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VEGF 阻害剤と心血管，腎臓合併症 

Ⅰ 高血圧 

メカニズム 

１．器質的な異常 

内皮細胞の生存低下 

毛細血管密度の減少 

２．機能的な異常 

血管収縮 

・NO（一酸化窒素）と PGI2産生の減少 

・強力な血管収縮剤である ET‐1（エンドセリン）産生の増加 

 

VEGF 経路は，内皮細胞の生存と構造を維持する上で重要な役割を果たす．VEGF は内皮細胞の生存を促

進し，逆に VEGF の阻害は内皮細胞のアポトーシスと毛細血管床の慢性的なリモデリングをもたらす．

VEGF は NO 産生を誘導し，NOS（NO 合成酵素）によって血圧を下げる．VEGFR2 の活性化は，eNOS（血管

内皮 NO 合成酵素）の下流のシグナルを活性化し，また PGI2 など他の有力な血管拡張物質の産生を増や

す． 

血管内皮細胞の器質的および機能的変化が，血管抵抗を増大して高血圧症を引き起こすと考えられる．

更に VEGF 阻害剤は毛細血管の減少，血管拡張反応の低下によって，構造的，機能的な血管密度の低下を

起こす．心臓の毛細血管密度の低下は，VEGF 阻害剤による心筋症の一因になる可能性がある． 

 

   
VEGF 阻害剤による心血管系合併症に対して推奨される治療戦略のまとめ 

高血圧 

動脈血栓塞栓症 

心筋症 

1. JNC7 ガイドラインに沿った積極的な血圧管理 

2.  尿検査による蛋白尿のチェック 

1.  最初の 6 週間は血圧を毎週モニタリング 

2.  高リスク患者は自宅血圧計を使用させる 

3.  尿検査による蛋白尿のチェック 

4. ACE 阻害剤（第 1 選択）およびジヒドロピリジン Ca 遮

断薬（第 2 選択）による積極的な血圧管理 

5.  化学療法の「休日」に降圧薬の容量を調整する（必要

な場合） 

1.  不安定狭心症や症候性冠動脈疾患がないことを確認 

2.  高リスク患者では抗血小板療法を開始する 

（以前に冠動脈疾患または末梢動脈疾患を有した患者） 

1.  心筋症を疑う徴候や症状がある場合，心エコー検査

を積極的に繰り返す 

2.  心筋症と診断された場合，VEGF 阻害剤を迅速に停止

して，心筋保護薬（ACE 阻害剤とβ遮断薬）を開始 

1.  すべての患者で投与開始時に，器質的心疾患を評価

するために，心エコーを施行する 

2.  心臓の危険因子（特に高血圧）の積極的な治療 

有害事象       治療前                        治療開始後 
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細胞の分裂  細胞の生存  細胞の移動 血管透過性 

血管拡張 

血管内皮細胞における VEGFR2 の下流経路 
VEGFR2 は血管新生の信号の主要な受容体である．VEGF が VEGFR2 に結合にすると，多数の経路が活性化され

る．特に eNOS（血管内皮 NO 合成酵素）は，PKC および AKT/PKB を含む複数の経路によって活性化され，血管透

過性の亢進と血管抵抗の減少をもたらす．Ras と PI3K‐AKT 経路は，細胞の生存と増殖を促進する．FAK と

p38/MAPK 経路は，細胞の運動と遊走を促進する．これらの経路は，内皮細胞の生存，増殖，遊走を促進し，血

管新生を増加させる． 
AKT/PKB, protein kinase B; cPLA2, cytoplasmic phospholipase 2; DAG,diacyl glycerol; ERK,extracellular signal‐regulated 
kinase; FAK,focal adhesion kinase; MEK,mitogen‐activated protein kinase; NO,nitric oxide; PGI2,prostaglandin I2; PI3K, 
phosphotidyl inositol‐3 kinase; PKC,protein kinase C; PLCc, phospholipase Cc; p38/MAPK,mitogen‐activated protein kinase. 

Ⅱ 動・静脈血栓症 

メカニズム 

VEGF 経路の阻害は，血管の損傷時に内皮細胞の生存を妨げ，またアポトーシスを促進し

て，内皮細胞のバリアを破壊し，内皮細胞下のフォンビルブラント因子（vWF）と組織因

子（TF）を露出させて，血小板凝集と血栓形成に導く． 

 

VEGF は，PI3K‐AKT 経路を活性化することで，血管内皮細胞の生存を促進する．VEGF は他に，止血と血

栓溶解の両方の多数の因子の発現を変化させる．VEGF が血管内皮細胞を刺激すると，共に血小板活性化

を阻害する NO と PGI2 が増加する．VEGF は更に，血栓溶解性セリンプロテアーゼであるウロキナーゼ・

プロテアーゼアクチベーター（u‐PA）と組織プラスミノーゲンアクチベーター（t‐PA）の活性を亢進させ

る． 

VEGF は血管内皮細胞を刺激して組織因子の発現を誘導するが，同時に TNFαの刺激がないと組織因子は

細胞表面に表出しない．止血と血栓のバランスにおける VEGF の役割は，このように複雑である．   
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Ⅲ 腎合併症   

血栓性細小血管障害 
巣状糸球体硬化症 

結晶性腎症 

急性尿細管損傷 

尿細管間質性障害 

マイトマイシン C 

ゲムシタビン 

血管新生阻害剤 
パミドロン酸 

インターフェロン

血管新生阻害剤 

異常蛋白血症（骨髄腫）

薬剤性 

代謝性 

白金製剤 

イフォスファミド 

ペメトレキセド 

クリゾチニブ 

ゾレドロン酸 
チロシンキナーゼ阻害剤 

BRAF 阻害剤 

輸入細動脈 

輸出細動脈 

糸球体 

集合管 

ヘンレのループ 

近位 

尿細管 

遠位 

尿細管 

抗がん剤のネフロンにおける作用部位 
がんの治療で用いる薬剤は，細動脈，糸球体，尿細管，間質など，ネフロンに様々な形態の障害を起こす可能性がある．  

※ジョーンズメテナミン銀染色（血栓性細小血管障害，巣状糸球体硬化症），HE 染色（結晶性腎症および急性尿細管障害），

過ヨウ素酸シッフ染色（尿細管間質性障害）． 
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糸球体基底膜 

糸球体濾過のバリアは有窓性の糸球体内皮細胞，糸球体基底膜，足細胞の間のスリット膜からなる．足細胞が産生し

た VEGF は，オートクライン様式で自身を刺激するか，内皮細胞をパラクリン様式で刺激する方がより重要である．

足細胞の突起 

スリット膜 

ボウマン嚢側 

糸球体の毛細血管 

有窓性内皮細胞 

糸球体濾過 

腎臓の病態生理における VEGF の役割 

・糸球体毛細血管内皮の窓の形成と維持 

・糸球体および尿細管内皮細胞の増殖と細胞分裂 

・腎障害の時の糸球体と尿細管間質の修復 

 

腎臓は 2 つの重要な微小血管系，すなわち糸球体と尿細管周囲毛細血管を持つ，血管が密な臓器であ

る．VEGF は両方の維持に重要な役割を果たす．VEGF は内皮細胞に特異的な成長因子であり，内皮細胞の

増殖，分化，生存を促進し，内皮細胞による血管拡張，糸球体濾過膜バリアの構造と機能の維持，微小血

管透過性，腎間質のマトリックスのリモデリングに関与する． 

腎臓における VEGF の発現は，糸球体の足細胞と尿細管上皮において最も顕著である．一方 VEGF 受容

体は主に糸球体の手前，糸球体，尿細管周囲毛細血管の内皮細胞に見られ，他にメサンギウム細胞に存在

する． 

VEGF が消失すると足細胞と内皮細胞は成熟や増殖ができず，メサンギウム細胞も失われ，糸球体の選

択的な濾過機能が果たせなくなる．毛細血管や静脈が形成できなくなり，糸球体硬化症と尿細管間質線維

症に進行することがある．   

 

糸球体における VEGF の拡散 

糸球体における VEGF の主な供給源は足細胞であり，VEGF を高いレベルで恒常的に産生している．足細

胞から糸球体内皮細胞へ VEGF の拡散を促進する大きな濃度勾配が存在し，またこれらの細胞は近接して

いる（200〜300nm 以内）．このように足細胞と内皮細胞はスリット膜を通した VEGF‐VEGF‐R2 シグナル伝

達を行っている．  つまり VEGF は糸球体濾過とは逆向きに基底膜を拡散して内皮細胞に送られる，この足

細胞と内皮細胞のパラクリン応答が，糸球体傷害に対する保護の主役である． 
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抗 VEGF 剤によって誘発される糸球体障害のメカニズム 

1.  血行動態による糸球体障害 

NO の産生減少による全身血圧と糸球体血圧の上昇 

2.  足細胞とスリット膜の損傷 

スリット膜の正常な機能に重要な足細胞のタンパク質（例，ネフリン）の発現低下，

（低頻度だが）足細胞のアポトーシス 

3.  糸球体内皮細胞の損傷（糸球体内皮症） 

4.  血栓性微小血管症 TMA 

TMA は糸球体血管の血栓症を伴うより深刻な損傷である 

 

 

   

VEGF 阻害剤 

NO 産生低下  毛細血管密度の減少

抗原の表出 

足細胞の障害 

高血圧 血栓性微小血管症 

免疫反応 

内皮細胞 

抗 VEGF/VEGFRs 剤によるたんぱく尿，高血圧，血栓性微小血管症に至るメカニズムの模式図 

たんぱく尿 

糸球体基底膜 

細動脈血 

濾過液 
ボウマン嚢外皮 

開窓 

足細胞 
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血栓性微小血管症 TMA 

TMA では微小血管の血栓症によって血小板減少，溶血性貧血および赤血球破砕が起きる．VEGF/VEGFRs

阻害剤による TMA は，新たな高血圧の発生，既存の高血圧の悪化，タンパク尿，急性腎障害（AKI）か慢

性腎臓病の悪化，組織学的には微小血管血栓症が特徴である． 

病理的には血管内微小血栓を伴う巣状糸球体内皮障害，メサンギウム細胞の融解，細動脈または小型動

脈における血管内血栓や慢性内皮障害による糸球体の二次虚血性変化．糸球体血管の動脈瘤様変化，びま

ん性または限局性の急性尿細管障害，尿細管壊死，ヘモグロビン円柱．血管内溶血，内皮障害による二次

虚血性変化，および薬物による尿細管障害が見られる． 

マウスモデルでは糸球体障害が高血圧に先行して現れ，血圧上昇が TMA のトリガーではないことを示

している．一方，ベバシズマブ投与例では，蛋白尿を伴わない高血圧もかなり見られる．なお，ベバシズ

マブによる TMA は腎臓に限局して発現し，全身の微小血管系にはほとんど，または全く影響がない特徴

がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の腎障害 

クリオグロブリン血症性糸球体腎炎，虚脱性糸球体症，免疫複合体による増殖性糸球体腎炎，半月状形

成糸球体腎炎，間質性腎炎など，様々な他の糸球体疾患が報告されている．   

急性腎不全のリスクは腎血管系既往歴，つまり高血圧やステージ 3 慢性腎臓病の既往（NKF‐KDOQI，30

＜治療前 eGFR（MDRD）≦60mL/分/1.73m2）に関係する可能性が高い． 

VEGF 阻害と腎の血栓性微小血管症の仮説モデル 

VEGF 阻害は，糸球体内皮細胞の腫脹と血栓性微小血管症をもたらす．VEGFR‐2 は受容体． 

正常              ベバシズマブ投与            VEGF ノックアウト 

足細胞 

糸球体の

基底膜 
sFlt‐1 受容体 

内皮の損傷 

内皮の損傷

毛細血管 

ベバシズマブ
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