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研究成果の概要（和文）：大動脈瘤は高齢者において致死的な疾患であるが、有効な内科治療は

現 在 の と こ ろ 存 在 し な い 。 プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E2 の 活 性 化 が MMP(matrix 

metalloproteinase)の発現を上昇することが知られており、これが腹部大動脈瘤化に関与する

と考えられている。本研究で、EP4 antagonist が MMP の活性化を防止し、大動脈壁の弾性繊

維の変性を抑制することで、大動脈瘤に対する内科治療として新しい方法となりうる可能性に

ついて報告した。 

 

研究成果の概要（英文）：Aortic aneurysm is a common but life-threatening disease among 

the elderly, for which no effective medical therapy is currently available. Activation of 

prostaglandin E2 (PGE2) is known to increase the expression of matrix metalloproteinase 

(MMP) and may thus exacerbate abdominal aortic aneurism (AAA) formation. An EP4 

antagonist that  prevents the activation of MMP and thereby the degeneration of aortic 

elastic fiber may serve as a new strategy for medical treatment of AAA. 
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１．研究開始当初の背景 

大動脈が瘤化する病態、また大動脈壁が解

離する病態に対する、大動脈壁に存在する弾

性線維形成異常のメカニズムを解析し、その

発生に対する予防法・治療法の開発を目指す。 
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近年高齢化に伴い動脈硬化性疾患が増加

し、心臓血管外科領域の大動脈関連の手術数

は年々増加している。日本胸部外科学会 2009

年度全国集計によると，胸部大動脈疾患の年

間手術例数は 11,956 例で、このうち解離性

大動脈疾患が 5,230例，非解離性大動脈疾患

が 6,726 例である。また日本血管外科学科学

会 2010 年度全国集計では、腹部大動脈瘤の

年間手術数は 8,610例とされている。胸部大

動脈解離に対する手術数は 10 年前と比較し

約 2倍に増加している。その一方、大動脈は

瘤化しても基本的には無症状であり、大動脈

瘤破裂により手術できずに死亡する患者数、

または高齢などを理由に手術に至らなかっ

た患者数は、手術数以上に存在する可能性が

ある。 

遺伝性結合織疾患である Marfan 症候群

(MFS)、Ehlers-Danlos 症候群(EDS)、では、

大動脈解離やこれに伴う大動脈瘤を高頻度

に合併し、これらの疾患は大動脈中膜の弾性

線維の異常が原因とされている。 

一方で、胸部・腹部血管外科領域では、解

離性・非解離性大動脈症例の多くは明らかな

遺伝性疾患と関連がないことも知られてい

る。全ての人において加齢とともに大動脈硬

化が進行するが、限定された一部の人におい

てのみ動脈硬化進行の過程で大動脈の内腔

が拡大して瘤化するが、大動脈瘤化のメカニ

ズム・要因については、今のところ全く不明

である。しかしながら、これらの大動脈瘤化

や大動脈解離のメカニズムにも、動脈壁の中

膜弾性線維の異常が関与している可能性が

ある。 

分担研究者・横山は、これまでの研究で、

プロスタグランディン E受容体である EP4シ

グナルが、動脈壁の弾性線維を構成する主要

な蛋白であるエラスチンの架橋結合を促進

し、不可溶性の成熟型弾性線維を形成する酵

素、リシルオキシダーゼを減少させ、弾性線

維形成を抑制的に制御することを明らかに

した。これは動脈壁の弾性線維形成への作用

機序にかかわる重要な研究の成果である。 

大動脈は瘤化しても基本的には無症状で発

見は困難であるが、破裂により生命を脅かす

緊急事態になって初めて明らかになること

が多い。また急性大動脈解離の発生は、生命

を脅かす病態であり、実際多くの命を奪って

いる。このため、動脈瘤および大動脈解離の

メカニズムを解析し、発症前の予測・予防お

よびこの治療は、社会的な急務である。大動

脈が瘤化する病態、また大動脈壁が解離する

病態に対する、大動脈壁に存在する弾性繊維

形成異常のメカニズムを解析し、その発生に

対する予防法・治療法の開発を目指す。 

 
２．研究の目的 

本研究の目的は、１）大動脈瘤化および大

動脈解離を発生した大動脈壁における弾性

線維の形成状態の確認。２）弾性線維形成に

関わる EP4、リシルオキシダ－ゼの蛋白発現

の検討。３）これらより大動脈瘤化や大動脈

解離のメカニズムの解析と、発症前に発症リ

スクを予測するシステムを確立することで

ある。４）さらに発症リスクに基づいた予防

的・治療的な対策の確立（オーダーメイド医

療）を目指したいと考えている。 

この目的の研究を 2010 年から開始してお

り、大動脈瘤化への EP4の役割について得た

結 果 を す で に 報 告 し た （ Plos 

One;May2012,vol 7,e36724）。この研究を上

記目的のもと発展させてゆく。 

大動脈瘤では大多数が明らかな遺伝性疾

患と関連性は指摘されていない。破裂にいた

るまでは、無症状の場合が多い。破裂後は急

速に生命の危機に陥り、手術不能な場合も多

い。破裂後の救命も極めて困難であり、血管

外科学会の 2010 年度全国集計では、腹部大



動脈瘤の手術 8610 例のうち、破裂症例の手

術死亡は 16.6%で、非破裂例の 0.60%に比較

して極めて高率である。またほとんどが破裂

まで無症状であるため、偶然に（幸運に）発

見されなければ、大動脈瘤破裂により突然死

に至る可能性が高く、また現在は大動脈瘤化

の後に治療される事が主たる対処法であっ

たにすぎない。また突然と大動脈壁が裂ける

急性大動脈解離のうち、上行大動脈に解離を

発生する StanfordＡ型解離では、発症後急速

に循環動態の破綻をきたし、救命には緊急手

術が必要である。日本胸部外科学会の 2009

年全国統計ではこれに対する病院死亡は

12.7%と高率である。大動脈解離発生までは

無症状で経過し、突然と生命の危機に瀕する

重篤な疾患であり、発生のメカニズム解明に

よる予防法の確立は重要である。 

本研究の目的が達成されれば、大動脈瘤お

よび大動脈解離発症のメカニズムから、その

予測因子が明らかになり予防法や早期介入

を含めた治療法の確立（オーダーメード医

療）へ繋がる多大な貢献・成果が期待出来る。

新規治療薬・予防薬の開発が可能となる可能

性がある。 

大動脈疾患は年々増加の一途をたどってお

り、この疾患に早期発見と予防的治療方法が

確立されることで、医学的に大きな波及効果

が期待される。 

 
３．研究の方法 

本研究では手術治療により摘出された大動

脈壁をサンプルとし、EP4シグナルが弾性線

維形成の制御に及ぼす役割を明らかにし、後

天性血管病変の分子機構を解明し、新しい治

療を開発することを目的とする。 

 

４．研究成果 

これまでの研究方法で順調に結果が得ら

れ、特に、EP4 antagonist が MMP の活性

化を防止し、大動脈壁の弾性繊維の変性を抑

制することで、大動脈瘤に対する内科治療と

して新しい方法となりうる可能性について

の結果が得られ報告した。 

これらに関する結果を、国内外の学会で、ま

た英論文として報告した。 

下記のごとく業績を積み重ねており、今後

もさらにこの方向で研究を推進してゆく予

定である。 
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