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【背景・目的】
血液が心臓から駆出されると脈波が生じ、それは大動脈を経由して末梢へと伝搬される。大動脈をは
じめとする太い動脈の解剖学的特徴は弾性板を有することであり、脈波による衝撃を吸収し、Windkessel
効果により左室からの駆出波を定常流に変換する。この効果は効率的な血液循環に寄与し、末梢臓器の
保護にも結びつく。一方で、血管に器質的な変化が生じて血管弾性が低下した病態が動脈硬化であり、
末梢臓器の機能障害のリスク因子として知られている。これまでに動脈硬化の進展度を血管弾性能とし
て定量化する試みがなされ、心臓足首血管指数（cardio ankle vascular index：CAVI）が近年に臨床応
用された。この指標は、ヒト総頸動脈の内圧と径変化から導き出された stiffness parameter β理論に基
づいて確立したものであり、高値であるほど血管弾性能の低下を示す。CAVI は、年齢、冠動脈疾患の重
篤度、中膜内膜複合体といった動脈硬化パラメータと正相関し、動脈の器質的変化に関連した血管弾性
の変化を定量的に表す指標として位置付けられている。
動脈は血管の構造により大動脈等の弾性動脈、分布動脈、筋性動脈、細動脈等に分類されている。ま
た、動脈には多くの血管平滑筋細胞が存在し、その機能は神経体液性因子により制御されることが知ら
れている。これまでの CAVI を用いた臨床検査では、月単位または年単位で動脈に生じる器質的変化に
着目してきた。しかし、CAVI で検出可能な動脈の血管弾性能は、神経体液性因子の変動で生じる血管の
機能的変化も含まれる可能性があり、これらを分単位あるいは秒単位で検出できるかもしれない。また、
CAVI は stiffness parameter β理論に基づいているため、総頸動脈をはじめとする弾性動脈の血管弾性
能を反映すると考えられるが、その範囲が筋性動脈や細動脈にまで及ぶかについては明らかでない。細
動脈の血管緊張性の変化（機能的変化）が血圧値の変動として示されてきたように、動脈血管弾性の機
能的変化を CAVI 値の変化として表すことができる可能性が考えられる。
本研究ではこれらの点を明らかにするため、ウサギを用いた CAVI 計測モデルを新規に構築した。第 1
章では、２種類の血管拡張薬（ニトログリセリンおよびニカルジピン）が CAVI に与える影響を検討し、
CAVI が検出できる動脈血管の特性を薬理学的に検討した。第 1 章の成績をもとに、第 2 章では血管内皮
細胞に由来する一酸化窒素（NO）による動脈血管弾性の機能調節機構を、第 3 章では交感神経による動
脈血管弾性の機能調節機構を薬理学的に解析した。
【方法】
New Zealand White 系ウサギを用いた。ケタミンとキシラジンで麻酔導入し、ハロセンにて維持麻酔
された条件で実験を行った。体表面心電図、心音図、上腕および下腿動脈の血圧を同時記録し、これら
の生体信号より常法に従って CAVI を計測した。また、超音波血流計を用いて大腿動脈血流量を測定し、
得られた数値より下肢の血管抵抗を算出した。耳介静脈より薬物を投与し、投与開始から 20～30 分後ま
で各指標の変化を観察した。
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ศἪࡉࢀ࡚࠸ࡿ 12 ࡸእᅉᛶࢻࣞࢼࣜࣥసືᛶșཷᐜయ่⃭ࡼࡿᙳ㡪ࡣࢇほᐹࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ

௨ୖࡢ⤖ᯝࡽࠊ&$9, ࡣࠊᚑ᮶ࡽ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿື⬦ࡢჾ㉁ⓗኚຍ࠼࡚ࠊᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦
ࡢ⠊ᅖ࠾ࡅࡿື⬦⾑⟶ᙎᛶࡢᶵ⬟ⓗኚࢆ᳨ฟ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ⾑⟶ෆ⓶⣽⬊⏤᮶୍㓟❅⣲࠾ࡼࡧ
ឤ⚄⤒ࡼࡿ⾑⟶⥭ᙇᛶࡢไᚚࡣࠊ&$9, ࡛ ᐃྍ⬟࡞⠊ᅖࡢື⬦⣽ື⬦࡛␗࡞ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ
ࡓࠋ㸦ᅗ 㸧





ჾ㉁ⓗኚ               ᶵ⬟ⓗኚ

እᅉᛶ 12ࠊDJRQLVWLQGXFHG12
እᅉᛶȘ ่⃭ࠊෆᅉᛶȘ ่⃭




FRQVWLWXWLYH12
እᅉᛶș่⃭






ᅗ &$9, ࡢ
ࡿไᚚᵝᘧ

ᐃ⠊ᅖ࠾ࡼࡧ୍㓟❅⣲ࠊឤ⚄⤒⣔ࡼ


࠙ᑐ㇟ㄽᩥࠚ
7DWVXR&KLED0DUL<DPDQDND6DFKLH7DNDJL.D]XKLUR6KLPL]X0DR7DNDKDVKL.RKML6KLUDL
$NLUD7DNDKDUD&DUGLRDQNOHYDVFXODULQGH[ &$9, GLIIHUHQWLDWHVSKDUPDFRORJLFDOSURSHUWLHVRI
YDVRGLODWRUVQLFDUGLSLQHDQGQLWURJO\FHULQLQDQHVWKHWL]HGUDEELWV  -3KDUPDFRO6FL  
S  KWWSG[GRLRUJMMSKV

ㄽ

ᩥ

ᑂ

ᰝ

⤖

ᯝ


༓ⴥ㐩ኵẶ Ꮫㄽᩥ 
ࠕᚰ⮚㊊㤳⾑⟶ᣦᩘ㸦&$9,㸧ࡼࡿື⬦⾑⟶ᙎᛶࡢᶵ⬟ⓗㄪ⠇ᶵᵓࡢ⸆⌮Ꮫⓗゎᯒࠖ

ᚰ⮚㊊㤳⾑⟶ᣦᩘ㸦FDUGLRDQNOHYDVFXODULQGH[㸸&$9,㸧ࡣࠊື⬦ࡢჾ㉁ⓗኚࡼࡾ⏕ࡌࡿ⾑⟶
ᙎᛶࡢኚࢆᐃ㔞ⓗ⾲ࡍᣦᶆࡋ࡚⮫ᗋᛂ⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ&$9, ࡣࠊᖺ㱋ࠊෙື⬦ᝈࡢ㔜
⠜ᗘࠊ୰⭷ෆ⭷」ྜయ࠸ࡗࡓື⬦◳ࣃ࣓࣮ࣛࢱṇ┦㛵ࡍࡿࡇࡀᏛⓗࢹ࣮ࢱ࡛♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ື⬦ᶵ⬟ࡢኚࢆ୰㛗ᮇⓗ㏣㊧ࡍࡿ࠸࠺Ⅼ࠾࠸࡚⮫ᗋⓗ࡞᭷⏝ᛶࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࡢ⮫ᗋ
◊✲࡛ࡣࠊẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫 &$9, ࢆ⤒ⓗ」ᩘᅇィ

ࡍࡿࡇࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊᚰᅉᛶࢫࢺ

ࣞࢫࡼࡾ &$9, ࡢ್ࡀୖ᪼ࡍࡿࡶぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ&$9, ᳨࡛ฟྍ⬟࡞ື⬦ࡢ⾑⟶ᙎ
ᛶ⬟ࡣࠊື⬦ࡢჾ㉁ⓗኚࡼࡾ⏕ࡌࡿ⾑⟶ᙎᛶࡢኚຍ࠼࡚ࠊ⚄⤒యᾮᛶᅉᏊࡢኚື࡛⏕ࡌࡿ⾑
⟶ࡢᶵ⬟ⓗኚࡶྵࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࢆᬯ♧ࡋ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋື⬦ࡣ⾑⟶ࡢᵓ㐀ࡼࡾື⬦➼ࡢᙎᛶ
ື⬦ࠊศᕸື⬦ࠊ➽ᛶື⬦ࠊ⣽ື⬦➼ศ㢮ࡉࢀࠊື⬦ࡣከࡃࡢ⾑⟶ᖹ➽⣽⬊ࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡢᶵ
⬟ࡣ⚄⤒యᾮᛶᅉᏊࡼࡾไᚚࡉࢀࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡢࡼ࠺࡞⾑⟶ࡢᶵ⬟ⓗ
ኚࡀ &$9, ್ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡣ᫂ࡽࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ༓ⴥẶࡣ 1HZ =HDODQG :KLWH ⣔࢘
ࢧࢠࢆ⏝࠸ࡓ &$9, ィ

ࣔࢹࣝࢆ᪂つᵓ⠏ࡋࠊ⾑⟶ᙎᛶ⬟ࢆ &$9, ࡋ࡚ィ

࡛ࡁࡿື⬦⾑⟶ࡢᵓ㐀

Ꮫⓗ≉ᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆᮏ◊✲ࡢ➨㸯┠ⓗࡋ࡚ࠊ⾑⟶సື⸆ࡀ᭷ࡍࡿ⸆⌮Ꮫⓗ≉ᚩࢆά⏝ࡋ
࡚⾑⟶ࡢᶵ⬟ⓗኚ &$9, ࡢ㛵ಀࢆ➨㸯❶᳨࡛ウࡋࡓࠋ➨  ❶ࡢᡂ⦼ࢆࡶࠊ➨  ❶࡛ࡣ⾑⟶ෆ
⓶⣽⬊⏤᮶ࡍࡿ୍㓟❅⣲㸦12㸧ࡼࡿື⬦⾑⟶ᙎᛶࡢᶵ⬟ㄪ⠇ᶵᵓࢆࠊ➨  ❶࡛ࡣឤ⚄⤒⣔
ࡼࡿື⬦⾑⟶ᙎᛶࡢᶵ⬟ㄪ⠇ᶵᵓࢆゎᯒࡋࡓࠋ

 ➨㸯❶࡛ࡣࠊ⾑⟶ᣑᙇ⸆࡛࠶ࡿࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥࢽ࢝ࣝࢪࣆࣥࡀ࢘ࢧࢠࡢᚰ⾑⾜ືែ &$9, 
࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥࡣኴ࠸ᑟ⟶ື⬦ࢆᣑᙇࡉࡏࠊ୍᪉࡛ࢽ࢝ࣝࢪࣆࣥ
ࡣ⣽࠸ᢠ⾑⟶ࢆᣑᙇࡉࡏࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ື⬦ࡢస⏝㒊ࡀ␗࡞ࡿ  ✀㢮ࡢ⾑⟶ᣑᙇ
⸆ࡀ &$9, ࠼ࡿస⏝ࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌࠊ⾑⟶ࡢᶵ⬟ⓗኚࡀ &$9, ࠼ࡿᙳ㡪࠾ࡼࡧ
&$9, ࡢ

ᐃ⠊ᅖࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᮏᐇ㦂࠾࠸࡚ࠊື⬦ᅽἼᙧࡢ㔜」ษࡢ㧗ࡉ

ࡀࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥࡢᢞᚋపୗࡋࡓࡇࡼࡾ➽ᛶື⬦ᣑᙇࡼࡿᑕἼࡢῶᑡࢆㄆࡵࡓࡀࠊࢽ࢝
ࣝࢪࣆ࡛ࣥࡣࡑࡢࡼ࠺࡞స⏝ࡣほᐹࡉࢀ࡞ࡗࡓࡇࡼࡾࠊ࢘ࢧࢠࢆ⏝࠸ࡓ &$9, ィ

ࣔࢹࣝ࠾࠸

࡚ࡶࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥࢽ࢝ࣝࢪࣆࣥࡢ⾑⟶࠾ࡅࡿస⏝Ⅼࡢ㐪࠸ࡀ᫂☜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᮏᐇ㦂
ࣔࢹࣝ࠾࠸࡚ࠊࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥࡣୖ⭎ື⬦⾑ᅽ࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡶ &$9, ࢆపୗࡉࡏࠊ
ࢽ࢝ࣝࢪࣆࣥࡣࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥྠᵝୖ⭎ື⬦⾑ᅽ࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࢆపୗࡉࡏࡿࡶࡢࡢ
&$9, ᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡇࢆ᫂☜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊ༓ⴥẶࡣ &$9, ࡀ⣽ື⬦࠾
ࡅࡿ⾑⟶ᢠࢆᫎࡏࡎࠊᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦ࡅ࡚ࡢື⬦⾑⟶ᙎᛶࢆᫎࡍࡿࡇࢆ᫂☜ࡋ
ࡓࠋྛࠎࡢ⾑⟶సື⸆ࡀ᭷ࡍࡿ⸆⌮Ꮫⓗ≉ᚩࡢ㐪࠸ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ&$9, ್ࡀᫎࡍࡿ⾑⟶
㡿ᇦࢆ᫂ࡽࡋࡓࣘࢽ࣮ࢡ࡞◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ


 ➨  ❶࡛ࡣࠊ⏕యෆ࠾࠸࡚⾑⟶ෆ⓶⣽⬊ࡽ㐟㞳ࡍࡿෆᅉᛶ 12 ࡀື⬦⾑⟶ᙎᛶࡢᶵ⬟ㄪ⠇
࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊ12 㐟㞳ಁ㐍స⏝ࢆ᭷ࡍࡿࢭࢳࣝࢥࣜࣥࡲࡓࡣ 12 ྜᡂ㜼ᐖ⸆
/1$0( ࢆ࢘ࢧࢠᢞࡋ࡚ࠊ&$9, ࠾ࡼࡧ⾑ᅽࡲࡓࡣ⾑⟶ᢠཬࡰࡍస⏝ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊࢭࢳࣝࢥࣜࣥࡣࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥྠᵝࠊ&$9,ࠊୖ⭎ື⬦⾑ᅽ࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࢆపୗ
ࡉࡏࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊࢭࢳࣝࢥࣜࣥࡼࡾ⾑⟶ෆ⓶⣽⬊ࡽ㐟㞳ࡋࡓ 12
㸦DJRQLVWLQGXFHG12㸧ࡣࠊ⣽ື⬦࠾ࡼࡧᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦ࡅ࡚ࡢ⾑⟶⥭ᙇᛶᙳ㡪ࢆ࠼
ࡿ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ/1$0( ࡣୖ⭎ື⬦⾑ᅽୗ⫥⾑⟶ᢠࢆቑຍࡉࡏࡓࡀࠊ&$9, ࢆኚࡉ
ࡏ࡞࠸ࡇࡽࠊ⾑⟶ෆ⓶⣽⬊ࡽᜏᖖⓗศἪࡋ࡚࠸ࡿ 12㸦FRQVWLWXWLYH12㸧ࡣࠊ⣽ື⬦ࡢ⾑⟶
⥭ᙇᛶࡢᐤࡣࡁ࠸ࡀࠊᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦ࡅ࡚ࡢື⬦⾑⟶ᙎᛶࡢᶵ⬟ⓗㄪ⠇ࡢ㛵ࡣ
ᑠࡉ࠸⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

 ➨㸱❶࡛ࡣࠊື⬦⾑⟶ᙎᛶࡢᶵ⬟ㄪ⠇࠾ࡅࡿឤ⚄⤒⣔ࡢᙺࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢘ࢧࢠࢻࣞ
ࢼࣜࣥసືᛶ ǂ ཷᐜయసື⸆࡛࠶ࡿࣇ࢙ࢽࣞࣇࣜࣥࢆᢞࡋࡓࡇࢁࠊ᪼ᅽస⏝ຍ࠼࡚ &$9, ࡢ᭷
ព࡞ୖ᪼ࡀほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊࢻࣞࢼࣜࣥసືᛶ ǂ ཷᐜయࡣ⣽ື⬦ࡢ⾑⟶⥭ᙇᛶࡢㄪ
⠇ຍ࠼࡚ࠊᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦ࡅ࡚ࡢື⬦⾑⟶ᙎᛶࡢᶵ⬟ⓗㄪ⠇ᐤࡍࡿ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊࢻࣞࢼࣜࣥసືᛶ ǂ ཷᐜయᣕᢠ⸆ࢻ࢟ࢧࢰࢩࣥࢆ࢘ࢧࢠᢞࡍࡿࠊ⾑ᅽపୗస⏝ࡣほ
ᐹࡉࢀࡓࡶࡢࡢ &$9, పୗࡢ⛬ᗘࡣഹ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ㯞㓉≧ែࡢ࢘ࢧࢠ࡛ࡣᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦
ࡅ࡚ࡢឤ⚄⤒⣔ࢆࡋࡓ⾑⟶⥭ᙇᛶࡢไᚚࡣ࠶ࡲࡾࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ༓ⴥ
Ặࡣࢻࣞࢼࣜࣥసືᛶཷᐜయࡢᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦ࡅ࡚ࡢ⾑⟶⥭ᙇᛶ࠾ࡅࡿ㛵ࢆㄪ
ࡿࡓࡵࠊࢻࣞࢼࣜࣥసືᛶཷᐜయࢯࣉࣞࢼࣜࣥࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࢯࣉࣞࢼࣜࣥࡣୖ⭎ື
⬦⾑ᅽࡢపୗୗ⫥⾑⟶ᢠࡢ᭷ព࡞పୗࢆ♧ࡋࡓࡀࠊ&$9, ࡢኚࡣഹ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ༓ⴥẶ
ࡣࣇ࢙ࢽࣞࣇࣜࣥࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡛ࠊࣇ࢙ࢽࣞࣇࣜࣥࡢᢞࢆ୰Ṇࡍࡿ⾑ᅽࡣ㏿ࡸඖࡢ್ᡠࡿ
ࡀࠊ&$9, ್ࡢୖ᪼ࡣࣇ࢙ࢽࣞࣇࣜࣥᢞ୰Ṇᚋࡶ⥅⥆ࡍࡿ࠸࠺⯆῝࠸▱ぢࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ⣽ື⬦
ࡢ⾑⟶⥭ᙇᛶኚᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦ࡅ࡚ࡢ⾑⟶⥭ᙇᛶኚࡣ⊂❧ࡋ࡚⏕ࡌ࠺ࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿ
ࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾࠊឤ⚄⤒⣔ࡢ㛵ࡍࡿែ⏕⌮ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞▱ぢ࡛࠶ࡿࠋ

 ༓ⴥẶࡼࡿ୍㐃ࡢ◊✲ᡂᯝࡣࠊ&$9, ࡀᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦ࡅ࡚ࡢ⾑⟶⥭ᙇᛶࢆᫎࡍࡿ
ᣦᶆࡋ࡚⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊయ࡞ࡿᐇ㦂⤖ᯝࡣᏛ⾡ㄽᩥࡋ࡚බ⾲ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ⏦ㄳㄽᩥࡢෆᐜࡣࠊື⬦⾑⟶ࡢᵓ㐀⾑⟶ࡢ⏕⌮ᶵ⬟ࡸ⸆⌮స⏝ࡢ㛵ಀᛶࢆ⏕య࡛ࣞ࣋ࣝ
᳨ウࡍࡿ᪂ࡓ࡞㐨➽ࢆษࡾᣅࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⮫ᗋ⏕⌮᳨ᰝ࡛ᚓࡽࢀࡿ &$9, ್ࡢኚែ⏕⌮Ꮫ
ࡢ㛵ಀᛶࢆ㆟ㄽࡍࡿୖ࡛᪂ࡓ࡞ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊ౯್࠶ࡿ▱ぢࢆ࠼ᚓࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨
ୖࡼࡾࠊ༓ⴥẶࡢ⏦ㄳㄽᩥࢆ༤ኈ㸦⸆Ꮫ㸧ࡢᤵ್ࡍࡿࡶࡢุ᩿ࡍࡿࠋ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
㧗ཎ ❶

