
東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科講師
名　越　智　古

（聞き手　池脇克則）

　ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の最近の知見についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

　池脇　ミネラルコルチコイド受容体
拮抗薬（MR拮抗薬）ですが、高血圧
治療薬としてそれほどは使われていま
い。その理由は幾つかあるかもしれま
せん。まずこのMRの周辺の基本的な
ところを教えてください。
　名越　ミネラルコルチコイドレセプ
ター、その前に上流にはレニン・アンジ
オテンシン・アルドステロン系、RAAS
と省略させていただきますけれども、
様々な心血管病、高血圧を含めた心血
管病では、このRAASを含めて、様々
な神経体液性因子が不活化されていま
す。RAASの最終産物がアルドステロ
ンなわけですけれども、元来は生物が
海から陸上へと進出する進化の過程で、
海水と同じ組成の細胞外液を体内で保
持して陸上での生存を可能にするため
に発達し、獲得されたのです。
　ところが、病態、心不全や重症の高

血圧症の病態においては、このアルド
ステロンは主にその受容体であるMR
を介して末梢血管抵抗を上昇させて、
水分と体液のナトリウムを貯留させる
ことで生命の維持に不可欠な臓器の血
流を確保して循環動態の維持に働きま
す。生体の代償機転として、本来であ
れば重要な副腎皮質ホルモンというわ
けです。
　池脇　倹約遺伝子というのでしょう
か、それが必要だったのだけれども、
今の時代にはどうも合わない。正常で
は必要だけれども、むしろいろいろな
病態でアルドステロンの悪影響が危惧
されている。これは具体的にどんな病
態を引き起こすのでしょう。
　名越　実際にこのアルドステロンは
本来なら循環動態の維持に出ているは
ずにもかかわらず、病態においては持
続的に、かつ過剰に発現、活性化され
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デンスというのでしょうか、高血圧よ
りも、心血管疾患、心不全のエビデン
スはけっこう多いですよね。
　名越　多くの大規模臨床試験が1990
年代後半から出ています。そういった
背景を受けまして、MR拮抗薬という
のはほぼ、重症度を問わず、心不全合
併症例全例に投与を考慮すべきである
ということがわかってきています。実
際、日本の心不全診療のガイドライン
では、特に心機能の低下した心不全症
例におけるMR拮抗薬という適応が大
幅に拡大され、推奨されているといっ
た現状です。
　池脇　心不全治療においては、MR
拮抗薬は必要な薬というか、十分使わ
れていると考えてよろしいですか。
　名越　はい。我々循環器内科医、特
に心不全治療に携わる者としては、MR
拮抗薬は積極的に、ACE阻害薬、ARB
といった薬剤に加えて投与していると
いう現状です。
　池脇　心不全合併の高血圧の患者さ
んでは当然この薬が入ってくるけれど
も、高血圧の患者さんは4,000万人以上
いらっしゃる。そのうち半分以上はき
ちんと目標に到達していない、不十分
な降圧しかされていない中で、こうい
った機序が異なる薬の併用は重要です
ね。第一世代のスピロノラクトンは女
性化乳房があったし、第二世代でも若
干腎障害で使いにくい状況ですが、何
か進展はあるのでしょうか。

　名越　まさに今、時代の最先端を行
く次世代MR拮抗薬というものが開発
されています。ここで注目されている
のは非ステロイド型で、今までのもの
はステロイド骨格を持ったMR拮抗薬
が中心なのですが、非ステロイド型の
エサキセレノン、あるいはフィネレノ
ンという薬が開発されつつあります。
　特にエサキセレノンに関しては、現
在、臨床応用が可能になりました。非
ステロイド型のMR拮抗薬の特徴とし
ては、非常に高いMRの選択性、ほか
のステロイドのレセプターへの作用や
副作用が少ないということと、ミネラ
ルコルチコイドレセプターに対する親
和性も高いのです。したがいまして、
低用量で長期に作用する。降圧効果も
非常に大きく得られるということがわ
かっています。
　さらに、現在開発中のフィネレノン
という薬に関しては、腎臓のMRだけ
ではなくて、心臓のMRにも同等の親
和性があり、高カリウム血症や腎機能
障害といった副作用の低下が期待され
ています。
　池脇　非ステロイド型。それまでの
ものがステロイド骨格を持っていたの
に対し、これは非常に選択性も高いと
いうことですね。
　名越　はい。
　池脇　そうすると、例えば日常臨床
の中で高血圧の患者さんがいたとき、
一般的には治療はCa拮抗薬、あるいは

ます。それがMRを介して水分や塩分
の貯留というのは前負荷の増大になり
ますし、ご存じのとおり血管の収縮は
後負荷の増大になって、結果的には心
臓血管、組織そのものにおいて肥大や
線維化、リモデリングといったことを
起こす。本来代償機転であったはずの
MR活性化が結果的に心血管病態を悪
化させるという皮肉な結果を誘導する
ことになるわけです。
　池脇　MRはほとんどの臓器に存在
しているのでしょうか。
　名越　基本的には腎臓のみならず、
心臓や血管、脳、脂肪といったところ
にもMRが存在している。MRのみなら
ず、RAAS全体が存在していると考え
られています。
　池脇　MRによって引き起こされる
いろいろな悪循環を、MRそのものを
ターゲットに拮抗薬を使うことによっ
て断ち切ることができるのですね。
　名越　はい。
　池脇　MRはアルドステロンがくっ
ついて作用を引き起こすけれども、ア
ルドステロン非依存性といったらいい
のでしょうか、そういう経路もあるの
ですか。
　名越　実は先生がおっしゃるとおり
で、このミネラルコルチコイドレセプ
ターというのはアルドステロン結合以
外にも、特に病的な状態において様々
なメカニズムを介して活性化されるこ
とがわかってきています。

　特に代表的なのはコルチゾールです。
コルチゾールは、通常、11βHSD2とい
う酵素によって不活化されているわけ
ですけれども、実は心臓などの非上位
組織というのは、この酵素が存在しな
いために、結果的にアルドステロンよ
り血中濃度が100倍、1,000倍高いコル
チゾールもミネラルコルチコイドレセ
プターにくっつくことができて、結局
ミネラルコルチコイドレセプターが過
剰に活性化されることがわかっていま
す。
　それ以外にも、ミネラルコルチコイ
ドレセプターそのものがこうしたアル
ドステロンやコルチゾールのライガン
ドとは別に、例えば高食塩、高血糖、
酸化ストレスそのものによって、ミネ
ラルコルチコイドレセプター、受容体
そのものが活性化されるというメカニ
ズムがあることもわかっています。こ
うした病態が複雑に絡んでその進行を
形成しているということがわかってい
ます。
　池脇　そうすると、アルドステロン
を介してMRを活性化して様々な病的
な現象を起こす以外にも、MRを活性
化してしまう病態があるのでしょうか。
高食塩、高血糖というと、糖尿病の患
者さんではそういうことが起こると考
えたほうがいいと。
　名越　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池脇　MR拮抗薬は、臨床でのエビ
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デンスというのでしょうか、高血圧よ
りも、心血管疾患、心不全のエビデン
スはけっこう多いですよね。
　名越　多くの大規模臨床試験が1990
年代後半から出ています。そういった
背景を受けまして、MR拮抗薬という
のはほぼ、重症度を問わず、心不全合
併症例全例に投与を考慮すべきである
ということがわかってきています。実
際、日本の心不全診療のガイドライン
では、特に心機能の低下した心不全症
例におけるMR拮抗薬という適応が大
幅に拡大され、推奨されているといっ
た現状です。
　池脇　心不全治療においては、MR
拮抗薬は必要な薬というか、十分使わ
れていると考えてよろしいですか。
　名越　はい。我々循環器内科医、特
に心不全治療に携わる者としては、MR
拮抗薬は積極的に、ACE阻害薬、ARB
といった薬剤に加えて投与していると
いう現状です。
　池脇　心不全合併の高血圧の患者さ
んでは当然この薬が入ってくるけれど
も、高血圧の患者さんは4,000万人以上
いらっしゃる。そのうち半分以上はき
ちんと目標に到達していない、不十分
な降圧しかされていない中で、こうい
った機序が異なる薬の併用は重要です
ね。第一世代のスピロノラクトンは女
性化乳房があったし、第二世代でも若
干腎障害で使いにくい状況ですが、何
か進展はあるのでしょうか。

　名越　まさに今、時代の最先端を行
く次世代MR拮抗薬というものが開発
されています。ここで注目されている
のは非ステロイド型で、今までのもの
はステロイド骨格を持ったMR拮抗薬
が中心なのですが、非ステロイド型の
エサキセレノン、あるいはフィネレノ
ンという薬が開発されつつあります。
　特にエサキセレノンに関しては、現
在、臨床応用が可能になりました。非
ステロイド型のMR拮抗薬の特徴とし
ては、非常に高いMRの選択性、ほか
のステロイドのレセプターへの作用や
副作用が少ないということと、ミネラ
ルコルチコイドレセプターに対する親
和性も高いのです。したがいまして、
低用量で長期に作用する。降圧効果も
非常に大きく得られるということがわ
かっています。
　さらに、現在開発中のフィネレノン
という薬に関しては、腎臓のMRだけ
ではなくて、心臓のMRにも同等の親
和性があり、高カリウム血症や腎機能
障害といった副作用の低下が期待され
ています。
　池脇　非ステロイド型。それまでの
ものがステロイド骨格を持っていたの
に対し、これは非常に選択性も高いと
いうことですね。
　名越　はい。
　池脇　そうすると、例えば日常臨床
の中で高血圧の患者さんがいたとき、
一般的には治療はCa拮抗薬、あるいは

ます。それがMRを介して水分や塩分
の貯留というのは前負荷の増大になり
ますし、ご存じのとおり血管の収縮は
後負荷の増大になって、結果的には心
臓血管、組織そのものにおいて肥大や
線維化、リモデリングといったことを
起こす。本来代償機転であったはずの
MR活性化が結果的に心血管病態を悪
化させるという皮肉な結果を誘導する
ことになるわけです。
　池脇　MRはほとんどの臓器に存在
しているのでしょうか。
　名越　基本的には腎臓のみならず、
心臓や血管、脳、脂肪といったところ
にもMRが存在している。MRのみなら
ず、RAAS全体が存在していると考え
られています。
　池脇　MRによって引き起こされる
いろいろな悪循環を、MRそのものを
ターゲットに拮抗薬を使うことによっ
て断ち切ることができるのですね。
　名越　はい。
　池脇　MRはアルドステロンがくっ
ついて作用を引き起こすけれども、ア
ルドステロン非依存性といったらいい
のでしょうか、そういう経路もあるの
ですか。
　名越　実は先生がおっしゃるとおり
で、このミネラルコルチコイドレセプ
ターというのはアルドステロン結合以
外にも、特に病的な状態において様々
なメカニズムを介して活性化されるこ
とがわかってきています。

　特に代表的なのはコルチゾールです。
コルチゾールは、通常、11βHSD2とい
う酵素によって不活化されているわけ
ですけれども、実は心臓などの非上位
組織というのは、この酵素が存在しな
いために、結果的にアルドステロンよ
り血中濃度が100倍、1,000倍高いコル
チゾールもミネラルコルチコイドレセ
プターにくっつくことができて、結局
ミネラルコルチコイドレセプターが過
剰に活性化されることがわかっていま
す。
　それ以外にも、ミネラルコルチコイ
ドレセプターそのものがこうしたアル
ドステロンやコルチゾールのライガン
ドとは別に、例えば高食塩、高血糖、
酸化ストレスそのものによって、ミネ
ラルコルチコイドレセプター、受容体
そのものが活性化されるというメカニ
ズムがあることもわかっています。こ
うした病態が複雑に絡んでその進行を
形成しているということがわかってい
ます。
　池脇　そうすると、アルドステロン
を介してMRを活性化して様々な病的
な現象を起こす以外にも、MRを活性
化してしまう病態があるのでしょうか。
高食塩、高血糖というと、糖尿病の患
者さんではそういうことが起こると考
えたほうがいいと。
　名越　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池脇　MR拮抗薬は、臨床でのエビ
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RAS系阻害薬で始めて、そこで不十分
な場合、第２あるいは第３の薬として
このMR拮抗薬を考えてもいいのでし
ょうか。
　名越　考えてよいかと思います。当
然サイアザイドなども入ってくるので
すが、特に先ほどからお話ししていま
すように、心血管疾患など心臓の病気
が合併している場合には、より積極的
にMR拮抗薬の投与を考慮すべきです
し、次世代のMR拮抗薬は副作用も少
なくなることが期待されていますので、
積極的に投与を考えるべきではないか
と思っています。
　池脇　注意点としては、アルドステ

ロンを介するとなると、カリウムが貯
留することから、カリウムはこまめに
モニターしたほうがいいのでしょうか。
　名越　そうです。特に投与開始時期
に関しては、基本的には数週間単位で
血液中のカリウム濃度を調べるほうが
安全かと思っています。
　池脇　この薬は心血管合併例の高血
圧はもちろんですけれども、低レニン
性の高血圧、おそらく循環血液量が多
いタイプの高血圧の方に比較的よく効
くという理解でよろしいのでしょうか。
　名越　おっしゃるとおりだと考えま
す。
　池脇　ありがとうございました。

横浜市立大学肝胆膵消化器病学准教授
米　田　正　人

（聞き手　池脇克則）

　肝臓の線維化に関する最近の知見についてご教示ください。
　近年、非アルコール性脂肪性肝疾患の線維化進行による肝硬変が注目されて
います。確定診断は肝生検による組織診と言われていますが、一般には極めて
困難です。画像診断での注意点、ルーチン検血の結果やそれを用いたFIB４イ
ンデックス、また血中マーカー等、ご教示ください。最近、フィブロスキャン
が用いられていますが、テレビの健康番組で脂肪肝の程度が判定できるとの報
告がありました。
 ＜大阪府開業医＞

肝臓の線維化に関する最近の知見

　池脇　肝臓の線維化というと、いわ
ゆる肝硬変ということで、私は、肝硬
変になるのはB型・C型肝炎、あるい
は大酒家で、通常の脂肪肝はそこまで
いかないと思っていましたが、最近は
脂肪肝からNASH、さらに肝硬変とい
うpath wayも、無視できないというこ
となのでしょうか。
　米田　B型肝炎、C型肝炎は減少傾
向にあると思います。その中で脂肪肝、
特にお酒を飲まない方の脂肪肝を非ア
ルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）
といいますが、全人口で見ても25％強、
日本でも28％の人がこのNAFLDだと

いわれています。
　池脇　そのNAFLDからNASHに進
行する割合は、何％ぐらいでしょうか。
　米田　NAFLDとは、お酒を飲まな
い方に起こる脂肪肝の総称です。その
中で、おそらく遺伝的な疾患も含めて、
全体の約10～20％が非アルコール性の
脂肪肝炎、すなわち肝臓の脂肪肝だけ
ではなく炎症や線維化などを伴い、最
終的には肝硬変に進展しうるNASHに
進行するといわれています。
　池脇　そうすると、それは何％とい
うよりも、NASHは転帰によっては肝
硬変に進んでしまうということですね。
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