
387

綜 説

要

脳虚血に対する神経保護療法の開発を目指して
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脳梗塞に対する血栓溶解薬 ｢組織型プラスミノダン･アクチべ-タ- (t-PA)｣は,1996年,

米国において ｢初の本格的脳卒中治療薬｣として認められ,以後,世界各国でその使用が承認

された.しかしながらtherapeuticもimewindow (治療可能時間)が発症後3時間以内ときわめ

て短く,その3時間を超えて使用した場合,有意な改善を認めないだけでなく,血管破綻に伴う

出血性脳梗塞を合併し,予後増悪の原因となる.これらのt-PAの問題点を克服するためには,

｢虚血性ペナンブラ｣を可能な限り維持し救出すること,そして ｢虚血性血管内皮障害｣を緩和

し,出血性梗塞への進展を防11こする治療的介入が必要である.すなわちt-PAと併用すること

でneuro-vascularprotectionを可能とする薬剤を開発することがきわめて重要である.

キーワード:脳梗塞,組織型プラスミノゲン ･インヒビタ-,神経 ･血管保護,ラ ッ ト

は じ め に

血栓溶解薬である ｢組織型プラスミノダン ･ア

クチベーター (tissuepiasminogenactivator;ト

PA)｣を脳梗塞の発症 3時間以内に静注すると,

発症から3ケ月後の機能回復が偽薬群に比べて有

意に良好であることが,米国 NINDSstudy (1995

辛)にて証明 された 1).この結果,ト PAは 1996

年,米国において ｢初の本格的脳卒中治療薬｣と

して認められ,以後,ヨーロ､ソバや韓国,遅れて

本邦でもその使用が承認 された.しか し,もーPA

は脳梗塞発症後の治療可能時間 (therapeutictime

window)が 3時間ときわめて短 く,脳梗塞患者

の 5%未満 しか使用できないという大 きな制約を
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表 1 急性期虚血性脳牢桝 二対するト PA静脈内投 与一による血栓溶解療法 :無作為化 二重
盲検試験

N王NDS;NationalInstituteofNeurologicalDisordersandStroke,ECASS;Ⅵ leEuropean

Cooperative Acute St壬･oke Study,ATIANTIS;Alteplase TmlrOmboLysis for Acute

NoI血terventionalrnleraPyinlschemicStroke.

伴う.本稿では脳梗塞に対する新しい治療法の開

発を考える上で重要な ｢虚血性ペナンブラ｣や

｢虚血性血管内皮障害｣といった概念を紹介し,

さらに今後の基礎研究 ･臨床研究について検討し

たい.

t-pA治療の限界

｢3時間という短い治療可能時間｣という卜 PA

治療の最大の欠点を克服するために,近年,発症

後 3時間以 Lが経過 した脳梗塞忠 宵の中からt-

PAの効果が期待できる愚者を見つけ出し,t-PA

治療の適応範囲を広げようとする試みが行われ

た.その代表が ECASS-1 (1995),ECASS-II

(1998),ATtANTIS(1999)と命名された欧米で

行われたアルテプラ-ゼを用いた大規模臨床試験

である.いずれも発症 6時間以内の患者を対象と

したが,いずれの試験 もその有効性を証明するこ

とができなかった (表 1).しかし,これら3つの

試験により以下の童要な細見が得られた.①発症

後 3-6時間が経過 したすべての患者にt-PA治

療が無効なわけではなく,有効例が約 40%含ま

れていること,② ト PAが有効でなかった患者の

中に脳出血を合併し,Y,後が増悪した患者が少な

からず存在すること,である.この結果は,莞症S

時間を経過した脳梗塞患者の治療において ｢虚血

性ペナンブラ｣と ｢虚血性血管内皮障害｣という

2つのキ-ワー ドを認識することが重要であるこ

とを示唆する.

虚血性ペナンブラについて

1.虚血性ペナンブラの提唱から神経細胞保護

薬の敗北まで

1977年,Astrupは虚血性ペナンプラという概

念を提唱 した 2).penumbraはareaofhalト light,

half-shadow,天文学の ｢半影滞｣を意味する術

語である.つまり脳血流量が低下し障害を受けて

いるが,速やかな血流再開と治療により回復 しう

る領域を天文学の ｢半影滞｣になぞらえて表現 し
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Time Daysand＼veeks

図 1 虚血性ペナンブラと虚血中心

虚血性ペナンプラは経時的に虚血中心に置き換わっていく.虚血性ペナン

ブラが存在するうちに脳血流を再開し,この領域を救出することが脳梗塞 急

性期治療の最大の目標である.

たものである.この虚血性ペナンプラは脳梗塞の

発症後,次第に縮小し,虚血中心 (ischemiceore)

に置き換わっていくが (図1),この虚血性ペナン

ブラの縮小を防ぎ,可能な限り救出することが急

性期脳梗塞治療の最大の目標である.

しかしながら,虚血性ペナンブラをどのように

定義するかば実は粍 しい問題である,1977年の

Astrupに よ る提 唱 後,最初 の 10年 間 (Brst

decade)は,脳血流の状態や酸素代謝,糖代謝か

ら虚血性ペナンブラを捉える試みが行われた.こ

の結果,脳血流 ･脳代謝測定法や,それらを調べ

るげっ歯類を用いた動物モデルの開発が多数行わ

れ発展 した.次の 1980年代の 10年間 (second

decade)では,虚血性ペナンブラを分子レベルで

捉える試みが行われ,具体的には興奮性アミノ酸

毒性,酸化的ス トレス,アポ トーシス,炎症など

の面から検討が行われた.その結果,げっ歯類脳

虚血モデルを用いた検討から多数の ｢神経細胞保

護薬候補｣が報告 された.そして少なくとも85

種類の ｢神経細胞保護薬候補｣を用いた,ヒトに

おける大規模臨床試験が行われたが,いずれもそ

の有効性を示すことができなかった.とくに2007

年に報告 された SAINT川 study(フリーラジカ
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ル 書スカベンジャー NXY-059を用いた,発症 6

時間以内の脳梗塞患者 3306名を対象とした大規

模試験)は動物モデルの結果から極めてその有効

性が期待 されていたにもかかわらず,NXY-059

群 における発症 90日後の重症度 (modified

Rankinsca音e)を改善することができず,多くの

研究者 ･臨床医を落胆 させた3).結論として,覗

在までに米国 FDA (米国食品医薬品局)におい

て,その有効性が証明 された神経細胞保護薬は,

唯一,t-PAを除いて存在 しないということにな

る.げっ歯類モデルを用いた基礎研究で見出され

た知見を臨床応用するtranslationalreseaTChがう

まく機能 しなかった理由としては,①げっ歯類の

脳とヒトの脳は異なる (図 2),②げっ歯類モデル

の脳梗塞と実際のヒトの脳梗塞は病態が異なる,

③神経細胞保讃薬が標的とすると卜の神経細胞に

十分に届いていなかった,④神経細胞保護薬の投

与量やタイミングが適切でなかった,といった可

能性が指摘 されている, すなわちこれか らの

transはtionalresearchは,これら動物モデルの限

界を十分に認識し,かつヒ トにおける有用性を示

唆する十分な傍証をそろえた上で,臨床研究に進

むというプロセスが重要と言える.
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図2 ラッ ト脳の冠状断

げっ贈類の脳は,ヒ トの脳と違って表面にしわがなく,さらに大脳自質の面

積がとても少ない.右はHE染色,左は髄鞘染色で,黒 く染まっている部分が

大脳自質である.

2.虚血性ペナンブラの概念の臨床への応用

1990年代の 10年間 (thirddecade)では,MR王

や PETといった画像診断の発達を背景として,

虚血性ペナンブラの概念を臨床に応用することが

可能になった.例えば,MRI画像の拡散強調画像

法 (DWI)による高信号領域 と,造影剤投 T字型

濯流画像法 (PWI)による潅流異常領域を組み合

わせ,DWIが正常,かつPWIにて低潅流を示す

領域 (DW卜 PWImismatch)杏,虚血性ペナン

ブラとみなすことができるのではないかというア

イデアである.この DW1-PWlmismatchは,の

ちに必ずしも虚血性ペナンブラに ---致するもので

はないことが判明 したが (すなわち発症早期の

トPA治療で,ひとたびDWI異常域となっていた

部位が正常化することがあると同時に,血管閉

塞後に出現するPWI異常域の中に,血流再開

が達成 されなくとも死に至ることなく生存する

部位が含まれるということ),虚 血性ペナンプラ

を画像にて評価しようとする試みは,虚血性ペナ

ンブラの概念にパラダイム ･シフ トをもたらし

た.すなわち発症 6時間以内の患者からMRIを

用いて虚血性ペナンブラが残存する患晋を探 し出

し,t-PA治療す るとい う方法 (MRl-based

decisionmaking)である.このアイデアに基づき,

BIAS(DesmoteplaseInAcuteIschemicStroke)

/DEDAS(DoseEscalationofDesmotep量asefor

Acute lschemic Stroke)/DIAS-2, DEFUSE

(De軌lSion and Perfusion Imaging Evaluation

ForUnderstandingStrokeEvolution),EPITHET

(EchoPlanarImagingTHrombolysisEvaluation

Tria旦)という大規模試験が行われた.このうち米

国 ス タンプ オ- ド大 学 を中心 に行 われ た

DEFUSEでは,DW卜PWImismatchが存在 した

患者においては,発症後6時間以内であっても卜

PA治療により予後が改善するという結果が得ら

れ4),ト PA治療の治療可能時間延長の可能性が

現実化した.

虚血性血管内皮障害というもう一つの障壁

上述の ECASS一L fl,ATLANTISの失敗は,

治療開始時間の重要性 (虚血性ペナンブラの維持

の重要性)を示唆するとともに,脳出血の合併を

阻止することが予後の改善のために重要であるこ

とを明らかにした.脳梗塞は神経細胞のみではな

く,血管内皮細胞やアストロサイトといった血液

脳関門を構成する細胞にも虚血性細胞障害を引き

起こす.この結果,血液脳関門の破綻は脳浮腫を,

血管内皮細胞の破綻は脳出血の合併を招く.この

｢虚血性血管内皮障害｣に伴 う脳出血の合併は,

t-PA治療の治療可能時間延長を目指す場合,大

きな障壁になる.すなわち,従来の神経細胞の生

存 ･維持のみを目的とした ｢神経細胞保護 (neu-

roprotection)｣だけでは限界があり,神経細胞に
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加え,血管内皮細胞,アス トロサイ トを含めた

neuro⊥vascularunit全体を虚血から保護する ｢神

経 ･血管保護 (neuro-vascularprotection)｣へ

のパラダイム ･シフ トが必要と考えられる.

神経 ･血管保護を目指 したわれわれの取り組み

以上の議論を踏まえ,われわれの研究ダル-プ

は,虚血性血管内皮細胞障害を抑制 し,脳出血の

合併を防ぐことで予後の改善を可能とする新規脳

梗塞治療薬の開発を目指 している.具体的な方法

としては,ヒ ト脳塞栓とできるだけ病態が似たモ

デルを使用することを目的として,ラットの中大

脳動脈を自家血血栓で閉塞 させたのち,実際にト

PAを経静脈的に投与 し,治療可能時間内であれ

ば脳梗塞の縮小,治療可能時間を超えると高率に

脳出血を合併するモデルを確立 した (図 3,図

4A).このモデルを用いて,t-PA治療後に血管内

皮細胞に発現 し,血管壁の破綻に関与する蛋白を

同定 し,その蛋白を標的とした治療法を開発する

ことを目指 している (図4B),

虚血性ペナンブラのさらなるパラダイムシフ ト

急性期脳梗塞の治療法の確立を目指 したh･ans-

iationa1researchは,上述 したように虚血性ペナ

ンブラをいかに定義 し,いかに保護するかという

命題に等 しいのではないかと思われる.ハ-バー

ド大学の Lo博士は次代の虚血性ペナンプラの定

義として,細胞死のメディエータ-と,神経細胞

修復 ･血管修復のメディエータ-が温存し,せめ

ぎ合いが生 じている領域と提唱 した (虚血性ペナ

ンブラの4thdecade)5).この考え方によれば急性

期において細胞死を抑制し,そのあと始まる神経

細胞修復や血管修復に悪影響を及ぼさないような

薬剤が脳梗塞治療の理想と言える.例えば,急性

期脳梗塞の治療標的として検討されたものの治療

薬開発につながらなかったNMDA型グルタミン

酸受容体やJunN末端キナーゼ (JNK),マ トリ

ックスメタロプロテア-ど,プリ-ラジカルは,

急性期には細胞死のメディエ-夕-になるが,忠

図3 ラット脳塞栓モデル

径 0.4mmのポリエチレンチュ-プに,トロ

ンビンを混入したラ､ソト血液を注入し,1mm長

の赤色血栓を作成し,カテーテルから中大脳動

脈に注入する.この後,脳表血流をエコーにて

測定し,血流が術前の50%未満になったものを

研究に使用する.経静脈的にトPAを授与し,

虚血･再潅流を実現するモデルである.
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件期以降は神経細胞や血管の修復に関与すること

も知られており,それ らを標的にした治療は細胞

死の抑制のみならず修復の過程をも阻害 した可能

性がある.以上より,今後の脳梗塞薬物治療は,

①ペナンブラを可能な限 り維持するための治療

(医療機関への早期の受診,t-pAと神経細胞保護

薬の併用療法の評価,高血糖や高体温の防止によ

る虚血中心の増大の防止),②血管保護薬による

脳出血の防止,そして③神経細胞 ･血管修復の最

大化,が重要なのではないかと思われる (図 5),
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図4 ラッ ト脳塞栓モデルにおけるトPA投与後の脳変化

A,治療可能時間を超えてt-PA投与を行った場合,脳梗塞サイズの改善はなく,脳出血を翻 井する.

B.脳梗塞の周辺脚 戒において,血管壁の破綻に関与サ る可能性のある蛋白質の発現がみられる (矢印)

3hr

啓蒙による早期受診 血管保護薬

神経保護薬再評価

コア増大の防止

∈発熱書高血糖 の防止∋

図5 未来の脳梗塞治療戦略

治療可能時間4.5時間時代へ

昏

神経漉 管蔓
修復の 葛点
促進 室l′､′ヽ-

間から4,5時間に延長できる検討をしたstudyが

2つ報告 された.ひとつは SITS一五STRstudyで,

本年になり,t-PAによる治療可能時間を3時 発症3-4.5時間後に卜PA治療を受けた患者
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664例 と,3時間以内に治療 を受けた患者 11,865

例を比較 したところ,両群の予後に有意差を認め

なか った とい う研究 で ある 6㌦ もうひ とつ は

ECASS-Ⅲで,3-4.5時間の モーPA治療は脳損血

の合併は増加 させるものの,有意に 予後を改善 し

た とす る報 告で,1995年 の NINDSstudy以来,

ようや く七一PAの有効性 を証明した 2つ目のラン

ダム化比較試験 が登場 したわけである (表 l)7).

これ らの研究により,今後,ガイ ドラインにおけ

る治療可能時間が 4.5時間まで延長 されていくも

のと思われるが,早期に治療を開始すればするほ

どより大 きな効果が得 られるわけであって,4.5

時間まで治療を遅 らせてもよいという意味ではな

いので注意が必要である.

結 語

ポス トt-PA時代の急性期脳梗塞治療研究の方

向性 について概説 した.トPAと併用することで

neuro-vascularprotectionを実現す る薬剤 を開発

することが,巨PA治療の適応拡大につながるも

のと思われる.苦い先生方が脳梗塞治療の trans-

1ationalresearchに 関 心 を持 ち,この領域に取り

組 まれ,将来の脳 梗 塞治療が大きく変わっていく

ことを期待 したい.

本研究は,科学研究費補助金,武田科学振興財団,内

藤記念科学振興財団,循環器病研究振興財団,新潟大学

医学研究助成金 (有壬基金)より助成を受けて行ってい

る.なお本論文の要旨は第64射司新潟医学会で報告した.
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