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内分泌器官としての心臓研究：
ナトリウム利尿ペプチドとアルドステロンを中心に

吉村　道博

東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科

The Heart as an Endocrine Organ: Significance of Natriuretic Peptides and Aldosterone
Michihiro Yoshimura

Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, The Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan

The concept of the heart has changed a lot in recent years.  Although the heart was positioned only as a pump organ 
conventionally, it is now recognized also as one of the endocrine organs.  The beginning of this concept was from discovery 
of natriuretic peptides.  And after that, it has been shown that other hormones are also secreted from the heart.  Although 
the pathophysiological implication of cardiac hormones is just going to be examined energetically, clinical practice of heart 
failure is changing along with progress of basic research.  The diagnosis and treatment of heart failure in adults already 
changed with a central focus on natriuretic peptides; and endocrinology contributes to development of the study of heart 
failure.

要　　旨
　心臓の概念が近年大きく変わりつつある．従来は，心臓はポンプ器官としてのみの位置づけであったが，最
近では内分泌器官の 1つとしても認識されている．この概念の始まりはナトリウム利尿ペプチドの発見からで
ある．そしてその後，複数のホルモンが心臓から分泌されていることが明らかにされている．それぞれの心臓
ホルモンの病態生理学的意義が現在精力的に検討されているところであるが，基礎研究の進展に伴って心不全
の臨床も大きく変わりつつある．少なくとも成人における心不全の診断と治療法はナトリウム利尿ペプチドを
中心に既に大きく変化しており，内分泌病学が心不全病学の発展に大きく貢献している．
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1．心不全とは

　心不全はこれまで次のようにとらえられてきた．心
不全とは心臓のポンプ機能が不全に陥ったために，①
体組織が必要とするだけの動脈血を送り出し得ない（収
縮不全）か，②静脈血を十分に受け取ることができな
い（拡張不全）か，③あるいは両方の機能不全が出現し
たために生ずる臨床症侯群を意味し，運動耐容能の低
下やうっ血，不整脈の出現などを特徴とする．もちろ
ん現在もこの概念に大きな変化はない．しかし，心不
全の病態生理の理解はかなり変化した．

2．心不全の病態生理のとらえ方の変遷

　心臓はポンプ臓器であることから，心拍出量の低下
がそのまま直接的に病態形成に結びつく．しかし一方
で，そこに内分泌的要素が多分に関与していることも
近年明らかにされてきた．心不全の病態のとらえ方は
以前と比べて著しく変化している．
　従来から知られていることであるが，心臓から全身
へ送り出される 1回拍出量は収縮性変力作用，前負荷
および後負荷によって規定される．心筋の短縮は心筋
細胞内の Ca2+が上昇するほど，また Ca2+に対する収
縮蛋白の感受性が大きいほど亢進する．これが収縮性
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変力作用である．前負荷つまり収縮直前（拡張終期）に
心筋が伸展される程度が大きいほど 1回拍出量は増大
する．逆に後負荷つまり収縮時の抵抗が大きいほど 1

回拍出量は低下する．心筋に急性に過剰の負荷ないし
傷害が加わると心拍出量は減少し，血圧は低下するが，
生体はこれに対して種々の代償機序を働かせて心臓や
脳など生命の維持に不可欠な臓器の血流量を維持しよ
うとする．その中で，心臓自体の内因性の機序として，
心室の拡張終期容量（前負荷）が増大すると一回心拍出
量が増加する方向に働く．これは Frank-Starlingの機
序で説明される．
　さて，近年，心機能維持に種々のホルモンが関与し
ていることも明らかにされてきた．全身的な反応とし
ては血圧の低下に対して頸動脈洞，大動脈弓および腎
臓の糸球体傍細胞に存在する動脈圧受容体を介して交
感神経系およびレニン・アンジオテンシン ･アルドス
テロン系（RAAS）が活性化され，さらにエンドセリン
-1（ET-1）の分泌が増える．交感神経はその末端からノ
ルアドレナリンを放出して心筋の収縮性を亢進させる
と同時に心拍数を増加させ，さらに動脈や静脈，特に
腎臓，皮膚，消化管などの動脈を収縮することにより
動脈圧の低下を防ぐ．それと同時に心臓や脳などの生
命の維持に不可欠な臓器への血流の再分布を促進す
る．また，β受容体を介して，腎糸球体輸入細動脈に存
在する傍糸球体装置（juxtaglomerular apparatus：JGA）
のマクラデンサ細胞（緻密斑細胞）からレニンの分泌は
刺激される．アンジオテンシンⅡ（AⅡ）は末梢血管を
収縮させて動脈圧の低下を防ぐ．同時に交感神経末端
からのノルアドレナリンの放出やバソプレシン（AVP）
および ET-1などの強力な血管収縮物質を分泌刺激す
る．AⅡは特に糸球体輸出細動脈を収縮して腎尿細管
における水とナトリウムの再吸収を促進し，副腎皮質
からアルドステロンの分泌を強く刺激する．アルドス
テロンは強力なナトリウム貯留作用を有するホルモン
であり，AVPと協調して腎臓においてナトリウムお
よび水の再吸収を促進する．これにより循環血液量を
含めた体液量は増加する．つまり前負荷が増加し，心
拍出量は増大する．
　このように心不全の病態に RAASが大きく関与し
ていることが示されたが，それに拮抗するホルモンも
明らかになってきた．前負荷の増加は心房圧ならびに
静脈圧の上昇をもたらし，うっ血ならびに浮腫という
生体にとって好ましくない病態を引き起こす．これに
対して心臓から心房性 Na利尿ペプチド（A-type また
は atrial natriuretic peptide：ANP）や脳性 Na利尿ペプチ
ド（B-typeまたは brain natriuretic peptide：BNP）が分泌

され，ナトリウム利尿作用，血管拡張作用，交感神経
系，RAASおよび AVP抑制作用を発揮する．以前よ
り心臓からナトリウム利尿を示すホルモンが出ている
ことが de Boldらにより示されていたが1），ヒト ANP

の正確な構造決定に関しては松尾・寒川両博士の偉大
なる功績である2）．
　心房内には低圧容量受容体（low pressure volume receptor）
が存在し，これが刺激されると交感神経系，RAASお
よび AVPの活動を抑制する．しかし，これらの反対
調節（counter-regulation）は交感神経系，RAAS，ET-1

および AVPの強力な作用には及ばず，心拍数の増加，
末梢血管抵抗の増大および体液の貯留は結果として増
大する．
　心筋の負荷（ストレス）は心室内圧と心室容積の積に
比例し，心室壁の厚さに反比例する．Laplace’s lawが
示す通りである．後負荷は肥大により軽減されて心拍
出量および動脈圧の低下が防御され，心臓のポンプ機
能は維持される．これが心肥大による代償機序である
が，この代償機序自体にすでに心不全へ至るプログラ
ムを内包している．心肥大が長期にわたるとやがて心
拡張から心不全への坂道を転がっていく．肥大心の心
筋細胞は単に心筋線維が増加して容積が大きくなって
いるだけではなく，ANPなどの胎児型遺伝子や
RAASや ET-1，IL-1β，TNF-α等の炎症性サイトカ
インや iNOSなどの発現がみられ，心筋細胞の形質変
換やアポトーシスが進む．また，線維芽細胞が増殖し，
コラーゲンなどによる細胞外問質の線維化が増大す
る．これらは心筋のリモデリングと呼ばれており，互
いに関連して作用し合い，心筋の傷害を増強し，心不
全をさらに進行させる悪循環を形成する．
　以上をまとめると，心不全の増悪期には交感神経系
や RAASなどの代償機序が活性化し，生命の危機を
脱するのに役立っている．しかし，これらの系が過剰
に，そして長期にわたって活性化されると心不全への
進行をむしろ促進させ，生命の予後を悪化させる．し
かし，その行き過ぎを抑制するシステムも存在し，そ
の 1つがナトリム利尿ペプチド系である3-14）（Fig. 1）．
内分泌病学からみることで心不全の病態が徐々に明ら
かになってきた．

3．心不全の診断の変遷：広がる BNP の臨床応用

　循環器系疾患は，病歴，診察所見，一般血液検査に
加え，心電図，胸部Ｘ線，心エコー，心臓カテーテル
検査などで診断することが多い．各種検査にて基礎疾
患を見出すことと同時に心不全の程度を把握するべき
であるが，心不全に特異的な項目がこれまで必ずしも
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存在しなかった．
　従来から，心ポンプの機能評価として簡便でかつ情
報量の多いのは心エコー検査であろう．心収縮能の評
価として最もよく用いられている左室駆出率は，容積
変化から求められる指標である．最近では心エコー・
ドプラ法を用いて血流速度波形から心機能を評価する
指標も次々と考案され，拡張能の評価もかなりできる
ようになった．核医学検査に関しては，99m Tc標識血
流製剤を用いた心プールシンチグラフィによる心ポン
プ機能評価や，心筋細胞レベルでの脂肪酸ならびに糖
代謝に注目した核種が使用され，心不全に対する核医
学の評価も変容してきている．また，ノルアドレナリ
ンのトレーサーである 123 I-metaiodo-benzylguanidine

（MIBG）は，心不全悪者の予後と相関する指標として
用いられている．
　そのようななか，心不全に対する生体の代償機構と
して働く神経体液性因子，特に BNPは近年，心不全
の重症度の簡便な評価法として定着してきた．BNP

は特に主に心室から分泌されており，心不全に対する
感度と特異性が極めて高く，従来になかった心不全の
生化学的指標として世界中で臨床応用されている．血
漿 BNP濃度は心不全の予後との強い相関が報告され
ているが，これは特筆すべきであろう．従来のマーカー

を凌駕するといっても良いであろう15-23）．
　ただし，血漿 BNP濃度の測定だけでは心不全の基
礎疾患はわからず，基礎疾患の判定には他の生理およ
び生化学検査にその座を譲る．例えば，BNP測定で
は虚血性心疾患の評価はできない．不安定狭心症では
わずかの増加に止まり，指標とはならない．一方，急
性心筋梗塞における血漿 BNP濃度の変化は著しく，
発症直後から急激な変化を示し，病態によって経過が
異なる．軽症の心筋梗塞の場合，血漿 BNP濃度は発
症から約 20時間程度でピークを示す一峰性となる．
重症の場合は，発症から数日目に再びピークを作る二
峰性となる24）．よって，BNPにより急性心筋梗塞後
の重症度を判断することは可能ではなるが，その採血
のタイミングの問題があり，あまり実用的ではない．
BNPは虚血や梗塞にて細胞外へ分泌されるというよ
りは，細胞傷害の結果，その周囲で合成・分泌されて
臓器保護作用を示す急性相反応物質ととらえるべきで
ある25）．それゆえ，BNPは虚血性心疾患よりも一般
の心不全の方でよく使われる．

4．心不全治療の変遷：「心保護」の重要性

　心不全治療の目的は，生命予後と QOLの改善であ
る．薬物療法に関しては，心機能低下によるショック

Fig. 1   Pathophysiology of left ventricular dysfunction
 ACE: angiotensin converting enzyme, ANG: angiotensinogen, ANP: atrial natriuretic peptide, 
 AI: angiotensin I, AII: angiotensin II, BK: bradykinin, BNP: brain natriuretic peptide, 
 ET: endothelin 
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時はカテコラミンにて心拍出量を上げ，血圧を維持す
ることが肝要である．しかし，今と昔の治療の大きな
違いは，「心保護」の概念であろう．ショックでない
限り，また血圧低下が生じない状況においては，心不
全においては積極的な RAAS抑制薬やβ遮断薬の使
用が勧められている．特に慢性心不全ではそのことが
強調されているが，さらに最近では急性心不全におい
ても心保護の重要性が認識されつつある．例えば，急
性心不全における hNAP（カルペリチド）がこれにあた
るであろう．現在，hANPは急性心不全治療薬の第一
選択薬の 1つになっているが，これはごく最近の変化
である．この分野においては，日本は世界をかなりリー
ドしている26,  27）．なぜなら，欧米では急性心不全にお
ける ANPまたは BNPの治療薬としての臨床応用はほ
とんど進んでいない．

5．再び注目されているアルドステロン

　前述のように，心不全では心拍出量低下や血圧低下
に対する代償機序として RAASが賦活化し，末梢血
管抵抗を上昇させ，体液中の Naを貯留させる．その
体液量の維持に関してアルドステロンの役割は大きい
が，一方では代償機構の破綻にも大きく関与している．
アルドステロンの作用を阻害することは意義があると
思われるが，RALESや EPHESUSの大規模臨床研究
にてそれが見事に証明された28,  29）．そしてごく最近，
EHPHASIS-HFにて抗アルドステロン薬の意義がさら
に強調された30）．
　アルドステロンといえば原発性アルドステロン症
（PA）がすぐに思いつくと思われるが，心不全一般に
おいても極めて重要なホルモンであることがわかりつ
つある．もちろん，心不全に重要なホルモンはたくさ
んあるが，特にアルドステロンの意義には注目する必
要がある．なぜなら前述の EBMの結果が極めて優れ
ているからである．心不全の軽症から重症例まで生命
予後を改善している．ちなみにアンジオテンシンⅡ受
容体拮抗薬（ARB）は優れた高血圧の薬ではあるが，心
不全治療薬としての位置付けは複数の大規模臨床研究
からあまり上位にはあげられない．つまり，心不全の
病態研究において AⅡはもちろん一定の意義はある
が，アルドステロンがより中心的であると考えてよい
かもしれない．少なくとも筆者はそう考えている．
　以下にアルドステロンに関する最近の概念の変化に
ついてまとめる．アルドステロンの合成と作用のそれ
ぞれにおける研究の展開である．この分野の研究の進
展は心不全研究の進展を大きくサポートすると筆者は
考えている．

5-1. アルドステロンの合成に関する話題：副腎外合成系の存在

　まず，アルドステロンの合成に関する話題である．
アルドステロンは副腎皮質球状層にて合成，そして分
泌されるが，その機序に関してはいまだ十分に解明さ
れているとはいえない．しかしながら，アンジオテン
シンⅡがその強力な合成促進因子であることに疑いの
余地はない．また，血中カリウム濃度の重要性を忘れ
てはならない．カリウムの上昇はアルドステロン分泌
を強く促す．ほかには ET-1がアルドステロン合成を
刺激することが示されている．ACTH，ナトリウム利尿
ペプチド，ドーパミン，アドレノメジュリン，ナトリ
ウム濃度などもそれぞれアルドステロン合成の促進や
抑制に関与があるとされるが，曖昧な点がかなり多い．
　さて，副腎のみでなく心血管系の各組織における局
所アルドステロン合成系が動物実験にて脚光を浴び
た．われわれもヒト不全心にてアルドステロンが合成・
分泌されていることを心臓カテーテル検査時の採血に
て証明した31）．また，不全心でアルドステロン合成酵
素 CYP11B2の遺伝子発現がわずかながら亢進してい
ることを剖検心にて確認した．しかしながら，循環中
のアルドステロンの由来はそのほとんどが副腎由来で
あることは従来の概念と変わりはない．心血管系の局
所における組織アルドステロンは autocrine/paracrine

的に作用しているものと想像している．さらに，われ
われは心臓カテーテル検査により，ヒト心臓からのア
ルドステロンの分泌が，心機能がいまだほとんど低下
していない高血圧症例の心臓からも早々に生じている
ことを示した32）．この現象は高血圧の病態生理に心臓
組織アルドステロンが絡んでいる可能性を示唆するも
のであり，今後の研究の展開が期待される．

5-2. 組織（副腎外）におけるアルドステロン合成制御について

　組織におけるアルドステロンの合成の意義について
は，現在議論の的となっており，コンセンサスに至る
にはもうしばらく時間がかかりそうである．現時点で，
推察の域を出ないが，循環中アルドステロン（副腎由
来のアルドステロン）と心血管系の組織アルドステロ
ンは，それぞれ独立した制御機構があるようだ．例え
ば，Takedaらの報告では，高食塩飲水投与ラットで
血中アルドステロン値の低下が認められたにもかかわ
らず，心臓での RAASは逆に亢進しており，アルドス
テロン産生も増加していることはたいへん興味深い33）．
　局所アルドステロンの産生刺激因子としては，副腎
と同様にAⅡが考えられる．心筋梗塞後のラットでは，
非梗塞部位においてもアルドステロン合成酵素mRNA
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の発現とアルドステロン濃度の上昇が認められ，この
局所アルドステロン濃度の上昇は，ARBにより抑制
されることが観察されていることから推察できる．ま
た，われわれは，心不全症例を対象に，ACE阻害薬
の前投与の有無で同様の検討を行った．その結果，心
不全症例において心臓からのアルドステロン分泌は消
失した．つまり，ACE阻害薬投与により，AⅡレベル
が低下し，それに伴い心臓組織におけるアルドステロ
ンの合成が低下したことが示唆された．この現象は，
ACE阻害薬の新しい作用機序にあげられるかもしれ
ない．心臓アルドステロンが AⅡ以外の何の因子によ
り合成刺激されるかは不明である．ACTHによる作用，
ET-1による作用等々が予想されているが解析途上で
ある．しかし，ここに極めて重要な知見が得られてい
る．それは，心臓，特に高血圧症例の心臓からの
ACTHの分泌である34）．心臓 ACTHは心臓アルドステ
ロンに対して合成促進的に作用していると考えられ
る．つまり，副腎と心臓ではアルドステロン合成制御
系は若干異なる可能性がある．
　一方，われわれは，アルドステロン合成の抑制系に
関しても検討を行った．ANP，BNPは副腎において
アルドステロン合成を強力に抑制するが，仔ラット心
臓でのアルドステロンの産生も副腎同様に抑制するこ
とが明らかとなった．長い間，心臓由来のアルドステ
ロンが明らかにされなかった理由の 1つは，このナト
リウム利尿ペプチドによるアルドステロン合成抑制機
序のためだったかもしれない35）．心不全におけるアル
ドステロンとナトリウム利尿ペプチドのバランスは興
味深い．
　ただし，上記の組織アルドステロンに関する議論は
一般的な話題とするにはあまりも不確定な要素が多
い．現段階では 1つのトピックスとしてとらえるべき
であり，今後の研究の進展を待ちたい．

5-3. アルドステロンの病態生理学的作用

　アルドステロンによる心線維化に先立ち血管周囲に
強い炎症応答が生じ，その応答は抗アルドステロン薬
の投与によって減弱する．MRは尿細管だけではなく，
全身の多くの細胞に発現していることがわかってお
り，血管壁にも存在する．結果はアルドステロンの直
接の標的となり，血管の炎症をもたらす．そして線維
化がもたらされると考えられる．血管の炎症は動脈硬
化の第一段階であり，アルドステロンには血管内皮で
の NO合成を低下させ，内皮機能の低下をもたらすこ
とが報告されているので，動脈硬化研究においても重
要な因子として認識されつつある．

5-4. 鉱質コルチコイド受容体（MR）を活性化させる
因子はアルドステロンだけか？

　アルドステロンの作用には，核に働いて蛋白合成を
促し，ゆっくりとした時間経過で作用するゲノム作用
と，おそらくは膜表面にある受容体を介して速い時間
経過で作用する非ゲノム作用がある．ゲノム作用は，
アルドステロンの標的受容体であり細胞質に存在する
鉱質コルチコイド受容体（MR）にアルドステロンが結
合し，それが核内に移行して蛋白合成を促進させて反
応を生じさせると考えられている．
　MRにはアルドステロン以外のグルココルチコイド
も結合し，コルチゾールとアルドステロンのMRへ
の親和性は in vitroではほぼ同等である．コルチゾー
ルの血中濃度はアルドステロンの血中濃度より圧倒的
に高いが，腎臓などの上皮組織においては，MR近傍
にコルチゾールをコルチゾンに分解する 11β水酸化
ステロイド脱水素酵素 typeⅡ（11β HSD2）が存在し，
MRにアルドステロンへの選択制を保たせている．腎
尿細管においてアルドステロンはMRを介して Na+再
吸収と K+排泄を促進させ，体内への Na+とそれに引
き続く水分貯留に働く．
　MRは尿細管に存在することはわかっていたが，他
の上皮組織，つまり消化管などにも存在する．さらに
は，心血管系にも存在していることが明らかとなり，
アルドステロンの心血管への直接作用が注目されてい
る．
　しかしながら，極めて興味深いことに 11β HSD2

に関しては，その存在部位がMRと異なる可能性が
ある．特に心臓では同酵素が存在しないという報告が
あり，もしそうなると心臓ではMRはコルチゾール
により飽和されているということになる．つまり，ア
ルドステロンの関与はかなり低いということになり，
議論の的となっている．ただし，前述のように，高血
圧や心不全例においてはアルドステロンが微量ながら
心臓局所から産生される．つまり，血中アルドステロ
ン濃度が必ずしも高くなくても，局所レベルでアルド
ステロン濃度が若干でも高くなると，paracrine/autocrine

としてMRに作用する可能性もあり，やはり心臓に
おいてもMRのリガンドとしてのアルドステロンの
役割は否定できない．
　さらに現在の新しい考え方として，リガンド（つま
りアルドステロンやコルチゾールが存在しなくとも）
MRは活性化されるとの報告がある．その機構には酸
化ストレスがかかわっているようである．詳細な分子
機序の解明にはもう少し時間を要するであろうが，新
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しい考え方として注目されている36）．
　上記のMRの活性化の機序がどうであれ，その活
性を抑制するには eplerenoneなどのMR阻害薬が有効
であると多くの研究者は考えているようである．

5-5. アルドステロンの心臓への作用

　循環中のアルドステロン濃度と心肥大との関連性を
示した論文は以前から散見される．しかし，心筋肥大
とアルドステロンの直接的関係については議論の分か
れるところであり，なかにはアルドステロンの心筋へ
の影響はあまり強くないとする報告もあった．しかし，
このようななか，われわれは，高ナトリウム状態の時
はアルドステロンは直接的に心筋に強い傷害を与える
ことが示された．ほんのわずかのナトリウム濃度の上
昇も影響していると考えている．しかしながら一方で
は，ほんの短時間の間では，アルドステロンは高いナ
トリウム濃度に対して心保護的な作用を示すことも示
され，アルドステロンの持つ新たな生理作用が垣間見
られる37）（Fig. 2）．
　その概略をまとめると，①高食塩状態では細胞は脱
水を起こすが，それに対してアルドステロンは抗脱水
作用を示す．つまり，アルドステロンは細胞保護的に
作用する（non-genomic effectによる）．しかしながら，
②この高食塩状態が長く続くと，アルドステロンは強
い細胞肥大作用を引き起こす（genomic effectによる）．
また，この両者の作用に Na+/ H+ exchanger 1（NHE1）が
その作用機序を時として変えながら常に深く関与して

いることが判明した．本実験系では，アルドステロン
を外部から添加しているが，先に述べたように，生体
では高いナトリウムを摂取すると循環中アルドステロ
ン濃度は低下するが，組織のアルドステロン濃度は上
昇するという報告がある．もしそうであるならば，ア
ルドステロンと食塩に関する話は今後大きく展開する
であろう．しかし，研究の方法論的な困難さも同時に
存在するのも事実である．例えば，各組織にてアルド
ステロンは合成されているが，その量は極めて微量で
あるがゆえに，研究の改変を含めて地道な研究の展開
が必要である．

6．まとめ

　近年，臓器としての心臓の概念，そして心不全のと
らえ方が大きく変わりつつある．もちろん心臓病学に
おいては心機能や血行動態の理解がその基本であるこ
とに変わりはないが，それを合わせて内分泌学的な視
点からも病態を考える必要がある．そうすることで心
不全がさらに深く理解できるようになるであろう．特
に ANP，BNPの研究から心臓の持つ内分泌器官とし
てのさまざまな役割が垣間見える．さらに，近年の大
規模臨床研究からアルドステロンが再び注目されてお
り，その研究は心不全の病態解明への 1つの貴重な手
がかりになるであろう．
 

Fig. 2   Cardiac hypertrophy induced by high sodium and aldosterone ; and the blocking effect of eplerenone
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