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【背景・目的】
QT 延長症候群は、心電図に QT 間隔の延長を認め、torsade de pointes（TdP）と呼ばれる特殊な心
室頻拍あるいは心室細動などの重症心室性不整脈を生じて、めまいや失神などの脳虚血症状や突然
死をきたしうる症候群である。QT 延長症候群は先天性と二次性に分類され、二次性に位置付けられ
る薬物性 QT 延長症候群は、心筋再分極過程で主要な役割を担う hERG K+チャネルが薬物により遮
断されることが原因とされている。この作用により生じた再分極時間の過剰な延長が不整脈の引き
金となるトリガードアクティビティーを誘発し、心筋不応期の部位差を拡大させることにより不整
脈維持機構であるリエントリーが形成され、持続的な頻脈性不整脈が発生すると考えられている。
薬物性 QT 延長症候群による不整脈の発生頻度は、抗不整脈薬が原因となるものが 2.0〜8.8％、非
循環器官用薬によるものが 0.001〜0.01％と見積もられている。また、非臨床試験でも薬物の不整脈
誘発作用の再現が容易でないため、副作用のスクリーニングには QT 延長作用が評価指標として用
いられてきた。しかし、最近では QT 延長作用を有する薬物が必ずしも不整脈を誘発するとは限ら
ないことが示され、薬物性不整脈を直接的に検出する必要性が生じている。1990 年頃にカールソン
モデルと呼ばれるアドレナリン1 受容体刺激薬負荷ウサギモデルが構築され、薬物による不整脈誘
発作用の直接的な評価法が報告された。しかし、臨床における不整脈の発生とアドレナリン1 受容
体活性化の関係は明確ではなく、アドレナリン1 受容体遮断作用を有する薬物の不整脈誘発作用を
評価できない点がこのモデルの課題として挙げられている。その後に構築された慢性房室ブロック
犬モデルは、高度な徐脈により心臓に構造的・電気的リモデリングを生じさせることが特徴のモデ
ルである。このモデルは直接的に薬物性不整脈を検出できることに加え、不整脈が発生しやすい病
的心筋における薬物作用を検討する上で優れたモデルである。しかしながら、薬物性不整脈が安定
して検出できるまでに 4 週間以上のリモデリング期間を要するため、薬物評価を迅速に実施できな
いことがこのモデルの課題とされている。
そこで本研究では、ウサギを用いた新しい不整脈検出モデルの構築と不整脈予測への応用に関す
る検討を実施した。慢性房室ブロック犬の心筋と比較して、ウサギ心筋はトリガードアクティビテ
ィーを発生させやすい特性を有することが in vitro 実験において報告されている。第１章では大型動
物に使用されてきた完全房室ブロック作成術をウサギに適用する方法を確立し、リモデリング期間
を設定しない実験条件下でウサギ心臓の催不整脈特性に関する検討を行った。第２章では QT 延長
作用を有する複数の薬物を急性房室ブロックウサギに投与して、不整脈検出モデルの構築に関する
検討を行った。第３章では新規構築したモデルを用い、臨床で突然死への関与の可能性が報告され
ている統合失調症治療薬のパリペリドンの催不整脈作用を検討した。
【実験方法】
NZW 系ウサギを実験に用い、イソフルラン麻酔下で実験を行った。カテーテル焼灼法で完全房室
ブロックを作成し、心電図、単相性活動電位（MAP）および血圧を心室ペーシング条件下で記録し

た。薬物作用の評価は房室ブロック作成後 5 時間以内に実施し、耳介静脈または大腿静脈より薬物
を投与し、各指標の変化を投与開始から 30 分または 60 分後まで観察した。
第１章．ウサギ心臓の催不整脈特性に関する検討
〈目的〉非リモデリング条件のウサギ心臓における薬物性不整脈の誘発性ならびに発生機序を明ら
かにする。
〈方法〉完全房室ブロックを作成した麻酔ウサギを実験に用いた。
〔実験１〕60 beats/min（lower rate）
または 120 beats/min（higher rate）で心室ペーシングを行い、Ⅲ群抗不整脈薬のニフェカラントを 10
分間かけて静脈内投与して、TdP の誘発性を比較検討した。
〔実験２〕60 beats/min で心室ペーシン
グを施しているウサギに、L 型 Ca2+チャネル遮断薬ベラパミルまたは Na+/Ca2+交換機構阻害薬
SEA0400 の存在下または非存在下でニフェカラントを投与し、これら薬物が不整脈のトリガーに及
ぼす作用を R on T 型心室期外収縮（PVC）の発生回数を指標に用いて検討した。
〈結果〉
〔実験１〕Higher rate 群および lower rate
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図１．房室ブロックウサギでニフェカラントにより誘発され
た TdP の典型例．図はペーシング条件 60 beats/min
（lower rate）を示す．

の観察時間における R on T 型 PVC の発生回数は
control 群で 161 回、
ベラパミル群で 7 回、SEA0400
群では 87 回であった（図２左）
。MAP90 の最大変
化量は control 群で 237 ms、ベラパミル群で 147
ms、SEA0400 群では 230 ms であった（図２右）
。
〈考察〉イソフルランで麻酔された 60 beats/min
の徐脈の実験条件において循環虚脱は発生せず、
ニフェカラントの投与により薬物性不整脈が高
率に誘発された。また、従来の不整脈モデルとは
異なり、リモデリング期間は不要であった。R on

図２．各群における R on T 型 PVC 発生回数
および MAP90 最大変化量の比較

T 型 PVC は心筋再分極時間の過剰な延長時に生じるトリガードアクティビティーが心筋興奮を引き
起こすに至り、心電図上に表れる現象として知られている。本研究における R on T 型 PVC の発生回
数に対するベラパミルの抑制効果は、ニフェカラント投与時にトリガードアクティビティー発生に
至るような過剰な MAP90 延長作用が認められなかったことに関連すると考えられた。一方、SEA0400
による R on T 型 PVC の発生回数の減少は、ニフェカラント投与時に十分な MAP90 延長作用が観察
されていたため、トリガードアクティビティーの発生段階に SEA0400 が作用したと考えられた。し

たがって、房室ブロックウサギにおける薬物性不整脈のトリガー発生の過程では、L 型 Ca2+チャネ
ルが再分極時間の延長に大きく関与し、Na+/Ca2+交換機構は再分極時間が過剰に延長した時に生じる
トリガードアクティビティーの発生に関与すると考えられた。以上より、in vivo における高度な徐
脈条件の構築により、ウサギ心筋が有している催不整脈特性を顕在化させることが可能であること
が示され、その発生機序に L 型 Ca2+チャネルおよび Na+/Ca2+交換機構を介した心筋細胞内の Ca2+過
負荷の関与が考えられた。
第２章．急性房室ブロックウサギを用いた不整脈検出モデルの構築
〈目的〉催不整脈作用の強度が異なる複数の薬物を急性房室ブロックウサギに投与して薬物性不整
脈の検出感度を検討し、不整脈検出モデルへの応用の可能性を明確にする。また、アドレナリン1
受容体遮断作用を有する薬物を対象とした際の薬物性不整脈の検出感度を検討する。
〈方法〉完全房室ブロックを作成し、60 beats/min で心室ペーシングを施しているウサギを用いた。
〔実験１〕TdP 陽性薬（ドフェチリド、スパルフロキサシン）または TdP 陰性薬（アミオダロン、
モキシフロキサシン）を静脈内投与し、TdP の誘発性を検討した。
〔実験２〕アドレナリン1 受容体
遮断作用を有する薬物の中で、TdP 陽性薬（ハロペリドール、リスペリドン）または TdP 陰性薬（ア
リピプラゾール、オランザピン）を静脈内投与し、TdP の誘発性を検討した。
〈結果〉〔実験１〕全ての薬物投与群で、QT 間隔

表１．TdP 発生個体数のまとめ

と MAP90 に有意な延長が認められた。TdP はドフ
ェチリド投与群で 6 例中 5 例、スパルフロキサシン
投与群で 6 例中 3 例に発生した。一方、アミオダロ
ン投与群およびモキシフロキサシン投与群で TdP
は発生しなかった（表１）。
〔実験２〕全ての薬物投
与群で、QT 間隔と MAP90 に有意な延長が認められ
た。ハロペリドール投与群で 6 例中 2 例に、リスペ
リドン投与群で 6 例中 4 例に TdP が誘発された。
一方、アリピプラゾール投与群およびオランザピン
投与群で TdP の発生は認められなかった（表１）。
〈考察〉薬物性不整脈は TdP 陽性薬に分類される

P: TdP 陽性薬、N: TdP 陰性薬

薬物のみで誘発された。また、従来の不整脈モデルと異なり、アドレナリン1 受容体遮断作用を有
する薬物の TdP 誘発作用も検出可能であった。以上より、急性房室ブロックウサギは TdP 陽性薬に
よる薬物性不整脈を直接的かつ高い再現性で検出し、薬物の催不整脈作用強度に応じた不整脈の検
出感度を有するため、不整脈検出モデルとして利用可能と考えられた。
第３章．新規ウサギ不整脈検出モデルを用いた抗精神病薬パリペリドンの催不整脈作用の検討
〈目的〉パリペリドンは 2014 年に突然死の症例が報告され、安全性速報が発出された抗精神病薬
である。パリペリドンに hERG K+チャネル抑制作用が報告されているが、不整脈誘発作用の有無は
明らかにされていない。本モデルでパリペリドンの作用を検討し、その結果を同系薬物であるリス
ペリドンと比較する。

〈方法〉完全房室ブロックを作成し、60 beats/min で心室ペーシングを施しているウサギに、パリ
ペリドンを 10 分間かけて静脈内投与した。

TdP

〈結果〉パリペリドンは用量依存的に QT
間隔および MAP90 を延長させ、図３で示す
ような TdP が薬効量の 100 倍に相当する 6
mg/kg で 6 例中 2 例に誘発された。
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。本結果より、パリペリドン
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図３．パリペリドンにより誘発された TdP の典型例
表２．パリペリドンとリスペリドンの催不整脈作用の比較

する場合と同様に QT 延長症候群の発生素
因がないことを事前に確認することが、臨
床使用時のリスク回避に重要であると考え
られた。
【総括】
完全房室ブロック作成術の手技を中型動物に応用して構築した新規ウサギ不整脈モデルは、薬物
性不整脈を高い再現性で検出可能であり、不整脈が QT 延長薬の催不整脈作用強度に応じて出現す
ることが確認された。また、本ウサギモデルは従来のモデルと異なり、徐脈によるリモデリング期
間を必要とせず、アドレナリン1 受容体遮断作用を有する薬物の不整脈誘発作用も検出可能であっ
た。さらに、本研究で新たにパリペリドンが催不整脈作用を有する薬物であることを明らかにした。
以上より、新規構築したウサギ不整脈モデルは適切な不整脈検出感度を有し、不整脈発生予測への
応用が可能であると考えられる。本研究で得られた成果は、創薬段階における薬物の催不整脈作用
評価ならびに臨床における薬物性 QT 延長症候群の発生予測や、被疑薬物との因果関係の分析に有
用な知見を提供することが期待できる。
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「新規ウサギ不整脈モデルを用いた薬物性 QT 延長症候群の発生機序と予測に関する研究」

薬物性 QT 延長症候群は心筋再分極過程で主要な役割を担う IKr チャネルが薬物により遮断され、
Torsades de Pointes（TdP）と呼ばれる多形性心室頻拍や心室細動などの重症心室性不整脈を生じる
症候群である。原因薬物として、循環器官用薬では Ia 群およびⅢ群抗不整脈薬のように QT 間隔延長
作用を主作用とするものが広く知られているが、非循環器官用薬においても抗ヒスタミン薬、抗菌薬、
抗精神病薬などのように副作用として QT 間隔延長作用を示す薬物が存在し、致死性不整脈誘発の可
能性が大きな課題となっている。心筋が興奮した直後は一定時間の不応期が存在するため、心臓の興
奮伝導は一心周期ごとに完結して消失するが、特別な条件が揃うと興奮が一心周期の間に消失せず、
再びもとの興奮部位に戻り、心臓を再興奮させるリエントリーが発生し、不整脈が持続してしまう場
合がある。リエントリーは心臓内で不応期の部位差が生じると発生しやすく、周囲の心筋組織より不
応期が短い箇所に興奮が連鎖して伝搬し続けることで、不整脈が持続するとされる。しかしながら、
実験動物においてこのような条件が整うことが少ないため、正常動物の心臓では多形性心室頻拍を検
出することが困難とされてきた。
これまでに、in vivo における不整脈検出法としてアドレナリンα1 受容体刺激薬負荷ウサギモデル
が構築されている。ところが、臨床における不整脈の発生とアドレナリンα1 受容体活性化の関係は明
確ではなく、またアドレナリンα1 受容体遮断作用を有する薬物の不整脈誘発作用を評価できない点が
このモデルの課題に挙げられている。その後に構築された慢性房室ブロック犬モデルは、高度な徐脈
により心臓に構造的・電気的リモデリングを生じさせることが特徴であり、直接的に薬物性不整脈を
検出できることに加え、不整脈が発生しやすい病的心筋における薬物作用を検討する上で優れたモデ
ルである。しかしながら、薬物性不整脈が安定して検出できるまでに 4 週間以上のリモデリング期間
を要するため、薬物評価を迅速に実施できないことがこのモデルの課題とされている。そこで萩原氏
はこれらの問題点を踏まえて不整脈検出モデルを新規構築し、不整脈予測への応用を目的として種々
の検討を実施した。第１章では急性房室ブロックを施したウサギを用い、ウサギ心臓の催不整脈特性
を分析している。第 2 章では急性房室ブロックウサギにおける不整脈誘発作用を QT 間隔延長作用を
示す複数の薬物を用いて検討し、不整脈検出モデルとしての特性を分析している。第 3 章では本モデ
ルを応用し、臨床で突然死への関与の可能性が報告されている統合失調症治療薬パリペリドンの催不
整脈作用の有無を明確にする検討を実施している。

第 1 章では大型動物に使用されてきた完全房室ブロック作成術をウサギに適用する方法を確立し、
心拍数を低下させ、リモデリング期間を設定しない条件の急性房室ブロックウサギを用いて、その心
臓の催不整脈特性に関する検討を行っている。Ⅲ群抗不整脈薬ニフェカラントは急性房室ブロックウ
サギで高い再現性で TdP を誘発し、不整脈誘発作用の強さは心室駆動の頻度が小さいほど大きいこと
を見出した。ウサギ心筋は非リモデリング状態において慢性房室ブロック犬モデルと同等のニフェカ

ラントに対する感受性を示したことは注目すべき点である。また、ウサギ心筋における薬物誘発不整
脈の発生機序には、L 型 Ca2+チャネルと Na+/Ca2+交換機構を介した心筋細胞内の Ca2+動態の変化が
関与することも明らかにしており、ヒトや他の動物で発生する不整脈発生機序との類似性も確認して
いる。以上の検討より、房室ブロック急性期のウサギは薬物性不整脈検出モデルとして利用できる可
能性が高いことを示したと考えられる。

第 2 章では、薬物性不整脈検出モデルとしての有用性を明確にするため、QT 間隔延長作用を示し、
催不整脈作用強度の異なる複数の薬物（抗不整脈薬および抗菌薬）の催不整脈作用を急性房室ブロッ
クウサギで検討している。本研究で用いた薬物群に関する催不整脈作用の有無は既に臨床的に証明さ
れおり、ドフェチリドとスパフロキサシンは TdP 陽性薬として、アミオダロンとモキシフロキサシン
は TdP 陰性薬として急性房室ブロックウサギに投与したところ、目的とされていた結果が得られてい
る。さらに、QT 間隔延長作用とα1 受容体遮断作用を有する統合失調症治療薬による催不整脈作用を
本ウサギモデルで検討したところ、TdP 陽性反応を示すハロペリドールとリスペリドンは催不整脈作
用を示し、TdP 陰性反応を示すアリピプラゾールとオランザピンにこのような作用は認められなかっ
た。これらの結果はアドレナリンα1 受容体刺激薬負荷ウサギモデルに対する優位性を示すものである。
本章におけるこれらの実験成績は、急性房室ブロックウサギが従来の不整脈検出モデルの課題を克服
していることを明示しており、臨床における薬物性不整脈の発生予測を考察する上で有用性が高いモ
デルであると判断される。

第 3 章では、ここまでに得られた知見を基に、第二世代非定型抗精神病薬パリペリドンの催不整脈
作用を分析している。パリペリドンパルミチン酸エステル持効性注射剤の発売直後における市販直後
調査で 32 例の死亡症例が報告され、その死亡原因の中で突然死が最も多いとされているが、薬物と
の因果関係は明確にされていない。パリペリドンは IKr チャネル抑制作用を有する薬物であるため、
薬物性不整脈を誘発する可能性があると想定して本研究を進めている。第 2 章と同様の方法で検討し
た結果、パリペリドンは薬効相当量の 100 倍用量で TdP を誘発することが明らかにされ、この催不整
脈作用の力価は類薬のリスペリドンと同程度であった。本研究の成績より、パリペリドンは催不整脈
作用を潜在的に有することを念頭に置き、薬物単独の要因で催不整脈作用を発揮するとは考えにくい
ことから、患者の心臓電気性理学的特性や薬物の併用状況などを勘案して因果関係を詳細に詰めてい
く必要があると述べている。

萩原氏による一連の研究成果は、これまで臨床上の問題点とされてきた薬物誘発不整脈のリスクを
分析する上で重要な情報を発信しており、創薬研究における安全性試験にも利用可能な方法論を含み、
価値ある知見を与え得るものと考えられる。以上より、萩原氏の申請論文を博士（薬学）の授与に値
するものと判断する。

平成 29 年 2 月 15 日
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