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研究成果の概要（和文）：内臓脂肪蓄積型肥満による心房細動の発症メカニズムとして心房に対する容量および圧負荷
に伴うリモデリング・交感神経の活性化・組織の炎症などの様々な因子の影響が考えられ、本研究は、高脂肪食肥満モ
デルでは心房細動の誘発率と誘発時間が有意に延長し、心房の有効不応期が有意に短縮され、血清中・内臓脂肪中のア
ディポサイトカイン、カルシウム調節因子であるp‑CAMKII, p‑SERCA, p‑RYR,が高脂肪食肥満モデル有意に増加してお
り、高脂肪食肥満モデルは、カルシウムハンドリングの変化が、メタボリックシンドロームでAFを促進する催不整脈性
基質の形成に関与している可能性があることを確認した。

研究成果の概要（英文）：Metabolic syndrome is associated with the pathogenesis of atrial fibrillation(AF),
however, underlying mechanism still remains unkown.To clarify this point, model of metabolic syndrome was
made by feeding a rat with high fat diet and AF vulnerability as well as pathophysiological backgraound w
as evaluated. AF duration was significantly prolonged in high fat diet rats, and western blotting analysis
revealed that phosphorylation of calcium‑calmodulin‑dependent protein kinase II was significantly increas
ed in the left atrial from rats with high fat diet.
High fat diet rats provided similar condition to that of metabolic syndrome, and increased AF vulnerabilit
y. Altemation of Ca handling proteins may be involved in the development of arrhythmodenic substrate that
could promote AF in metabolic syndrome.
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４．研究成果

結論：高脂肪食の摂取は，メタボリック症
候群類似の病態を惹起し，心房細動の持続時

間を有意に延長させた。メタボリック症候群
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