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薬物学教室

入江雅彦

【背景・目的】
心房細動は心原性脳梗塞などの致死的な合併症を誘発すること
から、治療必要性の高い不整脈である。近年の研究により、肺静脈に
存在する心筋組織である肺静脈心筋での電気的自発活動（活動電位）
が心房に伝播することで心房細動が発症することが明らかとなった
（図１）。 心房細動は症状の進展とともに除細動が困難になるため、
発症の源となる肺静脈心筋自発活動を選択的に抑制できれば有効か
つ安全な治療法となることが期待される。本研究では肺静脈心筋自
発活動の機序、および抗不整脈薬が肺静脈心筋自発活動に及ぼす影
響を薬理学的に明らかにし、薬物による肺静脈心筋自発活動の選択
的制御の可能性を検討した。

【方法】
体重 300-550 g の Hartley 系モルモットから心肺を摘出し、肺静脈、心房・心室筋組織標本および単離肺
+

静脈心筋細胞を作製した。収縮力測定はマグヌス法、細胞内活動電位測定はガラス微小電極法、Na 電流（peak
INa および late INa）測定は whole-cell voltage clamp 法により行った。

【結果・考察】
1) 交感神経系による肺静脈心筋自発活動の修飾
交感神経系遮断薬が心房細動患者の心室拍動数を低下させる目
的で使用されているが、交感神経興奮は心房細動発症そのものとも
関連している。そこで交感神経系と肺静脈心筋自発活動の関係、およ
び臨床で用いられる交感神経系遮断薬の作用を検討した。
1)-1 交感神経系刺激・遮断薬を用いた検討
モルモット摘出肺静脈組織標本は約 30%の標本で心筋層に自発
活動が観測されるが、約 70%の標本では自発活動は潜在化し、静止
状態を保っている。そこで静止状態の標本に交感神経伝達物質ノル
アドレナリンおよび交感神経終末から伝達物質を放出させるチラミ
ンを処置したところ、濃度依存的に自発活動が誘発された（図 2 A）。
アドレナリン α 受容体刺激薬メトキサミンは自発活動を誘発し、β 受
容体刺激薬イソプレナリンの追加処置により興奮頻度が著明に上昇
した。ノルアドレナリン誘発自発活動は、α1 受容体選択的遮断薬プ
ラゾシンおよび β1 受容体選択的遮断薬アテノロールにより自発活動
が停止、または頻度が減弱した（図 2 B- D）。α2 受容体選択的遮断薬
ヨヒンビン、β2 受容体選択的遮断薬 ICI118551 および β3 受容体選択
的遮断薬 SR59230 は抑制作用を示さなかった。
結論 1-1： 肺静脈心筋は交感神経支配を受けており、ノルアドレナ
リンは α1 および β1 受容体を介して自発活動を発生させる

1

肺静脈心筋自発活動に及ぼす影響
β1 選択的遮断薬ビソプロロールは臨床用量に対応する濃度
ではノルアドレナリン誘発肺静脈心筋自発活動を部分的に抑制す
るにとどまったが、α1β 受容体遮断薬カルベジロールは臨床用量
に対応する濃度でほぼ完全に自発活動を抑制した（図 3）。
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結論 1-2：アドレナリン α1 および β1 受容体の両方を遮断するカル
ベジロールは肺静脈心筋自発活動の制御に有用である

+

2) Na チャネルを介した電流成分の肺静脈心筋自発活動への寄与
肺静脈心筋で観察される活動電位は自動能を有する細胞に
特有の緩徐脱分極相を有する。従って、緩徐脱分極相を形成する
電流成分の解明が肺静脈自発活動の機序解明につながるといえ
+

る。Na チャネルを介した電流成分は脱分極に伴い一過性に流れ
る大電流成分である peak INa と持続的に流れる小電流成分である
+

late INa に大別される（図 4）。いずれも Na チャネルの孔を塞ぐ毒
であるテトロドトキシンにより遮断されることから、同一のイオ
ンチャネル分子種の異なる開口状態を反映したものと理解でき
る。Peak INa は活動電位の急速脱分極や伝導を担う。一方、late INa
は緩徐脱分極や心房細動と深く関連することが近年提唱されてお
り、各種不整脈の新たな治療標的として注目されている。そこで
late INa と肺静脈心筋自発活動電位の関係について検討した。
+

2)-1 Na チャネル遮断毒テトロドトキシンによる検討
まず、肺静脈心筋に late INa が存在するか否かを voltage clamp
法により検証した。単離肺静脈心筋細胞に急速脱分極パルス（ス
テップパルス）を与えたところ、peak INa に続いて持続する内向
き電流が観測され、テトロドトキシンにより完全に遮断された。
また、緩徐脱分極パルス（ランプパルス）によっても、-70 mV 付
近から活性化し、-55 mV 付近で最大値となる内向き電流が観測さ
れ、ステップパルス時と同様にテトロドトキシンにより完全に遮
断された（図 5 A）。以上の結果より、肺静脈心筋に late INa が存在
することが確認された。テトロドトキシンを肺静脈心筋自発活動
が発生している組織標本に処置したところ、緩徐脱分極相の傾き
が抑制され、最終的に自発活動は停止した（図 5 B）。ランプパル
スによって生じた late INa の活性化電位域は緩徐脱分極相の電位
域と一致しており、テトロドトキシンの自発活動抑制作用は late
INa 遮断による緩徐脱分極相の抑制である可能性が考えられた。
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2)-2 Late INa 遮断薬による検討
Late INa 遮断薬である GS-458967 を用いて、late INa が肺静脈
心筋の自発活動電位の緩徐脱分極に寄与しているか否かを薬理学
的に検討した。GS-458967 はステップパルスにより惹起した late
INa を遮断した。また、peak INa 遮断作用は late INa 遮断作用よりも
弱かった。GS-458967 はランプパルスにより惹起した late INa に
対しても遮断作用を示した（図 6 A）。肺静脈心筋の自発活動電位
に対して、GS-458967 はテトロドトキシンと同様に緩徐脱分極相
を抑制し、活動電位の発生頻度を低下させた（図 6 B）。
2)-3 Ic 群抗不整脈薬ピルシカイニドによる検討
+

Na チャネル遮断薬として心房細動治療に用いられるピルシ
カイニドはステップパルスによる peak INa を抑制したが、late INa
を遮断しなかった。また、ランプパルスにより惹起した late INa も
遮断しなかった（図 7 A）。さらに、ピルシカイニドは肺静脈心筋
自発活動における緩徐脱分極相に影響を及ぼさず、活動電位の発
生頻度も低下させなかった（図 7 B）。
2)-4 Late INa 増強毒 ATX-II による検討
Late INa 増強作用を有するペプチドである ATX-II はステップ
パルスによる late INa およびランプパルスにより惹起した late INa
を増大させた（図 8 A）。さらに、静止状態の肺静脈組織標本に ATXII を処置したところ、自発活動が誘発された（図 8 B）。
2)-5 ノルアドレナリンによる late INa の修飾
ノルアドレナリンはランプパルスにより惹起した late INa を
増大させた。この作用は β1 受容体選択的遮断薬アテノロールによ
り遮断され、β 受容体刺激薬イソプレナリンもノルアドレナリン
と同様にランプパルスにより惹起した late INa を増大させた。
結論 2：Late INa は肺静脈心筋自発的活動電位の緩徐脱分極相形成
に寄与し、交感神経伝達物質により増大する
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3) Late INa 遮断薬は心抑制を伴うか？
+

Na チャネル遮断作用を有する抗不整脈薬の多くは心抑制作用を有するがために、心機能低下時などの病態
下では長期服用が困難である。よって、late INa 遮断薬を肺静脈心筋自発活動制御による新たな抗心房細動薬と
して使用するためには、正常ペースメーカー細胞や心ポンプ機能を担う心室筋機能への作用を把握しておく必
要がある。そこで、右心房標本および右心室乳頭筋標本を用いて GS-458967 が心抑制作用を有するか否かを
評価した。
3)-1 右心房ペースメーカーへの作用
GS-458967 を右心房標本に処置したところ、右心房拍動数およ
びペースメーカーの活動電位波形に有意な影響を及ぼさなかった
（図 9 A）。以上のことから正常心拍を担うペースメーカー細胞の
緩徐脱分極相には late INa は寄与しておらず、GS-458967 は陰性
変時作用を有さないことが明らかとなった。
3)-2 右心室乳頭筋への作用
GS-458967 を右心室乳頭筋に処置したところ、活動電位持続時
間を僅かに短縮させたが、急速脱分極に有意な影響を及ぼさなか
った（図 9 B）。また、右心室乳頭筋収縮力にも有意な影響を及ぼ
さなかった。以上のことから、GS-458967 は心室筋において興奮
伝導に影響を及ぼさず、陰性変力作用を有さないことが明らかと
なった。
結論 3：Late INa 遮断薬は心抑制作用を伴わない

【結語】
肺静脈心筋自発活動の発生にはアドレナリン α1 および β1 受容体の両方が寄与しており、β1 受容体に加えて
α1 受容体遮断作用を有するカルベジロールが交感神経興奮による肺静脈心筋自発活動の抑制に有効であるこ
とが示唆された。また、肺静脈心筋の自発活動電位における緩徐脱分極に late INa が寄与しており、これを遮
断することで自発活動を抑制できることが明らかとなった。Late INa 遮断薬は心抑制作用を示さず、新たな心
房細動治療薬の有力な候補となると考えられた。本研究により明らかとなった肺静脈心筋自動能の薬理学的性
質が、心房細動の新たな薬物治療のあり方に関して有用な示唆となることを期待する。
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