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䝬䜴䝇ᚰᐊ➽⦰䛾䜰䝗䝺䝘䝸䞁䃐ཷᐜయ่⃭ᛂ⟅䛾ᶵᗎ䛚䜘䜃Ⓨ㐩ኚ
⸆≀Ꮫᩍᐊ㻌 ℊཱྀṇᝅ
䛆⫼ᬒ䞉┠ⓗ䛇
ᚰ➽䛾⚄⤒ఏ㐩≀㉁䜔⸆≀䛻ᑐ䛩䜛ᛂ⟅䛿ື≀✀䜔Ⓨ㐩ẁ㝵䚸Ẽ䛾
᭷↓䛻䜘䜚ᵝ䚻䛷䛒䜛䚹⚾䛿ᚰ➽䛾่⃭ᛂ⟅䛾ከᵝᛶ䛻䛴䛔䛶䚸⯆ዧ⦰ᶵ
ᵓ䛾ほⅬ䛛䜙ἲ๎ᛶ䜢ぢฟ䛧䚸⤫୍ⓗ䛻⌮ゎ䛧䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹䝬䜴䝇ᚰᐊ
➽⦰䛾䜰䝗䝺䝘䝸䞁䃐ཷᐜయ่⃭ᛂ⟅䛿Ⓨ㐩ẁ㝵䛷␗䛺䛳䛶䛚䜚䚸ᗂⱝᚰ➽
䛷䛿㝧ᛶኚຊᛂ䜢䚸ᡂయᚰ➽䛷䛿㝜ᛶኚຊᛂ䜢♧䛩䠄ᅗ䠍䠅䚹⚾䛿䛣䛾Ⓨ㐩
ኚ䜢่⃭ᛂ⟅䛸⯆ዧ⦰ᶵᵓ䛾㛵㐃ᛶ䜢◊✲䛩䜛䝰䝕䝹䛸ᤊ䛘䚸◊✲ᑐ㇟䛸
䛧䛯䚹ඛ⾜◊✲䛻䜘䜚䚸ᡂయᚰ➽䛷ほᐹ䛥䜜䜛㝜ᛶኚຊᛂ䛻䛿 1D&D
ᶵᵓ 1&; 䛜㛵䛩䜛䛣䛸䜢♧၀䛩䜛▱ぢ䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸ᗂⱝᚰ➽䛷
ほᐹ䛥䜜䜛㝧ᛶኚຊᛂ䛾ᶵᗎ䚸䛚䜘䜃Ⓨ㐩䛻క䛔㝧ᛶኚຊᛂ䛛䜙㝜ᛶኚ
ຊᛂ䜈䛸㌿䛨䜛ᶵᗎ䛿᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹ᮏ◊✲䛷䛿䚸㝧ᛶኚຊᛂ䛾
ᶵᗎ䜢ゎ᫂䛧䚸䛭䜜䛜Ⓨ㐩䛻䛸䜒䛺䛔㝜ᛶኚຊᛂ䛻㌿䛪䜛⤌䜏䜢⯆ዧ⦰

ᅗ䠍㻌 䝬䜴䝇ᚰᐊ➽䛾䜰䝗䝺䝘䝸䞁㻌
䃐ཷᐜయ่⃭ᛂ⟅䛾Ⓨ㐩ኚ㻌

ᶵᵓ䛸㛵㐃䛵䛡䛶⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䚹

䛆᪉ἲ䛇
GG< ⣔䝬䜴䝇䛾⫾⏕ᮇ ⫾⏕  ᪥㱋 䚸᪂⏕ ⏕ᚋ  ᪥㱋 䚸 㐌㱋䚸
 㐌㱋䚸 㐌㱋䛛䜙ᚰ⮚䜢ฟ䛧䚸ᚰᐊ➽⤌⧊ᶆᮏ䛚䜘䜃༢㞳ᚰᐊ➽⣽⬊䜢స
〇䛧䛯䚹⦰ຊ
㟁ὶ

ᐃ䛿䝬䜾䝚䝇ἲ䚸⣽⬊ෆάື㟁

ᐃ䛿䜺䝷䝇ᚤᑠ㟁ᴟἲ䚸

ᐃ䛿 ZKROHFHOO SDWFK FODPS ἲ䛻䜘䜚⾜䛳䛯䚹⣽⬊ᙧែ䛚䜘䜃⣽⬊ෆ

&Dືែ䛿༢㞳⣽⬊䛻⺯ග䝥䝻䞊䝤䜢㈇Ⲵ䛧ⴠᑕ⺯ග㢧ᚤ㙾䛚䜘䜃ඹ↔Ⅼ㢧
ᚤ㙾䜢⏝䛔䛶ྍど䞉ᐃ㔞䛧䛯䚹䃐ཷᐜయ่⃭䛿 SURSUDQRORO  0 Ꮡᅾୗ䚸

ᅗ䠎㻌 㻺㻯㼄 䛾ືసᵝᘧ㻌

SKHQ\OHSKULQH 0 䛻䜘䜚⾜䛳䛯䚹

䛆⤖ᯝ䞉⪃ᐹ䛇
  㝧ᛶኚຊᛂ䛾ᶵᗎ
ᚰ➽⦰ຊࢆไᚚࡋ࡚࠸ࡿ⣽⬊ෆ &D⃰ᗘኚ &D WUDQVLHQW ࡢᖜ ࡣࠊ㝜ᛶኚຊᛂࢆ♧ࡍ  㐌㱋ᚰ
➽࡛ࡣȘཷᐜయ่⃭ࡼࡾῶᑡࡋࡓࡀࠊ㝧ᛶኚຊᛂࢆ♧ࡍ᪂⏕ᚰ➽࡛ࡣቑࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾȘཷᐜ
య่⃭ᛂ⟅ࡢⓎ㐩ኚࡣ⣽⬊ෆ &D⃰ᗘࡢᙳ㡪ࡢኚ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋ1&; 䛻䛿⣽⬊እ䜈
&D䜢䛟䜏ฟ䛩䇾&Dฟ䝰䞊䝗䇿䛸 &D䜢⣽⬊ෆ䜈ὶධ䛥䛫䜛䇾&Dὶධ䝰䞊䝗䇿䛜Ꮡᅾ䛩䜛䠄ᅗ䠎䠅䚹1&; 䛾㟁ὶ
ᐃᐇ㦂䛛䜙䃐ཷᐜయ่⃭䛜 &Dฟ䝰䞊䝗䛸ὶධ䝰䞊䝗䛾୧᪉䜢άᛶ䛩䜛䛣䛸䛜ሗ࿌䛥䜜䛶䛚䜚䚸㝧ᛶኚຊᛂ䛻
&Dὶධ䝰䞊䝗䛾㛵䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䜜䜢᳨ド䛩䜛䛯䜑䚸1&; 㜼ᐖ⸆ 6($ 䜢๓ฎ⨨䛧䛯᮲௳ୗ䛷䃐ཷᐜయ่
⃭䜢⾜䛳䛯䛸䛣䜝䚸㝜ᛶኚຊᛂ䛿ᢚไ䛥䜜䛯䛜䚸㝧ᛶኚຊᛂ䛿ᢚไ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹䛧䛯䛜䛳䛶㝧ᛶኚຊᛂ䛿
1&; 䜢䛧䛶䛚䜙䛪䚸㝜ᛶኚຊᛂ䛸䛿␗䛺䜛ᶵᗎ䛻䜘䜚⏕䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䚹ᵝ䚻䛺᳨ウ䛾⤖ᯝ䚸⣽⬊ෆ䜈
&D䜢ὶධ䛥䛫䜛 / ᆺ &D䝏䝱䝛䝹䛾㛵䛜ุ᫂䛧䛯䚹䛩䛺䜟䛱䚸/ ᆺ &D䝏䝱䝛䝹䛾㟁ὶ

ᐃᐇ㦂䛛䜙䃐ཷᐜయ

่⃭䛻䜘䜚 / ᆺ &D䝏䝱䝛䝹䛜άᛶ䛩䜛䛣䛸䠄ᅗ䠏䠅䚸䜎䛯 / ᆺ &D䝏䝱䝛䝹㜼ᐖ⸆ QLIHGLSLQH 䛻䜘䜚㝧ᛶኚຊ
ᛂ䛜ᢚไ䛥䜜䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹

⤖ㄽ 䠖䃐ཷᐜయ่⃭䛻ᑐ䛩䜛㝧ᛶኚຊᛂ䛿䚸㝜ᛶኚຊᛂ䛸䛿␗䛺䜛ᶵᗎ䚸䛩䛺䜟䛱 / ᆺ &D䝏䝱䝛䝹䜢䛧䛯
⣽⬊እ䛛䜙䛾 &Dὶධቑ䛻䜘䜚ᘬ䛝㉳䛣䛥䜜䛶䛔䜛䚹



  䃐ཷᐜయ่⃭ᛂ⟅䛾Ⓨ㐩ኚ
㝧ᛶኚຊᛂ䛸㝜ᛶኚຊᛂ䛜␗䛺䜛ᶵᗎ䛻䜘䜚ᘬ䛝㉳䛣䛥
䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸Ⓨ㐩䛻క䛔㝧ᛶ䚸㝜ᛶྛᡂศ䜢ᢸ䛖 / ᆺ &D
䝏䝱䝛䝹䛸 1&; 䛾ാ䛝䛾䝞䝷䞁䝇䛜ኚ䛩䜛䛣䛸䛷䚸䃐ཷᐜయ่
⃭ᛂ⟅䛜㝧ᛶ䛛䜙㝜ᛶ䜈䛸ኚ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛣䛷ྛᡂศ
䛾Ⓨ㐩ኚ䛴䛔䛶⸆⌮Ꮫⓗ䛻᳨ウ䛧䛯䚹

㝧ᛶኚຊᛂ䛾Ⓨ㐩ኚ
㝧ᛶኚຊᛂ䛻㛵䛧䛶䛔䜛 / ᆺ &D䝏䝱䝛䝹䛾ᶵ⬟䛻䛴
䛔䛶䚸䛭䛾㐽᩿⸆ QLIHGLSLQH 䜢⏝䛔䛶᳨ウ䛧䛯䚹1LIHGLSLQH 䛾⦰
ຊῶᙅస⏝䛿Ⓨ㐩䛻క䛔ῶᑡ䛧䚸/ ᆺ &D䝏䝱䝛䝹䛾 &Dὶධ
䛾ᙺ䛜Ⓨ㐩䛻క䛔ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䠄ᅗ䠐䠅䚹䛧䛛䛧䚸
㟁ὶ

ᐃ䛾⤖ᯝ䚸/ ᆺ &D䝏䝱䝛䝹䛾㟁ὶᐦᗘ䠄Ⓨ⌧㔞䠅䛿Ⓨ㐩

䛻క䛔䜐䛧䜝ቑ䛧䛶䛔䛯䚹୍᪉䚸䝬䜴䝇ᚰ➽άື㟁䛾せ䛺
ศᴟᡂศ䛷䛒䜛୍㐣ᛶእྥ䛝㟁ὶ WUDQVLHQW RXWZDUG FXUUHQW

ᅗ䠏 ᪂⏕ᚰ➽ / ᆺ &D䝏䝱䝛䝹㟁ὶ䛻ᑐ䛩䜛
䃐ཷᐜయ่⃭䛾ᙳ㡪
$W\SLFDOWUDFH   % 㟁ὶ㟁ᅽ㛵ಀ

䛾㟁ὶᐦᗘ䛜Ⓨ㐩䛻క䛔ቑ䛧䛶䛚䜚䚸άື㟁ᣢ⥆㛫䛜Ⓨ
㐩䛻క䛔▷⦰䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䠄ᅗ䠑䠅䚹/ ᆺ &D䝏䝱䝛䝹䛛
䜙䛾 &Dὶධ㛫䛸┦㛵䛩䜛άື㟁ᣢ⥆㛫䛾▷⦰䛿㝧ᛶኚ
ຊᛂ䛾ῶᙅ䛾ཎᅉ䛸 䛺䜛䚹䛭䛾ドᣐ䛻䚸. 䝏䝱䝛䝹㛤ཱྀ⸆
FURPDNDOLP 䛻䜘䜚άື㟁ᣢ⥆㛫䜢▷⦰䛥䛫䜛䛸䚸᪂⏕ᚰ
➽䛾䃐ཷᐜయ่⃭䛻ᑐ䛩䜛㝧ᛶኚຊᛂ䛜ῶᙅ䛧䛯䚹

⤖ㄽ 䠖Ⓨ㐩䛻క䛖άື㟁ᣢ⥆㛫䛾▷⦰䛻䜘䜚ᚰ➽⦰䜈
䛾 / ᆺ &D䝏䝱䝛䝹䛾ᐤ䛜పୗ䛩䜛䚹䛣䜜䛜ཎᅉ䛷
䃐ཷᐜయ่⃭䛻ᑐ䛩䜛㝧ᛶኚຊᛂ䛜ῶᙅ䛩䜛䚹

㝜ᛶኚຊᛂ䛾Ⓨ㐩ኚ
㝜ᛶኚຊᛂ䛻㛵䛧䛶䛔䜛 1&; 䛾ᶵ⬟䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾㜼
ᐖ⸆ 6($ 䜢⏝䛔䛶⸆⌮Ꮫⓗ䛻᳨ウ䛧䛯䚹6($ 䛾⦰

ᅗ䠐 ⦰ຊ䛻ᑐ䛩䜛 QLIHGLSLQH 䛾స⏝
$W\SLFDOWUDFH
%0QLIHGLSLQH 䛻䜘䜛⦰ຊῶᙅస⏝

ຊቑస⏝䛜Ⓨ㐩䛻క䛔ቑ䛧䚸1&; 䛾 &Dฟᶵ⬟䛜Ⓨ㐩䛻
క䛔ቑ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䠄ᅗ䠒䠅䚹䛧䛛䛧 1&; 䛾䝍䞁䝟䜽Ⓨ
⌧㔞䛿Ⓨ㐩䛻క䛔䜐䛧䜝ῶᑡ䛩䜛䛣䛸䛜ሗ࿌䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛭䜜䛻
䜒䛛䛛䜟䜙䛪 1&; 䛻䜘䜛 &Dฟ䛜Ⓨ㐩䛻క䛳䛶ቑ䛩䜛⌮⏤
䛾  䛴䛸䛧䛶䚸άື㟁ᣢ⥆㛫䛾▷⦰䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹1&; 䛿 
䛴䛾 1D䛸  䛴䛾 &D䜢䛩䜛㉳㟁ᛶ䛾䝖䝷䞁䝇䝫䞊䝍䞊䛷䛒
䜛䛯䜑䚸άື㟁ᣢ⥆㛫䛜▷䛔䜋䛹 &Dฟᶵ⬟䛜ᙉ䛟䛺䜛䚹
䛧䛯䛜䛳䛶䚸Ⓨ㐩䛻క䛖άື㟁ᣢ⥆㛫䛾▷⦰䠄ᅗ䠑䠅䛿䚸1&;
䛻䜘䜛 &Dฟ䜢ቑ䛥䛫䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹



ᅗ䠑㻌 䝬䜴䝇ᚰᐊ➽䛾άື㟁䛾Ⓨ㐩ኚ㻌

Ⓨ㐩䛻క䛔 1&; 䛾 &Dฟᶵ⬟䛜ቑ䛩䜛䜒䛖  䛴䛾⌮
⏤䛸䛧䛶䚸➽ᑠ⬊య䛸䛾㐃㛵䛜ᙉ䜎䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹➽
ᑠ⬊య䛜Ⓨ㐩䛧 1&; 䛸㏆᥋䛩䜛䛣䛸䛷䚸&D䛜➽ᑠ⬊య䛛䜙౪
⤥䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚸䛴䜎䜚➽ᑠ⬊య䛾 &Dᨺฟᶵ⬟䛜ቑ䛩
䜛䛣䛸䛷 1&; 䛾 &Dฟᶵ⬟䜒ቑ䛩䜛䛿䛪䛷䛒䜛䠄ᅗ䠔䠅䚹䛭
䛣䛷➽ᑠ⬊యᶵ⬟䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾㜼ᐖ⸆ U\DQRGLQH 䜢⏝䛔䛶⸆
⌮Ꮫⓗ䛻᳨ウ䛧䛯䚹5\DQRGLQH 䛾⦰ຊῶᙅస⏝䛿Ⓨ㐩䛻క
䛔ቑ䛧䚸➽ᑠ⬊యᶵ⬟䛜Ⓨ㐩䛻క䛔ቑ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ุ᫂
䛧䛯䠄ᅗ䠓䠅䚹⺯ග䜲䝯䞊䝆䞁䜾ἲ䛻䜘䜚➽ᑠ⬊య䛜⣽⬊୰ᚰ㒊䛛
䜙⣽⬊⭷㏆䜈䛸㡰䛻Ⓨ㐩䛧䚸䛭䛾Ꮡᅾ㔞䛜ቑ䛩䜛䛣䛸䜒᫂䜙
ᅗ䠒 ⦰ຊ䛻ᑐ䛩䜛 6($ 䛾స⏝
$W\SLFDOWUDFH
%6($ 䛻䜘䜛⦰ຊቑస⏝

䛛䛸䛺䛳䛯䠄ᅗ䠕䠅䚹୍᪉ 1&; 䛜Ꮡᅾ䛩䜛⣽⬊⭷䛜⣽⬊ෆ㒊䜈䛸
㝗ධ䛧䛯 7 ⟶ᵓ㐀䛿䚸᪂⏕䜎䛷䛿ほᐹ䛥䜜䛪䚸 㐌㱋䛷䛿⣽
⬊⭷㏆䛻䛾䜏䛻䚸 㐌㱋௨㝆䛷䛿⣽⬊୰ᚰ㒊䛻䜎䛷䛻㝗ධ䛧
䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯䠄ᅗ䠕䠅䚹䛣䜜䛿  㐌㱋௨㝆䛾 7 ⟶㝗
ධ䛻䜘䜚䚸⣽⬊⭷ୖ䛾 1&; 䛸䚸⣽⬊ෆ㒊䛾➽ᑠ⬊య䛜㏆᥋䛩䜛
䛣䛸䜢ព䛧䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䝬䜴䝇ᚰᐊ➽䛾άື㟁䛻䛿 1&;
䛾 &Dฟ䛻䜘䜚ᙧᡂ䛥䜜䜛ᚋᮇศᴟ┦䛸䜀䜜䜛㒊ศ䛜䛒
䜛䛜䠄ᅗ䠑䠅䚸䛣䛾ᚋᮇศᴟ┦䛜  㐌㱋௨㝆䛻ほᐹ䛥䜜䚸1&;
㜼ᐖ⸆ 6($ 䛰䛡䛷䛺䛟䚸➽ᑠ⬊య㜼ᐖ⸆ U\DQRGLQH 䛻䜘䛳
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%0U\DQRGLQH 䛻䜘䜛⦰ຊቑస⏝

䛜ቑ䛩䜛䚹䛣䜜䛜ཎᅉ䛷䃐ཷᐜయ่⃭䛻ᑐ䛩䜛㝜
ᛶኚຊᛂ䛜ቑ䛩䜛䚹



ᅗ䠕 ඹ↔Ⅼ㢧ᚤ㙾䛻䜘䜛➽ᑠ⬊య䛚䜘䜃 7 ⟶䛾ほᐹ
ᅗ䠔 1&;➽ᑠ⬊య㐃㛵

  ⢾ᒀ䝬䜴䝇ᚰ➽䛾䃐ཷᐜయ่⃭ᛂ⟅
Ⓨ㐩ኚ䛻䛚䛔䛶ぢ䜙䜜䛯䜒䛾䛸ྠᵝ䛾䃐ཷᐜయ่⃭ᛂ⟅䛸⯆ዧ⦰ᶵᵓ䛾㛵㐃ᛶ䛜ែ䛾ኚ䛻䛚䛔䛶
䜒ぢ䜙䜜䜛䛛ྰ䛛᳨ド䛩䜛䛯䜑䚸VWUHSWR]RWRFLQ ㄏⓎ⢾ᒀ䝬䜴䝇ᚰ➽䜢⏝䛔䛶᳨ウ䛧䛯䚹 㐌㱋䛾 GG< ⣔㞝ᛶ䝬䜴
䝇䛻 VWUHSWR]RWRFLQ PJNJ 䜢⭡⭍ෆᢞ䛧䚸a 㐌㛫㣫⫱ᚋ䚸⾑⢾್䛜 PJGO ௨ୖ䛾䜒䛾䜢⢾ᒀ䝬䜴䝇
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䛆ᑐ㇟ㄽᩥ䛇
1) 6KRJR +DPDJXFKL HW DO 'HYHORSPHQWDO FKDQJHV LQ H[FLWDWLRQ±FRQWUDFWLRQ PHFKDQLVPV RI WKHPRXVH
YHQWULFXODUP\RFDUGLXPDVUHYHDOHGE\IXQFWLRQDODQGFRQIRFDOLPDJLQJDQDO\VHV
-3KDUPDFRO6FL  

2) ,\XNL1DPHNDWD6KRJR+DPDJXFKLHWDO(OODJLFDFLGDQGJLQJHURODFWLYDWRUVRIWKHVDUFRHQGRSODVPLF
UHWLFXOXP &D$73DVH DPHOLRUDWH GLDEHWHV PHOOLWXVLQGXFHG GLDVWROLF G\VIXQFWLRQ LQ LVRODWHG PXULQH
YHQWULFXODUP\RFDUGLD(XU-3KDUPDFRO  

濵口正悟氏 博士論文審査結果の要旨

心臓は循環系において血液を拍出するポンプであるが、その働きは体の必要に対応すべく自律
神経や各種ホルモンにより制御されている。心筋収縮力の生理活性物質に対する応答は一様では
なく、同一の物質に対しても動物種や発達段階、病気の有無により反応の方向性や大きさは様々で
ある。濵口氏の研究は、この心筋の応答の多様性を興奮収縮機構の基本的性質と関連づけて論理
的・統一的に理解することを目指したものである。交感神経系は心臓機能の最大の制御要因である
が、伝達物質のノルアドレナリンはα受容体およびβ受容体に作用して収縮力に影響を与える。β受容
体の刺激が心筋の種類によらず常に陽性変力反応（収縮力増大）をもたらすのに対し、α受容体刺激
に対する応答は心筋の種類により陽性変力反応、陰性変力反応（収縮力減少）、無反応と様々であ
る。濵口氏が研究対象として選んだマウス心室筋収縮のアドレナリンα受容体刺激応答は、新生仔心
筋では陽性であるが、生後発達に伴い徐々に変化し、成体心筋では陰性変力反応となる。マウス心
筋は生後発達に伴い、電気生理学的性質や細胞内カルシウムイオン動態など興奮収縮機構も大き
く変化することが示唆されている。そこで濵口氏はこのα受容体刺激応答の発達変化を刺激応答と興
奮収縮機構の関連性を研究するモデルと捉え、摘出心筋の収縮力測定、電気生理学的手法、蛍光
イメージング法および薬理学的手法を駆使し、研究を行った。
まず陽性・陰性それぞれの変力反応に対し薬理学的検討を加えた結果、陽性変力反応はカルシ
ウムチャネルを介した細胞外からの Ca2+流入を、陰性変力反応は Na+/Ca2+交換機構による細胞外へ
の Ca2+汲み出しの増大を、それぞれ介していることが判明した。陽性、陰性それぞれの変力反応が、
異なった機序を介していることが明らかになったことで、各反応の発達変化を個別に研究することが可
能になった。発達に伴う陽性変力反応の減弱は、L 型 Ca2+チャネルからの Ca2+流入時間と相関する
活動電位持続時間の短縮と時間的に相関しており、発達に伴う興奮収縮機構の細胞膜依存型から筋
小胞体依存型への変化が原因であることが判明した。薬理学的処置による活動電位の強制的短縮実
験の結果もこの結論を指示するものであった。発達に伴う陰性変力反応の増大は、活動電位持続時
間の短縮による Na+/Ca2+交換機構の Ca2+汲み出し能力の増大によるものであることが判明した。筋
小胞体と Na+/Ca2+交換機構の協調的働きによる Ca2+汲み出しの指標である活動電位の後期再分極
相が生後発達に伴い出現するという結果もこの結論を支持するものであった。濵口氏はさらに心筋の
病態時の変化についても検討し、糖尿病マウスの心筋は、正常心筋に比べて活動電位持続時間が長
い上に、筋小胞体機能が低下していることを明らかにした。糖尿病心筋のアドレナリンα受容体刺激応
答は陰性であったが、その大きさは正常心筋に比べ減弱していた。つまり、成体心筋と幼若心筋の間
で見られたのと類似の対比が正常心筋と糖尿病心筋の間で見られたことになる。これらの結果から
“活動電位持続時間が短く、筋小胞体機能が高い心筋ほど、L 型 Ca2+チャネルからの Ca2+流入の役
割は小さく、Na+/Ca2+交換機構による Ca2+排出の役割は大きい”という法則が導かれ、これにより、マ

ウス心筋の生後発達に伴う変化と、病態時の変化を統一的に説明することが出来た。
濵口氏の研究は有効な実験手法を総動員する包括的アプローチを特徴とするが、その最大の成
果は心筋応答の多様性の統一的な説明に成功したことである。すなわち、発達や病態に伴う活動電
位持続時間の変化を L 型 Ca2+チャネルおよび Na+/Ca2+交換機構の挙動と関連づけ、さらにα受容体
刺激応答の変化へと論理的につなげることが出来た。一般に研究対象に対する科学的理解は、現象
の観察・記述に始まり、普遍的法則性および機序の解明に到達し、さらには数理モデル構築による現
象の予測・制御へと発展するものであるとも表現できる。心筋の発達変化や病態時の変化に関しては
数多くの研究がなされているが、そのほとんどが個別の現象の観察・記述にとどまっており、普遍的理
解を目指した例はきわめて少ない。濵口氏の研究は機能性分子の挙動に注目することにより“法則性
および機序の解明”の段階にまで到達した意欲的なものであり、さらに数理モデルを構築するための
基盤を形成するものでもあるという意味で高く評価できるものである。
興味深いことに、マウス心臓における陽性、陰性各変力反応の主役であることが判明したカルシ
ウムチャネルおよび Na+/Ca2+交換機構のタンパク発現量は、変力反応とは逆に、それぞれ発達に伴
い増加および減少することが報告されている。つまり、これらのタンパク質の働きの大きさを規定してい
るのはその発現量ではなく、むしろ活動電位持続時間という背景要因であると結論された。現代の生
命科学は分子生物学的手法による個別のタンパク質の構造や発現量の詳細な解析を中心に発達して
きたが、一般にタンパク質の発現量と機能は相関するものであることを前提に結論が導かれ、細胞機
能が理解されている。濵口氏の上記の結論は、生細胞中でのタンパク質の機能は膜電位、イオン濃度、
周辺に存在するオルガネラなど、細胞環境の違いに応じて大きく異なっていることを示しており、生命
現象の理解のためには細胞機能をあらゆる視点から捉える多面的・包括的アプローチが必須であるこ
とをあらためて示すものである。
このように濵口正悟氏の論文は、心臓機能制御に関する普遍的理解に大きく貢献するとともに、
生命科学のあり方に関しても示唆に富むものである。従って、濵口正悟氏は博士（薬学）に値すると結
論する。
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