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概要（要旨）

【背景】 リチウム（Li + ）は、双極性障害の治療に広く用いられている古典的な薬物の１
つである。Li + の心血管系有害作用として、洞不全症候群、ブルガダ症候群、心房粗
動、房室ブロック、脚肢ブロック、心室頻拍、心室細動および非特異的 T 波異常など
が報告されているが、その発生機序は明確にされていない。これは、双極性障害患者
の多くは抗うつ薬、抗痙攣薬および抗精神病薬など Li + 以外の薬物を併用しており、
Li + 単独の作用を評価することが困難なためである。
【目的】 本研究では、健康成人における心血管系への薬物の作用を推定可能なハロ
セン麻酔犬モデルを用いて、国内で長年臨床の現場で使用されている炭酸リチウム単
独の心血行動態および電気生理学的作用を評価し、心血管有害作用の発生機序を
検討した。
【方法】 体重約 10 kg の雌性ビーグル犬（n=4）をチオペンタールナトリウムで麻酔導
入後、気管内挿管し、人工呼吸器を用いて呼吸を管理した。100%酸素通気下で 1%
ハロセンを吸入させることにより麻酔を維持した。四肢に電極を装着し、左右の大腿動
静脈に挿入したカテーテルシースを介して種々のカテーテルを留置して、大動脈圧、
左室内圧、体表面心電図、ヒス束電位図および単相性活動電位図を記録し、早期再
分極指標 J-T peak および後期再分極指標 T peak -T end をそれぞれ計測した。炭酸リチウ
ム 0.1、1 および 10 mg/kg をそれぞれ 10 分間かけて静脈内投与し、心血行動態およ
び電気生理学的指標を評価し、経時的に血漿薬物濃度を測定した。
【結果】 Li + の血漿濃度は各用量投与開始 10 分後に C max となり、それぞれ 0.02、
0.18 および 1.79 mEq/L であった。低および中用量は有効不応期を投与開始後 30
分および 5 ~ 30 分で有意に延長させた。高用量は心拍数を投与開始後 45 ~ 60 分
で有意に減少させ、心室内伝導時間を 15 ~ 20 分で、心室の再分極時間を 45 分で
遅延させ、有効不応期を 5 ~ 60 分で有意に延長させた。その他の指標には有意な変
化を認めなかった。
【考察】 炭酸リチウム単独では血行動態の有害事象に対して幅広い安全域を有す
る。しかし炭酸リチウムは Na + および K+ チャネルの両方を直接的に阻害し、治療濃度
から心室有効不応期を延長し、中毒域では心拍数を低下させる。これらの実験結果
は、臨床的に観察された様々なタイプの不整脈および心電図変化 の誘因となりうると

考えられた。Li + の副作用の発症機序を分析するためにはさらに、Li + と他の薬物との相
互反応、有害事象を有する患者の病態生理的背景および長期間の影響を明らかに
する必要がある。
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Ⅰ. 序 論

本章では、まず、本研究で用いたリチウム（Li+）について説明する。次に、心臓の電気活
動と心電図 electrocardiogram（ECG）について説明する。最後に心臓電気薬理学研究の中
の安全性評価研究の観点から、法規制、ハロセン麻酔犬の有用性および torsade de points
（TdP）発生の予測指標について解説する。

1. リチウム（Li+）

A. Li+と双極性障害

炭酸リチウム lithium carbonate は、双極性障害の情動変動に主に作用する、双極性障
害の治療に広く用いられている古典的な薬物の１つである。

双極性障害は、躁うつ病として知られている精神障害である。19 世紀以前は、双極性障
害も症状によっては幻覚や妄想が現れるといった精神分裂病（統合失調症）と共通点があっ
たため、これらは連続した疾患の一部と考えられていたが、19 世紀の終わりには精神分裂
病とは異なる精神異常として考えられていた。現在では、アメリカ精神医学会が作成する精
神疾患の分類と診断のマニュアル 1）において、定められたエピソード（症状）に基づき、明確
な躁病エピソードがある疾患を双極性Ⅰ型障害、1 回以上の軽躁病エピソードと 1 回以上の
抑うつ病エピソードが見られる疾患を双極性Ⅱ型障害と定義している。
双極性障害は幼少期に始まっている可能性もあるが、ほとんどの場合は 20 代 ~ 30 代で
最初の診断を受け、成人の 1 ~ 3%に生じる。躁状態の双極性障害の主な特徴は、多動性、
衝動性、脱抑制、睡眠の必要性の減少、思考の競争、一部の患者における精神病性症状、
および認知障害である。双極性患者のうつ状態は抗うつ気分、日内変動、睡眠障害、不
安、時には精神病の症状が主な特徴で、うつ病と同じ症状である。双極性障害は自殺の高
いリスクがある。
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躁うつエピソードの順序、回数および激しさは非常に変動する。双極性感情障害の情動
変動の原因は明らかではないが、カテコールアミン活性の優位性が関連していると考えられ
ている。カテコールアミンの活性を上昇させる薬物が躁病を悪化させる傾向にある一方で、
ドパミンやノルアドレナリンの活性を低下させる薬物は、躁病を改善させる。アセチルコリンも
しくはグルタミン酸も関与すると考えられている。また、個々の患者で経験される躁状態から
うつ状態への突然の切り替えの機構についても明らかでない。双極性障害には強い家族性
の要素があり、遺伝的な要因があることがわかっている 2）。双極性障害に対する脆弱性を増
加させる遺伝子の多くは統合失調症の遺伝子と共通しているが、いくつかはそれぞれの障
害に特徴的に発現している。全ゲノム連鎖研究において、双極性障害には染色体 8p と
13q 上の染色体構造異常またはコピー数変異が関係していることが示されている。いくつか
の候補遺伝子は精神病の特徴を持つ双極性障害と統合失調症との関連を示しており、
dysbindin、DAOA/G30、disrupted-in-schizophrenia-1、neuregulin-1 が潜在的な感受性遺伝
子として同定されている。しかしながらこれらのデータはまだ臨床応用の段階にはない 3）。

Li+は、抗精神病薬ではない、双極性障害の躁状態の治療に有効であることが示された
最初の薬物である。19 世紀半ばに痛風の患者に使われたのが治療的な最初である。1940
年代には高血圧の患者に塩化ナトリウムの代わりとして使用されたが、その後モニタリングな
しに使用するには毒性が強すぎると証明され禁止された。1949 年に Li+の双極性障害の躁
状態の単剤療法としての有効性を確認する比較対照試験が行われ、双極性障害に有効な
治療薬であることがわかった。
Li+は統合失調症には使用されない。Li+は急性期に使用されるとともに、周期的に起こる
躁状態とうつ状態の予防にも引き続き使用される 2）。
Li+が反応しにくい躁病患者は、過去の再発回数が 10 回を超える患者、混合状態や焦燥
感・不快気分の目立つ患者、被害妄想など気分に一致しない精神病像を示す患者である。
一方、Li+が反応しやすいのは、多幸感や爽快気分を呈する、いわゆる典型的躁病の患者
である 4）。

B. Li+の基礎薬理：薬物動態
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Li+はアルカリ金属の中で最も軽い一価の陽イオンである。その薬物動態学的特徴は以
下のとおりである。Li+ の薬物動態は個体間でかなり異なるが、分布とクリアランスの量は
個々の患者で比較的安定している 2）。

a. 吸収
Li+は 6 ~ 8 時間以内にほとんど完全に容易に消化管から吸収される。30 分 ~ 2 時間
の間で血漿中の最高濃度のピークがみられる。

b. 分布
Li+ははまず細胞外液に分布し、細胞内コンパートメントへゆっくりと移行し、骨にもい
くらか分布する。たんぱく結合率は 0 であり、原形質膜を通過する濃度勾配は Na+や K+
よりもはるかに小さい。初期の分布容積は 0.5 L/ｋg であり、最終的には 0.7 ~ 0.9 L/kg ま
で上昇するが、これは大部分の他の脂溶性およびたんぱく質結合性の向精神薬よりも
はるかに低い。血液脳関門の通過は遅く、定常状態に達した時の脳脊髄液および脳組
織中の Li+濃度は、血漿中の濃度の 40 ~ 50％である 3）。

c. 代謝
Li+は肝代謝を受けない。

d. 排泄
尿中に完全に排泄される。濾過された Li+の 80％は近位尿細管で再吸収されるた
め、腎臓でのリチウムクリアランスはクレアチニンクリアランスの約 20％であり、15 ~ 30
mL/min である。この率は高齢者では少し低い。Li+の血漿内半減期は約 20 時間であ
る。

e. 目標 Li+濃度
日本では 0.3 ~ 1.2 mEq/L（血清濃度）5）。米国では 0.6 ~ 1.4 mEq/L（血漿濃度）2）。

f. 用量
日本では、初期は 1 日 400 ~ 600 mg を 2 ~ 3 回にわけて服用。最大 1 日 1,200 mg。
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維持は 1 日 200 ~ 800 mg を 1 ~ 3 回にわけて服用 5）。米国では 1 日 0.5 mEq/kg をわ
けて服用 2）。

C. Li+の基礎薬理：薬力学

多数の研究が実施されてきたが、Li+の作用機序はいまだに十分には明らかにされていな
い。Li+はイノシトール系と多機能タンパク質キナーゼであるグリコーゲン合成酵素キナーゼ3（GSK-3）系の両方のシグナル伝達経路を阻害する。GSK-3 は多様な細胞内シグナル伝
達経路の要素であり、GSK-3 を阻害するインスリン/インスリン様成長因子、脳由来神経栄養
因子（BDNF）および Wnt 経路も含まれている。GSK-3 は翻訳因子と相互作用を有する β
カテニンをリン酸化する。このようにして促進される経路は、エネルギー代謝を調節し、神経
を保護し、神経可塑性を増加させる。

a.

電解質およびイオン輸送への作用
Li+は一価の陽イオンである。アルカリ金属の最も軽いものであるため、生体内に存在す

る一価の陽イオンである Na+および K+と異なり生体膜を横切る分子勾配が比較的小さい
が、Na+および K+といくつかの性質を共有している。そのため、Li+は Na+と親密な関係を
持つ。Li+の Na+チャネルの透過率は、Na+を 1 としたとき 0.93 ~ 1.16）であり、活動電位生成
過程において、Na+と入れ代わり、細胞の活動電位を発生することができる。一方で、膜透
過による Na+-Na+交換過程においても Na+と入れ代わりうるが、Na+と入れ代わった Li+-Na+
交換は Li+がポンプとしての適切な基質を持たないことから、Na+-Na+交換過程を維持する
ことは難しく、徐々に遅くなっていく。また、Li+の K+チャネルの透過率は K+を 1 としたとき
0.005 未満 ~ 0.096）であり、活動電位発生過程において K+とも入れ代わりうるが、心筋から
の Li+の排出はゆっくりとしたものとなる。Li+は治療濃度（~ 1 mmol/L）において、他の Na+Ca2+交換体（NCX）や Na+/K+ ATPase（Na+ポンプ）に重大な作用はない。

b. セカンドメッセンジャーに対する作用

Li+の作用機序のうち、最も可能性の高いものの 1 つは、イノシトールリン酸系に対する
作用である。初期の Li+の研究は脳のイノシトールレベルが変化することを証明したが、イノ
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シトール 1,4,5-三リン酸 inositol-1,4,5-trisphosphate（IP3）およびジアシルグリセロール
diacylglycerol（DAG）のセカンドメッセンジャーとしての役割が発見されるまで、その変化の
重要性は評価されなかった。IP3 や DAG は、アドレナリン性またはムスカリン性の神経伝達
の両方において重要である。Li+は、イノシトール二リン酸（IP2）からイノシトール一リン酸
（IP1）への変換や IP１からイノシトールへの変換を含む膜イノシトールリン酸代謝経路の正
常なサイクルにおけるいくつかの重要な酵素を阻害する（図 1）。この阻害により、ホスファ
チジルイノシトール-4,5-ビスリン酸 phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate（PIP2： IP3 と DAG
の膜前駆体）が減少する。細胞に対する伝達物質の作用は、PIP2 依存性の経路の総活性
に比例して減少することになる。これらの伝達経路での活性は躁状態において著しく増加
しているが、Li+での治療は過活性化したサイクルの選択的抑制を引き起こす 2）。
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図 1. IP と DAG セカンドメッセンジャー系に対する Li+の作用の図
図はニューロンのシナプス膜を示す。Li+は、イノシトール基質のサイクルを阻害すること
により、セカンドメッセンジャーの基質である PIP2 の減少やその結果として IP3 と DAG
の放出を減少する。また、別の作用機序も存在する可能性がある。Li+はこの反応系サ
イクルを阻害することにより、シナプス伝達をシナプス活動依存的に制御すると考えら
れている。DAG： ジアシルグリセロール、IP1： イノシトール一リン酸、IP2： イノシトール
二リン酸、IP3： イノシトール 1,4,5-三リン酸、PIP2： ホスフアチジルイノシトール‐4,5-ビス
リン酸、PLC： ホスホリバーゼ C、G: G タンパク質、効果： タンパク質キナーゼ C。（参
考文献 2 より引用）

Li+はイノシトールリン酸系のイノシトール一ホスファターゼ、イノシトール多リン酸 1-ホス
ファターゼ、ビスリン酸ヌクレオチダーゼ、フルクトース 1,6-二ホスファターゼ、ホスホグルコ
ムターゼ、グリコーゲンシンターゼキナーゼ‐3、およびイノシトールリン酸系以外のビスリン
酸ヌクレオチダーゼ、フルクトース 1,6-二ホスファターゼ、スホグルコムターゼおよびグリコ
ーゲンシンターゼキナーゼ‐3 の各酵素に治療濃度で影響を与える。
イノシトールリン酸系以外のビスリン酸ヌクレオチダーゼは AMP 産生に関与し、Li+によ
-6-

り抑制され、これが腎性尿崩症の起因となる可能性がある。フルクトース 1,6-二ホスファタ
ーゼは糖新生に関与し、ホスホグルコムターゼは糖原分解に関与するが、これらの Li+に
よる抑制との関連は不明である。グリコーゲンシンターゼキナーゼ‐3 は神経栄養と神経保
護プロセスを制限するつねに活性のある酵素であるが、これも Li+によって抑制される。
脳組織を用いたノルアドレナリンの作用の研究により、Li+はノルアドレナリン感受性ア
デニル酸シクラーゼを阻害することが示されている。この作用は、抗躁作用と抗うつ作用
のどちらにも関連していると考えられているが、これらの作用と Li+の IP3 機構に対する作
用との関連性は現在も明らかでない。
さらに、Li+はアデニル酸シクラーゼの活性とイノシトールリン酸代謝回転を含むセカン
ドメッセンジャー系に作用するので、G タンパク質も作用を受けるとしても不思議ではな
い。過去の研究で、Li+は G タンパク質と受容体の共役を切る作用が示されており、興奮
性と抑制性の G タンパク質（Gs と Gi）の両者の活性を、ほとんど活性のない αβγ 三量体
の状態により妨げる。事実、Li+の最もよく見られる 2 つの副作用として、後に述べる多尿
と軽い甲状腺機能低下症があるが、バソプレシン受容体と甲状腺刺激ホルモン（TSH）受
容体と G タンパク質との共役が切れたためと考えられる。
Li+の現在の主な治療作用機序仮説は、ヒトの脳において初期のミオイノシトールの相
対的減少をもたらすイノシトールリン酸代謝回転に対する作用が、細胞内諸変化の開始
部分であると想定されている。プロテインキナーゼ C を介するシグナルの変化が長期間
の気分安定化の基礎をなしている長期の神経可塑性イベントに関与している遺伝子の発
現やタンパク生成を変化させる、特異的アイソフォームに対する作用も関連している可能
性がある 2）。

D. Li+の臨床薬理：適用

1990 年代の後半まで炭酸リチウムは双極性障害、特に躁状態における治療に広く用いら
れた。しかしながら、バルプロ酸やオランザピン等ほかのより新しい抗精神病薬が適応となっ
てからは、Li+を服用する患者は激減した。さらに Li+は作用発現が遅いため、重症な躁病患
者に対しては抗精神病薬または強力なベンゾジアゼピン類との併用がなされ、その傾向は
より強いものとなった。双極性障害の躁状態から軽快に回復する率は、高くて 80%と報告さ
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れている。しかし、入院を要する患者に限るとその成功率は約 60%と相当に低く、重症な患
者ではさらに低い。そのため、重症なケースでは併用療法が増加していく傾向にある。躁状
態が制御された後は、抗精神病薬は中止となり、ベンゾジアゼピン類や Li+が維持治療とし
て継続される。
躁うつ病のうつ状態のときは、しばしばクエチアピンやルラシドンといった抗精神病薬を含
む他の薬物が併用される。抗うつ薬は一貫した効用を示していない。三環系抗うつ薬は、ま
れに、より速い気分変動の周期を伴う躁状態を誘発することがある。同様に、セロトニン・ノル
アドレナリン再取り込み阻害薬 Serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors（SNRI）は抗
うつ薬よりも高い確率で躁状態の促進との関連が示唆されている。選択的セロトニン再取込
み阻害薬は、躁状態を誘発することは少ないようだが、その効果が限られている。複素環系
抗うつ薬であるブプロピオンは、将来有望ないくつかの作用を有しているが、高用量では三
環系抗うつ薬と同様に躁状態を誘発することがある。最近の臨床試験において抗けいれん
薬であるラモトリジンは、多くの双極性障害患者に対して有効であることが示されている。ま
た、患者によっては、古典的モノアミン酸化酵素阻害薬で、抗うつ作用を示すことがある。ク
エチアピンおよびオランザピンとフルオキセチンの併用は双極性うつ病に認可されている。
中枢神経系や自律神経系に様々な作用を示す抗精神病薬や抗うつ薬とは異なり、Li+
は、治療濃度域において自律神経遮断作用も興奮または鎮静作用もないが、嘔吐や振戦
を起こす。最も重要なことは、躁状態およびうつ状態の両方に対する Li+の予防投与であ
る。新薬の過激な販売促進が、多くの患者に Li+より効果が劣る新薬の不適切な切り替えを
招いていると感じている精神科医も多いといわれている。
双極性障害以外の適用では、内因性うつ病を周期的に繰り返す場合に Li+もしくはイミプ
ラミンでコントロールする。いずれもプラセボに対して優れた効果がある。コントロール試験に
より比較的よく支持されている興味深い Li+の使用法として、抗うつ薬単剤投与では十分に
反応を示さなかった単極性うつ病患者に対する三環系抗うつ薬や選択的セロトニン再取込
み阻害薬の補助薬としての使用がある。この適用の場合、Li+濃度は双極性障害でよいとさ
れる濃度幅のうちの低い濃度で十分なようである。統合失調症性情動障害は、統合失調症
の症候と、うつまたは興奮状態の情動とが混在していることを特徴としており、抗精神病薬単
独か Li+との併用で治療される。うつ状態があれば他の抗うつ薬が追加される。統合失調症
の治療に Li+が単独で成功することはまれであるが、抗精神病薬と併用すると治療抵抗性の
患者にも効果を示すことがある。カルバマゼピンも抗精神病薬と併用した時に同様の効果を
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示すことがある 2）。

E. Li+の臨床薬理：治療モニタリング

臨床では、急性躁病と予防的投与に必要な用量を決定するのに、Li+濃度を重視する。
日本では、用法・用量に関連する使用上の注意として医薬品インタビューフォームにおい
て、投与初期および用量を増量したときは維持量が決まるまでは 1 週間に 1 回、維持量の
投与中には 2 ~ 3 ヵ月に 1 回、服薬 8 ~ 12 時間後に、血清 Li+濃度の測定結果に基づきト
ラフ値（薬物を反復投与したときの定常状態における最低血中薬物濃度）を評価しながら使
用するよう記載されている。また、食事及び水分摂取量不足、脱水を起こしやすい状態、非
ステロイド性消炎鎮痛剤等の血中濃度上昇を起こす可能性がある薬剤の併用等の血清 Li+
濃度を上昇させる要因や中毒の初期症状が認められる場合には、血清 Li+濃度を測定し、
血清 Li+濃度が 1.5 mEq/L を超えたときは臨床症状の観察を十分に行い、必要に応じて減
量または休薬等の処置を行う。血清 Li+濃度が 2.0 mEq/L を超えたときは過量投与による中
毒を起こすことがあるので、減量または休薬する。米国では、初回の血清 Li+濃度測定は、
投与開始から 5 日後、定常状態に達していると考えられる服薬 10 ~ 12 時間後に行う。用量
を変更した場合には、5 日後に再度血清濃度を検査する。治療濃度に達した後は、合併症
や他剤の併用により影響されない限り、測定間隔を長くして、定期的に血清濃度を検査する
2）

。

F. Li+の臨床薬理：維持治療

Li+を予防的投与で用いるかどうかを決定するためには、以前のエピソードの頻度と程度、
発現がしだいに強くなるパターンか否か、限りなく続く維持療法に参加する患者の意思がど
の程度のものか等多くのことを考慮する必要がある。2 回以上のエピソードがある患者や明
らかな双極性Ⅰ型障害の患者は、維持治療の候補者となる。双極性疾患のエピソードの反復
は、患者にダメージを残し、長期予後を悪化させることが明らかになっている。それゆえ専門
家の間では再発の頻度を減らすために可能な限り早く維持療法を開始するべきであるとさ
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れている。維持治療の場合の Li+の血清濃度は、患者の中には血清濃度を 0.6 mEq/L と低
く維持することでよい場合もあるが、0.9 mEq/L と高いレベルで維持することで最もよい結果
が得られている 2）。また、Li+には病相予防効果とは別に、自殺予防効果があることが示され
ている 4）。

G. Li+の臨床薬理：薬物相互作用

Li+の腎クリアランスは、利尿薬（例：チアジド系薬物）によって約 25%減少されるので投与
量を減少する必要がある可能性がある。Li+のクリアランスの同様の減少はプロスタグランジ
ン合成を阻害する非ステロイド性消炎鎮痛薬の新しいものと併用した場合にもみられる。同
様の相互作用はアスピリンとアセトアミノフェンでは報告されていない。クロザピンと最近の抗
精神病薬を除いて、これまでに評価された神経抑制薬は、Li+との併用により錐体外路症状
を悪化させる場合がある 2）。

H. Li+の臨床薬理：有害作用および副作用

Li+による治療には治療開始後の様々な時点で多くの副作用が伴う。害のないものもある
が、切迫性の重大な毒性反応を示す可能性のある副作用もある 2）。

a. 振戦
Li+による治療の最も一般的な副作用としてあげられるのは振戦である。本態性振戦に
効果があると報告されているプロプラノロールやアテノロールは Li+誘発性振戦も緩和す
る。その他報告されている神経学的異常としては、舞踏病アテトーシス、運動多動、運動失
調、構音障害、失語症などがある。中毒濃度域における精神的異常には、一般的に精神
錯乱と自閉が著明である。新しい神経性もしくは精神的兆候や症候が見られた場合には、
Li+の投与を一時的に中止し、綿密な血中濃度のチェックをおこなう。

b. 甲状腺機能低下
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Li+はほとんどの患者で甲状腺機能を低下させるが、その作用は可逆的であり進行性で
はない。明らかな甲状腺肥大や甲状腺機能低下症の兆候を示す患者もほとんどいない。
初回の甲状腺機能検査後の定期的な検査も提案されるが経済的でない。しかしながら、6
~ 12 か月ごとに血清甲状腺ホルモン（TSH）検査を行うのが賢明である。

c. 腎性尿崩症と腎に対する他の副作用
多飲多渇症や多尿症は一般的だが可逆的な随伴症状として Li+の治療濃度域におい
て起こる。主要な生理的作用は、抗利尿ホルモンに対する反応の低下である（腎性尿崩
症）。Li+誘発性の尿崩症は、パソプレシンに抵抗性であるがアミロライドに反応を示す。
慢性間質性腎炎やネフローゼ症候群に併発した微小変化糸球体症を含む、Li+の長期
投与による他のタイプの腎機能障害に関する報告が多くなってきている。糸球体濾過率の
低下を示す例がいくつか見られているが、顕著な高窒素血症や腎障害を示す例はない。
Li+の投与を受けている患者は脱水症やそれに伴う尿中の Li+濃度の上昇を避けるべき
である。腎の濃縮機能の定期的な検査が変化をチェックするために必要である。

d. 浮腫
浮腫は Li+治療の一般的な副作用であり、Na+保持能における Li+の作用に関連してい
る可能性がある。浮腫が出現した患者では体重増加が予想されるが、Li+を服用している患
者の 30%以上で見られる体重増加は、水分保持では説明できない。

e. 心血管系有害作用
Li+は洞結節を抑制するため、洞不全症候群には禁忌である。心血管系に対する副作
用として、洞不全症候群の他、心房粗動、房室ブロック、脚肢ブロック、心室頻拍/細動およ
び非特異的 T 波異常などの副作用が報告されている 2）、7）。さらに重要な点としては、Li+を
長期服用している患者におけるブルガダ様心電図の発生が 3 例で報告されている 8~9）。3
例中 2 例は、Li+に加えて抗うつ薬、抗痙攣薬および抗精神病薬などを併用しており、それ
ぞれの患者の Li+血清濃度は 1.0 および 2.5 mEq/L（有効血清濃度：0.8 ~ 1.2 mEq/L）であ
った。残りの 1 例の血中濃度は明らかにされていない 8~9）。実際、Li+の心臓への副作用の
ほとんどは、他の薬を併用している患者で報告されている。
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f. 妊娠中における投与
Li+の腎クリアランスは、妊娠中は増加するが、出産後はすぐに低いレベルに戻る。妊娠
中に良好な血中濃度を保っていた患者は出産後に中毒レベルに達することがあるため、
出産時には特別な血中濃度モニタリングが必要となる。Li+は血中の 1/3 ~ 1/2 が母乳中へ
移行する。新生児の Li+中毒は、嗜眠状態やチアノーゼ、吸乳量の減少、モロー反射
Moro reflex に現れる。おそらく肝腫も Li+中毒によるものである。Li+の催奇形性について
はまだ確立されてない。以前は心血管系の異常（特にエブスタイン奇形）の増加の報告が
あったが、最近のデータでは、Li+は催奇形性に対して低リスクであることが示されている。
この領域におけるさらに詳細な検討が必要である。

g. その他の副作用
Li+治療の初期に、一過性の痤瘡様発疹が見られることがある。一時的な投与中止によ
り鎮静化し、投与を再開しても再発しない。毛嚢炎が劇的ではないが、しばしば現れること
がある。Li+での治療中はつねに白血球増多が見られるが、辺縁貯蔵部位からの白血球の
移動というよりも白血球形成に対する直接的な作用の影響と考えられる。この副作用は現
在白血球数の低い患者の治療に利用されはじめている。

I. Li+の臨床薬理：過量投与

故意や事故ではなく、Li+の治療上の過量投与はよくある。治療上の過量投与は、血清
Na+の減少、利尿薬の使用、腎機能の変動、妊娠などの患者の状態変化により、Li+が体内
に蓄積することに起因するのが一般的である。組織は血液と常に平衡を保とうとするため、
Li+の血漿濃度が毒性の程度と比例して過剰に高くならないことがある。しかし 2 mEq/L 以
上の濃度になったときは、中毒を示す兆候として考慮しなければならない。Li+は小さなイオ
ンであるため、透析で簡単に除去される。腹膜透析や血液透析が効果的であるが、後者の
ほうがより好ましい 2）。透析は Li+濃度が通常の治療濃度以下になるまで継続しなければな
らない。
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2. 心臓の電気的活動と心電図 （ECG）

A. 心臓の電気的活動

正常な心臓では、洞結節がペースメーカーとして心房および心室の調律を支配している。
洞結節で発生した興奮（活動電位）は心房内を通り、ヒス束を経て心室全体に広がってい
く。
活動電位は Na+、Ca2+、K+が関与している。細胞の活動電位は電位依存性チャネルと輸
送機構によるイオンの流れの結果による（図 2）。心臓のほとんどの部分では、Na+電流（INa）
が活動電位 action potential（AP）の立ち上がり（0 相）を作り、活動電位伝導の最も重要な決
定因子となる。短時間の興奮の後、INa は長い不活性化状態に入る。Ca2+に依存的な房室
結節においては Ca2+電流（ICaL）が活動電位の立ち上がりと活動電位伝導速度に関与す
る。活動電位のプラトーplateau（2 相）は ICaL と再分極性 K+電流（IK）によって決まる。プラト
ーの最後で IK が速やかな再分極（3 相）を生じる。ほとんどの心筋細胞の不応期 refractory
period はどれくらい速やかに Na+チャネルが不活性化から回復するかで決まる 2）。不活性化
からの回復は再分極時間や細胞外 K+濃度によって変化する静止膜電位に影響される。
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図 2 典型的なプルキンエ線維または心室筋細胞の活動電位の構成要素
活動電位は種々のイオン電流により発生する（0-3 相と命名されている）。
Na+/K+ATPase と Na+-Ca2+交換体の作用は、細胞内イオンの定常状態を活動時の間で
も保つように主に働いている。Na+/K+ATPase や Na+-Ca2+交換体の活動に加えて小さ
いが有意の電流が拡張期（4 相）の間も流れている。非ペースメーカー細胞では、4 相
の外向きに流れる IK が十分に大きいため、安定した静止膜電位となる（実線）。しかし、
ペースメーカー細胞では 4 相の IK が小さく、また脱分極電流が十分大きいので（INa、
ICaL、両方、過分極活性化内向き電流 If、Ih も関与する）、拡張期の間、緩徐な脱分極
（点線）が生ずる。ATP： アデノシン三リン酸。（参考文献 2 より引用）

B. 心電図と心臓の電気的活動

a. 心電図
心電図は、体表面から測定される心臓電気活動の記録である。世界で初めて心電図を
記録した Einthoven によって P、R、Q、S、T と名付けられた一連の波から成る。誘導法は
一般に 6 つの四肢誘導と 6 つの胸部誘導から成る標準 12 誘導がある。記録紙は、紙送り
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速度は 25 mm/秒、時間目盛りが 1 mm=0.04 秒、振幅の高さが 1 mm=0.1 mV となってい
る。P 波は心房の興奮過程を、QRS 波は心室中隔と左右室筋の興奮過程を、T 波は心室
筋の電気的回復過程を表している（図 3）10）。

図 3 正常心電図の波形と刺激の進行（参考文献 10 より引用改変）

b. 心電図の間隔
図 3 に示すように、PR 間隔は P 波の開始から QRS 波の最初の振れまでを測定する。こ
れは心房から房室結節までの興奮過程を表しており、主に INa および ICaL が関与する。
QRS 間隔は QRS 波開始点から終了点までを測定する。これは刺激伝導系を通過した電
気興奮波が心室筋全体を脱分極させるのに要する時間を表しており、主に INa が関与する。
QT 間隔は QRS 波の開始から T 波の終了までを測定するが、心拍数の影響を受けること
が知られており、心拍数で補正した QT 間隔を QTc という。QT 間隔は心室筋の興奮過程
と電気的回復過程を表しており、主に INa、ICaL と IK が関与する。QT 間隔に含まれる QRS
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波と ST 波の接合部を J 点という 11）。J-Tpeak は J 点から T 波の頂点までの長さを測定する。
J-Tpeak は心拍数の影響を受けることが知られており、補正式 J-Tpeakc=J-Tpeak/RR0.58 with RR
in seconds を用いて補正されたものが J-Tpeakc である 12）。J-Tpeakc は主に INa と ICaL から成る
内向き電流と IK から成る外向き電流のバランスを表す。Tpeak-Tend は T 波の頂点から終了
時点までの長さを測定したもので、再分極時間の空間的ばらつきを反映する（図 4）。

図 4 心電図の波形と間隔

c. 単相性活動電位と再分極終末相

単相性活動電位 monophasic action potential （MAP）は細胞内の活動電位の再分極
時間経過を再現することができる細胞外記録波形である。細胞内活動電位の記録はガラ
ス管微小電極を個々の心筋細胞に刺す必要があるため、in vitro での実験に制限される。
対照的に MAP は心筋を取り出すことなく拍動した状態の心臓で、心内膜または心外膜か
ら記録する。MAP の記録方法には、カテーテルで心内膜側より連続吸引する吸引電極法
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（図 5）と Frantz が考案したカテーテルを心筋に軽く押し当てる押し付け電極法（図 6）があ
るが、前者はシステムが煩雑であり、現在は使用されていない。

図 5 Olsson が考案した吸引電極法による単相性活動電位記録法
CCET: central catheter electrode terminal、PCET: peripheral catheter electrodeterminal。
（参考文献 13 より引用）
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図6

Frantz が考案した押し付け電極法の Contact electrode （接触電極）

A） 心内膜に安定して接触するために管腔内にバネのついたカテーテル、B） カテ
ーテル操作を容易にし、曲がった血管や心臓の弁を通過するために管腔内に引き込
み可能なバネのついたカテーテル。（参考文献 14 より引用）

吸引あるいは押し付けにより、心筋直下の心筋は常に–10 ~ 20 mV に脱分極する。拡張
期には周囲の心筋は–90 mV であるため、細胞外では電流は周囲の心筋より電極直下の
脱分極した心筋に流れ、その部位に置いた電極はマイナスに振れる。一方、脱分極時に
は周囲の心筋は+30 mV にまで脱分極するため、細胞外では電極直下の心筋はマイナス
となり、電極直下の心筋より周囲の心筋に向かって電流が流れるため、プラスに振れる（図
7）。
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図 7 単相性活動電位の成因
心筋の一部を吸引あるいは押し付けることにより傷害し、–10 mV ~ –20 mV に脱分
極すると周囲の心筋が脱分極、再分極した際に電位差が生じ、MAP として記録され
る。（参考文献 13 より引用）

再分極終末相 terminal repolarization period （TRP）は、単相性活動電位と同じ部位の
有効不応期を計測することで、MAP90（90%再分極レベルでの単相性活動電位持続時間）
と有効不応期の差から電気的受攻期である再分極終末相を推定したものである（図 8）。す
なわち、再分極終末相は電気的受攻期を反映しており、再分極終末相を延長させる薬物
- 19 -

は催不整脈作用を示し、逆に減少させる薬物は抗不整脈作用を示すとされている。

図 8 再分極終末相（TRP）
ERP: 有効不応期、MAP90: 90%再分極レベルでの単相性活動電位持続時間、TRP:
再分極終末相。（参考文献 15 より引用）

3. 心血管系に対する安全性薬理評価研究

A. 薬物性 QT 間隔延長と法規制

不整脈とは、正常な洞調律でないものをいう。不整脈の主要な原因は異常自動能と伝導
異常である。薬物により心電図の QT 間隔が延長し、活動電位の再分極過程の 3 相から早
期後脱分極が発生して、TdP といわれる致死性心室性不整脈を誘発することがある。従来
の非臨床試験では、薬物性 QT 延長症候群の発生を予知できなかった。その結果、不整脈
誘発作用のある薬物が臨床の現場で患者に処方され、患者が不整脈死に至るケースが世
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界各地で発生した。このような事態を回避し、安全な医薬品開発を進めるために、日米欧医
薬品規制調和国際会議（通称 ICH）は S7B および E14 ガイドラインに非臨床試験の役割を
明確に記載した。ガイドラインには、ヒトに医薬品候補化合物を始めて投与する前に S7B の
試験の実施を考慮すること、Thorough QT/QTc（TQT）臨床試験が陰性であっても S7B にお
ける hERG および in vivo 試験が強陽性の場合はその機序を説明しなければならないこと、
S7B 試験および初期臨床試験の成績に基づいて TQT 試験が縮小できることなどが盛り込
まれている 16）。最近の非臨床試験は患者における薬物性 QT 延長症候群の発生を十分予
測できるレベルに達しており、ハロセン麻酔犬モデルは薬物性 QT 延長症候群の発生を予
測可能な動物モデルの 1 つである。しかしながらガイドライン作成前に承認された薬物には
これらの法規制は適用されない。

B. 再分極予備力の役割

薬物性 QT 延長症候群の原因は心筋の K+チャネル遮断であることが判明している。しか
し心筋の K+チャネルを遮断する薬物が必ずしも QT 間隔を延長させるとは限らず、また、
QT 間隔が延長しても必ず致死性不整脈が発生するわけではない（図 9）。
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図 9 K+チャネル遮断作用、QT 延長作用および致死性不整脈発生の因果関係
生体においては K+チャネル遮断薬を投与しても QT 間隔の延長が起こるとは限らず、
また QT 間隔が延長した場合でも、torsades de pointes が常に発生するわけではない。
（参考文献 17 より引用改変）

一方、同じ薬物でも患者によって QT 間隔延長の程度が大きく異なることも明らかになり、
薬物の投与を受ける個体側の感受性に違いがあることが示され、「再分極予備力」という概
念が提唱されている（図 10）。まず、心臓に存在する再分極で重要な役割を担う K+を 6 個
の正方形と仮定する。正常動物の心臓には 6 個の K+が存在するが、QT 間隔を正常範囲
に保つために必要な K+はこの中の 2 つだけである。残りの 4 個は予備であり、これを再分
極予備力と考える。このように予備が 4 個もある心臓に K+遮断薬を投与して 1 ~ 2 個遮断し
ても、必要な 2 個は保存されるのでなかなか QT 間隔は延長しない（図 10 左）。それに対し
て薬物性 QT 延長症候群を起こす患者の心臓にはもともと予備力が 1 個程度しか存在しな
い（図 10 右）。このような患者が K+遮断薬の投与を受け、K+が仮に 2 個遮断されると、必要
な 2 個が利用できなくなり、QT 間隔が延長する。同じ薬物を投与しても QT 間隔が延びる
患者と延びない患者が存在するのはこの概念で説明できる（図 10）。
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図 10 再分極予備力の概念図
正常動物および患者における再分極予備力の大きさの違い。（参考文献 16 より引用
改変）

C. ハロセン麻酔犬モデルの有用性と限界

ハロセン麻酔は心筋の再分極予備能を減少させることが報告されている 18）。無麻酔下
の動物モデルは、通常、健康成人よりも再分極予備力が多いため、薬物による QT 間隔の
延長を検出するためのモデルの感受性を低下させる可能性がある。再分極の程度は、健康
成人とハロセン麻酔犬において同様であると考えられている（図 11）。
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図 11 動物モデルおよびヒトにおける再分極予備力の比較 （参考文献 17 より引用改変）

これまでにハロセン麻酔犬モデルを用いて数多くの薬物の心臓電気生理学的作用が評
価されてきた 15~18）。心臓 K+遮断作用を有する薬物を静脈内に投与すると単相性活動電位
持続時間が有意に延長する。ハロセン麻酔犬モデルでは心室有効不応期の測定の同時測
定が可能であり、単相性活動電位持続時間と心室有効不応期の差から、活動電位第 3 相
に相当し心室筋の電気的不安定性を反映する受攻性の指標と考えられている再分極終末
相持続時間を推計できる 18）。単相性活動電位持続時間が延長しても再分極終末相が短縮
する場合は安全な QT 延長と考えられる。事実、このような作用を有するアミオダロンやカン
レノ酸では TdP の報告が少ないかほとんどない。一方で再分極終末相を変化させないか延
長させる QT 延長薬は一般的に催不整脈作用を有する。また、このモデルで心臓電気生理
学作用を検出できなかった薬物は、QT 延長症候群を誘発する可能性はないと判断できる。
したがって、単相性活動電位持続時間や QT 間隔だけでなく再分極終末相に対する作用も
あわせて検討することにより、薬物の催不整脈作用をより正確に予測できる 16）。
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しかしながら、このモデルは薬物の不整脈誘発作用そのものを直接証明できないことも明
らかになってきた。これはハロセンが K+チャネルと同時に Ca2+チャネルなど他のイオンチャ
ネル機能を修飾することが原因と推定される 18）。

D. Torsade de pointes（TdP）発生の予測指標

最近の研究において、TdP の発生は QT 間隔、short-term variabirity（STV）、Tpeak-Tend お
よび J-Tpeakc の 4 つ指標で予測可能であることが明らかになってきた。STV は QT 間隔の 1
拍ごとの変動を定量化した指標であり、時間的なばらつきを表す。これまで知られていた健
常動物での QT 間隔、short-term variabirity、Tpeak-Tend の延長に加えて、J-Tpeakc の延長が
薬物性 TdP の必要条件と考えられている。すなわち J-Tpeakc 延長が反映する正味の内向き
電流の増加に起因する細胞内 Ca2+過負荷が、時間的な再分極過程のばらつきの増大を促
進する駆動力になると考えられている。
近年、薬物性 QT 延長症候群の発生機序が解明され、QT 延長作用を有する候補化合
物の適切な評価方法が確立された。特に非臨床 in vivo 評価モデルは患者における薬物性
QT 延長症候群の発生を高い信頼性と再現性を持って予測できる。このような評価手法を新
薬開発に導入することにより、致死性心室性不整脈の発生の回避が可能になっている 19）。
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Ⅱ. 目 的

序論で述べた通り、Li+は心血管系に対する多くの副作用が報告されている。しかしなが
ら、過去の研究において Li+単独の心血管系への作用は十分には解明されていない。そこ
で、本研究では、ハロセン麻酔犬を用いて、Li+単独の心血行動態および電気生理学的作
用を分析することによって心血管系副作用の発生機序の解明を試みた。
具体的には、健康成人被験者における薬理作用を予測できることが報告されているハロ
セン麻酔犬を用いて、炭酸リチウムの血行動態および電気生理学的作用を同時に評価した
17）

。炭酸リチウムの催不整脈の可能性をより詳細に評価するために、本研究では心電図に

おける早期（J-Tpeak）および後期（（Tpeak-Tend）再分極時間を評価した。早期再分極時間は内
向き INa および ICaL と外向き IK の正味のバランスを反映する指標であり 12）、20）、その延長は
細胞内カルシウム過負荷を意味する。後期再分極時間の延長は human ether-à-go-gorelated gene（hERG）K+チャネルの阻害の程度に加えて再分極過程の空間的なバラツキの
増大を推測することが可能である 12）、20）。さらに、本研究では、同じ部位で測定した単相性
活動電位と有効不応期から再分極終末相を予測することにより、リエントリー性心室不整脈
を誘発するリスクを定量化した 17）。
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Ⅲ. 方 法

本実験は東邦大学動物実験委員会の承認（承認番号 17-52-324、18-51-395）を得て、東
邦大学動物取扱規程に従って実施した。実験は体重約 10kg の雌ビーグル犬を用いて行っ
た（n=4）。本実験に使用した動物は北山ラベス株式会社（長野）より購入した。これらの動物
は東邦大学医学部 2 号館地下 1 階・実験動物センター（中型動物実験室）において飼育し
た。飼育条件は、室温 20±2ºC とし、飼料は 1 日 200 g の給餌制限を行い、水は水道水を自
由に摂取させた（図 12、13）。

図 12 実験動物センター（中型動物実験室）：飼育室
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図 13 実験動物センター（中型動物実験室）：実験室

1. 実験方法

4 匹のビーグル犬にチオペンタールナトリウムを静脈内注射（30 mg/kg, i.v.）し麻酔を導入
した。気管カニューレを挿管し、人工呼吸器（SN480-3; シナノ製作所、東京）に接続した。
100%酸素で気化した 1%ハロセンを用いて麻酔を維持した。人工呼吸の 1 回換気量および
呼吸数をそれぞれ 20 mL および 15 回/min に設定した。

2. 心血行動態に対する作用
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動物を仰臥位に固定し、大腿部を 70%エタノールで消毒した。サーフロー®留置針（テル
モ株式会社、東京）を用いて大腿動静脈を穿刺し、ガイドワイヤーを動静脈にそれぞれ挿入
した。ガイドワイヤーを利用して、ヘパリン処理した臨床的に使用可能な 4 本のカテーテル
シースセットを、2 本は左および右大腿動脈から腹部大動脈に向かって、2 本は左および右
大腿静脈から下大静脈に向かって挿入した。ピッグテールカテーテルを右大腿動脈に留置
したカテーテルシースを介して左室に留置し、左室圧を測定した。右大腿動脈に留置したカ
テーテルシースのフラッシュラインを用いて大動脈圧を測定した。左室内圧最大立ち上がり
速度および左室拡張末期圧を、心筋収縮力および左室の前負荷の指標として洞調律下で
取得した。熱希釈カテーテル（132F5; Edwards Lifesciences、Irvine、CA、USA）を、右大腿
静脈に留置したカテーテルシースを介して右心系に留置した。心拍出量を心拍出量測定装
置（MFC-1100、日本光電工業株式会社、東京）を用いて標準熱希釈法で測定した。総末梢
血管抵抗を、基本式：総末梢血管抵抗=平均血圧/心拍出量を用いて算出した。

3. 電気生理学的指標に対する作用

四肢に電極を装着し、標準第Ⅱ誘導心電図を取得した。RR 間隔で補正した QT 間隔
（QTc）を Van de Water の補正式：QTc=QT−0.087×（RR−1,000）を用いて算出した（RR の
単位は ms）21）。
6F の 4 極電極カテーテル（Cordis-Webster Inc.、Baldwin Park、CA、USA）を左大
腿動脈に留置したカテーテルシースを介して大動脈弁無冠尖に留置し、ヒス束心電図を
取得した。先端を双方向操縦可能な単相性活動電位（MAP）記録/刺激組合せカテー
テル（1675P; EP Technologies, Inc.、Sunnyvale、CA、USA）（図 14 上）を、左大腿
静脈に留置したカテーテルシースを介して右室の心内膜に留置し、MAP 信号を取得し
た。MAP 信号を直流プリアンプ（model 300; EP Technologies, Inc.）（図 14 下）を用
いて増幅した。90%再分極レベルにおける MAP 持続時間（ms）を MAP90 と定義し
た。心臓電気刺激装置（SEC-3102、日本光電工業株式会社）を用いて右室に留置され
た組み合わせカテーテルの刺激電極から心臓電気刺激を実施した。刺激波は矩形で、
振幅が 1 ~ 2 V（閾値の約 2 倍）および 1 ms の持続時間であった。MAP90 は洞調律時
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（MAP90（sinus））、刺激周期長 400 ms 時（MAP90（CL400））および 300 ms 時（MAP90
）で測定した（図 15）。

（CL300）

図 14 MAP 測定用カテーテルとアンプの写真
上） 単相性活動電位（MAP）記録/ペーシング組合せカテーテル（1675P; EP
Technologies, Inc.、Sunnyvale、CA、USA）、下） 直流プリアンプ（model 300;
EP Technologies, Inc.）。
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図 15 実験模式図
BP：血圧、LVEDP：左室拡張末期圧、LVdP/dtmax：左室内圧最大立ち上がり速度、
CO：心拍出量、AH：心房-ヒス束間隔、HV：ヒス束-心室間隔、MAP90：単相性活動電位
持続時間、ERP：有効不応期。

右室の有効不応期を、プログラム電気刺激を用いて評価した。すなわち、周期長
400 ms の基本刺激 5 回に続いて様々な連結期の期外刺激を加えた。心室再分極終末
相持続時間を、同一部位における MAP90（CL400）と有効不応期の差から算出した。この
指標は心室筋の電気的脆弱性の程度を反映することが示されている 17）。
J-Tpeak と Tpeak-Tend をそれぞれ測定した 20）。T 波終末点の判別が難しい場合には MAP
信号記録を参考に測定した。J-Tpeak は以前に報告された係数（J-Tpeakc=JTpeak/RR0.58）（RR
の単位は秒）12）を用いて心拍数で補正した。Tpeak-Tend は、心拍数にほとんど依存しないこと
が以前の TQT 試験で示されているので、Tpeak-Tend の補正を実施しなかった 12）。
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4. 記録および測定方法

大動脈圧、左室圧、心電図、ヒス束電位図および MAP 信号をポリグラフシステム（RM6000; 日本光電工業株式会社）を用いて実験期間中連続的にモニターし、全自動データ
即時解析システム（WinVAS3 ver 1.1R03; 株式会社フィジオテック、東京）を用いて解析を
行った。心電図、MAP 持続時間、心房-ヒス束間隔（AH）およびヒス束-心室間隔（HV）を連
続 3 心拍の測定結果の平均から算出した。薬物投与前の基本値の測定後、低用量 0.1
mg/kg の炭酸リチウムを 10 分間かけて静脈内に投与し、各指標を薬物投与開始 5、10、15、
20 および 30 分後に評価した。続いて中用量 1 mg/kg の炭酸リチウムを 10 分間かけて静脈
内に投与し、各指標を同じ条件で評価した。最後に高用量 10 mg/kg の炭酸リチウムを 10 分
間かけて静脈内に投与し、各指標を薬物投与開始 5、10、15、20、30 および 60 分後に評価
した。

5. 血漿薬物濃度

採血を左大腿動脈から低用量および中用量投与開始 5、10、15 および 30 分後、高用量
投与開始 5、10、15、30 および 60 分後に行った。血液サンプルを 4℃で 15 分間、1,500×g
で遠心分離した。血漿を薬物濃度の測定まで–80℃で保管した。血漿薬物濃度を Li+と
して、原子吸光法を用いて LSI メディエンス株式会社（東京）において測定した。Li+
の検出限界は 0.01 mEq/L であった。

6. 薬物

炭酸リチウム（シグマアルドリッチジャパン合同会社、東京）を生理食塩液（株式会社大塚
製薬工場、徳島）を用いて溶解し 0.1、1、10 mg/mL の濃度に調製した。その他の薬剤とし
て、チオペンタールナトリウム（ラボナール®注射用 0.5 g; 田辺三菱製薬株式会社、大阪）、
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ハロセン（フローセン®; 武田薬品工業株式会社、大阪）およびヘパリンカルシウム（ヘパリン
Ca; 沢井製薬株式会社、大阪府）を用いた。

7. 統計解析

結果を平均値±標準誤差で表示した。同一指標の時間経過による変動を、一元配置分
散分析（ANOVA）を用いて検定した。ANOVA により P <0.05 の場合、薬物がその指標に対
して影響があると判断した。この場合、薬物投与前値と薬物投与後の各値との有意差を
post-hoc 試験の対比法を用いて検定した。P <0.05 の場合に統計学的に有意と判断した。
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Ⅳ. 結 果

実験中に致死性心室性不整脈の発生もしくは血行動態の破綻は観察されなかった。

1. 心血行動態に対する作用

大動脈圧および左室内圧の典型例を図 16 に、Li+の血漿濃度の変化と心血行動態指標
の変化の時間推移を図 17 および図 18 に示す。Li+の最高血漿濃度は 0.1、1 および 10
mg/kg 投与開始後 10 分で観察され、その濃度はそれぞれ 0.02±0.00、0.18±0.02 および
1.79±0.17 mEq/L であった。心拍数、平均血圧、心拍出量、総末梢血管抵抗、左室内圧最
大立ち上がり速度および左室拡張末期圧の投与前の基本値（C）はそれぞれ 103±10
beats/min、105±6 mmHg、2.4±0.2 L/min、46±5 mmHg·min/L、1,887±267 mmHg/s および
10±2 mmHg であった。低用量および中用量は有意な変化を示さなかった。高用量は投与
開始後 45 分から 60 分まで心拍数を減少したが、その他の指標には有意な変化を示さなか
った。
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図 16 炭酸リチウム投与前後の典型記録
炭酸リチウム投与前（Control、左図）および 10 mg/kg 投与開始 45 分後（45 min after
10 mg/kg i.v.、右図）の洞調律下でのヒス束電位図（His）、第 II 誘導心電図（ECG）、大
動脈圧（AoP）、左室圧（LVP）および単相性活動電位（MAP）。
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図 17 炭酸リチウム静脈内投与後の心血行動態各指標の時間経過
炭酸リチウム投与後の Li+血漿濃度（Plasma concentration of Li+）、心拍数（HR）、平均
血圧（MBP）。Li+の血漿濃度は、投与開始後 5、10 および 15 分値は検出限界（0.01
mEq/L）未満だったため 0.01 mEq/L として灰色で示した。黒塗りのシンボルは、そ
れぞれの指標の薬物投与前のコントロール値に対して有意差（P <0.05）があることを示
す。
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図 18 炭酸リチウム静脈内投与後の心血行動態各指標の時間経過
炭酸リチウム投与後の心拍出量（CO）、総末梢血管抵抗（TPR）、左室内圧最大立ち上
がり速度（LVdP/dtmax）、左室拡張末期圧（LVEDP）の時間推移（n=4）。
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2. 心電図に対する作用

心電図の典型例を図 16 に、時間推移を図 19 に示す。PR 間隔、QRS 幅、QT 間隔、
QTc、J-Tpeakc および Tpeak-Tend の薬物投与前の基本値（C）はそれぞれ 111±5 ms、66±2
ms、266±19 ms、301±14、158±10 および 84±17 ms であった。低用量、中用量および
高用量はいずれも有意な変化を示さなかった。
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図 19 炭酸リチウム静脈内投与後の電気生理学的各指標の時間経過
炭酸リチウム投与後の PR 間隔、QRS 幅、QT 間隔、QTc、J-Tpeakc および Tpeak-Tend。
QTc は QT 間隔を Van de Water の補正式：QTc=QT−0.087×（RR−1,000）（RR の
単位：ms）で補正した。
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3. 洞調律下での AH 間隔、HV 間隔および MAP90 に対する作用

ヒス束電位図と MAP 信号の典型例を図 16 に、洞調律下での AH 間隔、HV 間隔および
MAP90 の時間推移を図 20 に示す。薬物投与前の基本値（C）はそれぞれ 80±7、27±2
および 253±17 ms であった。低用量および中用量は有意な変化を示さなかった。高用量は
15 分から 20 分後まで HV 間隔を有意に延長したが、その他の指標には有意な変化を示さ
なかった。
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図 20 炭酸リチウム静脈内投与後の電気生理学的各指標の時間経過
炭酸リチウム投与後の心房-ヒス束間隔（AH）、ヒス束-心室間隔（HV）、単相性活動電
位持続時間（MAP）、心室有効不応期（ERP（CL400））および再分極終末相（TRP）の変化
の時間推移（n=4）。MAP90 は 90%再分極レベルでの単相性活動電位持続時間。結
果を平均値±標準誤差で表示した。黒塗りのシンボルは、それぞれの指標の薬物投
与前のコントロール値に対して有意差（P <0.05）があることを示す。MAP90（sinus）： 洞調
律時単相性活動電位持続時間、MAP90（pacing）：電気刺激時単相性活動電位持続時
間、CL400：刺激周期長 400 ms、CL300：刺激周期長 300 ms。
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4. 心室電気刺激時の MAP90、心室有効不応期および再分極終末相に対する作用

MAP90（CL400）、MAP90（CL300）、有効不応期および再分極終末相の時間推移を図 20 に示
す。基本周期長 400 ms で心室プログラム刺激した際の MAP 信号の典型例を大動脈圧お
よび左室圧と共に図 21 に示す。MAP90（CL400）、MAP90（CL300）、有効不応期および再分極終
末相の薬物投与前の基本値（C）はそれぞれ 245±14、229±11、209±10 および 36±4
ms であった。低用量および中用量はそれぞれ 30 分および 5 分から 30 分まで有効不
応期を有意に延長したが、その他の指標には有意な変化を示さなかった。高用量は
MAP90（CL400）、MAP90（CL300）および有効不応期をそれぞれ 45 分、45 分および 5 分から 60
分まで有意に延長したが、再分極終末相には有意な変化を示さなかった。
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図 21 心室有効不応期測定中の典型記録
炭酸リチウム投与前（Control）および 10 mg/kg 投与開始 45 分後（45 min after 10
mg/kg i.v.）における大動脈圧（AoP）、左室内圧（LVP）および単相性活動電位（MAP）
の典型記録。基本刺激周期（CL）および連結期（CI）。薬物投与前（上図）は連結期
190 ms での期外電気刺激（↑）は心室の電気活動を誘発したが（左）、185 ms は心室の
電気活動を誘発せず（右）、有効不応期（ERP）は 190 ms である。炭酸リチウム投与後
（下図）は CI 205 ms での期外刺激（↑）は心室の電気活動を誘発したが（左）、200 ms
は心室の電気活動を誘発せず（右）、ERP は 205 ms である。
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Ⅴ. 考 察

本研究では、炭酸リチウムの心血管系への作用に関して得られたいくつかの興味深い知
見を分析することによって、心血管副作用の発生機序を詳細に検討した。

1. 薬物の用量設定

製造者である大正製薬株式会社（東京）が発行したインタビューフォーム第 5 版（2012 年
9 月）には、炭酸リチウムの用法および用量は、炭酸リチウムとして、成人では通常 1 日 400
~ 600 mg より開始し、1 日 2 ~ 3 回に分割経口投与し、以後 3 日ないし 1 週間毎に、1 日通
常 1,200 mg までの治療量に漸増すると記載されており、炭酸リチウム 200 mg/body の単回
経口投与の Li+の最高血清濃度は 0.22 mEq/L と記載されている。一方で、臨床的には治
療域の標的とする血漿濃度は 0.6 ~ 1.4 mEq/L であると考えられている 2）。本研究での 0.1、
1 および 10 mg/kg 投与後の Li+の最高血漿濃度はそれぞれ 0.02、0.18 および 1.79 mEq/L
であり、これらの値は治療域未満、治療域および中毒域に相当する。
中毒域での影響をより詳細に分析するには、さらなる高用量での投与が必要と考えられ
る。しかしながら、インタビューフォームによると炭酸リチウムの溶解度は、炭酸リチウム 1 g あ
たり水 80 g となっているため、10 mL の水に溶解可能な炭酸リチウムは 11.4 mg であり、今
回の実験方法では高用量で用いた 10 mg/kg が限界となる。より詳細な検討には、溶媒の
検討なども含め、さらなる研究が必要である。

2. 心血行動態に対する作用

炭酸リチウムは、高用量投与後 45 ~ 60 分で心拍数が減少した以外は心血行動態の指
標に有意な変化を与えなかった。これらの観察結果は、急性投与した Li+が心機能には影
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響しないという単離された灌流心臓標本による過去の研究の一部を裏付けている 22）。序論
で述べたように、Li+はその化学的な特性上 Na+および K+と密接に関係しており、活動電位
形成過程および膜透過による Na+-Na+交換体の両方において Na+および K+と置換される。
しかしながら完全に同じ基質ではないため、心筋からの Li+の排出は徐々に遅くなっていく。
しかし、治療濃度においては Na+/Ca2+交換過程および Na+/K+-ATPase に対する有意な作
用はない。重要な点として、後述するように、Li+は Na+チャネルおよび K+チャネルの両方に
弱い阻害作用を有していることである。これは、この研究で観察された遅発性の徐脈を説明
し、さらに、徐脈が臨床で報告されている洞不全症候群に一部関与している可能性がある。
これらの結果は、少なくとも炭酸リチウムが、徐脈作用を除いて血行動態的有害事象に対し
てある程度の安全域を有することを示唆している。

3. 電気生理学的作用

炭酸リチウムはいずれの用量においても房室結節伝導を変化させなかったが、高用量は
心室内伝導時間および再分極時間を延長した。また、炭酸リチウムは低用量投与からの有
効不応期を延長した。これらの結果は、炭酸リチウムが Na+と K+両方のチャネルを軽度に阻
害することを示しており、これら作用の相乗的な効果により有効不応期を延長させた可能性
がある。心房の有効不応期に対するグルコン酸リチウムの定性的な作用に類似する結果が
報告されている 23）。過去の心臓の Na+チャネルをコードする SCN5A を発現させたチャイニ
ーズハムスター卵母細胞を用いた研究において、塩化リチウムは INa を抑制し、その IC50 値
は 6.8 μmol/L であった 8）。Li+は血清タンパク質に結合しないので 2）、本研究で得られた in
vivo の結果は in vitro での強力な Li+の阻害作用を反映していない。In vivo より in vitro の
方が約 1,000 倍強力である INa 阻害作用の原因を明らかにするためにはさらなる研究が必
要である。また、本研究では血漿 K+濃度を測定しなかったが、Li+誘発性の血漿 K+濃度の
上昇に電気生理学的作用を説明できるもう一つの機序がある 24）。高カリウム血症は、K+平
衡電位の変化を通して、静止膜電位を脱分極側にシフトさせる。脱分極が十分に大きけれ
ば Na+チャネルを不活性化し、その結果、不応状態が増加し、伝導が遅くなるはずである。
さらに、有効不応期の感度が心室内伝導時間および再分極時間よりも高いこともこの仮説を
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支持する。静止膜電位の変化の関与関してはさらなる研究が必要である。

4. 催不整脈作用

高用量の炭酸リチウムはこの研究においては再分極期間を遅延させた。これは、精神病
患者の Li+濃度が QTc と相関するという臨床研究の結果と定性的に一致している 25）。しか
し、炭酸リチウムは J-Tpeakc、Tpeak-Tend または再分極終末相を変化させなかった。これらの結
果は、炭酸リチウム単独では致命的な心室性不整脈を導くような QT 間隔延長につながる
電気生理学的性質を有していないことを示しており 12）、20）、リチウム誘発性の TdP が現在ま
で臨床的に報告されていない傍証となる 26）。
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Ⅵ. 結 論

炭酸リチウム単独では血行動態の有害事象に対して幅広い安全域を有する。しかし炭酸
リチウムは Na+および K+チャネルの両方を直接的に阻害し、治療濃度から心室有効期を延
長し、中毒域では心拍数を低下させる。これらの実験結果は、臨床的に観察された様々なタ
イプの不整脈および心電図変化の誘因となりうると考えられた。Li+の副作用の発症機序を
分析するためにはさらに、Li+と他の薬物との相互反応、有害事象を有する患者の病態生理
的背景および長期間の影響を明らかにする必要がある。
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