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不整脈

１．心房性不整脈
１）心房細動

： 動悸などの症状，心不全，脳梗塞発症率上昇

・ 加齢により発症率が上昇する．
（80歳以上は，約10%の有病率）
⇒ 高齢化にも伴い，増加傾向．

・ 2050年の日本の心房細動患者は 約103万人との
試算 （人口の約1%）

2．心室性不整脈
１）心室頻拍，心室細動
： 動悸などの症状，心不全，ショック～突然死の原因

・日本で年間約 5万人が 突然死する

発明の背景



（Ⅰ） 薬物治療

⇒・ 新規発症時の急性期の治療
～その後の長期管理（予防・治療）まで広く

不整脈の治療

２） 長期管理（予防・治療）

Na+ チャンネル遮断薬，K+ チャンネル遮断薬，

Ca+ チャンネル遮断薬，β-アドレナリン受容体遮断薬 など

1.  カテーテルアブレーション （経皮的心筋焼灼術）
2. ICD （植え込み型除細動器）
３．ペースメーカー

（Ⅱ） 非薬物治療

１） 急性期治療
１．電気的除細動



Na+ チャンネル遮断薬，K+ チャンネル遮断薬，
Ca+ チャンネル遮断薬，β-アドレナリン受容体遮断薬 など

現在の不整脈の薬物治療

安全に使用できる，有効な抗不整脈薬が求められている

・ 心機能抑制や，伝導抑制，催不整脈作用が大きな問題

不整脈の治療は危険を伴う

経験のある循環器医が，注意深く行う必要がある
心不全患者に使用出来る薬が少ない

⇒ 治療中の 心停止
治療中の 重症不整脈の発症



１． 安全域が狭い，危険な薬剤である

抗不整脈薬の問題点

２． 催不整脈作用にも注意が必要 （抗不整脈薬はもろ刃の刃）
CAST study: （大規模臨床試験）

電気生理学的活動 （心筋の電気的興奮の伝導性や反応性）
を抑制させることで効果を発揮する

⇒ 適切な濃度だと： 不整脈に有効な薬
過剰投与になると： いずれの薬剤も心停止を起こす

（多くは劇薬指定を受け，毒薬指定がなされているものもある）

心筋梗塞後の心室性不整脈患者へのIc群抗不整脈薬の効果
⇒ 心原性の死亡（及び心停止） は

抗不整脈薬を投与したほうが逆に多かった



抗不整脈薬 の副作用

日本循環器病学会 不整脈薬物治療に関するガイドライン（2009年改訂版）
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抗不整脈薬としての Ara-Hxの発見
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発明の概要

交感神経刺激：



β-遮断薬の問題点

１．循環器

1．心不全
2．徐脈性不整脈
（房室ブロック，洞不全症候群）

3．低血圧

２．その他
1．気管支収縮
2．末梢循環障害 ，四肢冷感
3．中枢神経症状

（睡眠障害，悪夢，倦怠感 など）
b．胃腸症状（食欲不振，嘔気，下痢

など）
c．皮膚症状（発疹，皮膚掻痒など）
d．筋症状（筋力低下，CPK上昇など）

禁 忌：
高度の徐脈（洞性徐脈）
房室ブロック（Ⅱ、Ⅲ度）
洞房ブロック
洞不全症候群
心原性ショック
うっ血性心不全
肺高血圧に伴う右心不全
糖尿病性ケトアシドーシス
代謝性アシドーシス
妊婦または，妊娠の可能性

慎重投与：
気管支喘息の既往
うっ血性心不全の恐れ
徐脈，房室ブロック（I度）
コントロール不十分な糖尿病
甲状腺中毒症
異型狭心症
高度末梢血管障害
重篤な肝機能障害、腎機能障害
高齢者

副作用



抗ヘルペス薬ビダラビンは，
心臓の交感神経シグナル抑制薬でもある

現在： ウイルスのDNA合成を強く阻害する．
１．単純ヘルペス脳炎
2．免疫抑制患者における帯状疱疹 に適応

（ 経皮薬 は， 帯状疱疹，単純疱疹に適応）

新規に期待される
・ 心臓型アデニル酸シクラーゼ（AC）を阻害する⇒交感神経シグナルを抑制

⇒ 心不全，不整脈薬，などへの有効作用が動物実験で証明された．

【作用】

持田製薬 http://www.mochida.co.jp/dis/figure/fig_ara-a-h.html



ビダラビンの代謝および血中濃度

点滴静中（3時間）

Adenosine deaminase (ADA)
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Ara-Hx

ビダラビン Ara-Hx

ビダラビン

Ara-Hx :  9-β-D- arabinofuranosyl hypoxanthine

参考資料

持田製薬 ビダラビン（アラセナA） インタビューフォームより 一部改編



Ara-Hx の
不整脈治療薬としての有用性

発明の内容



Ara-Hｘ は心房細動を短縮する （予防効果）
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Ara-Hｘ は心房細動を停止させる （治療効果）
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Ara-Hx は
心房細胞の筋小胞体からの Ca ２+ leakを抑制する

培養心筋細胞（心房）



Ara-Hx は
心室細胞の筋小胞体からの Ca ２+ leakを抑制する

培養心筋細胞（心室）
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Ara-Hxは心室細胞の活性酸素の発生を抑制する

（培養心筋細胞（心室））



Ara-Hｘ は，心機能（心拍数）を抑制しない

Ara-Hx
ビダラビン

（β-遮断薬）

先行技術との比較



Ara-Hｘ の利点

１． Vidarabineの代謝産物である
（Vidarabine：商品名 アラセナ

抗ウイルス薬として長年臨床で使用されている．）

Vidarabine投与時に，Ara-Hxの血中濃度も
上昇する

新規の物質と比較して，臨床での人体に対する
安全性が既にある程度確立しているといえる

特許性・有用性



Ara-Hｘ の利点
（ Vidarabineとの比較）

２．Ara-Hｘ は，心機能を抑制しない

⇒ 安全に使用できる

３．ビダラビンよりも，水溶性が高い
・ 脳組織への移行が少なく，脳への副作用を
抑制できる可能性がある

・ 投与時の溶解液の用量を少なくできる
⇒ 少量の静脈注射で治療できる

４．ビダラビンよりも半減期が長い
・ より長い効果を期待できる
・ 内服治療薬としても，より有望と考えられる

など



想定される用途

２．心肺停止患者への蘇生時の使用
（心室頻拍，心室細動など）

３．慢性期の治療

１．不整脈発作（心房細動，心室頻拍など）の
急性期の治療

心臓への副作用が少ないことから，背景が把握しにくい
初診の患者様へも安心して第一選択として使用しやすい

心臓への副作用が少ないことから，背景が把握しにく
く，心機能が著しく低下した状態の心肺停止患者にも
第一選択として使用しやすい

⇒蘇生率の向上への期待

内服薬としての可能性 （有効性の検証後に考慮）



今後の検討課題・共同研究のテーマ

１）心機能への影響 （エコー，カテーテル）
２）不整脈に対する有用性

犬，豚などのモデルにおいて効果を検証
３）その他の心疾患，酸化ストレスによる病態

(心不全，癌，糖尿病，脳梗塞発症など) の検討

２．作用機序の更なる解明
１）活性酸素抑制の機序解明
２）その他の機序も含め，網羅的解析で検討
（メタボローム解析．その他，リン酸化など）

３．体内動態，代謝の検討
内服治療薬としての可能性の検討

１．Ara-Hｘ の有効性の検討



お問い合わせ先

公立大学法人 横浜市立大学
研究推進部 研究企画•産学連携推進課

中村 由希

〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22-2
Tel: 045-787-8936,  Fax: 045-787-2025
E-mail: yuki51@yokohama-cu.ac.jp


