の多因子遺伝性疾患としての心臓血管疾患に
ついて遺伝的素因が存在するかを調べること（易罹
患性検査）

⑤薬剤に対する効果，副作用の発現の推定（薬理遺伝
学的検査）

⑥出生前診断
としている．インフォームドコンセントの取得は必須で
あり，特に発症前診断においては，その適応と限界につ
いて対象者が十分に理解したうえで行う必要がある．
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はじめに

　生活スタイルの欧米化にともない虚血性心血管疾患の
罹患率が増大している．その重症型が急性心筋梗塞，不
安定狭心症，虚血性の心臓突然死であり，これらを総称
して急性冠症候群と呼んでいる．急性冠症候群の病態と
しては，冠動脈硬化病変を基盤として形成された粥腫に
炎症細胞が浸潤し，最終的には内腔面の菲薄化した線維
性被膜が破綻して血管壁内の脂質粥腫成分及び組織因子
が管腔内に放出され，血管内に血栓ができることが主因
である１，２．一部では血管組織の損傷が浅く破綻に至らな
い，「びらん」から凝固系が亢進し，線溶系も低下，さら
に血小板凝集能が亢進し，冠攣縮もあいまって冠動脈内
血栓を生じ，急性冠症候群が発症すると考えられている．
中でも血栓により冠動脈が閉塞し心筋が壊死に至る急性
心筋梗塞は突然死の死因の大部分を占めている．急性心
筋梗塞の急性期死亡率は，再灌流療法の登場によりそれ
まで20％前後であったものが10％以下になったとされて
いるが３，これらは医療施設における院内死亡率に過ぎ
ず，監察医務院の報告や日本病理剖検輯報によると内因
性突然死の約50％は診断のついていない急性心筋梗塞と
考えられており，院外を含めた急性期死亡率はより高率
であると推測される４．さらに急性心筋梗塞の急性期に
おける死亡の半数は発症から数時間以内とされており５，
閉塞した冠動脈の血流を可能な限り早期に再開させるこ
とが極めて重要である．これにより急性期死亡率を減少
させるとともに，梗塞サイズを縮小し，長期予後の改善
も期待できる５．
　循環器病学の分野で，超音波医学は心血管の形態・機

能及び血行動態を非侵襲的に観察することができ疾患の
病態把握に大きく貢献している．また非侵襲的であると
ともに，大規模な設備・装置を必要としない点において
も優れている．さらに超音波は集束的に照射することで
治療にも応用されている．
　超音波とは一般に，可聴周波（約30Hz～20kHz）より
高い周波数の音波，つまり人間の聴覚器官では捉えられ
ない周波数の高い音波のことを言い６，その周囲に伝わ
る波動である超音波エネルギーを医療の様々な局面で使
用している．超音波は空気中に限らず，水中，固体中など
あらゆる物質中を伝搬することができ，物質中の音速や
吸収係数などの伝搬特性の違いを利用して，生体組織の
性状や機能を測定することに利用されている６．音波の
拡散・減衰は周波数と関係があり，たとえば周波数が高
いと減衰が強くなるが，指向性は良くなり，分解能も向
上する．指向性は音源の振動面の面積と波長との関係で
決定され，波長に対して振動面の面積が大きいほど，ま
た，波長が短いほど鋭い指向性が得られる．逆に周波数が
低周波であるほど，長波長となり，生体組織の深部にま
で作用が到達する．この原理に基づき，診断用には指向
性・分解能を優先して，高い周波数を用い，治療用には
エネルギーの大きな低周波超音波を用いている６，７．音波
は光と同じように，反射や回折をする．物質の密度ρ×
音速vの値を固有音響インピーダンスといい，その値が
大きく違う物質の境界では，音は伝搬せずに反射し，そ
の周波数は変化しない（v=λf （λ：波長， ｆ：周波数）
で，ｆは一定）．血管壁においても血液と血管壁の音響
インピーダンスの違いから反射・回折が繰り返し生じて，
超音波による物理作用は局所的に増大する６．
　超音波による衝撃波，破砕などの各種の生体作用のメ
カニズムは体液中の溶存気体から発生する微小気泡が大
きく関与している．超音波波動により，液層中の圧力が陽
圧・陰圧とサイン関数様に変化し，最大陰圧下で，溶存
気体が微小気泡となる８．微小気泡の生体組織での物理・
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熱化学作用を特に流体力学的に説明すると以下のように
なる．微小気泡は，超音波の音圧強度に応じて，例えば
Low intensityの範囲ではMicrostreaming現象を生じる．
これは持続する超音波の音圧強度により気泡径が拡大・
縮小を繰り返し，局所的に振動するものである９．High 
intensityの場合には空洞現象（Cavitation）が加わる．こ
れは気泡が圧壊する時点で大きな圧力を放出し，ジェッ
ト流が生じるものである．空洞現象に伴う衝撃波の放出
により細胞膜の形状に変化が生じることも報告されてい
る９，10．さらに強力な超音波を使うと気泡崩壊時に発光し，
化学反応が生じる．これはCavitation発光またはソノル
ミネッセンスとして知られている．微小気泡の特性は崩
壊に至るまでの挙動にある．通常の気泡が破裂という様
式をとるのに対して，直径50μm以下の微小気泡の場合，
縮小から圧壊の過程で微小気泡内部の圧力が高まり（自
己加圧効果），より大きな衝撃波を放出する．これらの物
理作用を生体の健常組織の機能・形態を損なわない範囲
で制御することで，超音波の非侵襲性を最大限に活用し
た新しい治療法を開発することが可能である．
　超音波の作用を補助する目的で，主に診断用薬として
アルブミンや糖質などの高分子を被膜として，内腔に
はガスを封入したμmサイズの微小気泡（マイクロバブ
ル）が開発されてきた８，11．その使用目的は，マイクロバ
ブルの存在下で超音波信号を局所的に増幅し，生体組織
の形態，臓器構造の視認性を向上させるとともに，ドッ
プラー信号の感度も増強する点にあった．マイクロバブ
ルを治療的な超音波エネルギーにより刺激すると，より
強度な圧壊現象を起こし，超音波そのものに由来する空
洞現象とあいまって局所的に大きな物理作用を引き起こ
すことが想定される．この現象を利用して細胞膜の流動
性を変化させ，細胞破砕やアポトーシスを誘導するなど，
積極的に治療面に応用する考え方がある７，８．
　超音波とマイクロバブルの特性を最大限に生かし，診
断と治療を，さらには治療評価を含む全ての過程をリ
アルタイムかつ非侵襲的に行なおうというTheranosis
（Theragnosis）という概念が提唱されている．我々は
既存の微小気泡（マイクロバブル）をナノレベルまで微
小化するとともに，分子標的性を付与した，「分子標的性
バブルリポソーム」を開発した．それによって血栓の局
在診断や動脈硬化の性状診断を可能とするとともに，治
療用超音波の作用を病変局所に集中させ，増幅させるこ
とを狙いとしている．本稿では心血管疾患の診断および
治療デバイスとしての応用についての研究成果を踏まえ
て，超音波血栓イメージングとイメージングガイドによ
る超音波血栓破砕の研究開発の動向について紹介したい．

第１章　血栓イメージング

　血栓の非侵襲的診断は，各種診断装置が進歩した現在
でも困難である．ことに冠動脈などの中動脈から小動脈
の太さでは，侵襲的検査である血管造影や血管内超音波
を用いたとしても，動脈硬化病変との識別が難しい12．
これに対して米国のMcPherson，Ungerらを中心にして
血栓標的性微小気泡（マイクロバブル）の開発が進んで
きた．McPhersonはリポソーム表面に接着分子（ICAM）
の抗体を組み込んだimmunoliposomeを使って不安定
プラークの超音波診断に取り組み，Ungerらはリポソー
ムとは膜構造が異なり単脂質膜構造のミセル様のマイク
ロバブルにリガンドを組み込んだものによって動物実験
で左室内血栓や静脈血栓の局在診断について報告してい
る13－15．　
　リポソームは生体膜モデルとして1980年代に見出され
た物質であるが，近年ドラッグデリバリーシステムの
キャリアとして再び脚光を浴びている16，17．リポソーム
は，脂質の二重膜が球晶を成し安定性が高く，二重膜内
に水溶性の物質を保持する性質を有する．リポソームの
特性として，ナノサイズでの調整が容易であること，抗
体などを組み込む際の表面加工が容易であることが挙げ
られ，心血管系，特に血栓及び血管壁病巣内部を標的診
断し，同時に治療目的で各種薬物をデリバリｰする際に
最適と考えられる．また近年ではAlonsoらがex vivoで
ヒト血栓にabciximab組み込みのマイクロバブルを標識
させ，その血栓をラットの総頸動脈内に留置したモデル
を用いて体表面超音波による造影効果を報告している18．
これらを参考にして，リポソームに超音波造影能の主体
となるPerfl uorocarbonガスを保持・封入させたバブルリ
ポソームを開発することにした．そして通常の微小気泡
（マイクロバブル）の粒子径が数μmであるのに対して，
我々は直径が200nm程度のナノバブルを作製して，血栓
表面の標識のみならずフィブリン網内に侵入し，血栓全
体をターゲティングする血栓標的性バブルリポソームを
考案し，通常の診断用超音波装置で血栓を可視化する試
みをおこなっており，以下に紹介する．
血栓標的性バブルリポソームの作成
　我々は，様々なリガンドを組み込むことが可能であり，
しかも生体内で安定なナノ粒子であるリポソームをバブ
ルの殻として採用することにした．この際，リポソーム
の主要成分になるリン脂質の種類とバブルサイズの最適
化のため，以下の検討を行った．DSPC（ジステアロイ
ル・フォスファチジルコリン），DPPC（ジパミル・フォ
スファチジルコリン），DMPC（ジミリストイル・フォス
ファチジルコリン），DOPC（ジオレオイル・フォスファ
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チジルコリン） ４つのいずれかのリン脂質を骨格にリポ
ソームを作製した．いずれかのリン脂質126㎎とコレス
テロール 30mgと DSPE-PEG2000-Mal（ジステアロイ
ル・フォスファチジルコリン－ポリエチレングリコール
2000マレイミド基付） 51mgをクロロホルム：イソプロ
ピルエーテル（１：１，v/v）で溶解（モル比63mol％：
31mol％：６mol％）し，さらに生理食塩水２mlを加え
て25mMの溶液に調製した．相転移温度まで加温しなが
ら逆相蒸散法によりリポソームを作製した19．生理食塩
水８mlを追加し，最終脂質濃度を20mg/mlに調整した．
凍結融解を繰り返してリポソームを安定させ，エクスト
ルーダー処理により，粒子径を50，100，200，400nmに
調整した． その後バイアル内に封入し，バイアル内の
空気を，Perfl uoropropaneガスと置換して水槽式超音波
照射装置（42kHz，125W，Branson社）に５分間おいて
バブル化した．脱気水槽内に固定したゴム製チューブに
生理食塩水を満たし，そこにそれぞれのバブル化したリ
ポソーム（以下バブルリポソーム）0.1mlを注入し，９Ｍ
Ｈｚ診断用超音波装置で超音波画像を記録して超音波輝
度をＮＩＨ image画像解析ソフトを用いて定量評価した．
バブル作製から１分後の超音波輝度と60分後の超音波輝
度を比較し，耐久性の指標として60分後の輝度を１分後
の輝度で除し，100を乗じた超音波輝度残存率を算出した．
バブルリポソーム径の測定はELS-800粒子計測計を使用
し，dynamic laser light-scattering法から算出した．
　バブル作製から60分後の超音波輝度残存率はDSPC 
88.1％，DPPC 60.0％，DMPC 84.0％，DOPC 53.7％ で
あった．ナノバブルとしての耐久性はDSPCを基本骨格
にした場合が最も持続性に優れていた．またバブルサイ
ズによる超音波輝度の比較を行ったが，DSPCを基本骨
格にした場合は，50，100，200，400nmのいずれもNIH 
image解析によるgray-scaleは82.2～91.3の範囲でほぼ同
等であった．脾臓を中心とする網内系の取り込みを回避
するには200nm以下が望ましいと同時に，血栓組織およ
び動脈硬化巣へのEPR効果（Enhanced Permeation and 
Retention eff ect）の観点からすると50nmではフィブリ
ン網や内皮細胞間隙から病変組織内へ浸透した後に再度，
血管内に逸脱する割合が高くなり，組織選択性が低下す
る可能性がある．また通常の超音波診断装置に用いられ
ている超音波の周波数は数ＭＨｚであり，その波長は本
来μmレベルであり，ナノバブルとした場合でも，ある
程度の大きさを保っていないと超音波造影性に劣ると考
えられる．以上述べたような生体内挙動と超音波波長と
の関係を考慮すると，バブルサイズは200nmが最適と考
えられた．
　次に，バブルリポソームの脂質表面に血栓標的性リガ

ンドとしてArginine-Glycine-Aspartic acid （RGD） 配
列ペプチドを組み込んだ20－22．血小板膜のⅡbⅢa複合体
のαⅡbβ３インテグリン鎖は，通常複合体の内側に折りた
たまれた構造であるが，ADPやセロトニン，トロンボキ
サン等により活性化されると立体構造が変化してRGD
認識部位が外側に露出される22．αⅡbβ３インテグリンこ
そが種々の機序からなる血小板凝集の共通かつ最終経路
であり，Fibrinogenが保有するRGD配列がこの認識部位
（Receptor）に結合し，血小板血栓が完成する．多くの
研究により，RGD配列短鎖ペプチドがFibrinogenと拮抗
的に活性化血小板に結合することが証明されている22，23．
またRGD配列は血小板凝集のみならず，癌の転移に代表
される増殖細胞の遊走接着にも関与している．心血管疾
患の場合にはRGDペプチドは動脈硬化病変組織の血管
新生部位及び傷害内皮細胞に発現する接着分子αⅤβ３イ
ンテグリンに結合している24．以上の作用機序から考え
ると，RGDペプチドは不安定な動脈硬化病変全体を標識
する可能性があり，急性冠症候群のような血栓症と動脈
硬化巣が混在する場合における分子標的性ナノ粒子のリ
ガンドとして相応しいと考えている．
　本研究で使用した短鎖ペプチドは低分子（分子量768）
であるため，抗体を使用した場合よりも免疫原性が低
く，化学的にも安定と考えられる．架橋剤を用いて，リ
ポソームと共有結合させることも容易である．またペプ
チド合成に際しても，アンカーとしてGlycineを３基加え，
リポソーム表面からRGD配列を立体的・空間的に離して，
RGD配列の結合性を高める工夫を行った．
in vitro試験管血栓での造影
　正常ヒト全血（９ml）を１時間室温で緩徐に転倒混和
し試験管内血栓を作製した．血栓形成に合わせて採血後
10分の時点で，試験管内にRGDバブルリポソーム0.1ml
を注入した．脱気水槽内で7.5ＭＨｚ診断用超音波をコ
ントロール血栓が可視化できる最小ゲインに固定し撮像
した．造影効果の比較対照として，バブルリポソームを
添加しなかった血栓，及びリガンドを結合させない非特
異的バブルリポソームを添加した血栓の画像も撮影した．
造影効果は，撮像した血栓画像の輝度をコンピュータ解
析（NIH image）により256階調（黒＝０，白＝255）に
計測し，定量評価した．
　血栓標的性RGDバブルリポソームにより血栓のエ
コー輝度は肉眼的にも明らかに上昇するとともに【図１
A】，定量解析でも血栓のgray-scale levelはRGDバブル
リポソームなしの血栓では48±9であり，non-targeting
バブルリポソーム混合血栓では58±16であったのに対し
て，RGDバブルリポソーム標識血栓においては93±26と
なり，およそ２倍に増大した25（p=0.002，n=10）【図１B】．
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ウサギ腸骨大腿動脈急性血栓モデルに対する静脈内投与
　血栓作製時に血管を露出するなど外科処置を加えてし
まうと，その後に超音波を使った非侵襲的な診断と治療
が不可能になってしまうため，家兎腸骨大腿動脈内に経
カテーテル的に血栓を作製した26，27．透視下で５French
のシースを頚動脈から挿入，腸骨動脈にバルーン傷害を
加えた後，0.014インチのガイドワイヤーを標的血管壁に
接触させた．腸骨動脈付近の皮膚に針電極を留置し，約
30分間，３Vの直流通電によって内皮傷害を繰り返し，血
栓を作製した26，27．血管造影で急性動脈閉塞を確認した後
【図２A】，RGDバブルリポソームを耳静脈より注入した．
　ウサギ動脈血栓像の超音波輝度は肉眼的に明瞭になっ
た【図２B】．さらに輝度を定量評価したところ，RGD
バブルリポソーム静脈内投与後は33.2±2.0で，投与前の
24.8±2.7と比較して有意に上昇した25（p=0.0002，n=10）
【図２C】．
　以上のように，血栓標的性ナノ粒子であるRGDバブル

リポソームを開発し，静脈内投与で通常の診断用超音波
装置でも動脈血栓を造影し可視化できるようになった．

第２章　超音波血栓破砕療法

　急性心筋梗塞の主たる病態は冠動脈内プラークの破綻
に引き続いて生じる血栓閉塞である．閉塞した血管の再
灌流療法としては外科的なバイパス術のほかに，閉塞血
管そのものを治療する経皮的冠動脈インターベンション
（PCI）と冠動脈血栓溶解療法がある．前者は手技自体の
成功率は約90％と優れているが，大量の抗凝固薬投与を
前提とし，血管造影システムをはじめとして大規模な医
療施設が必要であり，治療対象から外れてしまう患者も
多い．また手技も侵襲的で血管解離などの深刻な合併症
も生じることがある．いっぽう組織プラスミノ－ゲンア
クティベーターの静脈投与による血栓溶解療法は非侵襲
的再灌流治療として確立された手法であるものの，再疎
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通率で約75％，完全再疎通率は約60％であり，25～40％
程度再疎通が得られず，また血流再開に成功しても急性
再閉塞を生じやすい点や，全身的な出血性合併症などの
問題が解決されていない５．急性心筋梗塞の急性期治療
は完全に確立したとは言い難いのが現状である．
　脳卒中治療においても血栓溶解療法は有効であるが，
出血性合併症を回避するため，血栓溶解療法の適応は発
症から３時間以内を原則とし厳格に運用されている28，29．
そのため脳卒中患者の多くがその恩恵に浴することがで
きないのが現状である．
　これらを克服すべく，超音波の治療応用は主として血
栓治療の分野で発展してきた．この10年ほどで急性心筋
梗塞および脳卒中を対象とした臨床治験も実施されてい
る．まず取り組まれたのが超音波による血栓溶解剤治
療の増強効果についてである．急性心筋梗塞では経皮
的な低周波超音波を血栓溶解剤治療に上乗せして冠動
脈血流改善ならびに心電図ST上昇の低減を狙ったPLUS

研究が行われたが有用性は確認できなかった30．いっぽ
うCLOTBUST研究では脳卒中を対象としてtranscranial 
Doppler ultrasound （TCD）が血栓溶解剤治療の効果を
増強することが示された31．
　いっぽう超音波照射とマイクロバブルの相互作用が
血栓溶解剤の局所的な作用を促進する効果についても
研究が進められてきた32－35．それらの動物実験の成果
に基づいて脳卒中患者を対象にして血栓溶解剤投与に
超音波照射とマイクロバブル投与の併用が検討され
た．Alexandrovらの検討では再灌流率の向上が示され36，
TUCSON研究でも再疎通時間の短縮効果が示されたが，
頭蓋内出血が増加するなど37，解決すべき課題が残って
いる．
　上記研究では，非選択的マイクロバブルを使用してお
り，破砕治療に必要十分な局所濃度を維持しようとすれ
ば，一定以上の血中濃度が必要となり，健常部との境界
領域など脆弱部位で出血が生じやすくなったものと考え

図２
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られる．
　そこで，血栓イメージングで開発された血栓標的性の
マイクロバブルを利用して，病変局所においてのみ血栓
破砕作用を著明に増強しようと考え，いくつかの研究が
進められている38．これまでのところ，標的性マイクロ
バブルと超音波を組み合わせた血栓破砕治療が非選択的
マイクロバブルを使用した場合や血栓溶解剤と超音波照
射の組み合わせよりも優位性を示すには至っていない．
そこで我々は，以下に示すように血栓標的性バブルリポ
ソームと超音波照射を組み合わせ，診断と同時に血栓溶
解剤を用いずに，非侵襲的血栓破砕を行なう治療法の有
効性についてin vitro及びin vivo動物モデルで検討した．

in vitro試験管血栓での破砕効果の検討
　健常ボランティアのヒト全血を真空管採血し，室温放
置による血栓形成過程から，第１章に示した血栓標的性
超音波造影用バブルリポソームを血液中に混合し，１時
間採血管を振盪させ血栓形成させた．造影効果の確認の
のち，標識された血栓を取り出し，200～300㎎の大きさに
切り分けて（平均254㎎）重量を計測後，血漿２mlの入っ
た試験管に留置し，この試験管を脱気水の入った水槽内
で低周波超音波装置から約１㎝の位置に固定した．５分
間，低周波超音波（日立製作所製：27ｋHz，4.0W/㎠）を
照射し，再び血栓を取り出し重量を計測し，重量減少率
を破砕効果の指標とした．比較対照としてバブルを投与
せずに超音波単独照射した群，RGDペプチド抜きで作製
した非特異的超音波造影用バブルリポソームを添加し低
周波超音波を照射した群についても重量減少率を測定し
た．
　血栓重量減少率はそれぞれ，超音波単独群で21％，非
特異的超音波造影用バブルリポソームと超音波照射群で
21％，血栓標的性バブルリポソームと超音波照射を併用
した群では65％であった（p=0.0002，n=12）．今回開発
した血栓標的性バブルリポソームを用いた場合，破砕効
果は超音波単独に比較して３倍に増大した．RGDペプチ
ド抜きで作製した非特異的超音波造影用バブルリポソー
ムと超音波照射の組み合わせでは破砕効果の増幅作用は
認めなかった39．【図１C】

in vivoウサギ急性動脈血栓モデルでの破砕効果の検討

１低出力超音波による破砕効果の検討

　腸骨動脈を急性に血栓性閉塞させたウサギに対して，
RGDバブルリポソームを静脈内投与して体表面超音波
装置で非侵襲的に血栓の位置・大きさを診断し，同部位
に対して直ちに経皮的に低周波超音波（Timi３社製：

29ｋHz，0.7W/㎠）を照射した．15分間，超音波照射を
行った後に血管造影を行ない，造影上のTIMI blood fl ow 
gradeを治療効果の判定基準とした40．治療開始から60分
間，上記治療を繰り返し，その後30分間を急性再閉塞の
有無を確認するための観察時間とした．RGDペプチド抜
きで作製した非特異的超音波造影用バブルリポソームを
添加し低周波超音波を照射した群について比較対照群と
して血栓性閉塞血管の再疎通率の向上ならびに再疎通に
要する時間の短縮効果を検証した．
　血管造影で急性動脈閉塞を確認後，引き続いて同部位
に対して低周波超音波を照射したところ，67％の割合
（12血管のうち８血管）で再疎通に成功しTIMI３の平
均到達時間は45分であった．非特異的（血栓標的性のな
い）バブルリポソームと超音波の併用群は８％，60分で
あった．再疎通成功率はRGDバブルリポソーム投与と
超音波照射をした群が統計的に有意に優れていた（p＜
0.0001）．但し，再疎通時間は非特異的バブルリポソー
ム群では１例しか再疎通成功例がなく統計処理は困難で
あった39．【表１】

２高出力超音波による破砕効果の検討

　腸骨動脈内に急性血栓性閉塞を作製したウサギに対し
て，RGDバブルリポソームを静脈から投与して体表面超
音波装置で非侵襲的に血栓の位置・大きさを診断し，同
部位に対して直ちに経皮的に低周波超音波（日立製作所
製：27ｋHz，4.0W/㎠）を照射した．15分毎に血管造影を
行ない，造影上のTIMI blood fl ow gradeを治療効果の判
定基準とした40．通常の血栓溶解剤投与群（monteplase：
27500IU/kg）と，RGDペプチド抜きで作製した非特異的
超音波造影用バブルリポソームを添加し低周波超音波を
照射した群についても比較対照群とし，血栓性閉塞血管
の再疎通率の向上ならびに再疎通に要する時間の短縮効
果を検証した39．
　血管造影で急性動脈閉塞を確認後，引き続いて同部位
に対して低周波超音波を照射したところ，90％の割合で
再疎通に成功しTIMI３の平均到達時間はそれぞれ17分
であった．これは非特異的（血栓標的性のない）バブル
リポソームと超音波の併用群が30％，60分であり，また
血栓溶解剤投与群が40％，41分であったのに比べ統計的
に有意に優れた結果であった39（p＜0.0001）．【表２，３】
　今回，開発したRGDバブルリポソームにより，通常
の診断用超音波装置で治療の標的とすべき急性動脈血栓
の位置が特定でき，さらに同部位に低周波超音波を照射
することで，結合しているバブルリポソームの周辺で
microstreaming及び，cavitation現象を発生させ，血栓を
破砕することができたと考えられる．
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　診断に要する時間は超音波検査ゆえに数分程度で完了
し，診断から直ちに治療に移行できる．高出力超音波
（27ｋHz，4.0W/㎠）を使用した場合は20分以内に90％
の個体で再疎通に成功しており，これは臨床で実施され
ている経皮的血管形成術（PTCA）の成績と比較しても
遜色のない結果であった．また，60分間の超音波破砕治
療を行った後の30分間を経過観察期間として，最後に血
管造影を行ったが，急性再閉塞の発生は認められなかっ
た．低出力型の超音波装置（29ｋHz， 0.7W/cm2）の場
合，破砕効果はやや不十分であった．これはこの装置が
米国食品薬品安全局（FDA）による安全基準を満たすた
め，60分間の連続照射をしても健常組織に何らの悪影響
が出ないよう，それ単独ではcavitation現象を生じない

程度の低出力にしてあり，しかも出力形式をパルスモー
ドとして安全性を高めた分，音圧強度が微弱であったこ
とに起因していると考えられる．今後，出力形式を高出
力超音波の場合と同じように連続波にすることで再疎通
成功率を向上させることが期待でき，同時に再疎通時間
も短縮できるのではないかと考えられる．治療用超音波
装置の安全基準はこれまでのところ確立されていないの
で，診断用超音波装置の安全基準を目安に0.7W/㎠から
1.0W/㎠程度の強度で，十分に治療効果が上がるように，
バブルリポソームと超音波照射条件の最適化が必要と考
えられる．

表１．低出力超音波による破砕効果

TIMI 
grade

RGDバブルリポソーム
+ 低出力超音波 

非特異性バブルリポソーム
+ 低出力超音波 p値

　TIMI Ⅲ ８／12 （67%） １／12 （８%） 0.003

� TIMI Ⅱ ８／12 （67%） １／12 （８%） 0.003

� TIMI Ⅰ ８／12 （67%） １／12 （８%） 0.003

表２．高出力超音波による破砕効果

TIMI
grade

RGDバブルリポソーム
 + 高出力超音波

非特異性バブルリポソーム
 + 高出力超音波

rt-PA
投与 p値

　TIMI Ⅲ ９／10 （90%） ２／10 （20%） ４／10 （40%） 0.004

� TIMI Ⅱ ９／10 （90%） ３／10 （30%） ４／10 （40%） 0.01

� TIMIⅠ ９／10 （90%） ３／10 （30%） ４／10 （40%） 0.01

表３．高出力超音波による再疎通時間

TIMI 
grade

RGDバブルリポソーム
 + 高出力超音波

非特異性バブルリポソーム 
+ 高出力超音波

rt-PA
投与 p値

TIMI III 16.7 +/－
5.0（分）

60.0 +/－
0（分）

41.3 +/－
14.4（分） <0.0001

� TIMI II 15.0 +/－
0.0（分）

60.0 +/－
0（分）

37.5 +/－
15.0（分） <0.0001

� TIMI I 15.0 +/－
0.0（分）

40.0 +/－
17.3（分）

37.5 +/－
15.0（分） 0.0014
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今後の展望

　今回用いたウサギの腸骨大腿動脈は血管径が約３㎜で，
ヒトの冠動脈の大きさに匹敵する．ただし冠動脈を考え
ると，左前下行枝は心臓の前面に位置し，胸郭から１～
２㎝の深さに位置しており，今回のウサギ血栓モデルの
条件はそれに近いが，左回旋枝と右冠動脈は心臓の後面
に位置しており，より深部に位置する血栓のイメージン
グと破砕効果について検討が不可欠である．同時に，急
性冠症候群のような血栓症と動脈硬化巣が混在する場合
における，動脈硬化プラークの断片や血栓の断片による
末梢塞栓が問題となると考えられる．実際，低出力型の
超音波装置で破砕治療を行った場合に，末梢塞栓による
再疎通失敗例が認められた．これらを踏まえると今後は，
Timi３社製装置のように心臓全体を覆う大きさのトラ
ンスデューサーを使用し，バブルリポソームの投与法も
ボーラス投与でなく，持続注入または間歇投与という形
をとれば，主病変部のみならず病変周囲や末梢塞栓子も
含めて確実に血栓を捕捉して，より効果的な破砕治療が
施行できると考えられる．
バブルリポソームの微小気泡としての寿命は生体外では
約１時間は保持されることを確認したが，生体内での挙
動については，今回のプロトコール上，血栓診断がつい
てから直ぐに破砕治療に移行したため正確な時間計測は
出来ていない．参考ながら試験管血栓の場合，約15分間
は造影効果が持続しており，臨床で想定される状況とし
て，RGDバブルリポソームを静脈内投与してから血栓閉
塞部位を体表面超音波診断装置で探索する場合には，充
分対応できると考えられる．
　また超音波波長と微小気泡の共振の関係からすれば，
理論的には数μmのサイズのマイクロバブルが超音波造
影効果を発揮すると考えられていたが６，今回のRGDバ
ブルリポソーム投与でも，これまでに発表された他の血
栓造影マイクロバブルに匹敵する超音波輝度上昇効果が
得られた．これはRGDバブルリポソームが血小板・フィ
ブリンに密集し一塊となっているところに超音波のエネ
ルギーが加わって，cavitation cloudsを形成し41，結果と
して超音波とマイクロバブルの関係と同様の挙動を示す
ようになったものと推測される．
　今後はこれらの基盤技術を臨床応用するために，より
標的性の高いバブルリポソームを開発するとともに，低
出力で安全な超音波でも治療効果が上がるように超音波
照射条件の最適化が必要である．また，現段階では診断
用超音波装置と治療用超音波装置は別立てとなっている
が，一体化された場合には，診断から治療，さらには治
療モニタリングがスイッチ一つで実現できることになる．

まとめ

　超音波と標的性ナノ粒子を組み合わせた新しい心血管
疾患の診断・治療法を開発した．低周波超音波の物理エ
ネルギーを標的性ナノ粒子で選択的に増幅させることを
応用して，血栓症の非侵襲的な局在診断と破砕治療を同
時に行なうことが可能になった．
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第42回　日本心脈管作動物質学会　評議員会　議事録

日　時：平成25年２月８日（金）～２月９日（土）
場　所：奈良県新公会堂
議　長：吉栖　正典（第42回年会長）

１．役員人事　報告，承認
　　　新理事
　　　　【基礎系】
　　　　　西山　　成（香川大学医学部薬理学）
　　　　　筒井　正人（琉球大学医学部薬理学）
　
　　　　【臨床系】
　　　　　伊藤　　宏（秋田大学大学院医学系研究科循環器内科学・呼吸器内科学）
　　　　　佐田　政隆（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部循環器内科）
　　　　　平田　健一（神戸大学大学院医学研究科内科学講座循環器内科学分野）
　
　　　新監事
　　　　　吉栖　正典（奈良県立医科大学薬理学）

　　　新評議員
　　　　【基礎系】
　　　　　野間　玄督（広島大学原爆放射線医科学研究所ゲノム障害病理研究分野）
　　　　【臨床系】
　　　　　森本　　聡（東京女子医科大学病院高血圧・内分泌内科）

２．平成24年度収支決算　報告、承認

３．平成25年度収支予算　報告、承認

４．次年度年会長　報告
　　　会　長：平田　健一（神戸大学大学院医学研究科内科学講座循環器内科学分野）
　　　会　期：平成26年２月15日（土）～ 16日（日）
　　　会　場：神戸国際会議場
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編 集 後 記

　近畿地方の花見の木の咲く順序は、例年決まったように２月から３月初旬に梅に始まり、桜か
ら桃へと順に気温の上昇とともに咲いていく。今年は２月頃の例年にない寒さのために梅の開花
が約１月遅れ、逆に３月の中旬の春の様な陽気のせいで桜の開花が早まり、梅の花が散ると重な
るように桜が咲き、まるで北海道や北ヨーロッパの春のように一気に花が咲きそろう春となりま
した。どうして花木の咲く順番は決まっているのでしょうか。季節の変化に植物がどのように対
応するかを研究するフェノロジー（phenology）という分野があるそうです。
　桜の木での開花時期の予測をすることが比較的分かっているようです。春咲の木々の花芽は
前年の夏頃には作られますが、葉で作られるアブシシン酸が出て花芽の成長が抑制されます。木
は葉を落とす晩秋から休眠期に入り、花芽は冬の寒さに晒されることにより休眠が破られ花芽
が生育して開花することが知られています。しかし休眠前の10月ごろに米国でいうインデアンサ
マーのような温かい日が続くとソメイヨシノが狂い咲きしているのを見かけることがあると思い
ます。また、大阪や東京の都市部ではヒートアイランド現象により３月の気温が高い場合がある
と周辺のソメイヨシノが標準木より早く開花することがあります。フェノロジーによると積算温
度が開花の時期を決めるようです。多くはソメイヨシノを標準木として開花時期を予想していま
す。積算温度は標準温度以上の日の平均気温を積算する方法で単位は度日で表される。積算温度
は、農作物の生育に要する熱量の目安でジャガイモは1000度日、稲は2500度日です。ちなみに他
の植物の標準温度は秋播きの野菜は5度、夏季に生育する植物は10度、熱帯植物は15度だそうで
す。ソメイヨシノの開花を予測するのは平均開花日の15日前から過去の記録を基に起算日を決め、
温度変換日数を積算して予測します。ソメイヨシノの場合は平均気温15度を中心に温度を日数に
換算して積算して開花時期を予測するようです。でも天気予報のようにピタリと予測することは
中々難しいことは分かるような気がします。梅が桜より早く咲くのは、梅は桜よりも休眠が破れ
やすいため桜より先に咲くそうです。
　植物の分野でも分からないことが沢山あることに気が付きますし、分子レベルの話はあまり出
てきませんが、きっと温度センサーとなる分子などがあり春を感じるのでしょうか。

（Ｈ.Ｉ.）
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お知らせ

日　　時：平成25年５月27日（月）　10：00 ～ 17：00
場　　所：千里ライフサイエンスセンタービル　５階ライフホール
　　　　　（大阪府豊中市新千里東町1－4－2、地下鉄御堂筋線／北大阪急行千里中央下車）
趣　　旨：疾患研究に至る網羅的手法として、メタボローム（代謝物総体）は、ゲノム情報に

もっとも近接した表現型と考えられている。近年、メタボローム解析により様々な疾
患に特有のバイオマーカーが見つけられており、それらを利用して診断システム、疾
患発症メカニズム解析、治療法・新薬開発等の種々の応用が始まっている。一方、メ
タボローム研究は「生命科学」、「分析化学」、「インフォマティクス」の複合境界領域
研究であり方法論が標準化されておらず、普及が進んでいないのが現状である。この
シンポジウムでは、メタボローム解析研究の技術的側面を一線の研究者によりわかり
やすく解説するとともに、すでに進みつつある疾患研究への最新の応用例を紹介する。

プログラム:
　１．メタボロミクスの精密表現型解析への応用
　　　　　福　崎　英一郎（大阪大学大学院工学研究科　教授）
　２．マルチターン飛行時間型質量分析計の開発とメタボローム研究への応用
　　　　　豊　田　岐　聡（大阪大学大学院理学研究科　教授）
　３．コンパニオン診断を目指した代謝バイオマーカー開発
　　　　　大　橋　由　明（ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ社　部長）
　４．メタボローム：代謝病研究への応用
　　　　　下　村　伊一郎（大阪大学大学院医学系研究科　教授）
　５．メタボロミクスによるがんの代謝解析
　　　　　曽　我　朋　義（慶應義塾大学先端生命科学研究所　教授)
　６．口腔バイオフィルム研究へのメタボロミクスの応用
　　　　　久保庭　雅　恵（大阪大学大学院歯学研究科　講師）
　７．脂質ネットワークを介した腸管免疫の制御と創薬への展開
　　　　　國　澤　　　純（医薬基盤研究所/東京大学医科学研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロジェクトリーダー /客員教授）
　８．創薬バイオマーカー研究におけるメタボローム解析
　　　　　三　上　寿　幸（大日本住友製薬㈱ゲノム科学研究所　スペシャリスト）

コーディネーター：福　崎　英一郎（大阪大学大学院工学研究科　教授）
コーディネーター：下　村　伊一郎（大阪大学大学院医学系研究科　教授）

参 加 費：無　料
申込要領：氏名、勤務先、所属、〒所在地、電話番号、Ｅメールアドレスを明記の上、Ｅメール

で下記宛お申し込み下さい。件名は「千里ライフサイエンスセミナー E1」として下
さい。

申 込 先：千里ライフサイエンスセミナーE1係
　　　　　E-mail; sng@senri-life.or.jp
　　　　　URL; http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html#seminar-E1
　　　　　〒560-0082　大阪府豊中市新千里東町1－4－2
　　　　　千里ライフサイエンスセンタービル20階
　　　　　TEL　06－6873－2001
主　　催：公益財団法人　千里ライフサイエンス振興財団

千里ライフサイエンスセミナー E1
「メタボローム研究の疾患への応用を目指して」
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お知らせ

日　　時：平成25年７月４日（木）　10：00 ～ 17：00
場　　所：千里ライフサイエンスセンタービル５Ｆ　ライフホール
　　　　　（地下鉄御堂筋線千里中央駅　北口すぐ）
コーディネーター：
　　　　　眞貝　洋一　　理化学研究所 主任研究員
　　　　　木村　　宏　　大阪大学大学院生命機能研究科 准教授

演題および演者：
　　　　　「修飾ヒストン抗体を用いたエピゲノム解析の最新技術」　　
　　　　　　　　　木　村　　　宏　　　大阪大学大学院生命機能研究科　准教授
　　　　　「細胞分化における高次クロマチン構造制御機構」
　　　　　　　　　大　川　恭　行　　　九州大学大学院医学研究院　准教授
　　　　　「エピジェネティック制御の構造基盤」
　　　　　　　　　有　吉　眞理子　　　京都大学物質細胞統合システム拠点　特任准教授
　　　　　「化学遺伝学によるエピジェネティクス研究」
　　　　　　　　　吉　田　　　稔　　　理化学研究所　主任研究員
　　　　　「エピジェネティクス異常、特にＤＮＡメチル化異常と発がん」
　　　　　　　　　金　田　篤　史　　　東京大学先端科学技術研究センター　特任准教授
　　　　　「生殖細胞発生機構の解明とその試験管内再構成」
　　　　　　　　　斎　藤　通　紀　　　京都大学大学院医学研究科　教授

趣　　旨：あらゆる生命現象はゲノム情報に規定されているが、このゲノム情報が適切に取り出
され使われることで始めて、生命機能は本来の役割を発揮する。このゲノム情報の活
用を司るのが、エピジェネティクス制御系である。エピジェネティクス制御系の理解
が進み、それを調節することが可能になれば、これまで理解が困難であった多くの生
命現象や疾患も説明できるようになると考えられ、新たな治療法の開発にもつながる
と期待される。

　　　　　　このシンポジウムでは、エピジェネティクス制御の観点から生命現象を理解するう
えで必須なエピゲノム解析技術、エピジェネティクス制御機構の構造学的理解、エピ
ゲノム情報を制御するような創薬への試み、生命現象や疾患はどこまでエピジェネ
ティクス制御の観点から理解できるようになったのか、などに関する最新の話題を提
供し、エピエネティクス制御研究の展望に関して参加者と議論したい。

■参 加 費：無料
■定　　員：200名（定員になり次第締切ります）
■申込方法：氏名・勤務先・所属・役職名・〒・所在地・電話を明記の上、E-mailでお申し込み

ください。（FAXによるお申込みも可）
　　　　　　事務局より「参加証」をお送りいたします。
■申 込 先：セミナーＥ２事務局　　E-mail:dsp@senri-life.or.jp　　FAX：06－6873－2002
■主　　催：公益財団法人　千里ライフサイエンス振興財団（TEL：06－6873－2001）

千里ライフサイエンスセミナー E2
〈エピジェネティクス制御からの生命活動の理解とその展望〉
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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．

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

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

日本新薬株式会社

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
 毛利喜久男 中 川 雅 夫 山 田 和 生 平田結喜緒

第43回会長
 平 田 健 一

理　　　事
 田 中 利 男（理事長）
 平 田 健 一 伊 藤 　 宏 伊 藤 正 明 岩 尾 　 洋
 筒 井 正 人 寒 川 賢 治 西 山 　 成 佐 田 政 隆
 下 川 宏 明 玉 置 俊 晃 
監　　　事
 平 田 恭 信 吉 栖 正 典

評　議　員
〈基礎〉 安 藤 譲 二 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
 岩 尾 　 洋 泉 　 康 雄 寒 川 賢 治 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 成 宮 　 周 西 田 育 弘 西 村 有 平
 西 尾 眞 友 西 山 　 成 野 間 玄 督 大 橋 俊 夫
 岡 村 富 夫 新 藤 隆 行 曽我部正博 佐 藤 靖 史
 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
 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
 福 田 　 昇 福 本 義 弘 檜 垣 實 男 東 　 幸 仁
 平 田 健 一 平 田 恭 信 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
 岸 　 幸 夫 北 村 和 雄 倉 林 正 彦 小 林 直 彦
 河 野 雅 和 上 月 正 博 小 室 一 成 前 村 浩 二
 丸 山 一 男 湊 口 信 也 三浦総一郎 室 原 豊 明
 森 本 　 聡 長 田 太 助 中 尾 一 和 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 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 高 橋 克 仁 筒 井 裕 之 上 田 誠 二
 矢 田 豊 隆 吉 村 道 博 吉 栖 正 生 渡 邉 裕 司
    （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
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