
東京女子医科大学腎臓内科教授
内　田　啓　子

（聞き手　池脇克則）

　最近開発の腎性貧血の内服薬、低酸素誘導性因子（HIF）-プロリン水酸化酵
素（PH）阻害薬についてご教示ください。なお、PHは以前よりコラーゲン生
合成に関与する酵素として知られており、肝臓等臓器の線維化にも関与すると
いわれていたようです。したがって、その阻害薬による身体のコラーゲンの減
少はいかがでしょうか。
 ＜大阪府開業医＞

低酸素誘導性因子‒プロリン水酸化酵素阻害薬

　池脇　低酸素誘導性因子-プロリン
水酸化酵素阻害薬、いわゆるHIF-PH
阻害薬、これは腎性貧血の新しい治療
薬、しかも内服の薬なのですね。2019
年、比較的最近のノーベル賞の研究成
果がこの薬とも関係していると聞きま
したが、どういう薬なのでしょうか。
　内田　腎性貧血の薬といえば、エリ
スロポエチン製剤（注射薬）が1990年
に出てきたとき、我々腎臓専門医にと
ってそれは画期的で、これで腎臓の悪
い患者さんに輸血をしなくて済むよう
になると喜びました。素晴らしい薬で
すが、そこから全く次の薬が出ない状
況が長く続いていました。それがノー
ベル賞を2019年にもらった低酸素応答

という作用を利用したHIF-PH阻害薬
という薬が出て、しかも先生がおっし
ゃったように内服だということで、エ
リスロポエチンから30年たって、やっ
と第２の腎性貧血の薬が出たわけで本
当に素晴らしいことだと思っています。
　池脇　理解が難しいかもしれません
が、少なくとも低酸素応答というHIF
とエリスロポエチンが何らかのかたち
で関係している、リンクしているので
すね。
　内田　HIFは転写因子という種類に
属するものです。最終的には細胞質に
もともと準備されていて、核の中に入
ってエリスロポエチンの転写を開始さ
せる物質です。もともと体の反応とし

ては低酸素になったときに必要になる
ものです。生きていくのに大切な仕組
みなので、普段からHIFは細胞質にあ
るのですが、酸素濃度が正常であれば
使われないのでどんどん壊れていって
います。そして体にとって危険な状態
である低酸素になったときには、すか
さず応答ができる仕組みになっていま
す。それをこの薬は低酸素ではないの
に、あたかも細胞が低酸素になったか
のようにエリスロポエチンの転写を開
始でき、HIFが壊れていくのを食い止
める、化学反応としてはHIFのプロリ
ンのリン酸化を阻害するという、本来
なら低酸素でなければ起こらないこと
を薬がさせるという仕組みです。
　ただ、転写因子であるということは、
逆にいいますと、エリスロポエチンだ
けを作るのではなくて、それ以外にも
いろいろな効果が出てくる可能性があ
るところがとても最先端の薬だと思い
ます。エリスロポエチンは不足してい
るホルモンを体外から補充するという
機序とは根本的に異なります。
　池脇　確かにほかの領域でも転写因
子を調整する治療薬の試みがあります
が、幅広い作用を持つがためになかな
か薬として応用できないという経緯が
あったように思うのです。これはもう
すでに使える薬になっているのですね。
　内田　そうなのです。本当につい最
近使えるようになった薬です。日本で
最初の承認が2019年で、2021年１月に

は５剤目が承認され、５種類のHIF-PH
阻害薬を開業医が処方できる状態にな
っています。
　池脇　そうしますと、従来のエリス
ロポエチンの注射、あるいはこの新し
い内服薬など、今、腎性貧血に対して
何をファーストにして、次はこうする
といった治療の流れはどうなっている
のでしょうか。
　内田　腎臓の専門医で、透析の患者
さんを診ている医師は週３回、必要に
応じて透析の回路からエリスロポエチ
ン製剤を注射することで貧血をコント
ロールしているので、それでコントロ
ールのよいほうを全員内服薬である
HIF-PH阻害薬に替えるという方向性
ではないと思います。また内服ですと、
患者さんの服薬が確実ではありません。
エリスロポエチンを高用量投与しても
貧血が改善しない患者さんがいますの
で、そういう患者さんには、エリスロ
ポエチンとは全く機序が違う薬である
HIF-PH阻害薬がより適応です。
　また透析は必要ないけれども、腎臓
の機能が３割を下回った状態を保存期
腎不全といいますが、その頃から腎性
貧血が出てきます。患者さんの多くは
社会生活をされていて、今は１カ月に
１回、外来に来ていただいて、エリス
ロポエチンを注射して痛い思いをされ
ていますが、内服薬でコントロールで
きるようになりましたので、患者さん
にとってはとてもメリットがあるので
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　最近開発の腎性貧血の内服薬、低酸素誘導性因子（HIF）-プロリン水酸化酵
素（PH）阻害薬についてご教示ください。なお、PHは以前よりコラーゲン生
合成に関与する酵素として知られており、肝臓等臓器の線維化にも関与すると
いわれていたようです。したがって、その阻害薬による身体のコラーゲンの減
少はいかがでしょうか。
 ＜大阪府開業医＞

低酸素誘導性因子‒プロリン水酸化酵素阻害薬

　池脇　低酸素誘導性因子-プロリン
水酸化酵素阻害薬、いわゆるHIF-PH
阻害薬、これは腎性貧血の新しい治療
薬、しかも内服の薬なのですね。2019
年、比較的最近のノーベル賞の研究成
果がこの薬とも関係していると聞きま
したが、どういう薬なのでしょうか。
　内田　腎性貧血の薬といえば、エリ
スロポエチン製剤（注射薬）が1990年
に出てきたとき、我々腎臓専門医にと
ってそれは画期的で、これで腎臓の悪
い患者さんに輸血をしなくて済むよう
になると喜びました。素晴らしい薬で
すが、そこから全く次の薬が出ない状
況が長く続いていました。それがノー
ベル賞を2019年にもらった低酸素応答

という作用を利用したHIF-PH阻害薬
という薬が出て、しかも先生がおっし
ゃったように内服だということで、エ
リスロポエチンから30年たって、やっ
と第２の腎性貧血の薬が出たわけで本
当に素晴らしいことだと思っています。
　池脇　理解が難しいかもしれません
が、少なくとも低酸素応答というHIF
とエリスロポエチンが何らかのかたち
で関係している、リンクしているので
すね。
　内田　HIFは転写因子という種類に
属するものです。最終的には細胞質に
もともと準備されていて、核の中に入
ってエリスロポエチンの転写を開始さ
せる物質です。もともと体の反応とし

ては低酸素になったときに必要になる
ものです。生きていくのに大切な仕組
みなので、普段からHIFは細胞質にあ
るのですが、酸素濃度が正常であれば
使われないのでどんどん壊れていって
います。そして体にとって危険な状態
である低酸素になったときには、すか
さず応答ができる仕組みになっていま
す。それをこの薬は低酸素ではないの
に、あたかも細胞が低酸素になったか
のようにエリスロポエチンの転写を開
始でき、HIFが壊れていくのを食い止
める、化学反応としてはHIFのプロリ
ンのリン酸化を阻害するという、本来
なら低酸素でなければ起こらないこと
を薬がさせるという仕組みです。
　ただ、転写因子であるということは、
逆にいいますと、エリスロポエチンだ
けを作るのではなくて、それ以外にも
いろいろな効果が出てくる可能性があ
るところがとても最先端の薬だと思い
ます。エリスロポエチンは不足してい
るホルモンを体外から補充するという
機序とは根本的に異なります。
　池脇　確かにほかの領域でも転写因
子を調整する治療薬の試みがあります
が、幅広い作用を持つがためになかな
か薬として応用できないという経緯が
あったように思うのです。これはもう
すでに使える薬になっているのですね。
　内田　そうなのです。本当につい最
近使えるようになった薬です。日本で
最初の承認が2019年で、2021年１月に

は５剤目が承認され、５種類のHIF-PH
阻害薬を開業医が処方できる状態にな
っています。
　池脇　そうしますと、従来のエリス
ロポエチンの注射、あるいはこの新し
い内服薬など、今、腎性貧血に対して
何をファーストにして、次はこうする
といった治療の流れはどうなっている
のでしょうか。
　内田　腎臓の専門医で、透析の患者
さんを診ている医師は週３回、必要に
応じて透析の回路からエリスロポエチ
ン製剤を注射することで貧血をコント
ロールしているので、それでコントロ
ールのよいほうを全員内服薬である
HIF-PH阻害薬に替えるという方向性
ではないと思います。また内服ですと、
患者さんの服薬が確実ではありません。
エリスロポエチンを高用量投与しても
貧血が改善しない患者さんがいますの
で、そういう患者さんには、エリスロ
ポエチンとは全く機序が違う薬である
HIF-PH阻害薬がより適応です。
　また透析は必要ないけれども、腎臓
の機能が３割を下回った状態を保存期
腎不全といいますが、その頃から腎性
貧血が出てきます。患者さんの多くは
社会生活をされていて、今は１カ月に
１回、外来に来ていただいて、エリス
ロポエチンを注射して痛い思いをされ
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きるようになりましたので、患者さん
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はないかと思います。
　池脇　エリスロポエチンの異化を抑
えることによって増やすという、理論
上はそうかもしれないけれども、おそ
らく人によって様々な反応性がある。
一方で、エリスロポエチンを補充する
のは確実性からすると従来のエリスロ
ポエチンのほうが効果は期待できると
いうことでしょうか。
　内田　私たちとしてはHIF-PH阻害
薬は、エリスロポエチンに取って代わ
る薬ではなく、腎性貧血に対する武器
が今まで１つしかなかったのが２つに
なった。そういう理解です。適材適所、
患者さんの病態に応じて、注射薬がい
い場合、内服がいい場合と使い分けが
できるようになったところが大きいと
思っています。
　池脇　腎不全の方の貧血は予後に影
響するような要因なのでしょうか。
　内田　心臓と腎臓と貧血というのは
お互いに連関しているといわれており、
腎臓だけでは命はなくなることはあり
ませんが、心臓に影響が出ますと、生
命にかかわりますので、貧血の改善は
非常に重要です。
　池脇　確かにエリスロポエチンを使
っていて、ある程度効果が見られてい
る患者さんをわざわざスイッチする必
要はないと思うのですが、先ほど先生
がおっしゃったエリスロポエチンの反
応性が乏しい人にはどうでしょうか。
最近の「The New England Journal of 

Medicine」でしたか、慢性炎症がある
方にこの薬がどうもよさそうだとあり
ましたね。
　内田　おっしゃるとおりです。そこ
までは私たちも突き止めていたのです
が、次の手がなかったものですから、
そういう患者さんは輸血に頼らざるを
得なかった。そういう方にはHIF-PH
阻害薬を投与していて、機序がエリス
ロポエチンとは全く違いますので、貧
血が改善して患者さんのQOLが改善す
る可能性があるのではないかと思って
います。
　池脇　そのあたりの適正な使用に関
しても、腎臓学会で勧告を出されてい
るのですね。
　内田　そうですね。機序が転写因子
の制御ですので、多くの患者さんに使
ってみると、いいこともたくさん出て
くると思いますが、悪いことが出てこ
ないとも限りません。慎重に使いまし
ょうということで勧告を出しました。
　池脇　今回の質問は副作用に関して、
コラーゲンが減少するのではないかと
いうものですが、これに関してはいか
がですか。
　内田　もともと生化学的にはコラー
ゲンを産生するのにHIF-PHが必要な
のです。ですから、それを阻害してし
まうと、コラーゲンは骨や間質にあり、
健康な人にも必要な物質ですから、そ
のコラーゲンが減ってしまうのではな
いかというのがこの質問の趣旨かと思

うのですが、治験中にはそのような副
作用の報告は一切ありませんでした。
低酸素応答の結果起こることと、もと
もとの生体内でのコラーゲンの産生と
は少し違うようで、逆に線維化（コラ
ーゲン産生）を抑制するのではないか
というような動物実験の結果も出てい
て、それも期待されているHIF-PH阻
害薬の副次的なよい効果のひとつです。
　池脇　そうすると、この質問に関し
ては心配することはないという一方で、
ターゲットが広い転写因子ですので、
特にこういう患者さんには気をつける
とか、そういうものはありますか。
　内田　はい。血管増殖に影響を与え
てしまうことがわかっており、悪性疾
患や増殖性疾患をお持ちの方は、それ
らを進めてしまう可能性があります。
外来で使われる場合にはしっかり検診
を受けて、がんなどがないかどうかを
確認してから投与されたほうがいいと
思います。また糖尿病で透析されてい
る方も多いですが、網膜症を合併され
ている方もいます。これも網膜の増殖
性病変ですので、眼科の先生に検診し
てもらってから使うとか、とにかく最
初は気をつけて、慎重に使い出すこと
が必要ではないかと思っています。
　池脇　そういった副作用のデータの
蓄積は、上市されてまだ日が浅いので、
これからというところでしょうか。

　内田　そうですね。治験のデータも
まだ何万人というレベルしかなく、長
くて２年です。また日本人のデータが
すべてではないので、これから長期的
に、多くの患者さんに使っていただき、
いい面も悪い面も蓄積していくことで、
我々の経験値を上げ、できれば数年後
には「いい薬だね」と言えるようにな
ればよいと思っています。
　池脇　あっという間に何種類かの薬
が出て、興味を持たれた医師は、そん
なにたくさんあったらどれを使ったら
いいのという素朴な疑問があるように
思うのですが、使い分けはどうなって
いるのでしょうか。
　内田　今のところは、各メーカーの
出している薬を一覧表にしますと、内
服方法とか血中濃度のピークとか、少
しずつ違いはあるのですが、それが結
果的に臨床的に患者さんに、どういう
使い分けをすればいいかは、現状、ま
だ何とも言えないところがあります。
それも含めて我々が慎重に使っていく
中で、だんだん薬の個性というのが見
えてくるのではないかと思っています。
　池脇　いずれにしても大事に育てた
い、とても貴重な薬だということです
ね。
　内田　そう思います。本当に貴重だ
と思います。
　池脇　ありがとうございました。
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はないかと思います。
　池脇　エリスロポエチンの異化を抑
えることによって増やすという、理論
上はそうかもしれないけれども、おそ
らく人によって様々な反応性がある。
一方で、エリスロポエチンを補充する
のは確実性からすると従来のエリスロ
ポエチンのほうが効果は期待できると
いうことでしょうか。
　内田　私たちとしてはHIF-PH阻害
薬は、エリスロポエチンに取って代わ
る薬ではなく、腎性貧血に対する武器
が今まで１つしかなかったのが２つに
なった。そういう理解です。適材適所、
患者さんの病態に応じて、注射薬がい
い場合、内服がいい場合と使い分けが
できるようになったところが大きいと
思っています。
　池脇　腎不全の方の貧血は予後に影
響するような要因なのでしょうか。
　内田　心臓と腎臓と貧血というのは
お互いに連関しているといわれており、
腎臓だけでは命はなくなることはあり
ませんが、心臓に影響が出ますと、生
命にかかわりますので、貧血の改善は
非常に重要です。
　池脇　確かにエリスロポエチンを使
っていて、ある程度効果が見られてい
る患者さんをわざわざスイッチする必
要はないと思うのですが、先ほど先生
がおっしゃったエリスロポエチンの反
応性が乏しい人にはどうでしょうか。
最近の「The New England Journal of 

Medicine」でしたか、慢性炎症がある
方にこの薬がどうもよさそうだとあり
ましたね。
　内田　おっしゃるとおりです。そこ
までは私たちも突き止めていたのです
が、次の手がなかったものですから、
そういう患者さんは輸血に頼らざるを
得なかった。そういう方にはHIF-PH
阻害薬を投与していて、機序がエリス
ロポエチンとは全く違いますので、貧
血が改善して患者さんのQOLが改善す
る可能性があるのではないかと思って
います。
　池脇　そのあたりの適正な使用に関
しても、腎臓学会で勧告を出されてい
るのですね。
　内田　そうですね。機序が転写因子
の制御ですので、多くの患者さんに使
ってみると、いいこともたくさん出て
くると思いますが、悪いことが出てこ
ないとも限りません。慎重に使いまし
ょうということで勧告を出しました。
　池脇　今回の質問は副作用に関して、
コラーゲンが減少するのではないかと
いうものですが、これに関してはいか
がですか。
　内田　もともと生化学的にはコラー
ゲンを産生するのにHIF-PHが必要な
のです。ですから、それを阻害してし
まうと、コラーゲンは骨や間質にあり、
健康な人にも必要な物質ですから、そ
のコラーゲンが減ってしまうのではな
いかというのがこの質問の趣旨かと思

うのですが、治験中にはそのような副
作用の報告は一切ありませんでした。
低酸素応答の結果起こることと、もと
もとの生体内でのコラーゲンの産生と
は少し違うようで、逆に線維化（コラ
ーゲン産生）を抑制するのではないか
というような動物実験の結果も出てい
て、それも期待されているHIF-PH阻
害薬の副次的なよい効果のひとつです。
　池脇　そうすると、この質問に関し
ては心配することはないという一方で、
ターゲットが広い転写因子ですので、
特にこういう患者さんには気をつける
とか、そういうものはありますか。
　内田　はい。血管増殖に影響を与え
てしまうことがわかっており、悪性疾
患や増殖性疾患をお持ちの方は、それ
らを進めてしまう可能性があります。
外来で使われる場合にはしっかり検診
を受けて、がんなどがないかどうかを
確認してから投与されたほうがいいと
思います。また糖尿病で透析されてい
る方も多いですが、網膜症を合併され
ている方もいます。これも網膜の増殖
性病変ですので、眼科の先生に検診し
てもらってから使うとか、とにかく最
初は気をつけて、慎重に使い出すこと
が必要ではないかと思っています。
　池脇　そういった副作用のデータの
蓄積は、上市されてまだ日が浅いので、
これからというところでしょうか。

　内田　そうですね。治験のデータも
まだ何万人というレベルしかなく、長
くて２年です。また日本人のデータが
すべてではないので、これから長期的
に、多くの患者さんに使っていただき、
いい面も悪い面も蓄積していくことで、
我々の経験値を上げ、できれば数年後
には「いい薬だね」と言えるようにな
ればよいと思っています。
　池脇　あっという間に何種類かの薬
が出て、興味を持たれた医師は、そん
なにたくさんあったらどれを使ったら
いいのという素朴な疑問があるように
思うのですが、使い分けはどうなって
いるのでしょうか。
　内田　今のところは、各メーカーの
出している薬を一覧表にしますと、内
服方法とか血中濃度のピークとか、少
しずつ違いはあるのですが、それが結
果的に臨床的に患者さんに、どういう
使い分けをすればいいかは、現状、ま
だ何とも言えないところがあります。
それも含めて我々が慎重に使っていく
中で、だんだん薬の個性というのが見
えてくるのではないかと思っています。
　池脇　いずれにしても大事に育てた
い、とても貴重な薬だということです
ね。
　内田　そう思います。本当に貴重だ
と思います。
　池脇　ありがとうございました。
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