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ABSTRACT
In controlling the vascular tone, membrane potential and ion channels have a pivotal
role in the regulation of membrane excitation and Ca flux in vascular smooth muscle
cells. The in vivo and m vitro measurements of membrane potentials have shown that
the resting membrane potential is more depolarized, spontaneous electrical activity is
more frequent, and responses to mechanical stimulation is more enhanced in the arter‑
les of hypertensive model animals than in normotensive controls. In patch clamp ex‑
periments, L‑type Ca channel currents, BKca channel currents, and stretch activated
cation currents are more enhanced, and Kv channel currents are more suppressed in ar‑
terial smooth muscle cells of spontaneous hypertensive rats (SHR) than in Wistar
Kyoto

rats.

Alterations

in

L‑type

Ca十channels,

Kv

channels

and

stretch

activated

channels contributes to the enhanced electrical activities in SHR arteries, while those m
BKca channels suppress the excitability. Understanding these alterations could facilitate
the development of new strategies for managing hypertension and hypertensive vascular

injuries. Ryukyu Med. J., 22{ 1,2) 15‑19, 2003
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はじめに
我々は,高血圧病態でみられる血管の形態・機能変化
に,血管平滑筋細胞のイオンチャネルの変化が関与する,
という仮説のもとに研究を行ってきた.本稿では,我々
の結果を中心に高血圧病態における血管平滑筋細胞のイ
オンチャネルの変化について総説する.

極していること,自発静電気活動(多くはカルシウム依
存性)がたびたび見られること,血管‑の機械的刺激に
反応する電気活動が克進すること,が知られているト4)
この電気活動の元進は,血管緊張や血管反応性の元進に
関連すると考えられる.このような元進した電気活動の
メカニズムについて,平滑筋細胞のイオンチャネルの変
化に焦点を当ててみた.

1.高血圧モデルラットにおける血管平滑筋の電気活動
の元進
動脈平滑筋細胞は,心筋細胞や静脈平滑筋細胞に比較
して,一般に電気活動性が低いとされている.しかし,
高血圧動物の動脈では,血管平滑筋細胞の膜電位が脱分

2.電位依存性カルシウムチャネル
カルシウムチャネルはカルシウムを細胞外から細胞内
‑通過させ,細胞内カルシウムの上昇を介して細胞機能
を調節する.血管平滑筋にはさまざまな種類のカルシウ
ムチャネルが分布している(Fig. 1).このうち電位依

Vascular muscle ion channels in hypertension

16

tv channels

Holding

Command

potential:一40

potentia一:

mV

‑30

mV

‑

+40

mV

Fig. 2 L‑type calcium channel currents recorded from

Fig. 1 Calcium channels, potassium channels and cation

mesenteric arterial muscle cells from spontaneously

channels, and regulation of intracellular calcium con‑
centration in vascular smooth muscle.

hypertensive rats (SHR) and Wistar Kyoto rats (WKY).

Openings of calcium channels and cation channels cause

channels. Currents were recorded by the whole‑cell

the influx of calcium ion. Potassium channels play an

patch clamp techmsque. Modified from reference 12. 1

Balium ion was used as a charge carrier of calcium

important role in the regulation of membrane poten‑
tial. Decrease in the potassium channel opening causes
membrane depolarization, and stimulates voltage‑operated
calcium channel opening.
SOC; stretch‑operated channel, ROC; receptor‑operated
channels, IP 3; lnositol‑triphosphate. Modified from
reference 1.

存性カルシウムチャネルや受容体作動性カルシウムチャ
ネルはカルシウムイオンに選択性が高く,非選択性陽イ
オンチャネル(受容体作動性チャネル,伸展感受性チャ
ネル, TRPチャネルなど)などは,ナトリウム,カリ
ウム,カルシウムなどの陽イオンを非選択的に通過させ
る.このうち電位依存性カルシウムチャネルは,細胞膜
の脱分極により開口するチャネルであり,平滑筋細胞を
はじめ心筋細胞や内分泌細胞など多くの細胞に分布して
いる.電位依存性カルシウムチャンネルには,ジヒドロ
ピリジン系薬物に感受性があり不活性化が遅いL型チャ
ネル,感受性がなく比較的早期に不活性化されるT型チャ
ネル,同様に感受性がなく神経系に分布するN型チャネ
ル, P型チャネル, R型チャネルなどがある.血管平滑
筋では, L型チャネルの分布が最も多く,一部の細胞で
はT型チャネルやそのいずれでもないタイプのチャネル
が分布する5,6)
電位依存性カルシウムチャネルが高血圧ラットの血管
平滑筋で変化しているか否かについて,高血圧自然発症
ラット(SHR)とその正常コントロールであるWKYを
用いて検討した7) (Fig. 2).腸間膜動脈より酵素処理
により単離した平滑筋細胞をパッチクランプ法に適応し
てイオン電流を記録した. SHRではWKYに比較して,
L型カルシウム電流量が増加していた.同様なL型カル
シウム電流の増加は,腎動脈や脳動脈でも報告されてい
る8,9)
このSHRのL型カルシウム電流の増加は4週間の

ACE阻害薬による降圧治療では改善しなかった10)し
かし,レニン・アンジオテンシン系を抑制させる遺伝子
治療をSHRに行い血圧を低下させたラットでは,この
カルシウム電流の変化が改善すると報告されており11)
降圧治療やレニン・アンジオテンシン系とカルシウムチャ
ネルの関係は単純ではない.
カルシウム・マクロ電流のカイネティクスはSHRと
WKYで大差は認められない.我々は単一電流記録法を
用い,単一電流レベルで比較した¥ SHRの細胞では
WKYの細胞に比較してチャネル開口数が増加していた.
一方,開口時間には差は認められなかった.よって,
SHRの変化は活性化するチャンネル数の増加に起因す
るものと考えられた.
開口するチャネル数の増加は,チャネル数の増加やチャ
ネルの開口確率の増加より生じることが知られている.
このいずれが主に関係するかは明らかになっていなかっ
たが,最近, L型カルシウムチャネルのαサブユニット
の発現がSHRでWKYに比較して増加していることが報
告された13)これはチャネル数の増加がメカニズムの一
つであることを示しているが,開口確率が増加している
可能性を否定するわけではない.今後の検討がさらに必
要である.
高血圧モデルラットでは主にSHRが研究に用いられ
ているが,同様なL型カルシウムチャネルの活性元進は,
食塩感受性高血圧モデルであるDahl食塩感受性ラット
でも認められた14,15)
L型以外のカルシウムチャネルが高血圧で変化してい
るかどうかについて,ほとんど検討が行われていない.
我々が検討した結果では, SHRにおいてもDahl食塩感
受性ラットにおいても,非L型チャネルのコンポーネン
トは,そのコントロールラットと差が認められていな
い7,15)
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3.電位依存性カリウムチャネル
カリウムチャネルが開口すると細胞膜電位が過分極す
る.血管平滑筋細胞では過分極により電位依存性カルシ
ウムチャネルの開口が減少し,細胞内‑のカルシウム流
入が減少する(Fig. 1).そのため,カリウムチャネル
活性の増加は血管保護的に働くと考えられている16)血
管平滑筋に分布するカリウムチャネルは,電位依存性カ
リウムチャネル,カルシウム依存性カリウムチャネル,
ATP感受性カリウムチャネルなどが報告されている.こ
のうち電位依存性カリウム電流は,細胞膜の脱分極によ
り開口するチャネルである.我々はSHR (SHR‑SP)の
電位依存性カリウム電流の変化について検討を行った17)
腸間膜動脈より単離平滑筋細胞作成し,パッチクランプ
法により電流を記録した.脱分極刺激により遅延型の外
向き電流が認められた(電位依存性カリウム電流).この
電流量はSHRでWKYに比較して減少していた.カリウ
ムチャネルブロッカーを投与したところ,おもに4‑amino
pyridine感受性カリウム電流が減少していることがわ
かった.この電流の減少は高血圧発症前の若年SHRで
は認められなかった.また, SHR‑SPに対して,アンジ
オテンシンII受容体括抗薬による降庄治療(24過齢から
8週間)を行うと,この電流減少は一部改善した.以上
のことより,電位依存性カリウム電流の変化は,高血圧
発症とともに出現すると考えられた.しかし,その変化
のメカニズムについてはさらに検討が必要である.
電位依存性カリウムチャネルの構成タンパクのうち,
αサブユニットはKvタンパクであることが知られてい
る.血管平滑筋の4‑aminopyridine感受性カリウムチャ
ネルについてはKvl.2, Kvl.5, Kv2.1, Kv9.3が関与
することが報告されているため,定量的PCRによりこ
れらのmRNAの発現をSHR‑SPとWKYの腸間膜動脈
で比較した. SHR‑SPでは, Kv2.1の発現が減少してい
たが, Kvl.2, Kvl.5, Kv9.3の発現には差がみられな
かった.発現量の差で全ての電流差を説明はできないが,
この発現の差は電流減少の一つのメカニズムであると考
えられた.
カルシウム依存性カリウムチャネルは,細胞内カルシ
ウムの上昇により開口するカリウムチャネルであり平滑
筋には非常に多く分布している.中でも, BKチャネル
と呼ばれるシングルチャネルコンダクタンスの大きなチャ
ネルが最も多い.これまでの報告では,複数の高血圧モ
デルラットにおいて,血管平滑筋のBKチャネル電流が
増加するとされている18)このチャネルを構成するαサ
ブユニットのsloタンパクが増加していることより,チャ
ネルの増加がこの変化のメカニズムと考えられている19)
また,この変化はラット‑の降圧治療により改善するこ
とより,高血圧の持続による二次的な変化とされている.
カルシウムの細胞内流入が増加した場合にこのチャネル
が開口して膜を過分極させ,ネガティブフィートバック
として細胞内カルシウム濃度の調節に関与すると考えら
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れており,このチャネルの増加は,高血圧による血管障
害を予防すると考えられている.一方,他のタイプのカ
ルシウム依存性カリウムチャネルが,高血圧で変化して
いるかどうかの充分な検討は行われていない.
ATP感受性カリウムチャネルは,細胞内のATPの減
少によって活性化されるチャネルである.このチャネル
は, Kチャネルオープナー(levocromakalimなど)の
作用点として知られている. Kチャネルオープナーの作
用は,高血圧ラットの血管では減弱するとする報告や減
弱しないとする報告などがあり,一定の見解は得られて
いない.われわれは, SHRの腸間膜動脈の平滑筋細胞
でIevocromakalimによって開口するK電流をWKYの
それと比較した. SHRではIevocromakalim誘発K電流
がWKYと比べ減少していた20)しかし,この薬物によ
る動脈の過分極はSHRで必ずしも減弱しておらず,電
流量の減少が細胞膜の過分極と必ずしもつながっていな
い.この矛盾についてはさらに検討が必要である.
4.伸展感受性チャネル
小血管では,血管の内腔の圧を増加させる(血管‑の
伸展刺激)と,その圧に抗して収縮する.この反応は,
血管平滑筋の脱分極やカルシウム依存性の電気自発活動
を伴っていることが知られている.また,高血圧ラット
では,この伸展刺激に対する収縮および電気反応が元進
していることも報告されている21)血管平滑筋に進展刺
激を加えると非選択性陽イオンチャネルが活性化され,
細胞膜が脱分極する (Fig. 1).我々は,この血管の
機械的な刺激に対する反応元進のメカニズムに,この伸
展刺激に反応するチャネルが関与しているとする仮説を
立て,その検討を行った23)全細胞記録法で電流を記録
し,電極を通じて細胞内に陽圧を加えると細胞が徐々に
膨張する.その膨張に反応して出現する非特異性陽イオ
ン電流をSHRとWKYの血管平滑筋細胞で比較した.
SHRでは同様な圧で出現する電流量がWKYに比較して
大きかった.また,単一電流記録法では電極内に陰圧を
加えると,それに応じて単一電流が開口した.この電流
は, SHRにおいてWKYに比較してより低い圧から出現
し,同じ圧では開口数も多かった.以上の結果より,
SHRでは,伸展感受性陽イオンチャネルの開口が克進
していることがわかった.このような開口の克進は,血
管‑の機械的刺激にたいする反応元進と関連すると考え
盟EB*1

以上, 1 ) SHRの動脈に認められる電気的活動性克
進にL型カルシウム電流,電位依存性カリウム電流,伸
展感受性チャネル電流の変化が関与する可能性があるこ
と 2) L型カルシウム電流と電位依存性カリウム電流
の変化は,それぞれのチャネルの発現変化により少なく
とも一部は説明されること, 3)電位依存性カリウム電
流の変化には高血圧持続またはレニン・アンジオテンシ
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ン系に伴う二次的要因が強く関与することが考えられた.
高血圧性血管障害に対して,イオンチャネルをターゲッ
トとした,より特異的な治療方略を開発するため,チャ
ネル変化のメカニズムの解明をさらに進める必要がある.
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