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independent pathways involving NO production in rabbits. 
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論 文 内 容 の 要 旨 

GLP-1 は血糖改善効果の他に，虚血再灌流障害に対する心臓の保護効果を有することが知られる。

糖尿病治療に用いられる DPP-4 阻害薬の一つであるアログリプチンも血中 GLP-1 を増加させるが，も

し虚血再灌流障害に対する心保護効果を併せ持つならば，心血管疾患を持つ糖尿病患者の治療におい

て有用な薬剤となる。本研究の目的は、ウサギの心筋梗塞モデルを用い，アログリプチンが心保護効

果を示すかどうか，またそのメカニズムについて解析することである。 

 

【対象と方法】体重 2～2.5kg の日本白色種雄性ウサギを実験に用いた。対照群（通常餌），アログリ

プチン低用量群（アログリプチン混餌；2mg/kg/day），アログリプチン高用量群（アログリプチン混

餌；20mg/kg/day），アログリプチン高用量＋exendin(9-39)（GLP-1 受容体遮断薬）低用量(5 ㎍/kg)

群，アログリプチン高用量＋exendin(9-39)高用量(50 ㎍/kg)群，アログリプチン高用量＋L-NAME (NOS

阻害薬)(10mg/kg)群，exendin(9-39)(5 ㎍/kg)群（通常餌），L-NAME 群（通常餌）の計 8 群で比較検

討した。各餌を 7 日間摂取させた後，左前側壁を下行する冠動脈を結紮することで血流遮断し 30 分

後に再灌流させ，48 時間後に麻酔の過量投与で安楽死させた。Exendin (9-39)や L-NAME は冠動脈を

閉塞させる 5 分前に静脈投与した。 

＜心筋梗塞サイズ，心機能，血行動態の評価＞ 死後に心臓を摘出し，冠動脈の閉塞部位を糸で結紮

後，エバンスブルーを冠動脈に注入し，虚血・非虚血領域の判別を行った。さらに TTC 染色で虚血領

域内の梗塞・非梗塞部位の判別を行い，梗塞サイズは梗塞領域/虚血領域の比によって各群間の比較

を行った。死直前に浅麻酔下で経胸壁心エコーで心機能測定を行った。また頸動脈から挿入したミラ

ーカテーテルで血圧，心拍数，dP/dt(収縮能の指標)，-dP/dt（拡張能の指標）を測定した。 

＜血糖値、血漿 GLP-1 濃度，血清 NOx 濃度＞ 対照群とアログリプチン高用量群でそれぞれ各餌を 7

日間摂取させた後，12 時間絶食とし空腹時血糖値を測定した。その後各餌を自由摂取させ 1 時間後，

2 時間後，3 時間後に血糖値を測定した。また対照群，アログリプチン高用量群，アログリプチン高

用量＋exendin(9-39)低用量群，アログリプチン高用量＋L-NAME 群の 4 群で再灌流後 30 分後の血漿

GLP-1 濃度，安楽死直前の血清 NOx 濃度測定を行った。 

＜ウエスタン法による関連蛋白質の解析＞ 心筋梗塞から 48 時間後に安楽死させた後，虚血領域の心

筋を採取し Akt，e-NOS，phospho(p)-Akt，p-eNOS の評価を行った。 

 有意差の評価は p<0.05 で行った。 

 

【結果】 ＜心筋梗塞サイズ＞ 対照群と比較しアログリプチン投与で用量依存性の縮小効果を認めた。



  

その効果は exendin (9-39)により減じられたが完全には抑制されず，高用量としても結果は同様で

あった。L-NAME 群では梗塞サイズの縮小効果は exendin (9-39)を投与した群よりも抑制された。 

＜心機能および血行動態＞ 収縮期血圧，拡張期血圧，心拍数は各群で有意差は認めなかったが，心

エコーの LVEF，dP/dt，-dP/dt はアログリプチン投与群で対照群より有意に改善していた。その改善

効果は exendin(9-39)や L-NAME の投与により抑制された。 

＜血糖値，血漿 GLP-1 濃度，血清 NOx 濃度＞ アログリプチン群の血糖値は，食後 1 時間において対

照群に比して有意に低値となった。再灌流後 30 分後の血漿 GLP-1 濃度はアログリプチン群で対照群

と比較し有意に高値であり，exendin(9-39)，L-NAME を投与しても同様に高値であった。安楽死直前

の血清 NOx 濃度はアログリプチン投与で対照群より有意に高値となったが， L-NAME 投与によって有

意に低下した。一方、exendin(9-39)投与では，アログリプチン群と比較し低値の傾向に留まった

（P=0.059）。4 群において、NOx 濃度と梗塞サイズには負の相関を認めた。 

＜ウエスタン法による関連蛋白質の解析＞ p-Akt/GAPDH，p-Akt/Akt はアログリプチン群でその他群

と比較し有意に高値であった。p-eNOS/GAPDH，p-eNOS/eNOS はアログリプチン群で他の群と比較し有

意に高値であり，アログリプチン＋L-NAME 群は対照群と比較しても有意に低値であった。 

 

【考察】アログリプチンの経口投与は食後高血糖を改善するだけでなく，心臓の虚血再灌流障害にお

いて NO 合成を促進することにより心筋梗塞サイズを縮小し，心機能を改善すると考えられた。本研

究では非糖尿病動物を用いているので，アログリプチンの心保護効果は高血糖の改善効果とは関連し

ないと考える。梗塞サイズの縮小効果はアログリプチンの用量に依存的であった。我々は以前にαグ

ルコシダーゼ阻害薬（α-GI）が血中 GLP-1 を増加させることで虚血再灌流障害において心保護効果

を示すことを報告している。本研究でのウエスタンブロッティングではα-GI と同様に心筋細胞での

p-Akt および p-eNOS の発現が増加し，exendin(9-39)や L-NAME の投与でその発現が抑制されたこと

から，GLP-1 受容体を介する経路の関与が考えられる。しかし、α-GI を用いた実験では 5 ㎍/kg の

exendin(9-39)で心保護効果は完全に抑制されたのに対し，本研究では部分的にしか抑制されず，10

倍量の exendin(9-39)を用いても同様の傾向であった。以上から、アログリプチンの虚血再灌流障害

における心保護効果には、GLP-1 受容体を介する経路以外に，同受容体を介さない経路の存在が示唆

された。一方，アログリプチンの心保護効果は，L-NAME 投与によって exendin(9-39)投与時より強く

抑制された。梗塞サイズと NO の代謝産物である血清 NOx 濃度には負の相関が認められたので，NO が

虚血再灌流障害における心保護効果に重要な役割を果たしていると考えられた。 

 

【結論】アログリプチン投与は，心臓の虚血再灌流障害に対し，GLP-1 受容体を介して NO 合成を促進

する Akt/e-NOS 経路と，同受容体を介さない NO 合成の促進経路の協調によって心保護効果を示す。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

申請者 馬場慎也は，心臓の虚血再灌流障害において，アログリプチンが GLP-1 受容体を介する

NO 合成促進経路と GLP-1 受容体を介さない NO 合成促進経路の協調によって心保護効果を示すこと

を明らかにした。本研究成果は, 循環器病学の発展に寄与するものと認める。 
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