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緒言
心房細動は臨床で頻繁に遭遇する不整脈の1つとして知られている。心房細動
は心房内に空間的・時間的に変動する複数の興奮旋回（リエントリー）が成立
した状態であり、心房は統率のとれていない高頻度（250〜350拍/分またはそれ
以上）の興奮に陥っている。心房細動の発症頻度は年齢とともに増加すること
が知られ、本邦における心房細動患者数は2010年の時点で約80万人であるが、
高齢化率が進む2050年には100万人超（全人口の約1.1%）になると推定されるこ
とが日本循環器学会の調査で示されている(1)。心房細動発生時に心房内で血流
に淀みが生じ、このときに形成された左房内血栓が心原性脳梗塞の原因となる
ことから、心房細動は治療的意義が極めて大きい疾患に位置付けられている。
心房細動はその持続時間により、7日以内に自然停止する発作性、7日を超え
て持続する持続性、そして電気的および薬理学的に除細動不能な永続性心房細
動の3種類に分類される（Fig. 1)(2)。心房細動は、その発症初期では時間経過と
ともに自然停止するが、このような発作を何度も繰り返しながら次第にその持
続時間や頻度が増大し、やがて停止しにくくなるという自然歴をとるものと考
えられ(2)、発作性心房細動は年間約5.0～8.6％の率で慢性化し、5年で約25％が
永続性心房細動に移行すると報告されている(3)。

Fig. 1.

Classification of atrial fibrillation（Gallagher M, et al. 1997(2)より引用改変）
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心房細動が発生する機序として、異所性興奮とリエントリーの2つが重要視さ
れている。心房拡大や線維化など不整脈の維持に関与する基質が存在し、肺静
脈などから発生した異所性興奮が引き金となった際に心房内に単一あるいは複
数のリエントリーが生じ、心房細動が成立すると説明されている（Fig. 2）(4)。
また、心房細動が持続化する機序として、心房細動持続時間の延長に応じて心
房細動時の心房興奮周期や心房有効不応期（atrial effective refractory period; AERP）
が短縮することが、Allessieらのヤギ慢性心房細動モデルを用いた研究で報告さ
れている(5)。心房筋は心房細動のような高頻度興奮に長時間曝されると“電気
的リモデリング”と称される心筋の電気生理学的特性が変化する現象が生じ、
心房細動が持続しやすい状態が維持されると解釈されるようになった。高頻度
興奮により生じる電気的リモデリングはAERPを顕著に短縮させてリエントリ
ーを維持しやすい電気的環境をもたらすため、心房細動に対する薬物治療では、
AERPを薬理学的に修飾することが重要な意義を持つと考えられる。

Fig. 2.

General schema representing atrial fibrillation (AF) mechanisms.

発作性心房細動の停止を目的とした薬物の使用には、pilsicainideに代表される
強力なNa+チャネル遮断薬の処方が推奨されている(6)。一方で、持続性心房細動
に病態が進展した場合には薬物治療に抵抗性を示すことが多い(7)ため、心房細
動の発生を促進させるような電気的リモデリングの進行を薬理学的に予防する
ことを目標とした研究がこれまでに数多く進められてきた。心房細動治療の標
2

的として、心房の高頻度興奮により生じる電気的リモデリングの発生メカニズ
ムに関する研究が進められた。その中で、イヌの心房高頻度刺激モデルにおい
て電気的リモデリングにより生じるAERPの短縮はカルシウム拮抗薬verapamil
で抑制されることから、細胞内Ca2+過負荷の抑制が注目されるようになった(8)。
しかし、verapamilは心房高頻度刺激開始1日後に生じるAERP短縮を抑制したが、
刺激開始1週間後は予防できずAERPは短縮した。このイヌ心房高頻度刺激モデ
ルで電気的に誘発した心房細動の持続時間はverapamil投与群の方がcontrol群に
比べて有意に長く、心房細動を増悪させる結果となった。このことから、カル
シウム拮抗薬により短期的な電気的リモデリングは抑制しうるが、長期的には
電気的リモデリングは抑制できないだけでなく、かえって心房細動を維持させ
やすくする可能性が考えられる。カルシウム拮抗薬以外の薬物では、ACE阻害
薬およびアンジオテンシンII受容体拮抗薬がAERPの短縮を予防し、心房の電気
的リモデリングを抑制することがイヌを用いた心房高頻度刺激モデルで報告さ
れ、レニン−アンジオテンシン系の活性が心房細動の発生に関与していることが
示唆された(9)。しかし、臨床試験ではアンジオテンシンII受容体拮抗薬である
varsartanは心房細動の発生を予防しなかった(10)という結果が示されている。こ
のように、電気的リモデリングの抑制作用をターゲットにしたレニン−アンジオ
テンシン系の抑制でさえ、臨床において心房細動の発生を予防できていない。
現時点では電気的リモデリングの進展を効果的に予防できる機序は明らかでは
なく、未だ実臨床への応用に至っていないのが現状である。
心房細動の停止を目的に薬物を使用する場合、一般に抗不整脈薬が処方され
る。ところが、持続性心房細動に対する除細動薬として推奨されているものは
マルチチャネル遮断薬のbepridilのみであるが、その除細動効果でさえ低いこと
が報告されている(11-12)。このように、心房の高頻度興奮により生じる電気的
リモデリング存在下で強力な抗不整脈作用を発揮する薬物が存在しないことが
課題として挙げられる。抗不整脈薬が持続性心房細動に対して抵抗性を示す機
3

序は検討されておらず、その詳細は十分に明らかにされていない。持続性心房
細動が治療抵抗性を示す要因として、薬物のAERP延長作用が電気的リモデリン
グの進行により影響を受けている可能性が考えられる。しかし、治療的観点に
立ち、電気的リモデリング存在下における抗不整脈薬の反応性に関する報告は
散発的であり、その評価条件も統一されていないのが現状である。したがって、
電気的リモデリングと薬物の反応性に関する全体像が不明確であるという課題
が残されており、慢性化した心房細動を停止することができる新しい治療薬を
見出すためには、持続性心房細動に伴う電気的リモデリングを反映している心
房筋を用いて系統立てた薬物評価の実施が必要と考えられる。しかし、このよ
うなコンセプトでスクリーニングされた薬物は存在しない。
以上の背景から、本研究では心房筋の電気的リモデリングが抗不整脈薬の反
応性に及ぼす影響を動物モデルに対する複数のプロフィールの異なる薬物スク
リーニングを通じて明らかにすることを目的とした。また、これら情報を基盤
として慢性化した心房細動においても効果的にAERPを延長することが期待さ
れる新しい治療薬の機序探索を目指した。第1章では、心房筋が電気的にリモデ
リングされ、AERPが短縮した動物モデルを作製し、さらに心房の電気生理学的
特性の解析を検討した。第2章では、既存抗不整脈薬の持続性心房細動患者に対
する臨床成績と本動物モデルにおけるAERP延長作用との関係性を検討した。第
3章では前章で導き出された関係性を基に、動物モデルを用いて電気的リモデリ
ング存在下に強力なAERP延長作用の発揮が期待できる薬物の特性を見出すこ
ととした。
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本論文は以下の論文を基礎とするものである。
Chiba T, Kondo N, Takahara A.
Influences of rapid pacing-induced electrical remodeling on pharmacological
manipulation of the atrial refractoriness in rabbits.
170-176.
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J Pharmacol Sci. 2016; 130(3):

実験方法
1. ウサギ心房高頻度刺激モデルの作製
動物は雄性 NZW ウサギ（体重約 3.0-3.5 kg）を用いた。動物は受入後より試験
期間を通じて、トーアエイヨー株式会社 研究開発部 福島研究所にて、温度
23±3℃、湿度 30～80%、照明時間 12 時間（7 時点灯、19 時消灯）の条件下でス
テンレス製ケージに個別に収容して飼育した。給餌はステンレス製給餌器を用
いて、ウサギ・モルモット用固型飼料（RC4、オリエンタル酵母株式会社）を、
1 日 1 回 300 g 制限給餌した。飲料水は、自動給水装置を用いて上水道水を自由
に摂取させた。
1 週間以上の馴化を行ったウサギに、ketamine hydrochloride（ケタラール®筋注
用、35 mg/kg、第一三共株式会社）および xylazine hydrochloride（セラクタール®2％
注射液、5 mg/kg、バイエル薬品株式会社）を筋肉内注射することにより麻酔導

入を行った。麻酔状態は ketamine hydrochloride（20 mg/kg/hr）と xylazine
hydrochloride（3 mg/kg/hr）を 1 mL/hr/kg の容量で耳介静脈内に持続投与するこ
とで維持した。麻酔ウサギにカフ付き気管チューブを経口的に気管挿入し、人
工呼吸器を用いて 30～35 回/min、１回換気量 10 mL/kg で 100%酸素（流量 2.0
L/min）により人工呼吸を施した。左第 4-5 肋間部位で開胸し、心膜を切開して
左心耳を露出させた。刺激用兼記録用電極（フィジオテック社、Tokyo、Japan）
を左心耳および左心室外壁にそれぞれ 1 組ずつ縫合して留置した。
術後 1 週間が経過した時点で、心房高頻度興奮に合併する心不全を回避する
目的で既報に倣ってカテーテル焼灼法を適用して完全房室ブロック術を施行し
(13)、術後より体外式ペースメーカー（PACE101H、OSYPKA 社、Belin、Germany）
を用いて洞調律に近い 180 bests/min にて心室を駆動した。さらに約 1 週間の回
復期間を設けた後、ウサギの心房に高頻度刺激（600 beats/min）を与える群（Rapid
Atrial Pacing：RAP 群）と心房刺激を施行しない群（control 群）の 2 群に分け、
RAP 群のウサギには 2～4 週間にわたり継続して高頻度刺激を与えた。心房高頻
6

度刺激は体外式ペースメーカー（OSYPKA 社、PACE101H、Belin、Germany）を
用い、刺激電圧は閾値電圧の 2 倍とした。

2. 心血行動態および電気生理パラメーターの測定
心血行動態および電気生理パラメーターの測定は、ketamine hydrochloride およ
び xylazine hydrochloride による麻酔下で実施した。Ketamine hydrochloride（17.5
mg/kg）および xylazine hydrochloride（2.5 mg/kg）を用いて筋注より麻酔導入し、
麻酔状態は ketamine hydrochloride（20 mg/kg/hr）と xylazine hydrochloride（3
mg/kg/hr）を 1 mL/hr/kg の容量で静脈内持続投与することにより維持した。耳介
中心動脈に留置針を穿刺し、圧トランスデューサー（P23XL-1、日本光電株式会
社、Tokyo、Japan）を接続し、圧力用アンプ（AP-610J、日本光電株式会社、Tokyo、
Japan）を介して血圧を測定した。
圧計測カテーテル（SPR-524、Millar 社、Houston、
TX）を左心室に挿入し、プレッシャーコントロール（TC-510、Millar 社）と圧
力用アンプ（AP-610J、日本光電株式会社、Tokyo、Japan）を介して左心室内圧
を測定した。左心室内圧のシグナルより、左心室拡張末期圧、左心室最大増加
速度（+ dP/dt）および左心室圧最大降下速度（- dP/dt）を計測した。左後肢、右
前肢および右後肢に装着したプラス極用、マイナス極用およびアース用の電極
からの信号を入力ボックス（JB-611J、日本光電株式会社、Tokyo、Japan）に接
続し、高感度増幅器（AB-611J、日本光電株式会社、Tokyo、Japan）を介して心
電図を記録した。血圧、体表面心電図および心房電位は多チャンネル増幅器
（MEG-6108、日本光電株式会社、Tokyo、Japan）を用いてモニターした。
AERP の測定はカーディアックスティムレーター（SEC-4103、日本光電株式
会社、Tokyo、Japan）を用い、S1-S2 期外刺激法にて実施した。具体的には、心
房に 8 回の連続した基本刺激（S1）を与えた直後に早期刺激（S2）を加え、S1-S2
間隔を 2 ms ずつ短縮した際の S2 に対する刺激応答性を観察し、心房筋が応答
した最短の S1-S2 間隔を AERP とした。心房に刺激閾値の 2 倍の電圧を与える
7

ことで電気刺激を行い、基本刺激周期長（S1-S1 間隔）は 250、200 および 150 ms
とした。心房筋の興奮電位波形および AERP の典型例を Fig. 3A に示す。
心房細動誘発性の評価は心房にバースト刺激を与える方法にて実施した。左
心房をカーディアックスティムレーター（SEC-4103、日本光電株式会社、Tokyo、
Japan）で 900 beats/min、刺激閾値の 4 倍の電圧の条件で 5 秒間の刺激を与え、
刺激終了直後より心房に生じた 1 秒以上持続する不規則な電気興奮を心房細動
と定義した。心房細動の誘発試験は 1 個体あたり 10 回繰り返し、発現率および
持続時間を平均値にて算出した。なお、心房細動が 60 秒以上持続した場合は電
気的に除細動を行った。

3. 試験プロトコール
心房高頻度刺激開始から2〜4週間経過した動物を用いた。心房高頻度刺激は
薬物評価を実施する直前に停止させてから実験に共した。ketamine hydrochloride
とxylazine hydrochlorideで麻酔導入し、血圧や心拍数が安定した後に、薬物が
AERPに与える作用を評価した。なお、薬物評価に要する時間の範囲内において
刺激停止に伴うAERPの変化は認められなかった。Baselineの心血行動態および
電気生理パラメーターを取得後、薬物を耳介静脈から10分間かけて投与し、投
薬終了後に各指標の変化を観察した。薬物の投与量は予めcontrol群のウサギを用
いて検討し、AERPを10-20 ms延長させる用量で検討することとした。このとき、
ranolazineは10 mg/kg以上で過度な降圧作用を示すことがcontrol群のウサギで確
認されたため、AERPの延長の程度に関わらず本薬の投与量は10 mg/kgとした。
薬物評価が終了した後より心房高頻度刺激を再開した。2日間以上の休薬期間を
設け、同じ個体で複数の異なる薬物を評価した。Amiodaroneは消失半減期が長
い（20〜47日）薬物であるため(14)、本薬物の評価後には動物を本研究の実験
に供しないこととした。
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4. 使用薬物
dl-Sotalol hydrochloride、bepridil hydrochloride、azimilide dihydrochloride、
ranolazine dihydrochloride は Sigma Aldrich（St. Louis、MO、USA）から購入した。
Vernakalant hydrochloride は Haoyuan Chemexpress（Shanghai、China）から、
amiodarone hydrochloride （Ancaron ®）は Sanofi Co., Ltd.（Tokyo、Japan）から、
acethlcholine hydrochrolide （Ovisot ®）は Daiichi Sankyo Co., Ltd.（Tokyo、Japan）
から、oseltamivir phosphate は AK Scientific （Union City、CA、USA）からそれ
ぞれ購入した。Tertiapin-Q はペプチド研究所（Osaka、Japan）から、nifekalant
hydrochloride（Shinbit ®）は TOA EIYO Ltd（Fukushima、Japan）からそれぞれ購
入した。
dl-Sotalol、vernakalant、ranolazine、oseltamivir、tertiapin-Q、acethlcholine（ACh）
および nifekalant は生理食塩液に用時溶解した。Amiodarone は 5% glucose を用い
て希釈した。Bepridil および azimilide は DMSO および Tween 80 を含む生理食塩
液（それぞれの濃度は 10%および 5%）に用時溶解した。

5. 統計解析
数値は平均値±標準誤差で表記した。対応のある 2 群間の統計学的解析には
paired t-test を用い、対応のない群間比較には student’s t test、Aspin-Welch t test
あるいは Tukey test を用いた。統計解析ソフトには EXUSUS version 7.7.1（CAC
エクシケア株式会社、Osaka、Japan）を用いた。P 値が 0.05 未満の場合に統計的
有意と判定した。
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第1章
心房筋が電気的にリモデリングされた動物モデル
の作製および心房の電気生理学的特性の解析

10

1-1 序論
心房細動の慢性化に、心房が高頻度で興奮することにより生じる電気的リモ
デリングの関与が明らかにされている。このような電気的リモデリングを実験
的に生じさせる方法として心房高頻度刺激法があり、数日から数週間にわたり
心房に400～600 beats/minの頻度で電気刺激を与える手法が一般的に用いられる。
これにより、心房筋の活動電位持続時間やAERPが短縮し、リエントリーが生じ
やすくなるとされている。本研究では、持続性心房細動患者のAERPが洞調率患
者に比べて有意に短縮（236 ms vs 265 ms）している事実(15)に着目し、本章で
は心房が高頻度で興奮することで生じた電気的リモデリングにより、AERPが短
縮した動物モデルの作製に着手することとした。
何らかの原因によりAERPが短縮するとリエントリー回路が心臓内に成立し
やすくなるが、このとき、心臓のサイズが大きい動物ほどリエントリーが維持
されやすい特性を有していることが知られている。この理由により、心臓サイ
ズが大きいヤギやイヌなどの大動物が不整脈の研究に用いられてきた。しかし、
薬物のスクリーニングという観点では、体重が大きいために評価薬物が多量に
必要であるという点や、飼育コストが高いなどの課題がある。一方、マウスや
ラットなどの小動物は飼育が容易でスクリーニングに適するが、心筋イオンチ
ャネルの構成がヒトと大きく異なるため(16-17)、イオンチャネルを標的とした
抗不整脈薬の評価に適さないなどの課題がある。これらの点を踏まえ、本研究
では心筋イオンチャネルの特性がヒトと類似性が高い中動物であるウサギ(18)
を用いることにした。本研究開始前の予備検討でウサギを用いた際に生じる動
物モデル作製上の問題点が判明していたため、以下に述べる課題の解決を行い
ながら検討を進めることとした。
本動物モデルの作製では心房に高頻度刺激を与えることが必須であるが、心
房への高頻度刺激で生じた心房の電気的興奮は房室結節を通じて心室にも伝播
するため、刺激条件により頻拍になる可能性がある。実際、ウサギの心房に600
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beats/minの頻度で電気刺激を与えところ、心室の拍動数が300 beats/minとなり、
心不全が生じて多くの個体で死亡が観察された。心不全と心房細動に関するこ
れまでの報告では、心不全患者で心房細動が観察されやすいことや、心不全モ
デルイヌで心房細動が誘発されやすいことが示されているため(19)、心不全の病
態が心房の電気生理学的特性に影響を与える可能性が考えられる。前述したよ
うに、本章の目的は心房が高頻度で興奮することにより生じた電気的リモデリ
ングによりAERPが短縮するモデル動物の作製であるため、心不全が心房の電気
生理学的特性に与える影響を排除する必要があると考えた。
そこで本章では、完全房室ブロック術を利用して心不全を伴わずにAERPが短
縮する心房高頻度刺激モデルを新規構築し、本動物モデルの血行動態および心
臓電気生理学的特性を明らかにすることを目的とした。また、持続性心房細動
患者の心房筋では、ムスカリン受容体依存的に活性化される受容体依存型IK,ACh
の減少と、受容体非依存的で恒常的に活性化されている恒常的活性型IK,AChの増
加が報告されている(20)。そこで、持続性心房細動患者で観察されているIK,ACh
の機能的変化が作製したウサギ心房高頻度刺激モデルにも生じているかを確認
するため、受容体依存型IK,AChを活性化するAChおよび恒常的活性型IK,AChを遮断
するtertiapin-Qを用いて薬理学的に検討した。

12

1-2 結果
1-2-1 ウサギ心房高頻度刺激モデルの血行動態および電気生理学的な特徴
ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける血行動態および電気生理学的パラメー
ターの特性を control 群のウサギと比較することで評価した。平均血圧、心房拍
動数、P 波幅および QT 間隔は control 群と RAP 群との間で有意差は認められな
かった（Table 1）。一方、RAP 群の AERP は基本刺激周期が 250、200 および 150
ms のいずれの条件においても control 群に比べ有意に低値であった。また、RAP
群では心房細動が誘発され（Fig. 3B）、RAP 群の心房細動発現率は control 群に
比べて高く、心房細動持続時間は有意に延長していた。
また、RAP 群の左室機能を房室ブロック術を施行していない健常ウサギ
（normal 群）と比較検討した結果、左室収縮期圧、左室拡張末期圧および ± dP/dt
は RAP 群と normal 群との間で有意差は認められなかった（Fig. 4）。
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Fig. 3. Typical LAA electrograms and surface ECG in the control and rapid atrial pacing
(RAP) rabbits.

(A) Representative LAA electrograms for measurement of AERP in

control and RAP rabbits.

(B) Representative electrograms of atrial fibrillation (AF)

induced by burst pacing in control and RAP rabbits. A; atrial electrogram, V; ventricular
electrogram.

The

arrows

indicate

the

electrocardiogram, LAA; left atrial appendage.
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Table 1.

Cardiovascular and electrophysiological parameters
Parameters

Mean blood pressure (mmHg)
Atrial rate (bpm)
P-wave duration (ms)
QT interval (ms)

Control

RAP

76 ± 1.

77 ± 1

207 ± 7.

190 ± 7

38 ± 1

39 ± 1

172 ± 2

175 ± 3****

AERP CL=250 (ms)

76 ± 1

56 ± 1***

AERP CL=200 (ms)

77 ± 1

58 ± 1***

AERP CL=150 (ms)

77 ± 1

60 ± 1***

AF inducibility (%)

3±2

57 ± 5***

0.1 ± 0.0

.3.4 ± 0.9**

AF duration (s)

Data are represented as mean ± S.E.M. from the control rabbits (n=32) and rapid
atrial pacing (RAP) rabbits (n=24) more than 2 weeks after the start of RAP. In the
control rabbits, data of atrial fibrillation (AF) inducibility and duration were
obtained from 23 out of 32 animals. **P < 0.01; *** P < 0.001, compared with
control rabbits. AERP, atrial effective refractory period; CL, cycle length; AF,
atrial fibrillation.
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Fig. 4. Hemodynamic parameters in the normal and rapid atrial pacing (RAP)
rabbits. Each data represents the means ± S.E.M. from the normal rabbits
(n=5) and RAP rabbits (n=5) more than 2 weeks after the start of rapid atrial
pacing. LVPSP; left ventricular peak systolic pressure, LVEDP; left ventricular
end diastolic pressure，+ dP/dt max; peak positive dP/dt of left ventricular
pressure, dP/dt min; peak negative dP/dt of left ventricular pressure.

16

1-2-2 ウサギ心房高頻度刺激モデルの AERP における IK,ACh の関与
受容体依存型 IK,ACh を活性化させる ACh（0.15 mg/kg）は、control 群で AERP
を有意に短縮させた。RAP 群においても ACh は AERP を短縮させたが、その程
度は小さく、有意な変化ではなかった（Fig. 5A）。RAP 群では AERP が既に短縮
しているため、ACh による AERP 短縮作用を検出し難いという可能性を考え、
IKr 遮断薬である nifekarant 存在下で AERP を延長させた状態で ACh の AERP 短
縮作用を再評価した。Nifekalant（1 mg/kg）の 20 分間持続投与による AERP 延
長作用は control および RAP 群間で同程度であった。また、nifekalant 投与開始
10 分の時点で投与した ACh の AERP 短縮作用は control 群で nifekalant 非投与時
と同程度認められたが、AERP 短縮作用は RAP 群で認められなかった（Fig. 5B）。
恒常的活性型 IK,ACh 遮断作用を有する tertiapin-Q は control 群および RAP 群で
AERP を延長させ、RAP 群における延長作用の程度は control 群に比べ有意に大
きかった（Fig. 6）。
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Fig. 5. Effect of AERP-abbreviating effect of ACh in the control and rapid atrial pacing
(RAP) rabbits. (A) Effect of AERP-abbreviating effect of ACh (0.15 mg/kg, n = 5 for each
group). (B) Effect of AERP-abbreviating effect of ACh (0.15 mg/kg) in the presence of
nifekalant (1 mg/kg, n = 5 for each group). AERP was measured before and 10 min after
the administration of ACh, which are shown in the lower panels. Upper panels show the
extents of AERP-abbreviating effects. AERP was measured at a pacing cycle length of
200 ms. Each data represents the means ± S.E.M. **P<0.01; ***P<0.001, compared
with corresponding baseline value (Baseline). †† P<0.01; ††† P<0.001, compared with
corresponding control value (Control).
ACh; acethylcholine.

**P < 0.01; ***P < 0.001, compared with corresponding baseline value.
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Fig. 6. Effects of tertirpin-Q on the atrial effective
refractory period (AERP) in the control and rapid
atrial pacing (RAP) rabbits. Tertiapin-Q (0.03
mg/kg, n=5 for each group) was intravenously
administered to the control or RAP rabbits. AERP
was measured before and 10 min after the
administration of tertiapin-Q, which are shown in the
lower panels. Upper panels show the extents of
AERP-prolonging effects. AERP was measured at
a pacing cycle length of 200 ms.Each data represent
the means ± S.E.M.
**P<0.01; ***P<0.001,
compared with corresponding baseline value
††
(Baseline).
P<0.01, compared with
corresponding control value (Control).
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1-3 考察
1-3-1 ウサギ心房高頻度刺激モデルの血行動態および心臓電気生理学的特性
本章の検討で、RAP 群の AERP は control 群に比べて短いことが示された。こ
の結果は、RAP 群で心房細動発現率が高く、心房細動持続時間が長いことに関
連すると考えられた。P 波幅は control 群と RAP 群との間で違いはなく、完全房
室ブロック術を施行することで心不全に起因した心房拡大や心房内伝導障害が
存在しない AERP 短縮モデルを作製できたことが確認された。また、normal 群
と RAP 群の間で心機能の指標に違いはなくことからも RAP 群では心不全が生じ
ていないものと考えられた。心房高頻度刺激に伴う AERP 短縮の機序として ICa,L
の減少や IK1 および恒常的活性型 IK,ACh の増加の寄与が報告されており(21)、本
検討で使用したウサギ心房筋においても同様な電気的リモデリングの機序が寄
与していると推定している。

1-3-2 ウサギ心房高頻度刺激モデルのAERPにおけるIK,Achの関与
持続性心房細動患者で観察されているIK,AChの機能的変化がウサギ心房高頻度
刺激モデルにも生じているかを明らかにするため、先ず受容体依存型IK,AChの寄
与をAChによるAERP短縮作用を指標に検討した。その結果、control群ではACh
によりAERPが有意に短縮したが、RAP群ではAERPの短縮作用を認めなかった。
RAP群ではAERPが顕著に短縮しているため、AChによるAERP短縮作用が検出
し難い可能性も考えられたが、nifekalantによりAERPが延長した条件においても
同様の結果を示したことから、本動物モデルの心房筋では受容体依存型IK,AChの
機能が低下していると考えられた。本動物モデルで受容体依存型IK,AChの機能低
下が観察されたメカニズムは明らかでないが、ムスカリンM2受容体の蛋白発現
量および受容体活性化に伴うK+電流の減少がイヌ心房高頻度刺激モデルの心房
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筋で報告されていることから(22)、本動物モデルにおいても同様な機序が関与し
ている可能性が推定された。
一方、ヨーロッパミツバチから単離および構造決定されたペプチド由来の選
択的IK,ACh遮断薬であるtertiapin-Qはcontrol群およびRAP群のAERPを延長させ、
その延長作用の程度はcontrol群に比べRAP群で有意に大きいという結果を得た。
Tertiapin-Qは恒常的活性型IK,ACh遮断作用に加えて受容体依存型IK,ACh遮断作用を
有することが報告されているが(23)、AChを用いた検討結果に基づき、本動物モ
デルの心房筋では受容体依存型IK,AChの寄与が小さいという結果を考慮すると、
RAP群ではtertiapin-Qの恒常的活性型IK,ACh遮断作用が前面に出てAERP延長作用
が増大したと考えられた。
以上の結果より、持続性心房細動患者で観察されているようなIK,AChの機能的
変化がウサギ心房高頻度刺激モデルにも生じていると考えられた。
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1-4 小括

1.

ウサギ心房高頻度刺激モデルは control 群に比べて AERP が顕著に短縮し、
バーストペーシングにより心房細動が容易に誘発されたことから、本動
物モデルの心房はリエントリーが安定化しやすい電気生理学的特性を有
することが確認された。

2.

ウサギ心房高頻度刺激モデルは心不全を有しておらず、本動物モデルに
おける心房の電気生理学的特性の変化は、心房高頻度刺激による電気的
リモデリングが主体と考えられた。

3.

ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける心房筋では、受容体依存型 IK,ACh
の機能の低下と恒常的活性型 IK,ACh の機能の亢進がみられることから、
持続性心房細動患者と同様な IK,ACh の機能的変化が生じていると考えら
れた。

以上の結果より、完全房室ブロック術と心房高頻度刺激法を組み合わせるこ
とで作製したウサギ心房高頻度刺激モデルは、AERP の短縮および恒常的活性型
IK,ACh の機能亢進を含む持続性心房細動患者の心房筋で生じる電気生理学的特性
を反映した動物モデルであることが明らかとなった。
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第2章
電気的リモデリングが既存抗不整脈薬の AERP
延長作用に及ぼす影響の検討
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2-1 序論
第一章では、作製したウサギ心房高頻度刺激モデルは電気的リモデリングが
生じ、AERP が短縮していることを明らかにした。臨床において持続性心房細動
に対して抗不整脈薬が治療抵抗性を示す機序として、電気的リモデリングが存
在すると薬物による AERP 延長作用が減弱し、持続性心房細動に対する効果が
減少することが提示されている(24-25)。心房高頻度刺激により生じた電気的リ
モデリングは、その進行の程度により薬物の反応性が影響を受ける可能性が考
えられる。したがって、薬物スクリーニング系としての本動物モデルの特性を
見極めるためには、持続性心房細動に対する臨床効果が明らかにされている薬
物を用いて、本動物モデルで AERP 延長作用がどの程度出現するかを確認する
必要がある。
本邦の心房細動治療ガイドラインにおいて、bepridil は持続性心房細動に対す
る薬理学的除細動薬として推奨される唯一の薬物として知られている。Bepridil
は L 型と T 型 Ca2+チャネル、Na+チャネル、IKur、IKr、IKs、IK,ATP や IK,ACh を含む
K+チャネルに対する抑制作用を有する(26)マルチチャネル遮断薬である。本薬物
はガイドラインで推奨される薬物であるが、除細動効果は 34-58%であると報告
され(11-12)、慢性化した心房細動に対する既存抗不整脈薬による治療の限界が
垣間見れる。また、持続性心房細動患者で心房細動停止効果を検証した SAFE-T
Trial では、bepridil と同様にマルチチャネル遮断薬であるが、bepridil とは異なる
イオンチャネルに対する作用バランスを有する amiodarone および K+チャネル遮
断作用と遮断作用を併せ持つ dl-sotalol の有効率はそれぞれ 27%、24%であるこ
とが示された(27)。これら薬物も決して有効性が高いとは言えない。さらに、IKr
と IKs 遮断作用を併せ持つ azimilide が持続性心房細動患者における除細動後の再
発予防薬として臨床試験が試みられたが、その効果はプラセボ群を僅かに上回
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るが dl-sotalol より有意に劣っており(28)、十分な抗心房細動効果を示すに至ら
なかった。これらの薬物はいずれも AERP 延長作用を有し、心房細動の発症初
期では有効な除細動効果を示すことが知られている。
そこで本章では、臨床で持続性心房細動に対する有効率が低い azimilide、持
続性心房細動治療薬として唯一推奨されている bepridil、bepiridil には劣るが持
続性心房細動に対する有効性が知られているマルチチャネル遮断薬である
amiodarone および IKr 遮断薬である dl-sotalol の AERP 延長作用を指標にして、本
動物モデルの薬物スクリーニング系としての特性を明らかにすることを目的と
した。

Fig. 7. Chemical structures of (A) azimilide dihydrochloride, (B) bepridil
hydrochloride, (C) amiodarone hydrochloride and (D) dl-sotalol hydrochloride.
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2-2 結果
2-2-1 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける既存抗不整脈薬の AERP 延長作用
Azimilide（3 mg/kg）は control 群および RAP 群において AERP を有意に延長
させたが、その作用の程度は control 群に比べ、RAP 群で有意に低値であった。
Bepridil（1 mg/kg）、amiodarone（10 mg/kg）および dl-sotalol（6 mg/kg）は control
群および RAP 群において azimilide と同様に AERP を有意に延長させた。一方、
その作用の程度は control 群と RAP 群との間で同程度であった（Fig. 8）。

Fig. 8. Effects of azimilide, bepridil, amiodarone and dl-sotalol on the atrial effective
refractory period (AERP) in the control and rapid atrial pacing (RAP) rabbits.
Azimilide (3 mg/kg, n=6 for each group), bepridil (1 mg/kg, n=5 for each group),
amiodarone (10 mg/kg, n=5 for each group), or dl-Sotalol (6 mg/kg, n=5 for each
group) was intravenously administered to the control or RAP rabbits. AERP was
measured before and 10 min after the administration of each drug. Each data
represent the means ± S.E.M. *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001, compared with
corresponding baseline value (Baseline). †† P<0.01; ††† P<0.001, compared with
corresponding control value (Control).
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2-2-2 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける既存抗不整脈薬の血行動態および
心電図パラメーターに及ぼす作用
平均血圧は、azimilide または dl-sotalol の投与により低下しなかったが bepridil
または amiodarone の投与により低下し、その程度は control 群と RAP 群におい
て同程度であった（Table 2）。P 波幅は bepridil または amiodarone の投与により
control 群において有意に延長していたが、RAP 群ではいずれの薬物でも有意な
延長は認められなかった。QT 間隔はいずれの薬物でも control 群と RAP 群にお
いて同程度の延長が認められた。心房拍動数はいずれの薬物でも有意な変化は
認められなかった。

Table 2. Effects of antiarrhythmic drugs on hemodynamics and electrocardiogram
(ECG) parameters in the control and rapid atrial pacing (RAP) rabbits.
MBP (mmHg)

Atrial rate (bpm)

P-wave duration (ms)

QT interval (ms)

Baseline

Drug*

Baseline

Drug*

Baseline

Drug**

Baseline

Drug**

Control (n=6)

72 ± 4

67 ± 3

223 ± 13

217 ± 7

38 ± 1

38 ± 1

167 ± 8

186 ± 8***

RAP (n=6)

75 ± 2

70 ± 3

204 ± 14

207 ± 10

38 ± 2

38 ± 2

169 ± 5

188 ± 6***

Control (n=5)

75 ± 4***

57 ± 4***

196 ± 19

209 ± 19*

38 ± 1

40 ± 1*

174 ± 7

182 ± 5***

RAP (n=5)

75 ± 4***

56 ± 3***

170 ± 15

188 ± 9**

41 ± 2

43 ± 2*

164 ± 5

171 ± 7***

Control (n=5)

87 ± 5***

44 ± 2***

184 ± 22

205 ± 6**

39 ± 2

43 ± 2*

174 ± 7

184 ± 8***

RAP (n=5)

80 ± 3***

40 ± 2***

175 ± 12

179 ± 8**

42 ± 1

42 ± 1*

171 ± 5

182 ± 6***

Control (n=5)

72 ± 4***

75 ± 4***

214 ± 20

188 ± 4**

39 ± 2

38 ± 2*

170 ± 5

223 ± 5***

RAP (n=5)

78 ± 2***

78 ± 1***

217 ± 12

197 ± 5**

41 ± 3

41 ± 2*

170 ± 4

220 ± 7***

Azimilide

Bepridil

Amiodarone

dl-Sotalol

Data are represented as mean ± S.E.M.
*P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001; compared with corresponding baseline
value.
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2-2-3 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける既存抗不整脈薬の心房細動抑制
作用
Azimilide と amiodarone は有意な心房細動誘発率の抑制効果を示さなかった。
一方、
bepridil と dl-sotalol は有意な心房細動誘発率の抑制効果を示した（Table 3）。
すべての薬物において、心房細動持続時間が短縮する傾向にあったが、有意差
は認められなかった。

Table 3. Effects of antiarrhythmic drugs on inducibility and duration of atrial
fibrillation (AF) in rapid atrial pacing (RAP) rabbits.
AF inducibility (%)

Azimilide
Bepridil
Amiodarone
dl-Sotalol

AF duration (s)

n

Baseline

Drug

Baseline

Drug

6
5
5
5

47 ± 12
64 ± 80
36 ± 16
60 ± 80

20 ± 5
24 ± 9**
2 ± 2**
2 ± 2**

2.7 ± 1.4
3.1 ± 1.3
1.7 ± 0.8
3.0 ± 1.8

0.3 ± 0.1
1.0 ± 0.6
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0

Data are represented as mean ± S.E.M. from the rapid atrial pacing rabbits.
**P < 0.01, compared with corresponding baseline value. There was no significant
difference in basaline values among the drug treatment groups.
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2-3 考察
2-3-1 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける既存抗不整脈薬の AERP 延長作用
IKr と IKs に対する遮断作用を併せ持つ azimilide は RAP 群で AERP 延長作用を
示したが、その作用の程度は control 群に比べ小さかった。この結果は、電気的
リモデリングが生じた心房筋において azimilide の AERP の延長作用が抑制され
ていることを示している。Azimilide は持続性心房細動患者における再発予防効
果が不十分であり、開発中断に至ったという臨床成績(28-29)を反映した実験結
果と考えられる。以上より、本動物モデルの電気的リモデリングの程度は、持
続性心房細動に対する効果が期待できない薬物を、control 群と RAP 群における
AERP 延長作用の程度を対比させたスクリーニングにより、排除することが可能
な水準にあると考えられた。一方、bepridil、amiodarone および dl-sotalol は RAP
群で AERP 延長作用を示し、その程度は control 群と同程度であった。この 3 剤
の AERP 延長作用の程度は azimilide より大きく、臨床における抗心房細動効果
の違いを反映していると考えられた。
臨床における有効性が低い既存抗不整脈は RAP 群において AERP 延長作用を
示したため、RAP 群の心房に生じた電気的リモデリングの程度は薬物抵抗性を
示す持続性心房細動患者に比べて小さいと推定される。しかし、本動物モデル
の電気的リモデリングの程度は、bepridil のような抗心房細動効果を有する薬物
が control 群と同程度の AERP 延長作用を示す水準にあることが示された。また、
持続性心房細動患者に対するこれら薬物の除細動効果が低いという臨床成績
(11-12, 27)に基づけば、RAP 群における AERP 延長作用の程度が control 群に比
べて大きいという特性を有する薬物は、beprilil を凌ぐ心房細動治療薬になるこ
とが期待できると考えられた。
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2-3-2 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける既存抗不整脈薬の血行動態および
心電図パラメーターに及ぼす作用
平均血圧は、azimilide と dl-sotalol の投与により低下しなかった。一方、bepridil
と amiodarone は control 群および RAP 群において降圧作用を示した。これらの
結果は従来の報告と一致していた(30-33)。心電図パラメーターにおいては、
bepridil および amiodarone は control 群において P 波幅を延長させたが、RAP 群
ではこれら薬物による P 波幅延長作用は認められなかった。このことから本動
物モデルの心房筋では、電気的リモデリングによってこれら薬物の Na+チャネル
遮断作用に対する反応性が減弱している可能性が考えられた。また、azimilide、
bepridil、amiodarone および dl-Sotalol は AERP を延長させる用量にて QT 間隔の
延長作用を示した。この作用は従来の報告と一致した結果であり(30-31, 33-34)、
これら薬物が心房と同時に心室にも作用する薬物であることが確認された。

2-2-3 ウ サ ギ 心 房 高 頻 度 刺 激 モ デ ル に お け る 既 存 抗 不 整 脈 薬 の 心 房 細 動
抑制作用
心房に対するバーストペーシングで誘発された心房細動の誘発率は、Table 3
に示すように azimilide と amiodarone では認められず、統計学的に有意差を認め
たのは bepridil と dl-sotalol のみであった。しかし、いずれの薬物の投与によって
も心房細動の誘発率は低下し、心房細動持続時間も短縮した。本章で用いたこ
れらの薬物は AERP 延長作用を有することから、この作用によりリエントリー
の形成が抑制され、抗心房細動効果を示したと考えられた。以上の結果より、
慢性化した心房細動に対し臨床的な有効性が低いとされる薬物が電気的リモデ
リングが生じているウサギ心房高頻度刺激モデルで抗心房細動効果を示したこ
とになる。しかし、AERP 延長作用に基づいた先の考察において、RAP 群の心
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房に生じた電気的リモデリングの程度は、薬物抵抗性を示す持続性心房細動患
者に比べて小さいと推定したが、これと矛盾しない結果と考えられた。
RAP 群における AERP 延長作用を control 群と比較して行う薬物のスクリーニ
ングは、本コンセプトに沿った薬物を見出すための有効な戦略であると考えら
れる。今後見出された新規陽性薬物の抗心房細動効果の強さを正確に見積もる
ためには、心房でのリモデリングが更に進行した動物モデルを作製して薬物評
価するなどの工夫が必要であると考えられるが、その進行の程度の適切性につ
いては慎重な検討が必要と考えられる。
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2-4 小括

1.

Azimilide は RAP 群で AERP 延長作用を示したが、その作用の程度は
control 群に比べて有意に小さかった。

2.

Bepridil は RAP 群において AERP を有意に延長作用させ、その作用の程
度は control 群におけるものと同程度であった。

3.

Amiodarone および dl-sotalol は RAP 群で AERP 延長作用を示したが、そ
の程度は bepridil と同様に control 群と同程度であった。これら薬物の
RAP 群における AERP 延長作用の程度は azimilide より大きい結果であっ
た。

以上の結果より、ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける心房筋の電気的リモ
デリングの程度は、持続性心房細動に対する効果が期待できない薬物をスクリ
ーニングにより排除し、bepridil のような抗心房細動効果を有する薬物について
は control 群と同程度の AERP 延長作用を示すことが可能な水準にあると考えら
れた。このことから、本動物モデルを用いた薬物スクリーニングを通じて RAP
群における AERP 延長作用の程度が control 群に比べて強力な薬物が存在すれば、
臨床で持続性心房細動に対し bepridil を凌ぐ抗心房細動効果を示す薬物の候補に
なる可能性があると考えられた。
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第3章
電気的リモデリングが新規の作用機序を有する
薬物の AERP 延長作用に及ぼす影響の検討
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3-1 序論
第 2 章で、RAP 群における AERP 延長作用の程度を control 群と比較しながら
薬物の作用特性を調べることにより、持続性心房細動患者において、効果的に
AERP を延長させる薬物をスクリーニングすることが可能であることが示され
た。このことから、既存抗不整脈薬とは作用機序が異なり、第 1 章における
tertiapin-Q の実験結果のように control 群に比べて RAP 群で AERP 延長作用が増
大する薬物は、持続性心房細動に対する治療薬として有望である可能性がある
と考えられる。そこで本章では、既存抗不整脈薬とは異なる作用機序を持つ 3
つの薬物（vernakalant、ranolazine および oseltamivir）に着目した。
Vernakalant は近年欧州で認可された最も新しい心房細動治療薬であり、INa お
よび複数の K+チャネルに作用するが、既存抗不整脈薬とは異なり IKur を主な標
的とする(35)。また、ranolazine は狭心症治療薬として用いられている薬物であ
るが、基礎(36-38)および臨床研究(39)によって抗心房細動効果が報告されており、
既存抗不整脈とは異なり、IKr 遮断作用に加えて late INa 遮断作用を有することが
知られている(40-41)。さらに、oseltamivir はインフルエンザの治療および予防薬
として用いられている薬物であるが、イヌやラットを用いた心房細動モデルに
おいて抗不整脈作用が報告されている(42-43)。Oseltamivir の詳細な作用点はま
だ不明な点が多くあるものの IK,ACh および IKr 遮断作用が知られている(44)。以上
の情報から、これらの薬物は既存抗不整脈薬とは異なる新たな作用機序によっ
て、持続性心房細動患者においても AERP 延長作用を発揮する可能性があると
考えられる。
そのため本章では、ウサギ心房高頻度刺激モデルを用いて抗心房細動効果を
発揮することが期待されている薬物を用いて電気的リモデリング存在下で強力
な AERP 延長作用の発揮が期待できる薬物の特性を見出すことを目的とした。
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また、選択的 IK,ACh 遮断薬として第 1 章で用いた tertiapin-Q の AERP 延長作用を
詳細に評価した。

Fig. 9. Chemical structures of (A) vernakalant hydrochloride, (B) ranolazine
dihydrochloride, (C) oseltamivir phosphate and amino acid sequence of (D)
tertiapin-Q.
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3-2 結果
3-2-1 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける新規候補薬物の AERP 延長作用
Vernakalant、ranolazine、oseltamivir および tertiapin-Q は、control 群および RAP
群において AERP を有意に延長させた（Fig. 10）。Vernakalant の AERP 延長作用
の程度は control 群と RAP 群との間で同程度であった。一方、ranolazine、
oseltamivir および tertiapin-Q の AERP 延長作用の程度は、control 群に比べて RAP
群で有意に高値であった。なお、ranolazine は control 群において基本刺激周期が
150 ms 時のみ AERP 延長を有意に延長させた。
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Fig. 10. Effects of vernakalant, ranolazine, oseltamivir and tertiapin-Q on the
atrial effective refractory period (AERP) in the control and rapid atrial pacing
(RAP) rabbits. Vernakalant (3 mg/kg, n=5 for each group), ranolazine (10 mg/kg,
n=6 for each group), oseltamivir (10 mg/kg, n=6 for each group) or tertiapin-Q
(0.03 mg/kg, n=5 for each group) was intravenously administered to the control or
RAP rabbits. AERP was measured before and 10 min after the administration of
each drug, which are shown in the lower panels. Upper panels show the extents of
AERP-prolonging effects. Each data represents the means ± S.E.M. *P<0.05;
**P<0.01; ***P<0.001, compared with corresponding baseline value (Baseline).
†
P<0.05; †† P<0.01; ††† P<0.001, compared with corresponding control value
(Control).

37

3-2-2 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける新規候補薬物の血行動態および
心電図パラメーターに及ぼす作用
平均血圧は、vernakalant または ranolazine の投与により低下し、その程度は
control 群と RAP 群において同程度であった（Table 4）。P 波幅は vernakalant で
のみ control 群および RAP 群において有意に延長していた。QT 間隔は control 群
と RAP 群において vernakalant、ranolazine または oseltamivir の投与により同程度
延長した。心房拍動数は tertiapin-Q でのみ control 群と RAP 群において有意に増
加した。

Table 4. Effects of antiarrhythmic drugs on hemodynamics and electrocardiogram
(ECG) parameters in the control and rapid atrial pacing (RAP) rabbits.
MBP (mmHg)

Atrial rate (bpm)

P-wave duration (ms)

QT interval (ms)

Baseline

Drug**

Baseline

Drug**

Baseline

Drug**

Baseline

Drug**

Control (n=5)

74 ± 1***

64 ± 2***

228 ± 5*

228 ± 5**

38 ± 1

40 ± 0*

181 ± 6

199 ± 8***

RAP (n=5)

79 ± 2***

70 ± 1***

181 ± 15

189 ± 18*

42 ± 2

44 ± 3*

171 ± 5

189 ± 7***

Control (n=6)

76 ± 4***

53 ± 7***

199 ± 19

233 ± 6**

34 ± 2

36 ± 2*

169 ± 8

181 ± 6***

RAP (n=6)

73 ± 4

51 ± 2***

194 ± 17

217 ± 9

37 ± 2

39 ± 2

164 ± 6

180 ± 4**

Control (n=6)

82 ± 2

77 ± 4

184 ± 18

207 ± 12

36 ± 2

36 ± 2

172 ± 2

176 ± 2*

RAP (n=6)

77 ±4

73 ± 3

193 ± 24

208 ± 14

38 ± 1

39 ± 1

169 ± 2

171 ± 3*

Vernakalant

Ranolazine

Oseltamivir

Tertiapin-Q

***

Control (n=5)

83 ± 2***

82 ± 2***

204 ± 8*

233 ± 3**

37 ± 2

37 ± 2*

170 ± 4

171 ± 4***

RAP (n=5)

75 ± 3

74 ± 3***

184 ± 11

220 ± 9**

41 ± 2

39 ± 1*

170 ± 8

171 ± 8***

Data are represented as mean ± S.E.M.
*P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001; compared with corresponding baseline value.
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3-2-3 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける新規候補薬物の心房細動抑制作用
Vernakalant、ranolazine、oseltamivir および teritiapin-Q はいずれも有意な心房細
動誘発率の抑制作用を示した。一方、心房細動持続時間はいずれの薬物でも抑
制傾向にあったが統計学的に有意な短縮作用は認められなかった。

Table 5. Effects of antiarrhythmic drugs on inducibility and duration of AF in
rapid atrial pacing rabbits.
AF inducibility (%)
Vernakalant
Ranolazine
Oseltamivir
Tertiapin-Q

AF duration (s)

n

Baseline

Drug

Baseline

Drug

5
6
6
5

60 ± 16
47 ± 10
52 ± 13
68 ± 4

*4 ± 4**
7 ± 3**
12 ± 7*
28 ± 13*

6.3 ± 3.2
5.5 ± 2.3
3.1 ± 1.2
4.0 ± 1.4

0.1 ± 0.1
0.2 ± 0.2
0.5 ± 0.3
2.2 ± 2.0

Data are represented as mean ± S.E.M. *P < 0.05; **P < 0.01, compared with
corresponding baseline value. There was no significant difference in baseline values
among the drug treatment groups.
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3-3 考察
3-3-1 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける vernakalant の AERP 延長作用
IKur に対する遮断作用を強く有している vernakalant は RAP 群において AERP
を有意に延長させたが、その AERP 延長作用の程度は control 群と同程度であっ
た。この結果より、vernakalant は第 2 章で確認した bepridil、amiodarone および
dl-sotalol と同等な抗心房細動効果を示す薬物と考えられた。しかしながら、
vernakalant の様な薬理学的プロフィールを持つ薬物が持続性心房細動患者にお
いて、強力な AERP 延長作用を発揮する可能性は低いと考えられた。
3-3-2 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける ranolazine の AERP 延長作用
Ranolazine は control 群および RAP 群で AERP を延長させ、RAP 群における延
長作用の程度は control 群に比べ有意に大きかった。Ranolazine は、既存抗不整
脈とは異なり、IKr 遮断作用に加えて late INa 遮断作用を持つことが特徴である
(40-41)。Late INa 遮断は AERP に対し短縮方向に作用するため、IKr 遮断による
AERP の延長作用と拮抗すると考えられる。そのため、IKr 遮断作用を単独で有
する dl-sotalol と比べて AERP 延長作用の点では不利になる。一方で、IKr 遮断作
用に加えて late INa 遮断を有することは、IKr 遮断による心室筋の活動電持続時間
に対する延長作用を抑制することが報告されている(45)。これは、ranolazine の
late INa 遮断による活動電位持続時間の短縮作用が活動電位持続時間が長いほど
大きくなる特性(46-47)によるものである。心室筋における活動電持続時間の顕
著な延長は、心室再分極遅延に基づく催不整脈作用などの副作用を引き起こす
ことがある。一方で、ranolazine は IKr 遮断薬により誘発された心室性不整脈を抑
制することが報告されており(45)、late INa 遮断作用は心房選択性を高める機序と
して有望かも知れない。
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3-3-3 Oseltamivir の AERP 延長作用
Oseltamivir は control 群および RAP 群で AERP を延長させ、RAP 群における
延長作用の程度は control 群に比べ有意に大きかった。Oseltamivir はインフルエ
ンザの治療に用いる臨床用量より数十倍高い用量で、INa および IKr だけでなく
IK,ACh に対する遮断作用を有し、既存抗不整脈薬とは異なり IK,ACh に対する遮断
作用が強い特長を有する可能性が報告されている(44, 48)。本動物モデルの心房
筋では、第 1 章で明らかにしたように恒常的活性型 IK,ACh が増加している可能性
が示唆されており、oseltamivir の AERP 延長作用が control 群に比べ RAP 群で増
大した機序として tertiapin-Q と同様に恒常的活性型 IK,ACh 遮断作用が寄与してい
るもとの考えられた。
一方、本研究で用いた bepridil(49)、amiodarone(50)および vernkalant(35)も IK,ACh
に対する遮断作用を有していることが報告されている（IC50 は 2-10 μM）。し
かし、RAP 群におけるこれら薬物の AERP 延長作用の程度は control 群と同程度
であり、oseltamivir や tertiapin-Q と異なる結果であった。IK,ACh には受容体依存
型と恒常的活性型が存在することが知られ、Voigt らは受容体依存型 IK,ACh は
Kir3.1 および Kir3.4 により形成されるヘテロテトラマーであるが、恒常的活性型
IK,ACh の構成成分は Kir3.4 ホモテトラマーである可能性を報告している(51)。ま
た、IK,ACh 遮断薬の中でも Kir3.1/3.4 ヘテロテトラマーおよび Kir3.4 ホモテトラ
マーに対して同程度の阻害活性（それぞれ IC50 は 30 および 18 nM）を有する
XEN-R706 はムスカリン M2 アゴニスト非存在下において、持続性心房細動患者
から単離した心房筋の AERP を延長させたが、Kir3.4 ホモテトラマーに対する阻
害活性が Kir3.1/3.4 ヘテロテトラマーに対する阻害活性よりも 19,000 倍も小さい
（それぞれ IC50 は 1.5 および 19,800 nM）NTC-801 は、AERP を延長させないこ
とが報告された(52)。このことから、持続性心房細動に対する薬物の AERP 延長

41

作用の程度は IK,ACh のサブユニットに対する阻害活性の違いに起因する可能性
が考えられる。したがって、bepridil、amiodarone および vernakalant がウサギ心
房高頻度刺激モデルで十分な AERP 延長作用を示さなかった理由の１つとして、
これら薬物が作用する IK,ACh の構成サブユニットが oseltamivir や tertiapin-Q の作
用点と異なることが考えられた。
以上から、oseltamivir の AERP 延長作用は RAP 群で増大することが示され、
oseltamivir の様な恒常的活性型 IK,ACh+IKr 遮断作用を有する薬物は、持続性心房
細動患者において効果的に AERP 延長作用を示す可能性が考えられた。

3-3-4 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける新規候補薬物の血行動態および
心電図パラメーターに及ぼす作用
Vernakalant は control 群および RAP 群において降圧作用と QT 間隔の延長作用
を示し、この結果は従来の報告と一致していた(53)。また、vernakalant は control
群において P 波幅を延長させたが、bepridil および amiodarone とは異なり、RAP
群でも P 波幅を延長させことから、vernakalant の INa 遮断作用は心房高頻度刺激
の影響を受けてない可能性が示唆された。この結果はヤギを用いた心房高頻度
刺激モデルや持続性心房患者から単離した心房筋を用いて vernakalant の INa 遮断
作用を評価した既報と一致する試験成績であった(54-55)。Vernakalant の INa およ
び IKur に対する IC50 値はそれぞれ、43 および 13 μM であることが報告されて
いる(35)。Vernakalant は control 群および RAP 群において P 波幅を延長させたた
め、本研究で用いた用量において INa 遮断作用が出現していたと推定され、同時
に IKur 遮断作用も発揮していたと考えられる。
Ranolazine は control 群および RAP 群において降圧作用と QT 間隔の延長作用
を示し、この結果は従来の報告と一致していた(56)。Ranolazine の late INa および
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IKr に対する IC50 値はそれぞれ、5.9 および 11.5 μM であることが報告されてお
り、この阻害強度は peak INa や ICa,L に対する作用よりも大きい（IC50 値はそれぞ
れ 294、296 μM）(40-41)。Ranolazine は QT 間隔を有意に延長させたため、本
研究で用いた用量は IKr と同様 late INa を阻害していたと考えられる。また、
ranolazine は心房内伝導時間を反映する P 波幅を延長させなかったため、peak INa
遮断作用は late INa および IKr 遮断作用よりも小さかったと考えられる。
Oseltamivir は麻酔下イヌにおいて高用量である 30 mg/kg の静脈内投与にて降
圧作用を示し、Ca2+または Na+チャネル遮断作用を有する可能性が報告されてい
るが(48)、本試験に用いた投与量（10 mg/kg）は既報よりも低く、control 群およ
び RAP 群において降圧作用は認められなかったことから、これらチャネルに対
する作用は示さなかったと考えられた。また、oseltamivir は QT 間隔の延長作用
を示したが、この結果は従来の報告と一致したものであった(48)。Oseltamivir の
IK,ACh および IKr に対する阻害作用は、それぞれ 30 μM で 48.4%、100 μM で
37.5%であることが明らかとなっており、この阻害強度は INa に対する作用（300
μM で 23.5%）よりも大きい(44)。Oseltamivir は control 群および RAP 群におい
て P 波幅を延長させず、程度は小さいものの QT 間隔を有意に延長させたため、
本研究で用いた用量は INa 遮断作用を示さず、IKr と IK,ACh 遮断作用を発揮してい
たと考えられる。
Tertiapin-Q は心房拍動数のみ control 群および RAP 群で上昇作用を示した。こ
の機序として、ペースメーカー細胞における IK,ACh を阻害することで内因性交感
神経緊張が賦活化した可能性が考えられた(57)。

43

3-3-5 ウサギ心房高頻度刺激モデルにおける新規候補薬物の心房細動抑制作用
心房に対するバーストペーシングで誘発された心房細動の誘発率は、Table 5
に示すようにいずれの薬物の投与により低下し、心房細動持続時間も短縮した。
Vernakalant、ranolazine、oseltamivir および tertiapin-Q は第 2 章で検討した薬物と
同様に RAP 群において AERP 延長作用を有することから、この作用によりリエ
ントリーの形成が抑制され、抗心房細動効果を示したと考えられた。Tertiapin-Q
の RAP 群における AERP 延長作用は vernakalant、ranolazine ならびに oseltamivir
と同程度であったが、心房細動抑制作用は他の 3 つの薬物に比べて弱い傾向に
あった。薬物による抗心房細動効果は、AERP 延長作用が重要な機序の 1 つであ
るが、Na+チャネル等の遮断により異所性興奮を抑制することでも得られるため、
tertiapin-Q 以外の薬物の抗心房細動効果にこのような機序が関与していた可能
性があるのかもしれない。
本研究では新しい抗心房細動治療薬のコンセプトとして、持続性心房細動に
伴う電気的リモデリング存在下において強力に AERP 延長作用を発揮する薬物
を見出すためにウサギ心房高頻度刺激モデルを構築した。本動物モデルで抗心
房細動が確認されることは陽性薬物の有用性を後押しするものであるが、持続
性心房細動の患者で生じているような心房細動の除細動に薬物抵抗性を示す心
房細動モデル動物を構築することが理想的である。このコンセプトをさらに精
度高く確認するための手法の確立が今後の課題となるであろう。
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3-4 小括
1.

Vernakalant は RAP 群で AERP 延長作用を示したが、その作用の程度は
control 群と同程度であり、持続性心房細動に対して既存抗不整脈薬と同
等な抗心房細動効果を示す薬物と考えられた。

2.

Ranolazine と oseltamivir は RAP 群で AERP 延長作用を示し、その作用の
程度は既存抗不整脈薬とは対照的に control 群に比べて有意に大きかっ
た。

3.

電気的リモデリング存在下で AERP 延長作用が増大する可能性のある薬
物の作用機序として、late INa+IKr 遮断作用および恒常的活性型 IK,ACh+IKr
遮断作用が見出された。

以上、RAP 群における AERP 延長作用の程度を control 群と比較しながら薬物
の作用特性を調べることにより、AERP 延長作用を強力に増大させる薬物として
ranolazine と oseltamivir の存在を明らかにした。また、持続性心房細動患者にお
いて、効果的に AERP を延長させる薬物の作用機序として、late INa+IKr 遮断作用
および恒常的活性型 IK,ACh+IKr 遮断作用を見出した。
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結語
心房に対する高頻度刺激で生じた電気的リモデリングにより AERP が短縮し
た動物モデルを作製し、心房への作用が期待される複数の薬物の AERP 延長作
用を系統立ててスクリーニングした。その結果、本動物モデルにおいて強力な
AERP 延長作用の発揮が期待できる薬物の特性として ranolazine と oseltamivir の
作用機序である late INa+IKr 遮断作用および恒常的活性型 IK,ACh+IKr 遮断作用を見
出した。
抗不整脈薬の多くは、治療用量にて心血行動態に対する副作用を示すことが
問題であるが、本動物モデルを利用して電気的にリモデリングされた心房筋で
強力な AERP 延長作用を発揮する薬物を見出すことにより、従来の薬物より広
い安全域を有する理想的な抗心房細動薬の創出に寄与することが期待できる。
また、既存抗不整脈薬を本動物モデルを用いて幅広く評価することを通じて得
られた評価結果は、持続性心房細動に対する病態生理学に基づいた抗不整脈薬
の選択に寄与することが期待できる。この観点は、不整脈専門医が抗不整脈薬
を理論的に選択する際に活用している Sicilian Gambit 分類の考え方と一致する。
本研究による成果は、心房筋が電気的にリモデリングされた心房細動患者に
対する薬物選択の方向性に関する更なる情報を提供するとともに、新規心房細
動治療薬の研究開発に貢献することが期待される。
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