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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：健康研究成果の実用化加速のための研究開発システム関連の隘路解消を支援する
プログラム
■プロジェクト名：迷走神経刺激による心不全治療の最適化
■機関名：国立大学法人 九州大学
■代表者名（役職）： 砂川賢二 （教授）
■共同研究機関名：国立循環器病センター研究所
■共同研究機関代表者名（役職）：杉町 勝 （部長）
■実施期間：５年間
■実施経費： 274.6 百万円
（間接経費、環境改善費込み）(H22～H24)

1．研究の概要
（１）機関の現状
先端医学の著しい進歩にもかかわらず、依然として人類は多くの難治性疾患に苛まれており、新たな
医療開発が求められている。申請者らは世界に先駆けて、生体情報制御系に制御理論を駆使して工学
的手段で介入することで、難治性疾患を治療する情報型治療システムを創成してきた。循環器疾患は人
類最大の死因であるが、その本態に循環制御の異常が関わっており、情報型治療システムは劇的な治
療効果を発揮する。九州大学が推進している「日本発の独創的な技術に基づいた情報型治療システム
開発特区」では、情報型治療システムの枠組みに基づき、①神経情報型治療システム、②電気情報型治
療システム（超低電力無痛性植込み型除細動システム：超 ICD）、③代謝情報型治療システムの実用化
開発を行っている。
本申請は、支援を受けることで実用化の劇的な加速が予測される、電気情報型治療システム（超 ICD）
に搭載される迷走神経刺激の有効性・安全性を最適化する条件を確立する研究を提案する。
（２）計画構想
現行植込み型除細動装置（ICD、CRT-D）は重症心不全の予後を改善するが、心不全の進行や心室
細動の予防はできない。その上、心室細動時の意識消失を免れず、大電力除細動のため、患者は誤動
作時には著しい苦痛に苛まれる。電気情報型治療システム開発では、現行 ICD の限界を克服する超
ICD の実用化を目指す。超 ICD には我々が世界で初めて証明した、迷走神経刺激による心不全進行抑
制と細動抑制を実現する画期的な機能を搭載する。しかしながら、迷走神経の刺激条件は有効性、安全
性に関して、充分に最適化されていない。本研究では医療機器の regulatory science の専門家を研究チ
ームに加え、迷走神経刺激条件の有効性と安全性の最適化を目指す。神経刺激条件は系統的・網羅的
に検討する。小動物と大動物を用いて、各々の利点を生かした研究を進める。有効性は小動物では生存
率を、大動物では代理マーカで検討する。安全性については、大動物では有害事象、神経伝達による神
経損傷評価、小動物では組織学的な神経損傷評価を行う。迷走神経刺激の有効性・安全性を早期に確
立することで、超 ICD 実用化の劇的な加速をはかる。
（３）達成目標
心不全における迷走神経刺激の有効性最適化に関する達成目標：小動物心不全モデルにおいて、
迷走神経刺激条件による生存率改善のデータを蓄積し、最適刺激条件を求める。小動物での良好な刺
激条件について、大動物心不全モデルにおいて、これを繰り返し、代理エンドポイントの良好な改善を確
認する。
迷走神経刺激の安全性および有害事象に関する研究の達成目標：正常および心不全モデル大動物
において、迷走神経刺激条件による有害事象発生のデータを蓄積し最適刺激条件の調整を行う。長期
神経刺激による神経損傷を大動物での神経伝導障害の評価および小動物での神経組織像で評価し、
最適刺激条件の決定に反映させる。
本研究終了後、この知識ベースを利用し、さらに大動物での再現実験を続け、有効性と安全性を最適化
した迷走神経刺激による心不全治療を確立し、この機能を組み込んだ超 ICD を実用化する。
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2．実施体制

3．実施内容
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4．ミッションステートメント

(1) 課題の概要
植込み型除細動装置（ICD／CRT-D）は、難治性の慢性心不全の予後を改善する治療法として、
大きな期待が寄せられている。しかしながら、現行 ICD は心不全の進行を抑制できず、致死的不整
脈である心室細動を予防できない。その結果、心室細動発生時には意識消失を免れず、大電力除
細動のため、誤動作時は著しい苦痛を伴い QOL は劣悪である。スーパー特区事業で採択された
「日本発の独創的な技術に基づいた情報型先進治療システム開発特区（革新的な医療機器の開
発）」の中核事業として開発されている「電気情報型治療システム」では、これらの現行 ICD の限界を
克服する超 ICD の実用化を目指している。超 ICD には迷走神経刺激による心不全進行抑制と細動
抑制を実現する画期的な新機能を搭載する。我々は世界で初めて迷走神経刺激が心不全モデル
の生存率を劇的に向上させることを示した。しかしながら、刺激条件の設定は有効性、安全性の面か
らまだ充分に最適化されていない。本提案は小動物および大動物を組み合わせた網羅的な動物実
験により、迷走神経刺激による心不全治療の有効性と安全性を最適化し、超 ICD の実用化の劇的
な加速を目指す。
(2) 実施期間終了時における具体的な目標
 有効性に関する研究計画
小動物心不全モデルにおいて迷走神経刺激条件を網羅的に変え、生存率がどのように変化す
るかデータを蓄積する。そのデータに基づき、生存率を最も改善する最適刺激条件を求める。
小動物で確立された最適刺激条件について、大動物心不全モデルにおいてこれを繰り返し同様
の結果が得られるかどうか（代理マーカで）確認する。
 安全性および有害事象に関する研究計画
正常および心不全モデル（大動物）において、迷走神経刺激条件による有害事象発生のデータ
を蓄積し最適刺激条件の調整を行う。長期神経刺激による神経損傷を大動物での神経伝導障害の
評価および小動物での神経組織像で評価し、最適刺激条件の決定に反映させる。
(3) 中間評価時における具体的な目標
 有効性に関する研究計画
刺激期間を限り、小動物心不全モデルにおいて、迷走神経刺激条件を網羅的に変え、生存率が
どのように変化するかデータを蓄積する。中間評価後の研究に備え、大動物心不全モデルを確立
する。
 安全性および有害事象に関する研究計画
正常大動物において、迷走神経刺激条件による有害事象発生のデータを蓄積する。長期神経
刺激による神経損傷を大動物での神経伝導障害の評価および小動物での神経組織像で評価し、
最適刺激条件の決定に反映させる。中間評価後の研究に備え、大動物心不全モデルを確立する。
(4) 実施期間終了後の取組
有効性・安全性に関する網羅的なデータを蓄積することで、臨床応用に資するべき機器の合理的
開発がはじめて可能となる。この結果は貴重な知識ベースとして、わが国より迷走神経刺激による心
不全治療を発信する原動力となるものと思われる。本研究後は結果を最大限に利用して、大動物で
の再現実験を続け、迷走神経刺激機能を組み込んだ超 ICD を完成させる。
(5) 期待される波及効果
本研究によって、最適条件が確立すれば、優位に開発を推進することができ、医療産業の育成に資
することができる。また、本研究は他の電気刺激装置にも応用可能である。脊髄硬膜外や体表から
の刺激により血圧をフィードバック刺激する装置に関しても本手法が可能と思われる。同様の開発を
行う他の研究機関でも同様の方法を用いることができる。
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5．採択時コメント
本提案は、難治性心不全に対する新たな治療機器として、超低電力無痛性植え込み型除細動システム
(超ICD)の実用化開発を行い、現行の植込み型除細動装置の心不全進行や心室細動の予防に係る課
題を克服し、高い電圧による除細動作用に伴う患者の苦痛の軽減を図ることによって、新規治療法の確
立を目指す重要な取組である。迷走神経刺激による心不全治療は独創性が高く、潜在市場も大きいと予
想され、日本から世界に向けて発信し得る医療機器として期待できる。また、開発加速を目指し、迷走神
経刺激の最適化条件の早期策定に向けた研究計画が精細に設定されていることにより、本取組がスー
パー特区課題の推進に大きな力になることが見込まれる。 課題の実施に際しては、他の資金との切り分
けを明確にして課題を推進することが必要であり、また、迷走神経刺激による治療に関する知的財産権
確保について留意するとともに、体制を強化して、安全性の確認と薬事面の対応に十分に配慮しつつ、
開発を速やかに推進することが求められる。
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Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目

担当機関等

安全性最適化に関する研

国立大学法人

究

九州大学

安全性最適化および有害

独立行政法人

事象に関する研究

国立循環器 病

所要経費

研 究
担当者

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

合計

砂川 賢二

54.7

58.6

56.8

52.0

52.0

274.1

杉町 勝

44.2

28.3

32.0

46.8

46.8

198.1

研究センター

所 要 経 費

（合 計）

98.9

86.9

88.8

98.8

98.8

472.2

※注、H25,H26 は提案書の記載に基づく
予定額
２．使用区分

設備備品費
人件費
事業実施費
間接経費ある
いは環境改
善費
計

サブテーマ１
35.9
25.6
88.3
20.3

サブテーマ２
5.1
49.1
40.1
10.2

170.1

104.5

サブテーマ３

（単位：百万円）
サブテーマ４
計

※注、H22～H24 の実績を記載しています
※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
H22 年度購入 実験動物テレメトリーシステム 14,684,880 円
H23 年度購入 超音波画像診断装置
9,555,000 円
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）目標の達成状況
計画（目標）
 有効性最適化に関する研究
（小動物での検討)
① 心不全モデル動物の作成、電極の埋め込み技術を安定して行うための手技を確立する。
② 血行動態の変化、遠隔モニタリングシステムを確立する。
③ 長期に刺激が可能な新型刺激装置の開発
④ 新型刺激装置を用いて、電圧などの刺激条件の違いによる予後の違いを検討する。
（大動物での検討)
⑤ イヌ心不全モデルを作成する。
 安全性・有害事象に関する研究
① 迷走神経刺激を行ったラットの組織診断を行い刺激条件ごとに神経損傷の定量化と臓器における迷
走神経刺激の作用の定量化を行う。
② 正常イヌにおける迷走神経の刺激方法として有害事象を減らす条件の検討を行う。
③ 正常イヌにおいて神経伝導速度による神経損傷の評価法を確立して各種刺激における損傷を評価
する。
④ イヌ心不全モデルを作成する。
達成状況
 有効性最適化に関する研究
中間評価までに上述の有効性の最適化に関する目標は達成した。特に、世界に類のない超小型の植込
み型迷走神経刺激装置の前倒しの開発は、今後の開発を加速するものである。以下、項目別に達成状
況の概要を記載する。
（小動物での検討）
① 心不全モデル作成、電極の植え込み技術確立
ラットの冠動脈を結紮する心筋梗塞を作成することで、均一で再現性のある心不全モデルの作成が可
能になった。
ラットの迷走神経に装着する神経刺激電極先端の金属材料、刺激装置と接続するワイヤー、さらに電
極をカバーする絶縁材料の神経組織所見を含んだ系統的な検討を行い、材料を決定した。さらに、電極
構造、ワイヤー構造、接続部構造等の電極実装に不可欠な要素技術について、系統的に開発した。そ
の結果、安定して迷走神経を刺激することのできる電極が完成した。
実際の電極植え込みには植え込み手術手技を確立する必要がある。実体顕微鏡下のマイクロサージェ
リー技術を用いて、低侵襲で安定した電極植え込みの技術を開発した。加えて、電極の体内固定法や皮
下トンネルの作成法など、慢性植え込みに不可欠な手技の開発を行った。
これらの電極開発や手技開発の結果、電極植え込みの成功率は 80％を超えるレベルになり、今後の有
効性の最適化が加速されるものと思われる。
② 血行動態の変化、遠隔モニタリングシステムを確立する。
心不全の治療法を開発するにあたり、血行動態を詳細に評価することは極めて重要である。血行動態
を詳細に解析することで初めて心機能や自律神経の状態を評価することができる。血行動態は覚醒下と
麻酔下で大きく異なることから、臨床に近い覚醒下の記録を無線で行うこととした。小動物用の植え込み
型の血行動態記録装置は市販されているが、その性能、とくに心機能を抽出するソフトウエアは極めて単
純なものに限られている。そこで本研究では、無線で送られてくる信号をデジタル化し、独自のソフトウエ
アで詳細に心機能の解析を行う仕組みを開発した。小動物のみならず、大動物についても遠隔記録が
可能な仕組みを立ち上げた。
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③ 長期に刺激が可能な新型刺激装置の開発
迷走神経の刺激を最適化するためには、刺激周波数、刺激強度（電流）、パルス幅等を厳格に制御す
る必要がある。これらの制御を自在に行うためには、マイクロプロセッサーを内蔵した、高度に集積化され
た装置の開発が必要になる。我々は当初の予定を前倒しし、これらの制御を完全植え込み下で、かつ無
線で外部制御できる小動物用刺激装置を開発した。小型化ならびに省電力化を行うことで、3 ヶ月以上の
長期に渡り、外部から任意に刺激条件を設定することのできる迷走神経刺激システムが完成した。中間
評価以後の研究で、この装置を駆使して、有効性・安全性の確立を加速する。
④ 新型刺激装置を用いて、電圧などの刺激条件の違いによる予後の違いを検討する。
上記③の開発は当初は中間評価以後に予定していた。開発の前倒しに成功したので、この最新式の
装置を用いて、迷走神経刺激の有効性を最適化する刺激条件の抽出実験を行った。従来のシステムより
も遙かに細かい刺激条件が設定できることから、これまで観察されてこなかった迷走神経刺激に対する複
雑な生体応答（一定の迷走神経の刺激条件に対して、心拍等の応答は動物の活動度に応じて時々刻々
と変化する）が得られることが明らかになった。
（大動物での検討)
⑤ イヌ心不全モデルの作成
急性期に冠動脈を結紮することにより心筋梗塞を作成した。慢性期には心臓超音波断層装置、ＣＴを
用いることで、心機能を評価した。適切な大きさの心筋梗塞を作成することにより、心不全が発症すること
が明らかになった。また、これらの動物において、心臓カテーテル検査を施行し、心機能を評価した。そ
の結果、左室の収縮末期エラスタンスが低下していることが示された。
虚血以外の心不全による迷走神経刺激効果を評価するために、ペーシングによる頻脈誘発性の心不
全を作成した。
今後はこれらのモデルを必要に応じて、使い分ける予定である。
 安全性・有害事象に関する研究
中間評価までに計画通りの実績を達成したが、さらに派生した問題点にも重点的に取り組むことによっ
て中間評価以降に問題が生じないようにした。ラットの組織診断では神経損傷の定量化、心筋における
迷走神経刺激の作用の定量化手法を確立し、その手法により最適刺激条件の候補をしぼり込んだ。正
常イヌにおける迷走神経の刺激方法としては胸腔内での刺激が同じ心拍数低下でも有害事象を減らす
こと、電極の長期装着のみでも神経伝導の低下が起こることを加味して神経損傷評価法として検討したこ
と、急性期に著明な心機能悪化をもたらすイヌ心不全モデル作成法を確立したことなど計画どおりの目標
を達成した。以下に項目別に概要を示す。
① 心不全ラット迷走神経刺激後の迷走神経・臓器の組織診断
各種条件下で迷走神経刺激を行った心不全ラットの迷走神経（刺激部位）の組織診断を行い、脱髄の
程度を定量化して電極装着および電気刺激が迷走神経の脱髄に与える影響を評価した。各種条件下で
迷走神経刺激を行った心不全ラットの各種臓器の組織診断を行った結果、心筋において炎症惹起物質
の増加が抑制され、血管密度が増加していることが明らかになった。その結果、最適な安全性・有効性を
与える刺激条件の候補をしぼり込むことができた。
② 正常イヌにおける迷走神経刺激中の有害事象の検討
正常イヌで各種条件下で迷走神経刺激を行い、条件ごとに有害事象の種類と頻度について網羅的に
データを蓄積した。その結果、初年度に明らかになった消化器症状に加えて、頚部の筋への不要な刺激
が有害事象に結びつくことが明らかになった。咽喉頭部の筋電図を定量化することにより、胸腔内での迷
走神経刺激が同じ心拍数低下を起こす条件では有害事象が尐ないことが明らかになった。
③ 正常イヌにおける迷走神経刺激後の神経損傷の神経伝導による評価
正常イヌで各種条件下で迷走神経刺激を行い、条件ごとに迷走神経の神経伝導を用いて神経損傷の
程度を評価した。その結果、長期の電極装着のみでも神経損傷のために神経伝導速度の低下に結びつ
いた。そのために、神経電極装着の影響を加味して神経損傷評価法として検討した。
④ イヌ心不全モデルの作成
カテーテル操作により、イヌの心不全モデルを作成する方法を確立した。慢性期の心不全の重症度は
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急性期に比し軽減し、その程度は個体によって異なることが明らかになった。
（２）採択コメントに対する対応
1) コメント「他の資金との切り分けを明確にして課題を推進することが必要である」
企業と共同で開発を行っている超低電力無痛性植え込み型除細動システム（超 ICD）の本体開発（機器
設計、仕様確認、動物内動作確認、長期植込み試験)などは他資金および企業内の開発費で推進して
いる。超 ICD に備えるべき新規機能のうち、迷走神経刺激機能の開発以外（超低電力除細動、即時細動
診断機能、ユビキタス診断機能）の開発については、他資金で行っている。一方で迷走神経刺激機能の
最適化に加え、迷走神経刺激による心不全進行抑制の機序解明、有害事象に関する関連研究（定量化、
起立耐性への影響）、慢性神経電極の開発、心不全評価法の開発などは本研究資金で行っている。
2) コメント「迷走神経刺激による治療に関する知的財産権確保について留意する」
迷走神経刺激による心不全進行抑制の基礎研究結果が明らかになった直後から、知財確保には多大な
努力を重ねてきた。具体的には詳細に後述しているが、基本特許「生体調節機能代替を用いた治療用シ
ステム並びに該システムに基づく心臓ペーシングシステム、血圧調節システム及び心疾患治療用システ
ム」をすでに 2002 年に出願し、日、米、韓、印、露、イスラエルの６カ国で権利が取得できている。さらに
欧、中で審査中であるが、近い将来に権利が確保できるものと考えられる。また迷走神経刺激治療にさら
に付加価値をつけた特許「再生治療装置とその作動方法および再生治療方法」を 2008 年に出願し、日、
米、欧にて審査中である。そのほか関連特許を数多く出願しており、現時点までに権利を拒絶されたもの
は全くない（許諾または審査中）。
3） コメント「体制を強化する」
本研究に多くの大学院生や特任研究員、流動研究員、学術研究員を投入して研究を推進しており、集
中的に迷走神経刺激の有効性・安全性の最適化に関する研究に人的資源を集中している。一方他資金
ですすめている超 ICD の本体開発には企業から多くの人的資源を投入することで研究を両立させてい
る。
4) コメント「安全性の確認と薬事面の対応に十分に配慮する」
迷走神経刺激治療の安全性は小動物、大動物の各段階で十分な確認が必要であり、そのことが薬事面
での対応を円滑にすすめるためにも必須事項である。安全性は有効性に優先させ、最適な迷走神経刺
激条件を決定する。
実用化をめざしたさいに有効性・安全性についてどのような前臨床試験のデータが必要なのか、本研究
のメンバーであり、医療機器に関する regulatory science の専門化であり、かつ、ＰＭＤＡの審査官の実績
を有す、戸高の助言によるＰＭＤＡとの事前相談および薬事面への対応を定期的な運営会議を開き、綿
密に計画している。
5) コメント「開発を速やかに推進する」
上記で述べたように、多くの人的資源を投入し、さらに効率的に実験を進めることによって研究期間内に
最終目標を達成する。それだけでなく中間評価において新たに設定した目標(虚血再潅流時の迷走神経
刺激による梗塞領域縮小効果の最適化)に対しても早期に結論を出し、これらの結果を実際の医療機器
開発に速やかに反映させる。
（３）所期の計画どおりに進捗していない場合の理由、対処、実績
計画通りに進捗していないと判断される項目はない。一方で、関連分野、周辺分野の研究を含めて包
括的に研究を推進しており、中間評価後に生じうる偶発的な問題点にも柔軟に対応できる体制を整えて
いる。さらに、企業が製品化を行う際の戦略の変化にも対応できる体制を整えている。
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２．成果
（１）研究成果の内容
① 国民のニーズが高い革新的な医薬品等の開発に資する成果について
中間評価までに行った研究成果として、迷走神経刺激の条件として、ラットにおける迷走神経の組織
像解析および血行動態の評価から至適条件の候補が定まった。また、迷走神経刺激の安全性・有効性
を両立する刺激条件の候補を絞り込むことができた。本研究後半ではこの候補条件をもとにして、それを
改変したいくつかの条件と比較検討することにより、さらに有効性、安全性を両立する最適な迷走神経刺
激の条件を、複数個体での検討で決定する。有害事象の面から迷走神経の刺激部位に関しても詳細に
検討することができたが、本研究後半ではそれに沿った刺激方法（電極の材質、形状、送達方法など）を
確立する。
これらの中間評価までの成果は、心不全の新しい治療法である迷走神経刺激装置の実用化、同機能
を搭載した革新的 ICD 装置の実用化をすでに加速するものであるが、今後本研究後半における詳細な
刺激方法の確立により確実な実用化への道程が明らかになる。
② 本プロジェクト実施による開発加速の状況について
本プロジェクトの現段階までの成果を用い、さらに本研究の後半で最終目標を達成することによって、
迷走神経刺激の生体作用を利用する複数の循環器疾患治療装置の実用化を同時に加速することがで
き、その意義は大きい。これらは、革新的 ICD 装置の開発と一体となって循環器疾患治療に欠かせない
機器である。
また次項③でのべるように研究後半では「心筋の虚血再潅流時の早期短期間の迷走神経刺激による
梗塞領域の縮小、心臓リモデリングの抑制」に対する迷走神経刺激の最適化を追加の目標とすることで、
現在再潅流を行っても限られている心筋梗塞の予後改善効果を飛躍的に改善させることが可能になると
考えられる。本疾患は患者数が多いためにその社会的なインパクトは莫大なものであると考えられる。
③ プロジェクトによって得られた新しい科学技術面での知見・成果について
研究成果の検討の過程で、中間目標を達成した以外に以下の重要な知見、成果を得た。
1) 減圧神経求心路刺激による血圧制御：迷走神経刺激では直接迷走神経の緊張を変えることができ
る。しかしながら、圧受容器神経求心路に刺激により、迷走神経の緊張と交感神経の緊張抑制が行える。
これらは何れも心不全治療に有益である。減圧神経を動脈圧を負帰還しながら刺激することにより、人工
圧受容器（バイオニック血圧制御システム）の開発が行われた。このシステムを用いることで、血圧が制御
できるのみならず、心不全状態を回避するための、容量耐性ができることが明らかになった。これまでの
迷走神経刺激に加えて新たな自律神経修飾治療であり、これまで治療法がなかった起立性低血圧や収
縮機能が保持された心不全の新たな治療戦略が生まれた。この成果に関する特許の出願が行われた。
2) 心筋の虚血再潅流時の早期に短期間、迷走神経刺激を行うことで梗塞領域の縮小、心臓リモデリン
グの抑制が確認された。心筋の虚血再潅流の対象患者数は多く、その患者に対し迷走神経の早期、短
期間刺激を行う方法を追加で開発することは重要な目標であると考えられた。本研究後半では、この対
象に対する迷走神経刺激の最適化も最終目標とすることが妥当だと考えた。
3) 迷走神経の電気刺激作用を模擬することのできる薬剤が発見された。電気刺激との相違点もある
が、迷走神経刺激の作用機序を検討するためのモデルとして広い応用が可能である。また複数の薬剤が
探索できたため、投与経路や副作用の抑制が可能となれば新規薬剤（適応拡大）として慢性心不全に薬
剤としての実用化が期待できる。
4) 迷走神経刺激を人為的に行った際にも起立耐性に大きな影響はないことを明らかにした。起立耐
性の低下はこれまでに知られている有害事象ではないが、理論上は否定できない有害事象であったが、
実験的にも今回それが否定された。

9

（２）研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】
国際会議 Cardiovascular Systems Dynamic Society
開催日時 2010 年 9 月 23 日～2010 年 9 月 26 日
開催場所 福岡
参加者数 約 200 名
主な参加者 David A. Kass, Johns Hopkins University Medical Institute, Maryland, U.S.A.
Daniel Burkhoff, Columbia University, New York, U.S.A.
William C. Little, Wake Forest University School of Medicine, North Carolina, U.S.A.
William C. Hunter, New Jersey Institute of Technology, New Jersey, U.S.A.
Frits W. Prinzen, Cardiovascular Research Institute Maastricht, Maastricht, The Netherlands
Dimitrios Georgakopoulos, CVRx Inc., Minnesota, U.S.A.
Paul M.L. Janssen, The Ohio State University, Ohio, U.S.A.
Craig J. Hartley, Baylor College of Medicine, Texas, U.S.A.
Joe Alexander Jr., Pfizer, Inc. New York, U.S.A.
Nico Westerhof, Emeritus at VU Medisch Centrum, Amsterdam, The Netherlands.
【研究成果発表等】
１）論文等

和文誌
欧文誌
合 計

原著論文発表
（査読付）

左記以外の誌
面発表

0件
33 件
33 件

0件
0件
0件

口頭発表
(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）
54 件
58 件
112 件

合計

54 件
91 件
145 件

２）特許等出願件数（3 件）
① 名称:
BIONIC BAROREFLEX SYSTEM TO TREAT HEART FAILURE WITH PRESERVED
EJECTION FRACTION
出願日:
2010年9月21日
出願番号:
61/384828
代表発明者： 九州大学医学研究院 砂川 賢二
② 名称:
出願日:
出願番号:
代表発明者：

動脈圧反射機能障害に関連した疾患を治療するためのバイオニック動脈圧反射システム
2011年9月21日
PCT/JP2011/071470
九州大学医学研究院 砂川 賢二

③ 名称：
出願日：
出願番号：
出願者：

電気刺激電極組立体
2011 年 8 月 4 日
特願 2011-170994
国立循環器病研究センター、オリンパス

３）受賞等（15 件）
① Kenji Sunagawa, The 2010 EMBS Technical Awards: The IEEE Engineering in Medicine and Biology
Society
② 細川和也：第 31 回日本循環制御医学会総会 若手研究奨励賞受賞（2010 年 5 月）
③ 松川龍一：第 9 回九州脳と高血圧研究会 最優秀賞受賞（2010 年 7 月）
④ 松川龍一：第 8 回交感神経とアンジオテンシンⅡ研究会 優秀賞受賞（2010 年 8 月）
⑤ 坂本隆史：19th International Conference of the Cardiovascular System Dynamics Society Nico
Westerhof award finalist（2010 年 9 月）
⑥ 岸拓弥：第 33 回日本高血圧学会総会 Young Investigator Awards 優秀賞（2010 年 10 月）
⑦ 細川和也：平成 22 年度日本生体医工学会九州支部学術講演会 研究奨励賞受賞（2011 年 1 月）
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⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

松川龍一：第 40 回日本心脈管作動物質学会 Young Investigator Awards 優秀賞（2011 年 2
伊藤浩司：The 4th International Aldosterone Forum in Japan・The 4th IAF-J Award（2011 年 5 月）
中垣俊明：第 32 回日本循環制御医学会総会・山本道雄賞（2011 年 6 月）
西原正章：第 10 回九州脳と高血圧研究会・最優秀賞（2011 年 7 月）
岸拓弥：US-Japan-Asia Dialogue on Cardiovascular Diseases・US-Japan-Asia Dialogue on
Cardiovascular Diseases Poster Award （2011 年 7 月）
⑬ 伊藤浩司：第 12 回 Neurocardiology WorkShop・最優秀賞（2011 年 7 月）
⑭ 小河清寛：第 9 回交感神経とアンジオテンシン II 研究会・奨励賞（2011 年 8 月）
⑮ 川田徹、杉町勝，平成 22 年度日本生理学会入澤宏・彩記念 JPS 心臓・循環論文賞 (2010 年 3 月)
４）主な原著論文（査読付き誌掲載の論文、5 件以内）
① Hosokawa K, Ide I, Tobushi T, Sakamoto D, Onitsuka K, Sakamoto T, Fujino T, Saku K, Sunagawa K.
Bionic Baroreceptor Corrects Postural Hypotension in Rats with Impaired Baroreceptor. Circulation (in
press)
② Kishi T, Hirooka Y, Konno S, Ogawa K, Sunagawa K. Angiotensin II type 1 receptor-activated
caspase-3 through ras/mitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinase in the
rostral ventrolateral medulla is involved in sympathoexcitation in stroke-prone spontaneously
hypertensive rats. Hypertension. 55(2): 291-297, 2010.
③ Uemura K, Zheng C, Li M, Kawada T, Sugimachi M. Early short-term vagal nerve stimulation
attenuates cardiac remodeling after reperfused myocardial infarction. J Card Fail. 16(8): 689-699, 2010
④ Kawada T, Li M, Kamiya A, Shimizu S, Uemura K, Yamamoto H, Sugimachi M. Open-loop dynamic
and static characteristics of the carotid sinus baroreflex in rats with chronic heart failure after
myocardial infarction. J Physiol Sci. 60(4): 283-298, 2010.
⑤ Kawada T, Shimizu S, Li M, Kamiya A, Uemura K, Sata Y, Yamamoto H, Sugimachi M. Contrasting
effects of moderate vagal stimulation on heart rate and carotid sinus baroreflex-mediated sympathetic
arterial pressure regulation in rats. Life Sci. 89(13-14): 498-503, 2011.
（３）スーパー特区あるいは関連分野への科学的・技術的波及効果
本課題はわが国で立ち遅れている治療用医療機器（特に植え込みにより常時、自律作動するインテリ
ジェンス機器）の実用化のモデルケースとしてその完遂はきわめて重要である。加えて、実用化が完遂さ
れることにより、同様のハイリスク機器のすべてについて実用化が加速されることが期待される。特に、機
器の作動条件によって最適な生体の応答を惹起する必要がある機器について、本課題で行われたように
その部分を分離して検討することにより実用化までの道程を格段に加速することになり、実用化のボトル
ネックを軽減することができる。
後述するが、生体の調節機構への介入による治療法は、全身の疾患に応用可能である。ペースメーカ
技術の転用で実現できるゆえ、すでに海外の企業を中心に開発が進められているが、神経電気刺激の
条件決定については場当たり的であり、系統的な検討は行われていない。本研究を発展させることにより、
同様の検討を各種疾患の治療の応用することで、本邦がこの分野において治療機器開発の主導権を確
保することは十分に可能であると考える。
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３．研究計画・実施体制
① 有効性安全性評価を専門とするチームあるいは同アドバイザーとの連携はどのように行われたか。
４．（２）①項で述べるように、本研究の成果は医療機器の製品化という形を最終目標としている。その
ために、次項②で述べるデータ共有とは別に、企業の開発担当者や執行委員とは頻繁に情報交換を行
って本研究成果をどのような道程で製品化するのかを討論している。
一方で、本研究の体制にはレギュラトリサイエンスに専門家（担当：戸高）を加えて薬事対応を含めた研
究の軌道修正を行っている。戸高は総合機構で医療機器の審査を担当した経験があり、また米国 FDA と
の間にも人的交流があるために、日米双方において迷走神経刺激機能をもつ医療機器の薬事対応、製
品化に向けた承認申請については専門的知識を十分に提供できる体制となっている。実際、担当企業と
の間でも交渉を進め、企業内で戦略的に未定な事項を保留にしたままでの総合機構との事前相談を行
い、薬事申請に関する基本的な方針について総合機構の考え方を把握することができた。今後想定され
る、改訂版ガイドラインの策定（４．（２）③参照）に際しても、レギュラトリサイエンスの専門的知識を活用す
ることができるものと考えられる。
② 研究項目毎に適切な予算配分、執行に向けてどのような配慮がなされたか。
本研究では、主任研究者、分担研究者、主担当研究者、実際の実験担当者が、両施設をテレビ会議
システムで結んで一同に会し、その期間に得られた研究の進捗状況について情報の共有を行っている。
このデータ会議は尐なくとも月に１回は行っており、お互いの施設での研究結果を十分に理解して研究
を進行させている。このことにより不要な実験の重複をなくし、さらに一方の施設で発生した実験上の問題
点についても原因の考察を全員で行うことができる。実験上の問題点については対策を講じこれを両施
設で行うことにより、迅速な軌道修正が可能となっている。データの共有は、学会等の機会を利用して研
究者が直接に面会することによって、さらに充実させている。技術的な細かい点の情報共有は実際に実
験を行いながら、実験担当者間で進めている。
このような情報共有をもとに、研究全体をどのように効率化、加速化できるかを主任研究者、分担研究
者にレギュラトリサイエンス専門家を交えて検討し、それを備品をはじめとする予算配分や実際の執行に
反映させて、全体として研究が適切なものとなるように管理している。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
（１）研究終了時の達成目標について
中間評価までの研究計画についてはすべての項目で計画通りに進捗している。さらに、研究を推進す
る過程で明らかになった、本研究の終了時や医療機器の製品化に向けて必要と考えられる研究項目を
適宜追加して研究を行った。その結果、関連分野、周辺分野の研究についても次々に研究成果をあげる
ことができるに至った。このような包括的な研究推進の方法は、中間評価までにとどまらず中間評価後に
も生じうる種々の問題点にも柔軟に対応できることが期待できる。さらに、企業が製品化を行う際の戦略の
変化にも対応できる体制を整えている。
派生した研究成果の中で特に重要な応用分野は、心筋の虚血再潅流時に行う迷走神経刺激の効果
である。従来、虚血再潅流時の迷走神経刺激は致死的不整脈に予防効果が注目されていたが、本研究
の結果、梗塞縮小効果や心臓リモデリング抑制効果が明らかになった。完成してしまった慢性心不全の
治療を行うよりも、さらに早期に治療を行うものであるために、対象となる症例数は多い。このことから虚血
再潅流時の迷走神経刺激治療についても、刺激条件の最適化（有効性安全性の両立）を明らかにするこ
とを追加の目標とすることが適切であると考えられる。
（２）実施期間終了後における取組の継続性・発展性
① 実施期間終了後も研究・開発を継続展開するための工夫・見通し
本研究は、最終的に迷走神経刺激機能をもつ複数の医療機器（ハイリスク体内植え込み機器など）の開
発、実用化、承認申請、治験、商品化を目標としており、その中で迷走神経刺激機能の最適化を別個抽
出して研究することによって加速するものである。したがって、本研究の終了は全体計画の終了点ではな
く、むしろ通過点である。
研究チームはこれまでに繰り返し討論や協議を重ねることによって、研究開発の全体像を担当する企
業と共有してきた。さらに研究開発担当者のみではなく、執行役員とも同様の協議を重ねており、担当企
業にとっていわばその社運をかけて取り組んでいる事業と認識されている。ハイリスク機器を含む研究開

12

発を行うので、その道程は必ずしも容易なものではないことから、全体計画としても中間目標を設定したも
のとしている。その詳細は企業の戦略を含むものであるので、必ずしも公開資料として記載できないが、
企業内での戦略を含めて十分な検討の上で商品化にいたる道程を描いているために、本研究の終了に
よって研究開発が中断したり減速したりすることはあり得ない。
② 研究成果を発展させる研究・開発ビジョン
本研究で開発する医療機器は、生体のもつ生体調節機構を利用した治療機器である。ただし、生体の
調節様式をそのまま用いるのではなく、生体にない新たな調節様式を実現することによって、生体そのも
のでは治癒できない疾患の治療を可能とする治療機器である。そのため、疾患治療に必要な最適な調節
様式は生体に模倣して決めることができず、最適治療条件の探索そのものが医学研究の目的となる。本
課題はまさにこれに取り組むものである。
このような生体の調節機構への介入による治療法は、循環器系疾患に限らず全身の疾患に応用可能
である。生体の調節系に介入する手段としては、神経系への電気刺激が主たる方法となる。神経系への
電気刺激は生体の興奮膜の性質を利用したもので、わずかの電力で長期間刺激を続けられるという利点
がある。また刺激電極や体内植込み機器の技術を簡単に応用可能であるために、海外の企業を中心に
開発が進められている。たとえば世界最大の医療機器企業であるメドトロニク社では全身の疾患を対象と
した神経電気刺激による治療法開発の戦略マップを作成している。
しかし同社をはじめ、海外の既存各社では神経電気刺激の条件決定については、場当たり的にすす
めており、その系統的な検討を目的とした研究は行われていない。本研究を発展させることにより、同様
の検討を各種疾患の治療の応用することで、本邦がこの分野において治療機器開発の主導権を確保す
ることは可能であると考える。
③ 社会制度的な取組に資する成果が得られる見通し
本研究で開発を行っている迷走神経刺激による心不全治療装置については、厚生労働省と経済産業
省が共同で行っている審査・開発ガイドライン策定の対象機器として選定された経緯がある。しかしながら
他の多くの神経刺激装置を含むものを対象としたガイドラインのごく一部として策定されたために、関連学
会との調整なども行っていないために十分に実用的なものにはなっていない。今後、迷走神経刺激の条
件最適化をきっかけにして、その有効性、安全性が十分に明らかになった段階で、関連学会の有識者の
意見も取り入れて再策定することによって、十分に実用に使用可能なガイドラインを作成できるものと考え
る。ガイドライン作成は企業による開発の道程、審査基準候補の社会での認知を明確化することになり、
より一層の開発の加速化が期待される。
近年、多くの医療機器に対して審査のハードルを低減し、逆に市販後の全例サーベイランスを行う制
度改訂の動きがある。その是非は対象機器のリスクに応じて異なるが、十分に有効性安全性を前臨床段
階で検討することが、審査ハードルの低減に寄与できるのであれば、本研究は明らかに全体計画を大幅
に加速することにつながるものと理解される。
類似の製品開発により、最終的には、わが国における医療機器企業の育成と医療機器の開発、輸入
超過の解消に寄与できるものと考える。
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ＩＶ．実施結果・成果の詳細

 有効性最適化に関する研究 （担当機関： 九州大学）
心不全ラットのモデル作成ならびに血行動態、心機能評価系の確立、さらには、新型刺激装置の開発、
新型刺激装置を用いた迷走神経刺激実験を行い、イヌの心不全作成に関する実験を行い、以下の実績
を達成した。
① 心不全モデル作成、電極の植え込み技術確立（九州大学 岸 拓弥、戸高 浩司、砂川 賢二）
ラットの冠動脈を結紮する心筋梗塞を作成することで、均一で再現性のある心不全モデルの作成が可
能になった。 ラットの迷走神経に装着する神経刺激電極先端の金属材料、刺激装置と接続するワイヤー、
さらに電極をカバーする絶縁材料の神経組織所見を含んだ系統的な検討を行い、材料を決定した。さら
に、電極構造(カフ構造の電極)、ワイヤー構造（コイル化することで、柔軟性を向上させ神経損傷を回避）、
接続部構造等の電極実装に不可欠な要素技術について、系統的に開発した。その結果、安定して長期
にわたり迷走神経を刺激することのできる電極が完成した。
実際の電極植え込みには植え込み手術手技を確立する必要がある。実体顕微鏡下のマイクロサージ
ェリーを用いて、頸部の迷走神経に低侵襲で安定した電極植え込みの技術を開発した。実体顕微鏡は
拡大率はそれほど大きなものは必要でなかったが、焦点深度の深いものが必要であった。加えて、電極
の体内固定法や皮下トンネルの作成法などにより、神経損傷が大きく修飾されることが明らかになった。
適切な部位での電極の固定、刺激装置まで電極ワイヤーを通す至適な皮下トンネルの作成が可能にな
った。
これらの電極開発や手技開発の結果、電極植え込みの成功率は 80％を超えるレベルになり、今後の
有効性の最適化が加速されるものと思われる。
② 血行動態および心機能評価系の確立 （九州大学 戸高 浩司、砂川 賢二）
心不全の治療法を開発するにあたり、血行動態を詳細に評価することは極めて重要である。血行動態
を詳細に解析することで初めて心機能や自律神経の状態を評価することができる。血行動態は覚醒下と
麻酔下で大きく異なることから、臨床に近い覚醒下の記録を無線で行うこととした。小動物用の植え込み
型の血行動態記録装置は市販されているが、その性能、とくに心機能を抽出するソフトウエアは極めて単
純なものに限られている。そこで本研究では、無線で送られてくる信号をデジタル化し、独自のソフトウエ
アで詳細に心機能の解析を行う仕組みを開発した。小動物のみならず、大動物についても遠隔記録が
可能な仕組みを立ち上げた。
③ 新型刺激装置の開発 （九州大学 廣岡 良隆、戸高 浩司、砂川 賢二）
迷走神経の刺激の有効性を最適化するためには、刺激周波数、刺激強度（電流）、パルス幅等を厳格
に制御する必要がある。これらの制御を自在に行うためには、マイクロプロセッサーを内蔵した、高度に集
積化された装置の開発が必要になる。我々は当初の予定を前倒しし、これらの制御を完全植え込み下で、
かつ無線で外部制御できる小動物用刺激装置を開発した。小型化ならびに省電力化を行うことで、3 ヶ月
以上の長期に渡り、外部から任意に刺激条件を設定することのできる迷走神経刺激システムが完成した。
中間評価以後の研究で、この装置を駆使して、有効性・安全性の確立を加速する。（本結果詳細につい
ては未発表であり、開発の都合上から詳細は非公開資料にて説明する。）
また、長期刺激が可能な刺激装置については、血圧、脈拍制御の観点から、多方面への適応が可能
となることが予測される。迷走神経刺激と同様に大動脈減圧神経もその電気刺激によって交感神経活動
が抑制され、脈拍、血圧ともに低下する。我々はこの大動脈減圧神経の電気刺激によって血圧を両方向
性（上昇、下降）に制御するシステム（いわゆるバイオニック圧受容器）の開発に成功した。（論文 1-4）具
体的な方法として、動脈圧受容器反射の機能を完全に孤立させ、動脈硬化による圧受容器反射の機能
低下を模したラットモデルを作成した。このラットの動脈圧はバイオニック圧受容器の適応により制御可能
となり、起立（Tilt test）による低血圧を抑制できた。（図 1 および 図 2）実際に、心不全患者では、圧受容
器機能の障害、感度の低下を示した。（論文 5）
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図 1 生体の圧受容器(点線：native baro)とバイオニック圧受
容器（実践：bionic baro）の血圧応答の比較

図 2 バイオニック圧受容器による起立性
低血圧の抑制効果

④ 各種条件下での刺激による心不全病態評価と治療効果の確認 （九州大学 九州大学 廣岡 良隆、
戸高 浩司、砂川 賢二）
いくつかの刺激条件で、各種条件下での刺激による心不全治療効果評価を行い、効果発現を期待で
きる刺激を狭めていくことができた。（本結果については未発表であり、開発の都合上から詳細は非公開
資料にて説明する。）
また、効率的 に研究を進めていくにあたり、迷走神経刺激による心不全改善効果の機序を解明する
ために必要な以下の基礎的な研究を併せて行い、成果を得ている。
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1) 交感神経遠心路と求心路の血圧制御機構の解明
迷走神経刺激はその直接的な遠心路および、脳を経由する求心路の両方に作用すると考えられるが、
その抗心不全効果についての作用機序は不明である。しかしながら、高血圧や心不全の原因は、過剰
で不適切な交感神経活性化であり、この交感神経活動は脳延髄にある頭側延髄腹外側野（RVLM）であ
ることを報告している。また、活性酸素産生増加が脳内の RVLM で生じた場合に交感神経活性化による
血圧上昇機序につながることも示しており、既存薬剤（AT1 受容体拮抗薬やスタチン）が活性酸素抑制効
果を介して RVLM における交感神経活性化を抑制していることを示した。（図３）（論文 5-10）また、これ
らにの原因として、脳内炎症の亢進が交感神経の亢進機序として重要であることが明らかとなった。（論
文 6, 11-16）

図 3. 脳卒中易発症高血圧自然発症ラット（SHRSP）およびコントロールラット（WKY）
に投与したアンギオテンシン受容体拮抗薬の血圧・脈拍に及ぼす効果および交感神経亢
進抑制の比較。VEH: vehicle, TLM: telmisartan, CAN: candesartan, HYD: hydralazine
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2) 迷走神経刺激による神経伝達物質による分子学的作用機序の解明
迷走神経刺激には、抗炎症効果についても報告されており、その神経伝達物質による細胞内シグナ
ル伝達の機構について検討した。アセチルコリンおよびコリンエステラーゼ阻害剤により、筋細胞にて Akt
が活性化され、虚血耐性が得られることが明らかとなり、その機序として、アセチルコリンによる PI3K を介
した IL-1βの抑制作用があることが示された。（図４）（論文 17）
さらに、ApoＥノックアウトマウスを用いた動脈硬化モデルにおいて、これらのアセチルコリンによる抗炎
症効果により NADPH オキシダーゼ由来の活性酸素を抑制し、抗動脈硬化作用を発揮することも明らかと
なった。（図５）（論文 18）これらの作用機序の解明により、迷走神経刺激による生体への作用について、
分子的機序とともにデータが蓄積された。
図 4 アセチルコリンおよびドネペジ
ルによる虚血に応答した Akt 下流シ
グナルの変化
Ach: アセチルコリン
PD: PD98059 (ERK 阻害剤)
SB :SB203580 (MAPK 阻害剤)
LY: LY294002 (PI3K 阻 害 剤 )
*P<0.05
Con: non-ischemia
ISC: ischemia (1% O2 1 時間)
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図 5 ドネペジル（コリンエステラーゼ阻害剤）
による apoE ノックアウトマウスにおける抗動
脈硬化作用
A) B) アンジオテンシン II および高脂肪食負
荷による大動脈の oil O red 染色
B) F4/80 によるマクロファージの免疫染色
Ｄ）MCP-1 による染色

(大動物での検討)
⑤ イヌ心不全モデルの作成 （九州大学 井手 友美、戸高 浩司、砂川 賢二）
急性期に冠動脈を結紮することにより心筋梗塞を作成した。慢性期には心臓超音波断層装置、256Ｍ
ＤＣＴ を用いることで、心機能を評価した。適切な大きさの心筋梗塞を作成することにより、心不全が発
症することが明らかになった。また、これらの動物において、麻酔科で心臓カテーテル検査を施行し、心
臓に容積測定のためのコンダクタンスカテーテルおよびカテ先圧センサーを挿入した。心機能の指標と
後負荷や前負荷に依存しない、最も信頼性のある、収縮末期圧容積関係を測定した。その結果、左室の
収縮末期エラスタンスが低下していることが示され、収縮不全のモデルとして適切であることが示された。
虚血以外の心不全による迷走神経刺激効果を評価することも必要であることから、ペーシングによる頻
脈誘発性の心不全を作成した。4 週間の高頻度ペーシングで心室は著明に拡大した。超音波断層やＭ
ＤＣＴを用いて心機能を評価した。さらに麻酔下で心臓カテーテル検査を行い、心臓の収縮末期圧容積
関係を測定した。収縮末期容積の拡大、拡張末期容積の拡大、収縮末期エラスタンス低下等、典型的な
心不全が誘発されることが示された。
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 安全性・有害事象に関する研究 （担当機関：国立循環器病研究センター）
中間評価までに、心不全ラットの迷走神経刺激後の神経・臓器の組織診断、正常イヌにおける迷走神
経刺激中の有害事象の検討、正常イヌにおける神経伝導による神経損傷評価法の確立、イヌ心不全モ
デル作成に関する研究を行い、以下の実績を達成した。
① 心不全ラット迷走神経刺激後の迷走神経・臓器の組織診断 （国立循環器病研究センター、川田 徹、
杉町 勝、九州大学、戸高 浩司）
各種条件下で迷走神経刺激を行った心不全ラットの迷走神経（刺激部位）の組織診断を行い、脱髄の
程度を定量化して電極装着および電気刺激が迷走神経の脱髄に与える影響を評価した。各種条件下で
迷走神経刺激を行った心不全ラットの各種臓器の組織診断を行った結果、心筋において炎症惹起物質
の増加が抑制され、血管密度が増加していることが明らかになった。その結果、最適な安全性・有効性を
与える刺激条件の候補をしぼり込むことができた。
本結果については未発表であり、開発の都合上から詳細は非公開資料にて説明する。
その他、本研究を側面から支持するために以下の研究を行い、成果を得た。
1) 虚血再潅流時の迷走神経刺激による心臓リモデリング抑制の検討（論文 19）
迷走神経刺激は慢性心不全の予後を改善する。また虚血再潅流時の致死的不整脈を抑制する。しか
しながら虚血再潅流時に迷走神経刺激を短期間行うことで梗塞領域の縮小が可能かどうかは明白でな
かった。そこで本研究ではウサギの迷走神経を虚血開始直後から 24 時間刺激し 24 時間後の心筋内炎
症反応を検討した。その結果、迷走神経刺激により虚血時の心筋内 TNFα 増加が抑制され MMP-9 活
性の増加が抑制されていることが明らかになった（論文 19、図 6 左）。組織学的にも心筋内への好中球
浸潤が減尐しミエロペルオキシダーゼ活性増加が抑制された（論文 19、図 6 右）。迷走神経をさらに 72
時間まで刺激し 8 週後の心臓リモデリングを検討したところ、左心室の拡大や重量増加が抑制され（論文
19、図 7 左）、梗塞領域の面積、梗塞壁の菲薄化、心筋細胞の肥大が抑えられていることが明らかになっ
た（論文 19、図 7 右）。

図 6 虚血再潅流における迷走神経の早期短期刺激による 24 時間後の抗炎症作用
A 正常 (NC)、虚血再潅流（MI）、迷走神経刺激を行った MI（MI-VS）ウサギにおける心筋 TNF-α 発現量（a）、
MMP 発現量（b）の比較 B 梗塞部ヘマトキシリン・エオジン染色心筋組織像、矢印＝好中球、校正＝50 mm
（a）、好中球数（b）、心筋ミエロペルオキシダーゼ活性
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図 7 虚血再潅流における迷走神経の早期短期刺激による 8 週後の抗リモデリング作用
A 正常 (NC＝□)、虚血再潅流（MI＝○）、迷走神経刺激を行った MI（MI-VS＝●）ウサギにおける左心室拡張期圧容
積関係（a）、左室圧 10mmHg における左室容積（b）、体重補正した左室重量（c） B 左室断面像（マッソン・トリクロー
ム染色）、梗塞部＝青色染色、校正＝3 mm（a）と組織学的定量結果（b）

2) 心筋における迷走神経刺激効果の定量法の開発（論文 21-23）
動物実験において、迷走神経活動の高低を神経から記録される電気信号で確認することは困難であ
る。これは麻酔により迷走神経活動が大きく低下すること、迷走神経活動の総和を知っても心筋への活動
を必ずしも代表していないことが原因である。
そこで心筋組織から直接に間質液内のアセチルコリン（迷走神経から放出される神経伝達物質）を微
小透析法で測定することができないかを検討した。その結果、潅流液にアセチルコリンエステラーゼ抑制
薬を加えることにより、右心房壁の間質からアセチルコリンを検出することに成功し、その高低は迷走神経
に電気刺激の強度に比例して変化し、また心拍数とも相関した。本方法を用いて次項 2)での薬剤探索を
行った。なお迷走神経からのアセチルコリン放出は CaN チャンネルによるが KCa,BK チャンネルがそれを修
飾していることが明らかになった（論文 22）。
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3) 心筋に対する迷走神経の電気刺激に代わる薬剤治療の探索（論文 21, 23）
薬剤探索の結果、α2 交感神経刺激薬（メデトミジン、シナプス前受容体の刺激により交感神経活動は
抑制）に迷走神経を直接刺激する作用もあることが心筋微小透析法により明らかになった（論文 23、図 8
左）。また生体内ペプチドのグレリンの脳室内投与にも迷走神経刺激作用があることが心筋微小透析法
により明らかになった（論文 21、図 8 右）。
一方で、アセチルコリンエステラーゼ抑制薬には心臓リモデリング抑制作用があること（既発表）、心不
全の生存率改善作用があること（未発表）が知られており、上記の薬剤も投与経路や併発する副作用の
対策が可能となれば有用な迷走神経刺激の手段になるものと考えられた。

図 8 迷走神経刺激を模擬する薬物の探索結果
A メデトミジン静注がウサギ心筋間質アセチルコリン（Ach）に与える影響 B グレリンの脳室内投与によ
るウサギ心筋間質アセチルコリン変化の時間経過

4) 低侵襲の迷走神経刺激法に関する研究（論文(20, 24,25）
迷走神経を直接に電気刺激する方法は確実で高い効果が期待できるが、侵襲性のために軽症の心
不全患者には適しない。そこで体表や皮下の機械的刺激や電気刺激によって同様の効果が得られない
か検討した。鍼治療で足三里として知られる場所の皮下を電気刺激したところ降圧、心拍数低下効果が
得られ、迷走神経活動の亢進によるものと考えられた（論文 24 図 9 左）。

図 9 低侵襲な迷走神経刺激法（鍼刺激、運動）に関する研究結果
A ラット足三里への機械的（MA）および電気的（EA）な皮下刺激（鍼刺激）による血圧（AP）、心拍数（HR）
変化の時間経過 B 運動トレーニングの有無によるラット心拍数における交感神経系成分と迷走神経系成
分の分離結果の差異

（代表機関名： 九州大学

提案課題名： 迷走神経電気刺激による心不全治療の最適化 ）
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また運動は迷走神経活動を高める最も効果的な方法を知られており心不全患者でも適度な運動を継
続することは推奨されている（心臓リハビリ）。私たちは迷走神経による心拍数低下の動特性を明らかにす
る（論文 25）とともに、運動後には迷走神経活動が高まるだけでなく、その心拍数低下効果も増強される
ことを明らかにした（論文 20、図 9 右）。
② 正常イヌにおける迷走神経刺激中の有害事象の検討 （国立循環器病研究センター、稲垣 正
司、杉町 勝、九州大学 戸高 浩司）
正常イヌで各種条件下で迷走神経刺激を行い、条件ごとに有害事象の種類と頻度について網羅的に
データを蓄積した。その結果、初年度に明らかになった消化器症状に加えて、頚部の筋への不要な刺激
が有害事象に結びつくことが明らかになった。咽喉頭部の筋電図を定量化することにより、胸腔内での迷
走神経刺激が同じ心拍数低下を起こす条件では有害事象が尐ないことが明らかになった。
本結果については未発表であり、開発の都合上から詳細は非公開資料にて説明する。
その他、本研究を側面から支持するために以下の研究を行い、成果を得た。
1) 消化管に対する有害事象の定量化方法の開発（未発表）
上記の頚部筋刺激の定量化に加え、消化管における迷走神経刺激を定量化するために胃壁間質の
アセチルコリン濃度の測定方法を開発した。頚部の電気刺激では胃壁でのアセチルコリン濃度が上昇す
るがメデトミジンでは上昇が抑えられることを明らかにした。
2) 起立耐性の評価法の開発（論文 26-29）
生体内では起立時に圧反射が作用して、低血圧を防いでいる。この起立耐性には交感神経に加え迷
走神経活動が変化して大きな圧変動を抑制している。そのために迷走神経を人為的に電気刺激する際
の起立耐性に大きな変化がないかどうかを検討する必要がある。本研究室では圧反射系を中枢部と末梢
部に分けて評価する方法をすでに確立している。
そこで迷走神経刺激の対象となる心不全（心筋梗塞後）やその原因となる高血圧（自然発症高血圧ラ
ット）での圧反射系の変化をまず検討した。その結果、心不全では中枢部、末梢部ともに圧反射の能力が
低下しすでに起立耐性が低下しているため、さらなる起立耐性の低下は避けなければならない（論文 29
図 10 左）。しかし高血圧では中枢部、末梢部ともに圧反射の動的特性に大きな変化はなかった（論文
26）。
また前庭系の破壊により起立耐性が悪化することから（論文 27 図 10 右）、起立耐性の詳細な評価に
は前庭系からの入力を考慮する必要がある。このことは姿勢による起立耐性の差異にも影響する（論文
28 図 11 左）原因となっており、起立耐性を測定する際には姿勢を規定する必要があることが明らかにな
った。

（代表機関名： 九州大学

提案課題名： 迷走神経電気刺激による心不全治療の最適化 ）
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図 10 起立耐性に関する研究結果（慢性心不全での変化、前庭系の関与）
A 正常と、慢性心不全（CHF）ラットにおける圧反射系の静特性の比較、頸動脈洞内圧（CSP）に対す
る交感神経活動（SNA）変化は中枢部(a)、SNA に対する血圧（AP）変化は末梢部(b)を表し、動作点はこ
れらの交点（平衡点）で決まる(c) B 正常(sham)、前庭系破壊(VL)、圧反射除神経(SAD)および VL+SDA
ラットの立ち上がり動作時の AP 変化時間経過(a)、10 秒間の AP 変化値(b)

3) 動脈圧反射特性に関する研究（論文 30）
安静状態で血圧と交感神経活動を同時計測し、上述の起立耐性に類似の情報をヒトで得ることが行わ
れている（自然変動による動脈圧反射特性）。尐量の昇圧剤を静注して同様の指標を測定したものは
BRS と呼ばれ、迷走神経緊張が高い場合に高値となる傾向にあり、また予後予測因子のひとつである。
本研究では自然変動による動脈圧反射特性が起立耐性に真に対応するものかどうかを動物で検討した
ところ、ほぼ末梢部だけの性質で決まっていることが明らかになった（論文 30、図 11 右）。

図 11 姿勢による圧反射系中枢部の差異、自然変動による動脈圧反射特性に関する研究
A 臥位と 60 度座位における頚動脈洞内圧（CSP）と交感神経活動（SNA）の関係の比較 B 自然変
動による閉ループ動脈圧反射特性と開ループ特性との比較（中枢部と末梢部各々での比較） AP＝血圧

（代表機関名： 九州大学

提案課題名： 迷走神経電気刺激による心不全治療の最適化 ）
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4) 迷走神経刺激による起立耐性への影響に関する研究（論文 31）
上記の方法を用い、迷走神経の遠心路刺激による圧反射系の特性（起立耐性）への影響について検
討した。その結果、迷走神経刺激により、心拍数が並行に減尐するものの、圧反射系の特性（すなわち圧
制御能力、起立耐性）には影響がないことが明らかになった（論文 31 図 12）。迷走神経刺激は遠心路の
刺激のみならず求心路の刺激も行うため、さらに検討が必要であるが、既存の迷走神経刺激試験の結果
からは大きな影響はないものと思われる。

図 12 迷走神経刺激が起立耐性に与える影響
血管系から分離した頚動脈洞内圧（CSP）を階段状に変化させた際の血圧（AP）、心拍数（HR）、交感神経
活動（SNA）変化の典型例、中央の３周期（矢印）で迷走神経を刺激

③ 正常イヌにおける迷走神経刺激後の神経損傷の神経伝導による評価 （国立循環器病研究
センター、川田 徹、杉町 勝、九州大学 戸高 浩司）
正常イヌで各種条件下で迷走神経刺激を行い、条件ごとに迷走神経の神経伝導を用いて神経損傷の
程度を評価した。その結果、長期の電極装着のみでも神経損傷のために神経伝導速度の低下に結びつ
いた。そのために、神経電極装着の影響を加味して神経損傷評価法として検討した。
本結果については未発表であり、開発の都合上から詳細は非公開資料にて説明する。
その他、本研究を側面から支持するために以下の研究を行い、成果を得た。
１） 慢性神経電極の開発（関連特許出願済み[特願 2007-23501]、本年度許諾、論文未発表）
神経損傷の神経伝導による評価方法は確立したが、長期の影響を検討するためには多数のイヌを用
いる必要がある。同一のイヌで経時的に神経伝導を評価するためには、長期にわたり神経を刺激しまた
神経活動を記録する神経電極を開発する必要がある。また迷走神経は多種の神経線維束より構成され
ており、心臓を支配する神経束を選択して刺激記録を行う必要がある。このことを目的として本研究室で
は企業と共同して MEMS 技術による電極を開発し（図 13）、特定神経束からの活動記録に成功した。
図 13 開発した慢性
神経電極
A 慢性神経電極の
構成を説明する断面
の模式図
B 慢性神経電極の
神経束への固定法

（代表機関名： 九州大学

提案課題名： 迷走神経電気刺激による心不全治療の最適化 ）
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④ イヌ心不全モデルの作成 （国立循環器病研究センター、稲垣 正司、杉町 勝、九州大学 戸
高 浩司）
カテーテル操作により、イヌの心不全モデルを作成する方法を確立した。慢性期の心不全の重症度は
急性期に比し軽減し、その程度は個体によって異なることが明らかになった。
本結果については未発表であり、開発の都合上から詳細は非公開資料にて説明する。
その他、本研究を側面から支持するために以下の研究を行い、成果を得た。
1) 心不全の慢性期評価法の開発（論文 32）
イヌ心不全モデル作成に際して、作成前後の麻酔下では肺動脈カテーテルなどによる侵襲的な方法で
心不全の程度を評価するが、慢性期には超音波検査を主体とする低侵襲検査にて経過を追う必要があ
る。心機能検査としては駆出率が多用されているが、それよりも再現性のいい指標として収縮期僧帽弁ピ
ーク速度が注目されている。しかし、この指標が心臓や血管系、血液量のどのような固有の特性を反映し
ているのかは知られていない。そこで本研究では心臓や血管系、血液量が精密に測定できるイヌでの実
験で検討した。その結果、本指標は収縮性、後負荷、前負荷いずれの影響をも受けるものの、結果的に
は心室動脈カップリング（すなわち駆出率）と高い相関があることが明らかとなった（論文 32、図 14 左）。
2) 心不全モデルでの残存血流評価における酸素消費量の影響評価（論文 33）
イヌ心不全モデル作成では冠動脈の閉塞や多数の微小塞栓により心機能を低下させる。いずれも局
所的な心筋血流量を減尐させることが心機能低下に直結している。一方で、よりヒトの病態に近いモデル
では閉塞を解除して血流を再開させたり、バイパスによって血流を回復させることも必要である。バイパス
手術ではその機能再建の良否を定量化しておく必要がある。臨床的にはバイパスの良否はバイパス血流
で評価しているがその臨床的意義は十分に理解されていない。本研究では心筋酸素消費量を増加させ
た時のバイパス血流について検討した結果、バイパス術式によらず酸素消費量による大きな影響があり、
その補正が必要であることが明らかになった（論文 33、図 14 右）。

図 14 心不全モデルの慢性評価指標の検討と残存血流評
価の検討
A 組織ドップラ法による僧帽弁輪速度の測定例（a）とピーク
僧帽弁輪速度（Sm）と心室動脈カップリング指標（Ees’/Ea）
との関係（b）
B 内胸動脈バイパスグラフトの血流量と二重積（収縮期血
圧×心拍数）との関係
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特許
本研究に関連し、期間中に下記の特許の出願および許諾登録が行われた。
1.

生体調節機能代替を用いた治療用システム並びに該システムに基づく心臓ペーシングシステム、血圧調
節システム及び心疾患治療用システム
本研究に直接に関連する特許であり、日、米、韓、印、露、イスラエルで許諾された。2010～2011 年度に
かけて本特許が米国で登録された結果、迷走神経刺激機能をもつ各種装置について国際的に優位な立
場で開発が可能となった。

2.

頚部圧力負荷による自律神経治療装置
派生した研究（①の４））に関する特許であり、2011 年度に日で許諾済みである。

3.

心不全治療薬
派生した研究（①の３））に関する特許であり、2011 年度に日で許諾済みである。

4.

身体表面刺激治療装置ならびに身体表面刺激治療プログラムおよびこれを記録したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体
派生した研究（①の４））に関する特許であり、日、米で審査中である。

5.

神経信号用プローバ、神経信号出力装置、神経信号記録装置、神経刺激装置及び神経信号入出力装
置
派生した研究（③の１））に関する特許であり、2012 年度に日で許諾され、米で審査中である。

6.

再生治療装置とその作動方法および再生治療方法
本研究に直接に関連する特許を発展させたものであり、日、米で審査中である。

7.

電気刺激電極組立体
派生した研究（①の１））に関する特許であり、日で審査中である。
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Ｖ． 自己評価
１．目標達成度
計画通りに進捗していないと判断される項目はない。一方で、関連分野、周辺分野の研究を含めて包
括的に研究を推進しており、中間評価後に生じうる偶発的な問題点にも柔軟に対応できる体制を整えて
いる。さらに、企業が製品化を行う際の戦略の変化にも対応できる体制を整えている。このように最低限の
目標にとどまらず、状況の変化に的確に対応できる体制を整えており、評価は高い。
２．成果
中間評価までの成果により、迷走神経刺激の最適条件をある程度の範囲まで絞り込むことができた。こ
の安全性・有効性を両立する最適条件候補をもとに、研究後半では、それを改変したいくつかの条件と
比較検討することにより、最適な迷走神経刺激の条件をさらに絞り込むことができる。ここまでの成果は、
迷走神経刺激装置の実用化をすでに加速するものであり、研究成果は高く評価できる。
迷走神経刺激による心疾患治療装置は複数の形態を想定しており、いずれもが新規医療機器として
多くの患者の治療を可能にする。それらに共通に適応できる最適条件が明らかにされつつあり、成果の
利用範囲は広い。
さらに派生した研究成果では、迷走神経刺激は虚血再潅流時に行うことで梗塞領域を縮小することが
明らかとなり、この効果に対する最適条件探索を本研究の後半に新たな目標として追加することにより、
多数の患者を擁する心筋梗塞後の予後を劇的に改善させる治療法の開発につながるものと期待される。
３．計画・手法の妥当性
体制としてレギュラトリサイエンスの専門家を加えて軌道修正を行っている。この専門家は日米双方に
おいて医療機器の薬事対応、製品化に向けた承認申請については専門的知識を十分に提供できる体
制となっている。実際、担当企業との間でも交渉を進め、企業内で戦略的に未定な事項を保留にしたまま
での総合機構との事前相談を行い、薬事申請に関する基本的な方針について総合機構の考え方を把握
することができた。今後も十分な専門知識を発揮して、本研究の推進、医療機器としての実用化に大きく
寄与できるものと確信している。適した人材を配置できた点は評価に値すると考える。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
本研究は、最終的に医療機器商品化を目標としており、本研究の終了は全体計画の終了点ではなく、
むしろ通過点である。研究チームはこれまでに繰り返し討論や協議を重ねることによって、研究開発の全
体像を担当する企業と共有してきた。さらに研究開発担当者のみではなく、執行役員とも同様の協議を
重ねており、担当企業にとっていわばその社運をかけて取り組んでいる事業と認識されている。本研究の
終了によって研究開発が中断したり減速したりすることはあり得ない。このように研究終了後の取り組みに
ついても議論を重ねており、評価に値する。
５．その他
生体の調節機構への介入による治療法は、全身の疾患に応用可能である。ペースメーカ技術に転用
で実現できるゆえ、すでに海外の企業を中心に開発が進められているが、神経電気刺激の条件決定に
ついては場当たり的であり、系統的な検討は行われていない。本研究を発展させることにより、同様の検
討を各種疾患の治療の応用することで、本邦がこの分野において治療機器開発の主導権を確保すること
は十分に可能であると考える。本研究を最終目標に向けて着実に進行させ、このような分野に先鞭をつ
ける役を果たすことができることは、自ら高く評価したい。
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