
次世代の心毒性評価戦略に関する提案

2021.8.20
Axcelead Broad Casting

Axcelead Drug Discovery Partners 株式会社

演者：金子まなみ、高砂 浄、古川義之、宮﨑裕康
司会：宮﨑裕康

8/20（金）

1サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com



Hiroyasu MIYAZAKI, D.V.M., Ph.D.
Director, Safety Assessment, Nonclinical Development
hiroyasu.miyazaki@axcelead.com

次世代の心毒性評価戦略に関する提案

2021.8.20
Axcelead Broad Casting

Axcelead Drug Discovery Partners 株式会社

2サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com



本日のセミナー
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 Axcelead DDP の次世代の心毒性評価戦略の提案

 はじめに

• 心毒性のリスク評価の歴史
• 革新的な医薬品の登場と新たな課題
• 次世代のテクノロジーの展望
• 心機能毒性スクリーニング戦略

＊本日のセミナーのICH S7B/E14 Q&Aに関する情報及びコメントは、講演者個人の解釈によるもので、公的なものではありません。
＊ ICH S7B/E14 Q&Aに関する情報及び解釈はICH及びPMDAホームページをご参照ください。

3サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com



心毒性リスク評価の歴史： Torsade de Pointes 

4

2005

2021

S7B・非臨床の成果
・候補化合物が安全に臨床試験に入ることに成功

E14・臨床の成果
・TdPのリスクを持つ医薬品が市場に出ることを防ぐことに成功

S7B/E14 Q&A：発出/改訂
・Best Practice: in vitro/in vivo

Torsade de Pointes (TdP)
多くの非抗不整脈薬がTdPによって市場から撤退

催不整脈作用の検出
メカニズム解析

4サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

hERG テレメトリー



革新的な医薬品の登場と新たな課題: Topic - Kinase Inhibitors
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Kinase 阻害薬と心毒性

引用論文：Sarah D. Lamore et al., Cardiovascular Toxicity Induced by Kinase Inhibitors: 
Mechanism and Preclinical Approach. Chem. Res. Toxicol. 2020, 33, 125-136.   

5

Kinase 阻害薬の 毒性をプロファイルためには、
Full Battery （電気生理・機能・器質）の統合的評価が必要

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com



次世代心毒性評価テクノロジーの展望

66

LVP
Echo

hiPS

 In vitro 
• 特徴： ヒトへトランスレーション - メカニズム解析
• 提案： ① Multi-ion Channel Assay、hERG

② hiPS
 Telemetry

• 特徴： 試験系の感度が良く、信頼性の高い情報を臨床へ提供（S7A/Bの実績）
• 提案： ① 長期・反復投与後の機能的な評価（Jacketed Telemetry）

② Contractility の評価（LVP）
 Imaging

• 特徴： ヒト・医療現場で主流な機能と構造の両方の統合評価が可能なテクノロジー
臨床へ直接的なトランスレーション

• 提案： ① 反復毒性試験にImaging（MRI、Echo）の投入（*課題：先行投資、トレーニングが必要）

② 他の評価項目あるいは非臨床試験横断的な統合的な心毒性の評価

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

参考論文：Brian R. Berridge et. al., Technological Advances in Cardiovascular Safety Assessment 
Decrease Preclinical Animal Use and Improve Clinical Relevance.   ILAR Journal, 2016, Vol. 57, No. 2.   



現在の心機能毒性スクリーニング戦略：低分子創薬の一例
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GLP 反復毒性
w/ECG

予備的
反復毒性

w/ ECG

探索的
単回毒性

w/ ECG TK
GLP 反復毒性
w/ECG

予備的 in vivo CV評価

臨床試験
In vitro (Off-Target)

Secondary
Pharmacology

In vitro CV screening
Multi-Channel, iPS

安全性薬理試験：

毒性試験：

薬効薬理

GLP CV
テレメトリー

GLP hERG PII: Thorough QT

PI: 臨床 ECG

PIII: 臨床 ECG

Follow-up

QT
統合的

リスク評価

薬理試験：

IND 臨床ステージ前臨床ステージ創薬ステージ

Echo

MRI/CT
Echo

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com



次世代の心機能毒性評価戦略に関する提案
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予備的
反復毒性
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臨床試験
In vitro (Off-Target)

Secondary
Pharmacology

In vitro CV screening
Multi-Channel, iPS

安全性薬理試験：

毒性試験：

薬効薬理

GLP CV
テレメトリー

GLP hERG PII: Thorough QT

PI: 臨床 ECG

PIII: 臨床 ECG

Follow-up

QT
統合的

リスク評価

薬理試験：

IND 臨床ステージ前臨床ステージ創薬ステージ

LVP

Echo

iPS

Echo

MRI/CT
Echo

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com



サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

Axcelead DDP の提案
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統合的な心毒性スクリーニングをお考えならばAxcelead DDPへご相談下さい！

hiPS
高砂

In vitro Safety Pharmacology /Toxicology
hERG assay、Multi-ion channel assay、Phenotype assay using hiPS-CMs

Echo
金子

LVP
古川

In vivo Safety Pharmacology
テレメトリー法による左室内圧測定における心収縮能評価法

In vivo Toxicology /Pharmacology
心エコー装置を用いた心機能/心形態評価の毒性試験への利用

革新的な医薬品の登場や臨床へのトランスレーション、心毒性の評価では、
統合的なスクリーニング戦略の立案・評価が必要です。



2021.8.20
Axcelead BroadCasting

Axcelead Drug Discovery Partners 株式会社
統合トランスレーショナル研究

主席研究員
高砂 浄
kiyoshi.takasuna@axcelead.com

次世代の心毒性評価戦略に関する提案
in vitro CV スクリーニング

hERG assay
Multi-ion channel assay
Phenotype assay using hiPS-CMs
(in vivo CV/Telemetryへの繋ぎ)



Laverity et al. 2013

1990~201/3がQT延長/TdP

各開発ステージにおける心毒性の懸念とその種類



統合的な心毒性回避戦略/スクリーニングが必要
まず MoA (hERG)が明らかな QT risk 評価が優先され成功裏に終わったかに見えたが・・・・・

Presentation Name | CONFIDENTIAL

QT延長
催不整脈

心筋細胞毒性
（器質障害）収縮機能障害

hERG/APD/ECG
Trafficking 

各種不整脈モデル

受容体･イオンチャネル･酵素・トランスポーター結合試験

心筋細胞毒性
反復投与毒性試験

（血液化学、病理検査
）

S7A/7B hERG 偏重評価の弊害：革新的化合物の見落とし

心筋収縮モデル
in vivo 循環評価

(BP, HR, LVPdp/dt)

=

=

==

??????



hERG⇒Telemetry⇒臨床への繋ぎ： Multi-ion Ch & hiPS-心筋フェノタイプ

hERG inhibition APD prolongation QT prolongation Torsade de Pointes

FPD
ISI

hiPS-CM
MEA assay

Multi-ion CH assay
in silico Simulation

QT risk 
Arrhythmia

Structural toxicity

Dysfunction of 
contraction

Impedance assay Ca transient assayCell motion 
imaging assay

Diverse  arrhythmic prediction with hiPS-CMs

Multi-function assay



不整脈検出：hiPS-心筋細胞 vs. ウサギ Langendorff
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QT/QRS



hiPS心筋を用いた Ca transient assay の有用性
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CSAHi成績 (FDSS wit iCell2) 



Impedance

MFI

各アッセイ機器における代表的不整脈波形

MEA

Ca transient



統合的な心毒性回避戦略/スクリーニング
次の焦点は、収縮機能障害だが・・・・・・

Presentation Name | CONFIDENTIAL

QT延長
催不整脈

心筋細胞毒性
（器質障害）収縮機能障害

hERG/
Cav, Nav/FPD

Trafficking 
各種不整脈モデル

受容体･イオンチャネル･酵素・トランスポーター結合試験

心筋細胞毒性
反復投与毒性試験

（血液化学、病理検査）

心毒性
QT延長

ECG

APD

hERG

心機能障害
細胞毒性

催不整脈

S7A/7B hiPS 心筋細胞は2D-sheetのままだと使えない？

in vitro 心筋収縮モデル
in vivo 循環評価

(BP, HR, LVPdp/dt, Echo)

=

=

==



hiPS心筋細胞の問題点（胎児心筋に類似）
イオンチャネル・収縮関連蛋白発現／形態・構造学的未成熟

-自発能、易不整脈、収縮機能未成熟（SR-CICR）-

TOXICOLOGICAL SCIENCES, 156(1), 2017, 25–38
Kong CW, 2010



市販 hiPS心筋細胞: 期待（臨床効果）に反する薬剤反応性は、
細胞の成熟度を高めることで本当に解決されるか?

方策
ヒト初代培養心筋細胞の活用（AnaBios, USA）
長期電気Pacing（ACEA: xCELLigence, Nanion: CE96）:光刺激
細胞配向性指向Plateの使用

(Nanofiver, Stemonix, SCAD, 大日本印刷、王子HD, 旭硝子、Nanosurface (フナコシ) etc.)
3D 培養モデル

(日本毛織、Tara BioSystem, in vivo Science, Myoridge, InnoVitro/Nanion etc.）
3D Tri-Culture (hiPS-CM+Endothelial+Fibroblast) モデル (FCDI, in vivo Science, etc)
 その他（長期培養、T3+Glucocorticoid 添加,  Puerarin 添加など）

 その他の技術：GCaMP 導入／光刺激（チャネルロドプシン導入）
 ToxicoMetabolomix による器質障害予測（Stemina）



細胞の成熟度を高める方策
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ヒト初代心筋

配向性Plate

３D-Spheorid Plate

http://innovitro.de/wp-
content/uploads/2020/08/hiPS_Cardiac_Cell
Drum_innoVitro.mp4

３D-Cell-Drum Plate

http://innovitro.de/wp-content/uploads/2020/08/hiPS_Cardiac_CellDrum_innoVitro.mp4


FLEXcyte 96での陽性変力作用検出（Nanion/innoVitro）

21

Isoproterenol 10 min

1 uM
300 nM
100 nM FLX-96 Plate 底面から

iCell2 100k/well Day 7
心筋細胞の拍動に伴って上下するプレート底面

のシリコン膜のたわみをセンサーで検出

30 uM
10 uM
3 uM

3 uM
1 uM
300 nM

Milrinon Dobutamine Digoxin

1 uM
300 nM
100 nM

Omecamtiv

3 uM
1 uM
300 nM



3D-Tri-Culture Microtissue: Ca transient assay

22 FUJIFILM 資料より



考慮するポイント （1-site 1-teamで対応: まずはご相談ください）

QT リスク評価 (急性期～長期)
1）Multi-ion Ch assay の実施タイミング 2）HTS-Ca transient と MEA の使い分け

収縮機能評価 (急性期～長期)
1) 使用する hiPS心筋細胞の条件 2)  使用する Platforms と assay タイミング

心筋細胞毒性(急性期～長期)
1) 受容体結合（Promiscus: 5-HT2B, A3 etc） 2) Toxico-Metab 3) Biomarkers

GLP

Lead OptimizationHit to Lead Pre-clinical Safety 

HT-Multi-ion Ch (NavP/L, Cav)
HT-Ca transient (FDSS)

Promiscus panel (5-HT2B, A3 etc)
FPD (MEA)

HT hERG

in vivo CV 
Telemetry/Echo

ICH S7A/7B

Axcelead: 統合的心毒性評価戦略のご提案

(QT延長／催不整脈、収縮機能障害、心筋細胞毒性の観点から）



次世代の心毒性評価戦略に関する提案：
テレメトリー法による左室内圧測定における
心収縮能評価法の紹介

2021.8.20
Axcelead Broadcasting

Axcelead Drug Discovery Partners 株式会社
非臨床開発 安全性評価

主任研究員

古川 義之
yoshiyuki.furukawa@axcelead.com



25サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

本日の内容

1.何故、心機能評価が重要なのか？
2.Axcelead Drug Discovery Partners（Axcelead-DDP）株式会社
におけるテレメトリー法による左室内圧測定の特徴

3.イヌ及びサルの左室内圧測定における陽性変力作用及び陰性変力作
用の検出について

4.次世代の心機能毒性評価戦略に関する提案（テレメトリー法による
左室内圧測定の実施時期について）



26サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

何故、心機能評価が重要なのか？

Circ Res. 2016; 118:1008-1020.［PMID：26987914］

 がん治療の進歩により生命予後が改善する一方で、分子標的薬の
開発により、がん治療関連心機能障害が多数報告されている。

 催不整脈
リスク評価
のみならず

↓
 心収縮機能
評価の重要
性が高まる

心筋障害/心不全
虚血性心疾患



27サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

Axcelead-DDPにおけるテレメトリー法による左室内圧測定の特徴

主な使用機器/設備/モジュール Ver./モデル
PhysioTel® Digital 送信器 L11, M11, L21
PhysioTel® Digital 専用受信器 TRX-1
データ取得解析システム：
PONEMAH™

Version 5.2/5.4

SENDモジュール SEND対応可能 L11外観（プライムテック株式会社様提供）

イヌ及びサルの左室内圧（LVP）測定、血圧及び心電図測定に対応
DSI社のハードウェア及びデータ解析システムPONEMAHを使用
防音設備を有するテレメトリー試験専用の部屋で実施
S7Bガイドライン制定以前から従事しているサイエンティストの存在
や複数の熟練スタッフ
（LVPカテーテル留置手術、ノイズの少ない心電図波形及びLVP波形
を記録するためのノウハウを有する）



28サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

左室内圧測定 – 実験概要

 Verapamil（Ca channel blocker：陰性変力作用）
動物種 カニクイザル イヌ・ビーグル
性・動物数 雄３ 雄３
投与量（mg/kg) 0, 10及び30
媒体 0.5 w/v%メチルセルロース溶液
投与経路（投与デザイン） 経口（３x３クロスオーバー法）
解析パラメータ 左室内圧最大微分値（dP/dt max), 平均血圧（MBP）及び心拍数（HR）

 Pimobendan（Ca sensitizer&PDE3 inhibitor：陽性変力作用）
動物種 カニクイザル イヌ・ビーグル
性・動物数 雄３ 雄３
投与量（mg/kg) 0, 0.3及び1
媒体 0.5 w/v%クエン酸溶液
投与経路（投与デザイン） 経口（３x３クロスオーバー法）
解析パラメータ 左室内圧最大微分値（dP/dt max), 平均血圧（MBP）及び心拍数（HR）



29サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

左室内圧測定 – 結果（1hr mean-トレンドグラフ）

 サルVerapamil（Ca channel blocker：陰性変力作用）

1M1

2M1

MBP HR dP/dt max

3M1

dP/dt max
変化なし？



30サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

左室内圧測定 – 結果（dP/dt max – HR 1-min plots）

 サルVerapamil（Ca channel blocker：陰性変力作用）

30 mg/kgでdP/dt max↓
心拍数増加がある場合にトレンド評価ではdP/dt max↓を見落とす可能性あり



31サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

左室内圧測定 – 結果（dP/dt max – HR 1-min plots）

 サルVerapamil（Ca channel blocker：陰性変力作用）

同様に、30 mg/kgでdP/dt max↓
心拍数増加がある場合にトレンド評価ではdP/dt max↓を見落とす可能性あり



1M1

2M1

MBP HR dP/dt max

3M1

32サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

左室内圧測定 – 結果（1hr mean-トレンドグラフ）

 イヌVerapamil（Ca channel blocker：陰性変力作用）

dP/dt max
変化なし？



33サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

左室内圧測定 – 結果（dP/dt max – HR 1-min plots）

 イヌVerapamil（Ca channel blocker：陰性変力作用）

10 mg/kgでdP/dt max↓
心拍数増加がある場合にトレンド評価ではdP/dt max↓を見落とす可能性あり



34サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

左室内圧測定 – 結果（dP/dt max – HR 1-min plots）

 サルPimobendan（Ca sensitizer：陽性変力作用）

1 mg/kgでdP/dt max↑
心拍数で変化がない場合にトレンド評価と大きな差はない。



35サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

左室内圧測定 – 結果（dP/dt max – HR 1-min plots）

 イヌPimobendan（Ca sensitizer：陽性変力作用）

0.3 mg/kgでdP/dt max↑
心拍数で変化がない場合にトレンド評価と大きな差はない。

vehicle 0.3 mg/kg 1 mg/kg 0.3 mg/kg 1 mg/kg
50-69 2536 6870 6907 171 172
70-89 2970 8002 7530 169 154
90-109 3638 8906 145

dP/dt max
vehicle 0.3 mg/kg 1 mg/kg 0.3 mg/kg 1 mg/kg

40-59 2493 5949 6351 139 155
60-79 3063 7448 7082 143 131
80-99 3972 8637 7720 117 94

dP/dt max
vehicle 0.3 mg/kg 1 mg/kg 0.3 mg/kg 1 mg/kg

50-69 3198 4406 4324 38 35
70-89 3181 4366 4474 37 41
90-109 3556 5217 5065 47 42



36サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

イヌ及びサルの左室内圧測定のまとめ

サル、イヌともにVerapamilの陰性変力作用、Pimobendanの陽性
変力作用をdP/dt maxにより評価することは可能。
dP/dt maxは収縮能の指標として評価に使用できると考えられるが、
心拍数の影響を受けるため、評価の際には注意が必要。
変化を見落とさないためには、dP/dt maxとHRのPlotにより視覚的
に変化を確認可能。さらに、心拍数帯を区切って比較する（vehicle 
vs.各dose）ことにより定量的に評価可能。



次世代の心機能毒性評価戦略に関する提案（LVP測定実施時期）
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GLP 反復毒性
w/ECG

予備的
反復毒性

w/ ECG

探索的
単回毒性

w/ ECG TK
GLP 反復毒性
w/ECG

予備的 in vivo CV評価

臨床試験
In vitro (Off-Target)

Secondary
Pharmacology

In vitro CV screening
Multi-Channel, iPS

安全性薬理試験：

毒性試験：

薬効薬理

GLP CV
テレメトリー

GLP hERG PII: Thorough QT

PI: 臨床 ECG

PIII: 臨床 ECG

Follow-up

QT
統合的

リスク評価

薬理試験：

IND 臨床ステージ前臨床ステージ創薬ステージ

LVP

iPS

Echo

MRI/CT
Echo

特に抗がん剤など
IND用パッケージ前
に実施を推奨 少数例でも

評価可能

探索CVで心収縮力懸念あり
→Stand aloneでの評価推奨



サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

Take home message

38

最新のデータ解析システムPONEMAH、動物室防音設備完備

統合的な
評価

In vitro CV assayのスクリーニング法の提案
心機能への影響に対する機序解明実験の提案

豊富な
実績

最新の
設備機器

20年以上に渡るテレメトリー法よる心電図評価＆血行動態評価
イヌ及びサルともに的確なテレメトリー法による心収縮力の評価

テレメトリー法による心収縮能評価をお考えならば
Axcelead DDPへご相談下さい！

最新の送信機＆受信機所有、SENDモジュール対応



次世代の心毒性評価戦略に関する提案：
心エコー装置を用いた心機能/心形態評価の
毒性試験への利用

2021.8.20
Axcelead Broadcasting

Axcelead Drug Discovery Partners 株式会社
統合トランスレーショナル研究

主席研究員

金子まなみ
manami.kaneko@axcelead.com



40サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

心臓の役割（心機能）とは？

心機能とは?

収縮・拡張を繰り返して全身の臓器に血液を
送り出す＝心機能



41サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

安全性・毒性試験における心機能測定

収縮・拡張を繰り返して全身の臓器に血液を
送り出す＝心機能

現在の安全性・毒性試験での循環系評価項目
 血圧測定
 心電図測定
 病理評価
 血中トロポニン

≠
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臨床での抗がん剤による心機能低下

臨床：抗がん剤による心機能低下・心不全が問題化
非臨床：心機能に対する影響は未評価

がん患者の予後を解析
 心疾患で死亡するリスクが高い

European Heart Journal (2019) 40, 3889–3897

がん患者の予後の死亡原因を解析
1位：癌 38%
2位：CVD（心血管疾患） 11.3%

↓
CVDのうち76.3%は心疾患で死亡

心機能低下・心不全

様々な種類の抗がん剤
によって左室機能不全

Eur Heart J. 2016;37(36):2768-2801.
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心エコー装置の特徴
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① 心機能や心形態（構造）を定性的かつ定量的に評価可能
② 放射線、造影剤等の特別な準備は不必要
③ 非侵襲
④ ベッドサイドで実施可能

原理：超音波を当てると臓器・組織から反射波（エコー）が
返ってくる性質を利用し断層像を作成

① 画質が不十分な例では診断精度が低い
② 撮像や解釈には一定の学習と訓練が必須
③ 検者間誤差や機種間誤差（特に2Dエコーの場合）

Pros

Cons
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抗がん剤による心毒性評価にも心エコー装置による心機能測定が推奨
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 欧州心臓病学会
2016 ESC Position Paper on cancer treatments and 
cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC 
Committee for Practice Guidelines（2016年）

 日本循環器学会
循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン（2021年改訂版）

 一般社団法人日本心エコー図学会
抗がん剤治療関連心筋障害の診療における心エコ
ー図検査の手引（2020年）

 米国臨床腫瘍学会、ガイドライン
Prevention and Monitoring of Cardiac 
Dysfunction in Survivors of Adult Cancers
（2017年）

 欧州臨床腫瘍学会議
Management of cardiac disease in cancer 
patients throughout oncological 
treatment: ESMO consensus 
recommendations（2020年）

 ヨーロッパ心血管画像学会/アメリカ心エ
コー図学会
Expert consensus for multimodality 
imaging evaluation of adult patients 
during and after cancer therapy（2014年）

非臨床での評価は途上
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マウスにおける抗がん剤の心機能に対する作用評価
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Doxorubicinによる
心機能低下作用（臨床）

・左室駆出率低下に先駆けて
GLSが低下

・拡張能低下

マウスにおけるDoxorubicin
による心機能に対する作用を
心エコー測定で評価

小動物用心エコー装置
Vevo2100

M-mode B-mode パルスドプラ 組織ドプラ

左室内径（LVID）
左室前壁厚（LVAW）
左室後壁厚（LVPW）
左室内径短縮率（FS）
左室駆出率（LVEF）

左室容積（LV volume）
左室駆出率（LVEF）
心拍出量（CO）
一回拍出量（SV）
ストレイン（GLS, GCS, GRS）

左室急速流入血流速度（E波）
心房収縮期流入血流速度（A波）
等容拡張時間 (IVRT)
等容収縮時間 (IVCT)
Tei index

拡張早期最大速度（e'）
左室拡張能（E/e'）

赤: 収縮能、青: 拡張能、紫: 心機能総合評価、オレンジ: 心形態

 Echocardiographic parameters

(FUJIFILM）
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短軸M-mode

46

Vehicle Dox

心臓前壁と後壁の間の2点間の壁運動 M-mode
左室内径（LVID）
左室前壁厚（LVAW）
左室後壁厚（LVPW）
左室内径短縮率（FS）
左室駆出率（LVEF）

左室内径

左室後壁厚

左室前壁厚

左室内径

左室後壁厚

左室前壁厚



サービスについてのお問い合わせ
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長軸B-mode
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左室長軸像

B-mode
左室容積（LV volume）
左室駆出率（LVEF）
心拍出量（CO）
一回拍出量（SV）
ストレイン（GLS, GCS,GRS）

拡張末期
Vehicle

Dox

収縮末期
Vehicle

Dox

左室駆出率
LVEF=（LVEDV-LVESV）/ LVEDV×100

左室容積
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ストレイン
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局所の心筋運動(＝ある方向
にどれだけ伸び縮みするか)

Longitudinal
(縦)

Radial
(横)

J Magn Reson Imaging. 
2017 Nov;46(5):1263-1280

Circumferential 
(円周)
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パルスドプラ
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IVCT IVRT
ET

左室

左房右房

右室

カラードプラ

左室

左房右房

右室

JET

心尖部四腔断層像
(4 chamber)

パルスドプラ

E

A

IVCT
ET

IVRT

左房から左室に流入する
血流速度や時間

パルスドプラ
左室急速流入血流速度（E波）
心房収縮期流入血流速度（A波）
等容性拡張時間 (IVRT)
等容性収縮時間 (IVCT)
Tei index

Vehicle

Dox
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組織ドプラ
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IVRT③

左室

左房

織ドプラ

僧帽弁弁輪部

e'

僧帽弁輪部の組織運動速度
(=左室長軸方向の弁輪部の
移動を捉える)

組織ドプラ
拡張早期最大速度（e'）
左室拡張能（E/e'） e’

e’

Vehicle Dox
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第48回日本毒性学会学術年会での発表資料
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第48回日本毒性学会学術年会にて北浦智規主任研究員が発表

弊社HPから発表資料ダウンロード可能
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Axcelead DDPにおける大動物心エコー評価
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～2018年
・Aplio XG（東芝）
・イヌ、ブタの心機能測定

2DのMモードで駆出率（EF）を算出

2018年～現在
・ Aplio i900/CV（Canon）
・ブタ、サルの心機能測定

3D/2DでEFを算出、2Dでストレインを算出
・実績

ブタ、サルともに100回以上の心エコー測定経験 （Canon）



サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

3Dエコーによる左室駆出率 (LVEF)測定
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サル心筋梗塞後心不全モデル
雌性カニクイザル
結紮部位：左冠動脈前下行枝

LVEF=55.2%

正常サル

LVEF=26.7%

心不全サル

左前下行枝

Boston Scientificより
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2Dエコーによる心筋ストレイン測定
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短軸像

GRS, GCS

4腔像2腔像 3腔像

GLS

左室

左房

右室左室

左房

左室

左房

右室

右房

GCS（円周）GRS（横）
正常サル
雌性カニクイザル

図: CLINICALGATEより

GLS（縦）



次世代の心機能毒性評価戦略に関する提案
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GLP 反復毒性
w/ECG

予備的
反復毒性

w/ ECG

探索的
単回毒性

w/ ECG TK
GLP 反復毒性
w/ECG

予備的 in vivo CV評価

臨床試験
In vitro (Off-Target)

Secondary
Pharmacology

In vitro CV screening
Multi-Channel, iPS

安全性薬理試験：

毒性試験：

薬効薬理

GLP CV
テレメトリー

GLP hERG PII: Thorough QT

PI: 臨床 ECG

PIII: 臨床 ECG

Follow-up

QT
統合的

リスク評価

薬理試験：

IND 臨床ステージ前臨床ステージ創薬ステージ

LVP

Echo

iPS

Echo

MRI/CT
Echo
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Take home message
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FY17～20の実績（延匹数）
マウス：約1800匹、ラット：約350匹、サル：約110頭、ブタ：約120頭

高い価値
を提供

臨床診療ガイドラインと同一の評価項目が測定可能
臨床外挿性のあるデータを提供しプロジェクトのGo/NoGo判断に貢献

複数の
評価項目

豊富な
実績

収縮能だけでなく拡張能やストレインも測定可能
複合的に結果を解釈し心機能と心形態変化を解読

心エコー装置を用いた心機能測定をお考えならば
Axcelead DDPへご相談下さい！



57

Axcelead Broadcasting 9/30(木)12時～12時30分
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