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K40がβ崩壊を起こす状態を考えてみる
K40のβ崩壊は K40-->Ca40 + e- + ν-

細胞質内細胞質内細胞質内細胞質内で起こったら、という思考で起こったら、という思考で起こったら、という思考で起こったら、という思考実験実験実験実験

• Kイオンは自由水に緩く囲まれて水中に存在しているので、

おそらく、崩壊時に「反跳」でエネルギーを獲得しても熱エネ

ルギーとして消費し、他分子に影響を与えないだろう。

水電子を電離することもないだろうが、低い確率で水分子を

電離してラジカル生成しても、細胞内にはSODという無毒化酵

素ですぐに無毒化されるはず。⇒生体内にあるK40の量

程度では、まったく細胞はダメージを受けない。

Kチャネル通過時に崩壊が起こったときの思考チャネル通過時に崩壊が起こったときの思考チャネル通過時に崩壊が起こったときの思考チャネル通過時に崩壊が起こったときの思考実験実験実験実験

• いってみれば、自由水分子に囲まれているのと同じような「ゆるい」状態の

K40イオンが、イオンチャネル通過時に崩壊を起こしても、やはり、反跳にエ

ネルギーを消費して、K40原子がCa40に変化したところで、K-channelに与え

る影響はごく少ないだろう、と予想できる。
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KチャネルはCsイオンに対して、全く別の認識をする

• KイオンとCsイオンがKチャネルを通過するときに、決定的に異なるパラ

メータがあります。 通過時間

• Kイオンは、ほぼ時間ゼロでKチャネルを通過するが、Csイオンは、通過

時間が長く、嵌り込んでロッジする、と言ってもいいくらいです。

• Csイオンがロッジする生命体分子は、Kチャネル系分子だけだ、と考えら

れています。

• 細胞質内にフリーで浮いているときのCsイオンが自由水和水に囲まれて

いるのはKイオンと同じです。

Kイオンにしても何にしても、チャネルをくぐろうとするとき、この自由水和

水を「脱ぎ捨てて」、替わりにチャネル構成アミノ酸残基側鎖のチャージ

を「身に纏う」ことになっています。

フリーのイオンの状態での水和水の配列と、イオンチャネルのアミノ酸の

チャージの配列が、完璧にマッチしていないとマズイ、です。 （Naイオン

が、サイズが小さいにも関わらず、絶対にKチャネルをくぐれない理由）

さて、Csイオンの問題は、K-channelの開閉部をくぐろうとしたとき、その水

和水の空間配列のピッチが、Kイオンのそれとは、かなり異なるわけで、

だから、「嵌まり込ん」で、堅くロッジしてしまう。 3



Kチャネルの中でも、特にKir系チャネルのことを念頭に議論 4



Kチャネルに「堅く嵌まり込んだ」状態で、

Cs134/137が崩壊を起こしたら、どうなるか

「アルマゲドン」って映画を、見たこ

とある人はいるでしょうか？小惑星

が地球に衝突するのを回避しよう

と、アメリカのヒーローたちが頑

張っちゃう映画です。

ヒーローたちが、小惑星を破壊するとき、

表面ではなく、地中に穴を掘って爆弾を

炸裂させたわけですが、あのときの議

論にも出てくるんですが、爆竹を手のひ

らの上で爆発させても、かすり傷一つ

負わない。

でも、こぶしを堅く握り締めて、その中

で爆竹を爆発させると、手が重症を

負ってしまう、ということ。
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セシウムとカリウムチャネルの話に戻ると

• Csイオンは、Kチャネルの内部（注）に、堅くはまり
込んで、長時間居座っています。

• 火薬の爆発と、原子核崩壊を同列に扱うことは、
一種のミスリードだと思うけれど、メスバウアー

効果のことを思い起こしてくれれば、 「堅く足場

に固定されたとき」の、原子核崩壊が、古典的な

の原子核物理の理論の延長線上には留まらな

い、興味深い挙動につながるということくらいは、

予想できるでしょう。
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メスバウアー効果

• γ線核種が、足場のない自由空間でγ崩壊を起こすと、崩壊後の原子核は、

反跳エネルギーで運動エネルギーを獲得し、熱エネルギーとして消費して、

それでおしまい。

• 出てきたγ線も、反跳エネルギー分減少しています。同じ核種の原子核が

近くにあっても、γ線がそのターゲット原子核をヒットする際にも、反跳エネル

ギーをロスしますから、これを再び励起することはありません（エネルギー

が少なくなっているから、原子核を励起するに足りない）。

• ところが、線源側、ターゲット側の原子核が、固体（結晶）に固定されていた
ら、反跳エネルギーをロスすることは無く、ターゲット側は結晶全体がエネ

ルギーを吸収します。γ線で共鳴現象が起こっているわけで、結果的に見れ

ば、線源が固体中に固定され、ターゲットが固体中に固定されていれば、

原子核から原子核へ、γ線エネルギーを系の外に出さないで、エネルギー

の伝達が行われている確率が存在する、と解釈できる、ユニークな現象で、

通常の気体状の原子核をモデルとした原子核物理学の、それまでの古典

的な核物理学の観察現象などからは逸脱した挙動です。
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• 実は、γ線の話のメスバウアー効果と、この、

蛍光のエネルギーの伝達って、面白い関係

にあって、メスバウアー自身も、メスバウアー

効果の発見の実験の際には、蛍光のメカニ

ズムを、よく、引き合いに出していたそうです。

前者は、原子核の共鳴現象、後者は、電子

雲の共鳴現象、と考えれば、その類似性に、

先達も気が付いていたのですね。
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ごく微量のカリウムチャネルがオープンの形に壊れ

たときに、影響が出る可能性を定量的に検討

• QT延長症候群と言うものに関して、議論してみたいと思います。

• ちょっと、専門的になりすぎるかもしれないのですが、まず、第一
のポイントは、分子の壊れ方を2通りに分けて考える。

• ひとつはloss-of-function （ここではチャネルが（ここではチャネルが（ここではチャネルが（ここではチャネルがclosedの形に壊れの形に壊れの形に壊れの形に壊れ

るるるる）。

• もう一つはgain-of-function （ここではチャネルが（ここではチャネルが（ここではチャネルが（ここではチャネルがopenの形に壊れの形に壊れの形に壊れの形に壊れ

るるるる）です。

• ちょっと乱暴な言い方になって、正確ではありませんが、この場合、
と限定して論じさせていただければ、

• 前者はrecessive(劣性）な異常分子として捉えることができ、細胞
機能にも影響はほとんど出さないまま、turnoverされて、それでお
しまい。

• 後者は、定量計算にもよりますが、dominan(優性）な異常分子とし
て働きうる可能性を持っていて、場合によっては、数万個のうち、

たった一つでも、細胞の機能に影響を与える可能性すら否定はで

きない という感じの流れになっています。
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世の中の医学者に支配的考え

ポイントは、ポイントは、ポイントは、ポイントは、

• 「ごく微量の分子が壊れても、５万とある他の分子が機能をカバー
してくれて細胞の機能に影響など出るわけが無い」

• 「心臓にkg当り10の11乗個もある細胞のうち、ごくわずかが機能
異常になったからと言って、心臓の機能に異常が出るはずが無

い」

• この２つの、固定観念のために、Bandazhevskyのデータを信じられ
ない、と、検討する前から、可能性を排除してしまっているのが実

情だと思います。

しかししかししかししかし

• きちんと定量的に考えれば、可能性は十分にありうる、という結論
に達します。

• この議論では、上記のオープンvsクローズの議論以外に、ちょっと
乱暴な言い方をしますと、「心臓は直列処理をしている臓器で」、

「並列処理をしている肝臓などとは影響の出方が違う」 というのが、

もう一つのポイントです。
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心臓の伝道路と、心電図の成り立ち
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再分極には、外向きK電流（IKs, IKr）が大事。
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• 厳密に定量化するには、まだまだ我々は最先端の知見でもデー
タをそろえきれないのですが、この心筋再分極時の外向きK電流
に関して議論してみます。IKs, IKrのうち、どっちかに絞った方が話
がはやいんで、IKsについて。繰り返しますが、再分極時の外向き
K電流でQT時間が決まる。 IKsやIKrが小さくなれば、流れうる電流
が小さくなりますから、同じ再分極電位に達するのに時間が掛か

る。つまり、QT時間が延長する。

• 総電流総電流総電流総電流 IKs = N x p x i

（ただし、ここで、Nは総チャネル数。pは開確率、iは単一チャネル
電流）

セシウム内部被曝で、この、外向きK電流IKsが、有意に小さくなる
ことがあるかどうかを、以下に延々と議論して行きます。

もう一度繰り返しますが、IKsが小さくなれば、QT時間は延長する
からです。
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開確率とは

イオンチャネルの世界では、チャネルが、開いたり閉じたり、という現象を、

この「開確率」という確率で表現します。

チャネルがクローズ、

つまり閉じているとき

は、ほとんど電流が

流れません（開確率

はほとんどゼロ、とい

うこと）。右の図の、

上段あたりのグラフで

す。チャネルがオープ

ンの状態になると、右

図の下段のグラフの

ように、少しずつチャ

ネルが開く確率があ

がり、電流が流れや

すくなります。開確率

が上がった、というこ

とです。

16



外向きKチャネルの影響
• 外向きK電流の責任領域のフェーズ、つまり心筋再分極時phase2の約

200msecの間の、時間でおしなべた 「時間平均の」開確率として扱います。

ピークじゃないですよ。

• 仮にピークでの開確率が0.3-0.6くらいの範囲だったとしても、時間平均、

1分子平均にすれば、もっと小さくなる。つまり、p<<1

• このような、時間平均チャネル平均で極小なpの元では、Nが1つ減って

50000 --> 49999 に変わったところで、全く総電流IKsには変化が無い。

KvLQT分子が、一個消えてなくなっても（クローズの状態で壊れて、怠けて

休んでいても）、全然気にならない。

• IKs = N x p x iの、Nが5万分の１減ったところで、屁のカッパ、ということで

す。

• 実は、原発事故後も、「セシウムの化学毒性は低いから、心臓に影響な

んて、よっぽど高濃度じゃないと出るはずがない」という考え方をする議

論もあったんです。

• つまり、この、「クローズの状態で怠けている」というのが、心臓に全然影

響の出ないパターン。そして、私が、recessiveだとか、loss-of-functionの

方のパターンだと分類している、チャネル分子の障害メカニズムの一つ。

全然影響が出ない。 17



別のKチャネル・内向きKチャネル

• 心筋細胞には、内向きKチャネルがあり、大まかにKir系といいます。この内向

きKir系のチャネルは、KvLQT1に比べ、単一チャネルコンダクタンス(電流の流

れやすさ）が10倍くらい良い。i

• ホットなCs分子（放射性セシウム、Cs134/137）が、仮に、このチャネルを、open

の状態に壊すことができたら、これはgain-of-function の状態で壊している、と

いうこと。

• 今、仮に、ホットなCsで、ある１つの細胞で、1個だけ Kirをオープンの形で壊す

ことができたら 外向きに拮抗する、

内向きチャネルを１個だけ、p=1に固定できる、ということ。

(注：その他のKir分子は、このフェーズでは、外向きK電流の邪魔をしないように、

クローズ(closed)になっています。つまり、この１個のKir分子以外の49999個に関

しては、p=0です）。

• つまり、この場合、外向きK電流は、 IKs = N1 x p1 x i1 – N2 x p2 x i2 

ただし、N1, p1, i1はKvLQT1のもの、N2, p2, i2はKirのもの。

ここで、N1=50000, p1<<1, i1=1で、N2=1, p2=1, i2=10です。

• もしも、p1の時間平均チャネル平均の確率が、p1<0.002以下であれば、IKsは

10%以上低下することになり、 QT時間は10%延長することになる。 18



外向き、内向きのKチャネルの図解
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K-channelには、いろんな種類のものがあります。内には、いろんな種類のものがあります。内には、いろんな種類のものがあります。内には、いろんな種類のものがあります。内

向き向き向き向きK電流に関わるもの、外向き電流に関わるもの、外向き電流に関わるもの、外向き電流に関わるもの、外向きK電流に関わるもの。電流に関わるもの。電流に関わるもの。電流に関わるもの。

開閉部のあるもの、ないもの。整流機能のあるもの、開閉部のあるもの、ないもの。整流機能のあるもの、開閉部のあるもの、ないもの。整流機能のあるもの、開閉部のあるもの、ないもの。整流機能のあるもの、

ないもの。いろんなないもの。いろんなないもの。いろんなないもの。いろんなon/offの仕方をするもの。の仕方をするもの。の仕方をするもの。の仕方をするもの。

又、濃度勾配と、電位勾配の

２つのdriving forceがあります。

細胞内には、Kが多く、細胞外

には少ない。

だから、心臓の再分極時の外

向きK電流、これは、KvLQT1

チャネルがopenになれば、自

然に、濃度勾配によって流れ

出ていくだろう、というのは感

覚的に分かってもらえると思い

ます（図中のチャネルは、これ

に相当します）。

電位で考えると、細胞内は、

陰イオンが過剰で、電位的に

は、陽イオンを流れ込ませよう

とする方向も、また自然なんで

す。だから、内向きKチャネル

なんてのもあって、自然に内

向きにKを流すこともできるん

です。（ここの説明は、本当は、

正確にはKirなどに整流機能

があるからでもありますが）。
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開確率結論

• KvLQT1の開確率がp<0.002ということは、KvLQT1チャネルと言うのは、自

分たちが働かなければならない時（心室心筋細胞の再分極フェーズ２）

においても、チンタラチンタラ、のんびりと働いてしまうチャネルである。

• p<0.002という「チンタラ度合い」は、たとえKvLQT1が５万個あったとて、

たった１個の、逆向きのカリウムチャネルKirが全力で邪魔しに掛かった

ら、影響を受けてしまうほどの、そんなチンタラ度合いである、ということ。

• つまり、たった１個の放射性セシウム崩壊とて、再分極遅延と言う形で、
心筋細胞機能に影響を及ぼしうる。（ただし、ノロマな細胞にしてしまって

いるだけで、もちろん、細胞死を引き起こすほどではない＝ここ重要）細胞死を引き起こすほどではない＝ここ重要）細胞死を引き起こすほどではない＝ここ重要）細胞死を引き起こすほどではない＝ここ重要）。。。。

• ただし、もちろん、上記のデータは、細胞実験でのデータであり、実際の
生体内でのKvLQT1の開確率が、どういう値を取るのかは、測定してみた

ら、この値とはずれていました、という可能性もゼロではありません。た

だ、現状での入手可能なデータからは、ごく微量のセシウム内部被曝で、

QT延長という可能性がありうる範囲に、カリウムチャネルの挙動としては、

収まっていると考えられます。
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