
高齢化社会となり、心不全も増加しているが、悪性

腫瘍患者もかつてないほどに増加している。がんの早

期診断や化学療法を中心としたがん治療は著しく進歩

し、がん患者の生命予後は著しく改善した結果、今や

がんは不治の病ではなく、治癒が期待できる、あるい

は共存していく存在となりつつある。また以前より知

られているアントラサイクリン系薬剤の心筋傷害に加

え、様々な分子標的薬の心血管系の副作用が時として

致死的であることが知られるようになり、このような

背景のもと、Cardio-Oncologyという新たな学術領域が

生まれ、抗がん剤による循環器系合併症特に心筋傷害

について注目される時代になった。 

アントラサイクリン系抗がん剤の心毒性

アントラサイクリン系抗がん剤は、1970年代に広く

治療に用いられるようになり、それ以降、容量依存性に

心筋傷害が生じることが知られるようになった。その分

子機序については、アントラサイクリン投与による動物

実験モデルにより、諸説報告がなされてきた。その１つ

として、アントラサイクリンによる心毒性に鉄が関与し

ていることが示唆されているが、その具体的機序は長ら

く不明であった。

近年、新たなprogramed cell deathとして、フェロ

トーシスが注目されている。フェロトーシスは、2012

年にDixonらによって提唱された新たな細胞死の概念で

あり、酸化的リン脂質を還元する唯一の酵素である

phospholipid-hydroperoxide glutathione peroxidase 

(GPX4)によって制御され、過剰な鉄とそれに引き続く

過酸化脂質が引き起こすと考えられる1,2）。

我々は、ドキソルビシンをマウスに投与することで、

心重量が低下するとともに心機能が低下するドキソルビ
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シン心筋症モデルを作成した。本モデルにおける心筋

組織内のGPx4はそのmRNA発現レベルならびに蛋白レ

ベルでも約20%減少し、心筋ミトコンドリアにおける

脂質過酸化の増加を認めた。これらの現象は、マウス

へのGPx4の過剰発現によって有意に抑制され、脂質過

酸化の減少、心機能および心筋組織線維化の改善を認

めた3）。

また、仔ラット心筋細胞にドキソルビシンを投与する

と、動物モデル同様に心筋細胞におけるGPx4発現が低

下し、脂質過酸化の増加特にミトコンドリア内での脂質

過酸化の増加、細胞死の増加を認めた。GPx4は、細胞

質型、ミトコンドリア型、核小体型が存在することが知

られているが、アデノウイルスを用いたミトコンドリア

型GPx4発現発現によりドキソルビシンによる細胞死を

抑制した。

鉄キレート剤のドキソルビシン心筋症における有効性

では、鉄キレート剤はフェロトーシス抑制に有効だ

ろうか。

ドキソルビシンそのものは高い反応性でFe3+と結合

し、DOX-Fe3+錯体を形成し、形成されたDOS-Fe3+錯

体は、酸素濃度依存的にDOX-Fe2+複合体に還元される

ことがすでに知られている4）。ミトコンドリア内の

DOX-Fe2+は、生体内でフェントン反応によって反応性

が高いハイドロキシラジカルを産生する主役となって

いるはずである。

我々の実験でも、遊離3価鉄(Fe3+)のキレート剤であ

るdexrazoxane やdeferoxamineは、確かにミトコンドリ

ア内の遊離鉄を減少させたが、脂質過酸化や細胞死の抑

制には至らなかった。一方で、ミトコンドリアでの

Fe2+キレート剤であるMito-FerroGreenは、ミトコンド

リア内の脂質過酸化、さらに細胞死を抑制することが

明らかとなった（図1）。

また一方で、これまでの多くの基礎実験からドキソ

ルビシンにより心筋細胞にアポトーシスが生じること

もすでに示されている。アポトーシス阻害剤は、フェ

ロトーシス阻害作用は全く有さず、また逆にフェロ

トーシス阻害剤はアポトーシスを阻害しない。つまり

それらの細胞死はそれぞれ独立して生じており、遠隔

期のドキソルビシンによる細胞死の主役がフェロトー

シスであることとあわせて、ミトコンドリア内の2価鉄

の制御そしてフェロトーシスの制御が、アントラサイ

クリン系抗がん剤による心筋傷害の新たな治療ター

ゲットとして有力であると考えている。

今後の展望

フェロトーシスは、近年明らかになってきた、非ア

ポトーシス性のプログラム細胞死の１つとされている

（図2）。なぜドキソルビシンが心筋細胞ではミトコン

ドリアにおいてフェロトーシスを生じるのか、またそ

のフェロトーシスの原因ともいえる脂質過酸化はどの

ような機序で細胞死を生じるのか、また、Gpx4の発現

低下に関わる因子も不明であり、さらなる分子内制御

機構を明らかにする必要がある。

分子標的薬が今後さらに開発されても、アントラサ

イクリン系抗がん剤の強い腫瘍増殖抑制作用からその

副作用としての心筋傷害を制御することは、今後さら

に増え続けることが予想されるがん患者の生命予後、

QOLを改善することにつながると考えられる。
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