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学 位 論 文 要 旨 

 

 

  氏    名  竹  中  雅  彦 

  題    目  ネコの慢性腎臓病に対するベラプロストナトリウムの  

治療効果に関する研究 

 

ネコの慢性腎臓病（Chronic kidney disease:CKD）は,15 歳以上のネコにおけ

る疾患の 31％を占め発症から数年で尿毒症を引き起こして死に至るとされてい

る。ヒトの CKD の病因は主に糸球体腎炎であり,ネコの CKD の病因は主に尿細管

間質性腎炎である。ネコの CKD に対する治療は,ヒトの CKD で使用されているア

ン ジ オ テ ン シ ン 変 換 酵 素 阻 害 薬 （ Angiotensin converting enzyme 

inhibitor:ACEI）やアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (Angiotensin reseptor 

blocker：ARB)が主に用いられているが,臨床症状の改善は乏しい。ヒトとネコの

CKD の病因は異なるが,同じ治療法で良いのかという疑問が提起される。そのた

めネコの CKD の主な病因である尿細管間質性腎炎に対する有効な薬物療法が切

望されている。 

ベラプロストナトリウム（Beraprost sodium：BPS) は,経口投与可能なプロ 

スタサイクリンの誘導体であり,半減期が約 2 時間と比較的長く化学的に安定し

ているのが特徴である。BPS はプロスタサイクリンと同様の生理活性を持ち,ヒ

トの治療薬として臨床使用されている。近年,各種腎臓疾患モデル動物で BPS の

腎臓障害に対する有効性を示す報告がなされている。しかし,ネコの腎臓疾患に

関する BPS 投与の報告例はない。そのため本研究は,ネコの CKD に対する BPS の

有効性と安全性および臨床応用の可能性を明らかにすることを目的とした。  

第 2 章では新たに考案した部分的片側尿管閉塞法を用いて成体ラットに尿細

管間質性腎炎を作成し,BPS を投与して血液および尿検査,病理組織学的検査を

実施してその有効性を検討した。その結果,血液および尿検査では影響は認めら

れなかったが,病理組織学的検査ならびに組織切片を用いた線維化領域の半定量

的および定量的評価において BPS が尿細管間質性腎炎の主要病態である尿細管

障害や尿細管間質の線維化を阻止し得ることが判明した。  

第 3 章では健常なネコに休薬期間を設けながら BPS を 10,30,70,100 ㎍/kg を



7 日間連日投与し,臨床症状,血液,血行動態の有害事項の出現を観察し,健常な

ネコにおける BPS の安全な経口投与量を検討した。臨床症状において BPS 投与

70 ㎍/㎏以上で一過性の下痢,嘔吐などの有害事項が認められた。血行動態の観

察では用量依存性の一過性の心拍数の増加を認めたが,BPS の各投与量において

血圧は有意な変化を示さなかった。血液検査では,どの投与量でも血球数および

電解質への影響は認められなかった。血液化学検査においては,sCr,BUN の用量

依存性の低下が認められた。以上の結果から,健常ネコにおける BPS の安全な

BPS 投与可能量は,30 ㎍/㎏/bid であると結論した。 

次に第 4 章では自然発症 CKD ネコに BPS を 180 日間投与し,臨床症状および血

液検査所見の変動を観察して，CKD ネコに対する安全性と尿毒症症状に対する

有効性を検討した。BPS の平均投与量は 33.90±3.87 ㎍/㎏であり,健常ネコで 1

日 2 回の安全な連続投与が可能であった 30 ㎍/㎏を上回ったが,安全性について

は問題を認めなかった。また，血液検査では,血球数および電解質の値に著変は

みられなかった。さらに BPS 投与により尿毒症症状は投与開始後 1 ヶ月以内に

改善し,効果が投与期間中の 180 日維持されることが初めて示された。尿毒症症

状の改善は,体重増加と血液化学検査における TC（総コレステロール）値の増

加という客観的な指標の改善を伴っていた。他の動物種においても BPS 投与に

よって体重の増加を伴う尿毒症症状の改善は知られていない。血液所見に著変

を認めないことから，尿毒症の改善には腎臓機能,肝臓機能とは別のメカニズム

が関与している可能性が示され，BPS 投与の腹腔内循環血液量増加による消化

管運動の改善が関与している可能性が示唆された。 

第 2 章から第 4 章までの結果を基に第 5 章では BPS を臨床応用することを目

的として,自然発症 CKD ネコに対して BPS を 180 日間投与してプラセボ投与ネコ

と比較するランダム化二重盲検比較試験を実施し,BPS の有効性および安全性を

評価した。主要評価項目である sCr,IP/Ca 比は,プラセボ群が有意に上昇したの

に対して,BPS 群は有意な上昇を示さなかった。副次評価項目である BUN は,プ

ラセボ群は有意に上昇したが,BPS 群は有意な上昇が認められなかった。体重

は,プラセボ群は有意に減少したが,BPS 群は有意な減少は示さなかった。臨床

活動性スコアは、プラセボ群が低下あるいは悪化したのに対して ,BPS 群は改善

あるいは有意に改善し,QOL の評価ではプラセボ群は変化がなかったのに対し



て,BPS 群は有意に改善した。有害事項はプラセボ群の１例のみであった。以上

の結果から,BPS は sCr が上昇している CKD ネコの腎臓濾過機能のさらなる低下

を抑制するとともに,CKD ネコに投与しても高い安全性を示し臨床症状の改善を

もたらすことが明らかとなった。 

本研究では結論として,BPS の経口投与が CKD ネコの腎臓機能の低下を抑制し

て CKD の進展を遅らせ,臨床症状を改善させる効果があることを明らかにした。 

これらの結果は,BPS の経口投与がネコの CKD の内科的治療法の 1 つとして広く

臨床応用できる可能性があることを示唆している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

学 位 論 文 要 旨 

 

  氏    名  TAKENAKA，Masahiko 

  題    目  A Study on the Therapeutic Effect of Beraprost Sodium 

on Chronic Kidney Disease in Cat 

（ネコの慢性腎臓病に対するベラプロストナトリウムの  

治療効果に関する研究）  

 

Chronic kidney disease (CKD) accounts for 31% of diseases in cats aged 15 years and 
older, and it is reported to cause uremia and death over time. The main cause of CK D 
in humans is chronic glomerulonephritis, and in cats is chronic tubulointerstitial 
nephritis. Feline CKD is mainly treated using angiotensin converting enzyme inhibitors 
(ACEI) and angiotensin receptor blockers (ARB), which are also used in CKD in 
humans, but there have been few improvements in clinical symptoms. Additionally, it 
is not known whether the same treatment may be used despite the different causes of 
CKD in humans and cats; this highlights the need for effective pharmacotherapy for 
chronic tubulointerstitial nephritis. Beraprost sodium (BPS), an orally available 
derivative of prostacyclin, is characterized by a relatively long half -life of 
approximately 2 hours and it is chemically stable. BPS has the same physiological 
activity as prostacyclin, and it has been used for many years clinically as a therapeutic 
agent in humans. Recently, there have been reports showing the effectiveness of BPS 
against kidney damage in various kidney disease model animals, and it has been 
suggested that BPS may become a useful therapeutic agent for feline CKD. However, 
BPS has not been used for kidney disease in cats, and its effect is unclear. This study 
therefore aimed to determine the efficacy, safety, and potential clinical application of 
BPS for feline CKD. 
 
In Chapter Ⅱ, the therapeutic effect of BPS on interstitial nephritis was investigated by 
using blood tests, urinalysis, and histopathology in rats, using a new interstitial 
nephritis model that was created via partial unilateral ureteral obstruction. BPS 
inhibited tubulopathy and fibrillation of the tubulointerstitial nephritis main disease 
state as assessed by histopathological examination and quantitative examination of the 
fibrillation region, although there was no effect on blood and urinalysis.  
 
In Chapter Ⅲ, BPS was administered to healthy cats and safe oral doses were 
investigated. BPS was administered at doses of 10, 30, 70, and 100 µg/kg with a washout 
period between doses. Clinical symptoms, blood tests, and hemodynamics were 
observed for the presence of  adverse events. Such events, including transient diarrhea 
and vomiting, and clinical symptoms were observed at a dose of 70 µg/kg BPS or more. 
No hazards were observed in the blood tests at all doses. Blood chemistry showed a 
dose-dependent decrease in sCr and BUN. Hemodynamic observations revealed a dose -
related transient increase in heart rate, but no significant change in blood pressure. 
These results confirmed that the safe oral dose for continuous administration in healthy 



cats was 30 µg/kg bid. 
 
In Chapter Ⅳ, BPS was administered for 180 days to cats that spontaneously developed 
CKD, and the efficacy and safety were evaluated by observing clinical symptoms and 
adverse events. The mean dose of BPS was 33.90 ± 3.87 µg/kg, which exceeded the safe 
oral dose (30 µg/kg) that was identified in Chapter Ⅱ, but there were no safety concerns. 
Uremic symptoms improved within 1 month and the condition was confirmed to be 
maintained for 180 days. Improvement in uremic symptoms was also accompanied by 
an improvement in objective measures of weight gain and increased TC levels in the 
blood chemistry test results. A mechanism that is completely different from kidney 
function and liver function might be involved in the improvement of uremic symptoms. 
In CKD, there is a risk of uremic substances accumulating in the blood because of 
decreased kidney function and decreased gastrointestinal motility. Improving 
gastrointestinal motility by BPS administration may facilitate elimination of 
accumulated uremic substances in the in testinal tract and thereby improve uremic 
symptoms. 
 
Chapter Ⅴ is based on the results from Chapters Ⅱ to Ⅳ, and the efficacy and safety of 
BPS were assessed in a placebo-controlled, randomized, double-blind, controlled trial 
in which BPS was administered for 180 days to cats that spontaneously developed CKD. 
The primary endpoints, sCr and the IP-to-Ca ratio, were significantly elevated in the 
control group, whereas the BPS-treated group remained unchanged. The secondary 
endpoint, BUN, was significantly elevated in the control group, whereas the BPS group 
remained unchanged. Body weight decreased significantly in the control group, while 
the BPS group did not decrease, and this did not change over time. Clinical activity 
scores decreased or worsened in the control group, whereas in the BPS group, they 
either improved or improved significantly. There was no change in the control group in 
the QOL evaluation, whereas the BPS group showed significant improvement. Adverse 
events occurred in one cat in the control group. Thus, the results suggest that BPS 
treatment for feline CKD may be safe and effective.  
 
In conclusion, this study revealed that BPS delayed the kidney deterioration that is 
observed in feline CKD by suppressing renal dysfunction and improving clinical 
symptoms in such cats. BPS therefore seems to be clinically applicable as a new medical 
therapy for feline CKD. 

 
 

 


