医療研究★最前線

未 来 医 療 を 拓 く

心臓は、心筋
（心臓の筋肉）
が収
縮を繰り返すことで全身に血液を
送り出すポンプの役割をしてい
る。この心筋の収縮がうまくいか
なくなる病気が「 心筋症」である。
高血圧や弁膜症などの基礎疾患が
あって起こる心筋症もあるが、多
くは基礎疾患がなく発症するため
「特発性心筋症」
と呼ばれる。
特発性心筋症にはいくつか種類
があり、代表的なものが「 肥大型
心筋症
（ＨＣＭ）
」
と
「拡張型心筋症
（ ＤＣＭ）
」の２種類。心筋が厚く
なり心臓自体が肥大する肥大型心
筋症は、心筋の柔軟性が失われて
いて拡張しにくい。末期では心不
全を発症し、若年者の突然死の原
因として知られている。正常であ
れば規則的に並んでいるはずの心
筋細胞がバラバラに並んだ錯走配
列という組織的特徴を持つ。
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心筋のカルシウム感受性が亢進し
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そこで木村教授は、原因遺伝子
の変異により生じる“ カルシウム
感受性”にヒントがあるのではな
いかと考えた。筋肉の収縮はカル
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シウム濃度の変化によってコント
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しかし、その他の可能性を模索
した木村教授は、心筋収縮のカル
シウム感受性がミオシン調節軽鎖
（ＭＬＣ２）
のリン酸化調節による
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（図2）Rho Kinase阻害剤はM21-TgMの心不全発症を予防する
（図1）M21-TgMでは心筋収縮のCa感受性が亢進する

