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第1章

序論

動脈の機能と血管弾性の関連
動脈は心臓から駆出された血液を末梢へ送る血管であり、大動脈をはじめとする太い
動脈は弾性能を有することが大きな特徴である。大動脈は心臓の収縮期において心臓か
らの駆出圧により伸展すると同時に、血液を大動脈内に一時的に貯留することができる。
心臓の拡張期において伸展した大動脈が復元する際に、大動脈内に貯留した血液が全身
に循環される。この Windkessel 効果により、大動脈は左室から駆出される際の脈流を
定常流に変換するとともに、末梢血管に対する脈波の衝撃を緩和することができる。こ
れら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とされている
（Tomiyama et al., 2010; McEniery et al., 2007; Laurent et al., 2006; O'Rourke et al.,
2007）。一方、加齢や動脈硬化等に伴う血管の器質的な変化は血管弾性能を低下させ、
各種の臓器障害を引き起こすことから臓器障害のリスク因子として知られている。これ
までに、非侵襲的な検査法を用いて血管弾性能を定量化する試みがなされ、脈波伝搬速
度（pulse wave velosity：PWV）、増幅係数（augmentation index：AI）、stiffness
parameter 、心臓足首血管指数（cardio ankle vascular index：CAVI）などの指標が
臨床応用されている。
臨床における血管弾性能の計測法
動脈の弾性能を非侵襲的に評価する方法の中で最も歴史があり世界で汎用されてい
る検査法は PWV の計測であり、1922 年に Bramwell と Hill によってはじめて測定が
行われた（Bramwell et al., 1922）
。この指標は、血管内に生じた脈波が一定の距離を
伝わる速度を算出したもので、その値を動脈の硬さと見なしている。Meons-Korteweg
の式より、脈波速度の２乗は Young 率および壁厚に比例し、動脈内径および血液粘度
に反比例する。
[Moens-Kortewerg の式]
𝑃𝑊𝑉 2 =

𝐸・ℎ
𝐷 ・𝜌

E：Young 率、h：動脈壁厚、D：動脈内径、ρ：血液粘度

[Young 率]
𝐸=

∆𝑃
・∆𝐷
ℎ

ΔP：内圧変化量、ΔD：内径変化量
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この式で示されるように、Young 率は内圧変化量に比例することから、理論上、PWV
は内圧依存性があるとされている。内圧変化は細動脈における血管径変化に大きく依存
していることから、PWV は細動脈レベルの血管機能により影響を受けやすいと考えら
れる。さらに、PWV は、血管壁の硬さだけでなく心拍数あるいは動脈壁厚と動脈内径
の比の影響もうけるため、これらの血管壁の硬さ以外の因子の影響をつねに考慮する必
要がある。
AI（augmentation index）は中心血圧（上行大動脈の血圧）や橈骨動脈血圧などの
波形分析に基づいて算出される反射波（reflected wave）の指標であり、Kelly と
O’Rourke らによって 1989 年に提唱された（Kelly et al., 1989）。心臓の収縮により発
生する駆出波（incident wave）は、動脈樹を順行性に伝播したのち、おもに下半身の
筋性小・細動脈レベルや動脈分岐部など、インピーダンス（拍動抵抗）が変化する場所
で反射し、生じた反射波は次いで逆行性に伝播して同じ拍動期内に心臓方向へ戻る
（Agabiti-Rosei et al., 2007）
。したがって、大動脈の圧波形は、心臓からの駆出波と、
末梢で生じた反射波との合成波として観測される。AI は、大動脈圧波形の収縮後期ピ
ークと変曲点の間の血圧差（augmented pressure：増大圧）を脈圧で除することで算
出される。一般に大動脈の圧波形はカテ先マノメータを使い、観血的に記録されるが、
臨床では橈骨動脈や頸動脈の圧波形を非観血的に測定し、大動脈の AI を推定している。
AI は、その測定原理から反射波の指標とされ、反射波の発生する小・細動脈レベルの
影響を受けやすい。また、脈波の波形は、動脈の物理的特性だけでなく身長（反射点ま
での距離）
、性別、心拍数（駆出時間）
、1 回拍出量（駆出波の波形）などにも依存する
ため、これらの因子の影響も考慮する必要がある。冒頭に示したように、動脈は、心臓
から駆出された血液による内圧上昇により伸展し、圧低下に伴い復元する。つまり、動
脈は弾性体である。PWV、AI は、それぞれ脈波の伝搬速度および圧波形の変化から動
脈の硬さを推定している指標であり、動脈の弾性体としての性質を反映している指標で
はない。また、その値は末梢血管の影響を強く受け、その値を変動させる因子の影響も
考慮する必要がある。
1980 年に林らは、動脈が弾性体としての性質を有することに基づき、動脈の硬さを
推定する指標として stiffness parameter を提唱した（Hayashi et al., 1980）
。
Stiffness
parameter は、収縮期および拡張期の心拍動に伴う血管径の変化と測定時の血圧から
算出され、局所の動脈の硬さを示す指標である。Young 率の関連式からもわかるように
血管壁の伸展性は血圧変動の影響を受けるが、この指標は測定時血圧で補正することに
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より血圧変動の影響を受けにくい指標とされている。動脈を弾性体と考えるとフックの
法則から ΔP＝S・ΔV（ΔP：内圧変化、S：Stiffness、ΔV：容積変化）の式が成立する。
さらに、ΔV は ΔQ（断面積変化）に置き換えることができ、血管断面積あるいは血管
径を測定することで血管の弾性を測定できる。しかしながら、実際の血管は動脈壁にお
ける局所の内圧と血管径の変化との関係は直線的ではなく、指数関数関係を示す。林ら
はヒト総頸動脈を用いた検討により、生理的血圧範囲の中で、動脈の内圧－径変化に次
の関係式が成り立つことを見出した（Hayashi et al., 1980）
。
ln

𝑃
𝑅𝑜
= 𝛽 ( − 1)
𝑅𝑠
𝑃𝑠
P：内圧、Ps：任意の基準内圧(通常：100mmHg)、Ro：外半径、Rs：P=Ps のときの血管外半径

つまり、血管内圧変化（P/Ps：内圧比）を対数変換することにより、血管径伸展（Ro/Rs：
膨張比）との間に直線関係が成り立つ。さらに、血管内圧変化を血圧に、血管径伸展を
心拍動に伴う血管壁の変異幅にそれぞれ置換することにより stiffness parameter は
以下の式で定義される。
𝑃𝑠
𝐷𝑑
Stiffness parameter β = ln ( ) ・
𝑃𝑑
𝐷𝑠 − 𝐷𝑑
Ps：収縮期血圧、Pd：拡張期血血圧、Ds：収縮期血管径、Dd：拡張期血管径

この関係式から stiffness parameter は、動脈を線形弾性体としてとらえた場合の係数
であり、動脈の硬さを示す。Stiffness parameter の算出に必要な血管径の変化は超音
波 M モード法による測定方法あるいはエコートラッキング法を用いた超音波変位法で
測定される。測定時には、心拍動に伴う血管径変位を安定して追跡することが必要なた
め、トラッキングゲートは内膜中膜複合体と外膜の高輝度の境界部分にしっかり設定し、
安定してトラッキングすることが必要である。また、体表に当てたプローブからの頸動
脈の圧迫により、自然な血管拍動を抑える場合があるため、トラッキングゲートがずれ
ないようにプローブをしっかり固定しつつも、できる限り動脈を圧迫しないように軽く
当てることが大切である（山科ら., 2013）
。このようなことから、測定者による誤差が
生じやすいことが指摘されている。
心臓足首血管指数（cardio ankle vascular index：CAVI）
2006 年に開発された CAVI は、stiffness parameter を基本原理とした大動脈起始
部から足首までの長さのある血管の硬さを反映する指標である（Shirai et al., 2006）。
Stiffness parameter  の 血 管 径 変 化 は 脈 波 速 度 と 関 係 し 、 Bramwell-Hill の 式
(Bramwell et al., 1922）から求められることから、CAVI の式は stiffness parameter 
4

に Bramwell-Hill の式および容積変位と口径変位の関係式を組み合わせることにより、
次のように示される。
[Bramwell-Hill の式]
𝑃𝑊𝑉 2 =

𝛥𝑃 𝑉
∙
𝜌 𝛥𝑉

ΔP：脈圧、ρ：血液密度、V：血管容量、ΔV：血管容量の変化
[容積変位と口径変位の関係式]
𝑉
𝐷
=
𝛥𝑉 2𝛥𝐷
V：血管容量、ΔV：血管容量の変化、D：血管径、ΔD：血管径の変化

[CAVI]
CAVI = a {

2𝜌
𝑃𝑠
× 𝑙𝑛
× 𝑃𝑊𝑉 2 } + 𝑏
𝛥𝑃
𝑃𝑑

ρ：血液密度、ΔP：脈圧、Ps：収縮期血圧、Pd：拡張期血圧、
PWV：脈波伝搬速度、a、b：定数

CAVI は、心電図、心音図、血圧の測定によって算出されるため、非常に簡便な検査法
である。また、この指標は年齢、冠動脈疾患の重篤度、中膜内膜複合体厚といった動脈
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能の変化を定量的に
表す指標と位置付けられている（Nakamura et al., 2008; Namekata et al., 2007;
Takaki et al., 2007; Izuhara et al., 2008; Miyoshi et al., 2010; Horinaka et al., 2009）
。
血管の構造から見た CAVI の測定範囲
動脈は血管の構造により弾性動脈、筋性動脈、細動脈等に分類されている（楠美ら.,
2009）。大動脈などの弾性動脈は多くの弾性線維を含むことが知られる。一方、筋性動
脈、細動脈では弾性線維は減少し、それ減少に伴い相対的に平滑筋細胞の割合は増加す
る。血管弾性は、加齢、動脈硬化などによる膠原繊維の増加および弾性繊維の減少によ
る動脈の器質的変化だけでなく、神経体液性因子により制御される血管緊張性の変化
（機能的変化）によっても影響を受ける可能性が考えられる。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、神経体液性因子による血管緊張性変化で
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 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、その測定範
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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。
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 3 章では、動脈の機能的変化における CAVI の影響および CAVI で計測
可能な血管構造の範囲を明らかにすることを目的に、動脈への作用部位が異なる 2 種類
の血管拡張薬が CAVI に与える作用を検討した。第 3 章の成績をもとに、第 4 章では内
皮由来一酸化窒素による機能調節機構を、第 5 章では交感神経性機能調節機構を薬理学
的に解析した。
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第2章
第1節

実験方法
実験動物

本研究では、「東邦大学薬学部における実験動物に関する指針」に従って動物実験を
実施した。雌雄のニュージランドホワイトウサギ（体重 3～4 kg：三協ラボサービス、
東京）を購入し、東邦大学薬学部実験動物センターで飼育したものを使用した。

第2節

測定方法

ウサギに導入麻酔を目的としてケタミン（35 mg/kg）とキシラジン（5 mg/kg）を大
腿部に筋肉内投与した。ウサギを背位に保定し、36℃で背側から保温し、気管カニュー
レを挿入して人工呼吸器（SN-480-7、シナノ製作所）にて呼吸管理を行った。人工呼
吸器の一回換気量および呼吸数は、それぞれ 6 mL/kg、40 strokes/min に設定した。維
持麻酔にはハロセンを用い、ハロセン気化器（五十嵐医科工業 FLUO-V FLUOTHANE
1500）により 0.5%の濃度に気化し、人工呼吸器を介して吸入させた。左右の耳介静脈
にサーフロー留置針を挿入し、それぞれ補液と薬剤投与に用いた。図 1 に麻酔ウサギに
おける CAVI 計測法の概略を示す 。四肢誘導により 第Ⅱ誘導心電図を測定し た
（BIOELECIRIC AMPLIFIER AB-620G、日本光電）
。心音図は、胸郭上に留置したマ
イクロフォンにて記録した。ヘパリン化した動脈カニューレを上腕動脈と膝窩動脈に留
置し、CARRIER AMPLIFIER AP-601G により血圧を、HEART RATE COUNTER
AT-601G により心拍数を測定した。左大腿動脈に血流測定用プローブを装着し、超音
波血流計（MA4PSB 4PSB1277、トランソニックシステムズジャパン）を介して大腿
動脈血流量を計測した。得られたシグナルは、PowerLab system (AD Instruments,
Bella Vista, New South Wales, Australia)、多ペンレコーダ（WR-3320，GRAPHTEC）
にて記録した。
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ᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ㛫 T ࢆ⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ 2 CAVI ࡛ࡢ⬦Ἴ㏿ᗘ ᐃ
T㸸ື⬦ᘚࡽ㊊㤳ࡲ࡛ࡢ⬦Ἴఏᦙ㛫ࠊtba㸸ୖ⭎ື⬦⬦Ἴࡢୖ᪼㛤ጞⅬࡽ⭸❐ື⬦⬦
Ἴࡢୖ᪼㛤ጞⅬࡲ࡛ࡢ⬦Ἴఏᦙ㛫ࠊtb㸸ᚰϩ㡢㸦ື⬦ᘚ㛢㙐㸧ࡢⓎ⏕Ⅼࡽୖ⭎ື⬦⬦
Ἴࡢ㔜」ษࡲ࡛ࡢ⬦Ἴఏᦙ㛫
tb ࡣࠊᚰϨ㡢㸦ື⬦ᘚ㛤ᨺ㸧ࡢⓎ⏕Ⅼࡽୖ⭎ື⬦⬦Ἴࡢୖ᪼㛤ጞⅬࡲ࡛ࡢ⬦Ἴఏᦙ㛫
㸦t’b㸧ྠࡌ࡛࠶ࡾࠊ㛫 T ࡢ⟬ฟࡣ t’b ࡢ௦⏝ࡋ࡚ tb ࢆ⏝

ᮏ◊✲࡛ࡣ⾑ᅽࡣ mmHg ༢࡛ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊCAVI ࡣ௨ୗࡢィ⟬ᘧࡼࡗ࡚ࡶ
ィ⟬ࡉࢀࡿࠋ
    ൌ

ܲݏሾ݉݉݃ܪሿ
ʹߩሾ݃Ȁܿ݉ଷ ሿ
ൈ ݈݊
ൈ ݄ܹܸܽܲ ଶ ሾ݉Ȁݏሿ ൈ Ǥͷ
ܲ݀ሾ݉݉݃ܪሿ
߂ܲሾ݉݉݃ܪሿ

    7.5㸸⾑ᅽࡢ༢ࢆ mmHg ࡽ Pa ࠊ⾑ᾮᐦᗘࡢ༢ࢆ g/cm3 ࡽ kg/m3 ኚࡍࡿᐃᩘ
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第3節

実験プロトコール

各々の測定指標が安定した時点で、薬物投与前値を計測した。ニトログリセリン 2
µg/kgを10 分間かけて静脈内持続投与（0.2 mL/kg/min）し、各パラメータの変化を投
与開始から30 分後まで観察した。その後に、4 µg/kgおよび8 µg/kgを順次投与して薬
物が各指標に及ぼす影響を評価した。ニカルジピン（1、3、10 µg/kg）、アセチルコリ
ン（4、8 µg/kg）、フェニレフリン（1、3、10 µg/kg）、イソプレナリン（0.01、0.03、
0.1 µg/kg）、メトプロロール（3、10 mg/kg）についても同様の手順で薬物が各指標に
及ぼす影響を評価した。L-NAMEおよびドキサゾシンの作用の検討では、薬物を急速
静脈内投与した。L-NAME（50 mg/kg）の投与後、各パラメータの変化を投与開始か
ら20 分まで観察した。ドキサゾシン（0.1、0.3、1 mg/kg）の投与後、各パラメータの
変化を投与開始から30 分まで観察した。

第4節

試薬

Nitroglycerin（ミリスロール®注, 日本化薬）
Nicardipine（ペルジピン注射液®，アステラス製薬）
Phenylephrine hydrochloride（ネオシネジン®注1mg，興和株会社）
Doxazosin mesylate（シグマ・アルドリッチ ジャパン）
l-Isoprenaline hydrochloride（プロタノールL®注0.2mg，興和株式会社）
Metoprolol tartrate（和光純薬工業株式会社）
Ketamine hydrochloride（ケタラール®筋注用，第一三共）
Xylazine hydrochloride（セラクタール®2％注射液，バイエル薬品株式会社）
Halothane（フローセン®，武田薬品工業）
Decamethonium bromide（シグマ・アルドリッチ ジャパン）
Heparin sodium（ヘパリンナトリウム注®1万単位/10mL「AY」）
生理食塩水（大塚生食注®，大塚製薬）

第5節

統計処理

実験で得られた値は、平均値±標準誤差で表した。また、有意差検定はDunnett
の多群検定を用い、有意水準を5%とした（P<0.05）。
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第3章

CAVI が検出できる動脈血管の特性に関する薬理学的検討

第1節

序

序論で述べた如く、これまで CAVI は、慢性的に進行する動脈の器質的変化による弾
性能の変化を測定してきたが、神経体液性因子の変動で生じる急性的な動脈の機能的変
化を測定できるかは明らかではない。また、測定原理である stiffness parameter は、
頸動脈の弾性能を反映した指標であることから、大動脈等の弾性動脈は測定範囲と考え
られるが、その測定範囲が筋性動脈や細動脈のような末梢血管までに及ぶかは明らかで
はない。
ニトログリセリンは生体内で一酸化窒素に変換され、弾性動脈や筋性動脈等の血液を
運搬する導管としての機能をもつ導管動脈や静脈を拡張させることにより心臓に対す
る後負荷および前負荷を軽減させる作用を有するため、狭心症や心不全といった様々な
心血管疾患に使用される（McGregor, 1982）。一方、ニカルジピンのようなカルシウム
チャネル拮抗薬は、細動脈を拡張させ、末梢血管抵抗を低下させるため、高血圧の治療
薬として使用される（Kuramoto et al., 2003; Abernethy et al., 1999）
。開胸実験や単
離した心臓の灌流実験によってニトログリセリンとカルシウムチャネル拮抗薬との血
管に対する薬理学的作用の違いを示す報告がなされている（Ishibashi et al., 1989;
Takeda et al., 1977; Fam et al., 1968）。これらの報告では、ニトログリセリンは主に
太い導管動脈を拡張させ、一方でニカルジピンは細い抵抗血管を拡張させるとされてい
る。
本章では、これらの動脈への作用部位が異なる 2 種類の血管拡張薬が CAVI に与える
作用を比較検討し、血管の機能的変化に対する CAVI の影響および CAVI の測定範囲を
明らかにすることを目的とした。

第2節
3-2-1

結果
心電図、心音図および上腕動脈、膝窩動脈の脈波に対するニトログリセリン、

ニカルジピンの影響
心電図、心音図および上腕動脈、膝窩動脈の脈波に対するニトログリセリン、ニカル
ジピンの影響を図 3 に示した。
上腕動脈の圧波形において、拡張末期圧の最下点と重複切痕（大動脈弁閉鎖時に生成
される収縮期相の終わりおよび拡張期相の始まりを規定する心周期の動脈圧波形の変
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᭤Ⅼ㸧ࡢ㛫ࡢ㧗ࡉࡣࠊࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥᢞࡼࡾᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊࢽ࢝ࣝࢪࣆࣥᢞ
࡛ࡣኚࡀぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

ᅗ 3 ᚰ㟁ᅗࠊᚰ㡢ᅗࠊୖ⭎ື⬦ࠊ⭸❐ື⬦ࡢື⬦Ἴᙧᑐࡍࡿࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥ 4 μg/kg
㸦A㸧
ࠊࢽ࢝ࣝࢪࣆࣥ 3 μg/kg㸦B㸧ࡢᙳ㡪
ᅗ୰ࡢ▮༳ࡣࠊ㔜」ษࢆ♧ࡍࠋHR㸸ᚰᢿᩘࠊBP㸸⾑ᅽࠊtba㸸ୖ⭎ື⬦ࡢ⬦Ἴࡢୖ᪼㛤
ጞⅬࡽ⭸❐ື⬦ࡢ⬦Ἴࡢୖ᪼㛤ጞⅬࡲ࡛ࡢ⬦Ἴఏᦙ㛫ࠊtb㸸ᚰϩ㡢㸦ື⬦ᘚ㛢㙐㸧ࡢ
Ⓨ⏕Ⅼࡽୖ⭎ື⬦ࡢ⬦Ἴࡢ㔜」ษࡲ࡛ࡢ⬦Ἴఏᦙ㛫ࠊt’b㸸ᚰϨ㡢㸦ື⬦ᘚ㛤ᨺ㸧ࡢ
Ⓨ⏕Ⅼࡽୖ⭎ື⬦ࡢ⬦Ἴࡢୖ᪼㛤ጞⅬࡲ࡛ࡢ⬦Ἴఏᦙ㛫
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3-2-2 ニトログリセリンの影響
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗に及ぼ
すニトログリセリンの影響の経時変化を図 4 に示した。
ニトログリセリン 2 µg/kg は、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV および下肢血管抵抗
を減少させ、大腿動脈血流量を増加させた。4 µg/kg は、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV
および下肢血管抵抗を減少させた。8 µg/kg は、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV および
下肢血管抵抗を減少させ、心拍数および大腿動脈血流量を増加させた。
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ࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥ

ᅗ 4 ᚰᢿᩘࠊୖ⭎ື⬦⦰ᮇ⾑ᅽࠊୖ⭎ື⬦ᣑᙇᮇ⾑ᅽࠊCAVIࠊhaPWVࠊ⭣ື⬦⾑ὶ
㔞ࠊୗ⫥⾑⟶ᢠ࠾ࡅࡿࢽࢺࣟࢢࣜࢭࣜࣥࡢᙳ㡪ࡢ⤒ኚ
ᐇ㦂㛤ጞ๓ࡢ್ࡣࡑࢀࡒࢀ 209 ± 9 beats/minࠊ65 ± 3 mmHgࠊ49 ± 3 mmHgࠊ3.2 ± 0.2ࠊ
3.4 ± 0.1 m/sࠊ6.7 ± 0.5 mL/minࠊ6.1 ± 0.4 mmHg㺃(mL/min)-1 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⭣ື⬦⾑ὶ㔞
࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡣࠊኚ⋡࡛♧ࡋࡓࠋᩘ್ࡣࠊᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓ㸦n=6㸧ࠋ㯮
༳㸸ྛ⃰ᗘࡢᢞ๓್ࡢ⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࢆ♧ࡍ㸦P < 0.05㸧ࠋ
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3-2-3 ニカルジピンの影響
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗におけ
るニカルジピンの影響の経時変化を図 5 に示した。
ニカルジピン 1 µg/kg は、大腿動脈血流量を増加させ、下肢血管抵抗を減少させた。
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI および haPWV には影響を与えなかった。3 µg/kg は、
上腕動脈血圧、haPWV および下肢血管抵抗を減少させ、大腿動脈血流量を増加させた。
心拍数および CAVI には影響を与えなかった。10 µg/kg は、上腕動脈血圧、haPWV お
よび下肢血管抵抗を減少させ、CAVI、大腿動脈血流量を増加させた。心拍数には影響
を与えなかった。
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ࢽ࢝ࣝࢪࣆࣥ

ᅗ 5 ᚰᢿᩘࠊୖ⭎ື⬦⦰ᮇ⾑ᅽࠊୖ⭎ື⬦ᣑᙇᮇ⾑ᅽࠊCAVIࠊhaPWVࠊ⭣ື⬦⾑ὶ
㔞ࠊୗ⫥⾑⟶ᢠ࠾ࡅࡿࢽ࢝ࣝࢪࣆࣥࡢᙳ㡪ࡢ⤒ኚ
ᐇ㦂㛤ጞ๓ࡢ್ࡣࡑࢀࡒࢀ 216 ± 11 beats/minࠊ65 ± 4 mmHgࠊ49 ± 4 mmHgࠊ3.4 ± 0.4ࠊ
3.4 ± 0.2 m/sࠊ8.6 ± 2.6 mL/minࠊ6.2 ± 1.1 mmHg㺃(mL/min)-1 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⭣ື⬦⾑ὶ㔞
࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡣࠊኚ⋡࡛♧ࡋࡓࠋᩘ್ࡣࠊᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓ㸦n=6㸧ࠋ㯮
༳㸸ྛ⃰ᗘࡢᢞ๓್ࡢ⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࢆ♧ࡍ㸦P < 0.05㸧 
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第3節

考察

3-3-1 ニトログリセリンとニカルジピンの血管作用部位の違い
図 3 に示すように、ニトログリセリンは動脈圧波形の重複切痕の高さに影響を与えた
が、ニカルジピンではそのような作用は観察されなかった。ニトログリセリンは、筋性
動脈拡張による反射波の減少をもたらし、重複切痕の高さを低下させることが報告され
ており（Bank et al., 1999; Yaginuma et al., 1986; Weinberg et al., 2001; Morikawa et
al., 1967）、ウサギを用いた本実験モデルにおいてもニトログリセリンは同様の作用を
示すことが確認された。また、図 4 および 5 においてニトログリセリンは下肢血管抵抗
を 20％減少させたが、ニカルジピンは 41％と大きく減少させた。ニトログリセリンは
大動脈や上腕動脈を含む太い動脈の stiffness を減少させることが示されている
（Laston et al., 1988; Bank et al., 1999; Yaginuma et al., 1986）
。また、ニトログリセ
リンは主に太い導管動脈を拡張させ、一方でニカルジピンは細い抵抗血管を拡張させる
ことが開胸実験や単離した心臓の灌流実験によって示されている（Ishibashi et al.,
1989; Takeda et al., 1977; Fam & Mcgrregor., 1968）。これらのウサギ生体内において
観察されたニトログリセリンとニカルジピンの心血管作用の相違は、従来から知られて
いる両薬物の作用特性を反映したものと考えられる。

3-3-2 ニトログリセリンによる血管機能変化が CAVI に与える影響
図 4 に示すように、ニトログリセリンの静脈投与により、上腕動脈血圧は低下した。
ニトログリセリンは細動脈よりも強力に全身の静脈血管を拡張し、静脈還流量を減少さ
せることにより前負荷を軽減させるという特徴的な作用を持つ（Ogilvie et al., 1978）
。
そのため、ニトログリセリンによる降圧作用はそのような多面的な薬理作用に大きく関
連すると思われる。CAVI は、ニトログリセリンの静脈内投与により有意に低下し、投
与終了後速やかに前値に戻ったことより、CAVI の変化は動脈の血管緊張性に対するニ
トログリセリンの作用に関連していると考えられる。図 3 に示すように、ニトログリセ
リン投与により動脈の圧波形の重複切痕の高さは低下したことから、ニトログリセリン
は導管動脈の血管緊張性を低下させている（Bank et al., 1999; Yaginuma et al., 1986;
Weinberg et al., 2001; Morikawa et al., 1967）
。よって、CAVI は、ニトログリセリン
による導管動脈の血管緊張性の低下（機能的変化）を反映したと考えらえる。
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3-3-3 ニカルジピンによる血管機能変化が CAVI に与える影響
図 5 で示したように、ニカルジピンは上腕動脈血圧を低下させ、大腿動脈血流量を増
加させた。一方、下肢血管抵抗は減少させた。これは、導管動脈よりも細動脈（抵抗血
管）における血管抵抗を減少させるというジヒドロピリジン系カルシウムチャネル拮抗
薬の特徴的な作用と考えられる（Ishibashi et al., 1989）。心拍数は、いずれの濃度で
も影響がなかったが、洞房結節に対する直接的な抑制により、反射性頻脈が認められな
いものと推定される（Satoh et al., 1990）
。また、ニカルジピン投与により haPWV は
用量依存的に減少した。上腕動脈血圧と haPWV の経時的変化は同期しており、さらに
その同期性はニトログリセリン投与においても認められる。よって、PWV は本質的に
血圧に依存していると考えられる。対照的に、ニカルジピンの低用量、中用量は CAVI
に影響をあたえなかったことより、CAVI は血圧非依存性であると考えられる。ニカル
ジピン高用量は CAVI を増加させた。α1 受容体刺激薬フェニレフリンで CAVI が増加す
る（第 5 章）ため、ニカルジピン高用量における CAVI の増加には、血圧低下による反
射的な交感神経の活性化が関与している可能性が考えられる。
以上より、CAVI は、ニカルジピンによる細動脈の血管緊張性の変化を反映しないと
考えらえる。

3-3-4 CAVI を反映する血管の範囲
ウサギ CAVI モデルを用いた検討において CAVI は、ニトログリセリンによる導管動
脈の血管緊張性の低下を反映したが、ニカルジピンによる細動脈の血管緊張性は反映し
なかった。以上の結果より、CAVI は細動脈における血管緊張性を反映せず、細動脈よ
りも上流に位置する筋性動脈から弾性動脈にかけての血管緊張性に関連する弾性能を
反映すると考えられる。
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第4節

小括

CAVI は、ニトログリセリンが拡張作用を示す主に導管動脈の機能的変化に応じて変
動する指標であり、CAVI を反映する血管の範囲は、細動脈よりも上流に位置する弾性
動脈から筋性動脈までであることが明らかとなった。このことから、CAVI は弾性動脈
から筋性動脈の機能的変化を反映するパラメータとして、また、血圧および血管抵抗は
細動脈の機能的変化を反映するパラメータとして測定することにより、血管緊張性に影
響を与える物質あるいは薬物の動脈への選択性を in vivo で検出できることが示された
（図 6）。
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⾑ᅽ
⾑⟶ᢠ

ᅗ 6 ື⬦ᵓ㐀⾑ᅽࠊ⾑⟶ᢠࡢ㛵㐃࠾ࡼࡧ CAVI ࡢ ᐃ⠊ᅖ
ື⬦ࡣࠊື⬦ࠊศᕸື⬦ࠊ➽ᛶື⬦ࠊ⣽ື⬦ࠊẟ⣽⾑⟶ศ㢮ࡉࢀࡿࠋື⬦ᅽࡣࠊື
⬦࠾࠸࡚ࡶࡗࡶ㧗࠸ࠋᮎᲈ࠸ࡃࡘࢀ⾑⟶ᢠࡀቑຍࡋࠊࡑࢀకࡗ࡚ື⬦ᅽࡶప
ୗࡍࡿࠋ⥲ᮎᲈᢠࡢ࠺ࡕ⣙ 40㸣ࡀ⣽ື⬦࠾࠸࡚ㄪ⠇ࡉࢀࡿ㸦⾑ᅽ࠾ࡼࡧ⥲ᮎᲈᢠ್
ࡣࣄࢺࡢሙྜ㸧
ࠋ⾑ᅽ࠾ࡼࡧ⾑⟶ᢠࡣࠊ⣽ື⬦ࡢ⾑⟶⥭ᙇᛶࢆ♧ࡍᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋCAVI ࡣࠊ
⣽ື⬦ࡼࡾࡶୖὶࡢᙎᛶື⬦ࡽ➽ᛶື⬦ࡲ࡛ࡢື⬦ࡢ⾑⟶⥭ᙇᛶࢆ♧ࡍᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᮡ
ࡽ., 2009 ࡼࡾ୍㒊ᨵ⦅㸧
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第4章
第1節

血管内皮細胞由来一酸化窒素による動脈血管弾性の機能調節機構
序

血管内皮細胞は強力な血管弛緩物質を遊離することにより循環動態を調節している。
血管内皮細胞は、一酸化窒素（Nitric oxide：NO）、プロスタノイド、血管内皮過分極
因子（Endothelium-derived hyperpolarizing factor：EDHF）の少なくとも 3 種類の
内皮由来弛緩因子（Endothelium-derived relaxing factor：EDRF）を生成し、なかで
も NO は血管緊張性に対して重要な役割を担うことが知られている（Palmer et al.,
1987; Moncada et al., 1993; Chen et al., 1988; Chen et al., 1990）
。第 3 章で、ニトロ
グリセリンにより外因性に供給された NO が CAVI を低下させることが示された。生体
内において、NO はアセチルコリン等の生理活性物質が血管内皮細胞の膜上に存在する
受容体に結合し、内皮型一酸化窒素合成酵素（endothelial nitric oxide synthase: eNOS）
を活性化させることにより遊離する（agonist-induced NO）
（Faseb., 1989; Imanishi et
al., 2006）
。また、NO は血液循環により発生するずり応力等により常に内皮細胞から
遊離し、循環動態の恒常性を維持している（constitutive NO）
（Rubanyi et al., 1986;
Wallace et al., 2007; Fitch et al., 2001; Willkinson et al., 2002）
。
本章では、生体内において血管内皮細胞から遊離する内因性 NO が動脈血管弾性の機
能調節に与える影響を明らかにするため、NO 遊離促進作用を有するアセチルコリンと
NO 合成阻害薬 L-NAME が、弾性動脈から筋性動脈の機能的変化を反映する CAVI お
よび細動脈の血管緊張性を反映する血圧、血管抵抗に及ぼす作用を検討した。

第2節

結果

4-2-1 アセチルコリンが動脈血管弾性の機能調節機構に及ぼす影響
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗におけ
るアセチルコリンの影響の経時変化を図 7 に示した。
アセチルコリン 4 µg/kg は、いずれのパラメータにおいても有意な変化をあたえなか
った。8 µg/kg は、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV および下肢血管抵抗を減少させ、大
腿動脈血流量を増加させた。心拍数には影響を与えなかった。
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ࢭࢳࣝࢥࣜࣥ㸦L-NAME 㠀Ꮡᅾୗ㸧

ᅗ 7 ᚰᢿᩘࠊୖ⭎ື⬦⦰ᮇ⾑ᅽࠊୖ⭎ື⬦ᣑᙇᮇ⾑ᅽࠊCAVIࠊhaPWVࠊ⭣ື⬦⾑ὶ
㔞ࠊୗ⫥⾑⟶ᢠ࠾ࡅࡿࢭࢳࣝࢥࣜࣥ㸦L-NAME 㠀Ꮡᅾୗ㸧ࡢᙳ㡪ࡢ⤒ኚ
ᐇ㦂㛤ጞ๓ࡢ್ࡣࡑࢀࡒࢀ 217 ± 13 beats/minࠊ63 ± 3 mmHgࠊ46 ± 3 mmHgࠊ2.9 ± 0.1ࠊ
3.2 ± 0.1 m/sࠊ6.2 ± 0.7 mL/minࠊ8.8 ± 1.6 mmHg㺃(mL/min)-1 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⭣ື⬦⾑ὶ㔞
࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡣࠊኚ⋡࡛♧ࡋࡓࠋᩘ್ࡣࠊᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓ㸦n=4㸧ࠋ㯮
༳㸸ྛ⃰ᗘࡢᢞ๓್ࡢ⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࢆ♧ࡍ㸦P < 0.05㸧ࠋ
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4-2-2 L-NAME が動脈血管弾性の機能調節機構に及ぼす影響
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗におけ
る L-NAME の影響の経時変化を図 8 に示した。
L-NAME 50 mg/kg は、心拍数を低下させ、上腕動脈血圧、haPWV、下肢血管抵抗
を増加させた。CAVI および大腿動脈血流量には影響を与えなかった。
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L-NAME

ᅗ 8 ᚰᢿᩘࠊୖ⭎ື⬦⦰ᮇ⾑ᅽࠊୖ⭎ື⬦ᣑᙇᮇ⾑ᅽࠊCAVIࠊhaPWVࠊ⭣ື⬦⾑ὶ
㔞ࠊୗ⫥⾑⟶ᢠ࠾ࡅࡿ L-NAME ࡢᙳ㡪ࡢ⤒ኚ
ᐇ㦂㛤ጞ๓ࡢ್ࡣࡑࢀࡒࢀ 210 ± 15 beats/minࠊ70 ± 3 mmHgࠊ53 ± 3 mmHgࠊ3.1 ± 0.1ࠊ
3.5 ± 0.1 m/sࠊ7.5 ± 1.0 mL/minࠊ8.4 ± 1.4 mmHg㺃(mL/min)-1 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⭣ື⬦⾑ὶ㔞
࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡣࠊኚ⋡࡛♧ࡋࡓࠋᩘ್ࡣࠊᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓ㸦n=4㸧ࠋ㯮
༳㸸ྛ⃰ᗘࡢᢞ๓್ࡢ⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࢆ♧ࡍ㸦P < 0.05㸧ࠋ
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4-2-3

L-NAME 存在下においてアセチルコリンが動脈血管弾性の機能調節機構に及

ぼす影響
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗にお
けるアセチルコリンの影響（L-NAME 存在下）の経時変化を図 9 に示した。
L-NAME 存在下において、アセチルコリン 4 µg/kg は、大腿動脈血流量のみを増加
させた。8 µg/kg は、心拍数、大腿動脈血流量を増加させ、下肢血管抵抗を減少させた。
上腕動脈血圧、CAVI および haPWV には影響を与えなかった。
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ࢭࢳࣝࢥࣜࣥ㸦L-NAME Ꮡᅾୗ㸧

ᅗ 9 ᚰᢿᩘࠊୖ⭎ື⬦⦰ᮇ⾑ᅽࠊୖ⭎ື⬦ᣑᙇᮇ⾑ᅽࠊCAVIࠊhaPWVࠊ⭣ື⬦⾑ὶ
㔞ࠊୗ⫥⾑⟶ᢠ࠾ࡅࡿࢭࢳࣝࢥࣜࣥ㸦L-NAME Ꮡᅾୗ㸧ࡢᙳ㡪ࡢ⤒ኚ
ᐇ㦂㛤ጞ๓ࡢ್ࡣࡑࢀࡒࢀ 176 ± 23 beats/minࠊ91 ± 6 mmHgࠊ77 ± 6 mmHgࠊ3.2 ± 0.1ࠊ
4.1 ± 0.1 m/sࠊ5.9 ± 0.7 mL/minࠊ14.7 ± 2.5 mmHg㺃(mL/min)-1 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⭣ື⬦⾑ὶ
㔞࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡣࠊኚ⋡࡛♧ࡋࡓࠋᩘ್ࡣࠊᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓ㸦n=4㸧
ࠋ
㯮༳㸸ྛ⃰ᗘࡢᢞ๓್ࡢ⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࢆ♧ࡍ㸦P < 0.05㸧
ࠋ
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第3節

考察

4-3-1 アセチルコリンが動脈血管弾性の機能調節機構に及ぼす影響
図 7 に示すように、アセチルコリンは、上腕動脈血圧と下肢血管抵抗を低下させ、大
動脈血流量を増加させた。今西らは、アセチルコリンの静脈内投与により血漿中 NO 濃
度が上昇し、その濃度上昇に応じて降圧作用が増大することを報告している（Imanishi
et al., 2006）
。本実験においても、アセチルコリン投与により NO が遊離し、血管平滑
筋弛緩作用が生じて、細動脈の血管緊張性を反映する血圧および血管抵抗が低下したと
考えられる。一方で、アセチルコリンの投与により CAVI が低下したことより、アセチ
ルコリンにより血管内皮細胞から遊離した NO は、細動脈とともに弾性動脈から筋性動
脈にかけての動脈血管の緊張性に影響を与えると考えられる。以上の結果より、ニトロ
グリセリンによって外因性に NO を供給した場合（第 3 章）と同様に、アセチルコリン
により血管内皮細胞から強制的に遊離された NO は、細動脈とともに弾性動脈から筋性
動脈にかけての両者における血管緊張性に対して類似した作用を示すと考えらえる。

4-3-2 NOS 阻害薬 L-NAME が動脈血管弾性の機能調節機構に及ぼす影響
図 8 に示すように本研究において L-NAME は心拍数を有意に低下させた。NOS 阻
害薬の全身投与により、心拍数と心拍出量が低下することが報告されているが（Brooks
et al., 2001; Widdop et al., 1992）
、これらの作用は、アトロピンの投与により抑制され
る（Widdop et al., 1992）
。そのため、NOS 阻害薬投与による心拍数、心拍出量の低下
は、血管抵抗増加により反射的に副交感神経が活性化し、アセチルコリンによって心臓
のムスカリン受容体が刺激されることによる作用と推察される。Buxton らは、
L-NAME が NOS 阻害作用に加えて抗ムスカリン作用を有することを報告している
（Buxton et al., 1993）
。L-NAME に強力な抗ムスカリン作用があれば、心拍数の低下
は認められないと考えらえるが、本研究では心拍数は有意に低下していることから、血
管内皮細胞に存在するムスカリン受容体への L-NAME による抗ムスカリン作用は一部
であると考えられる。
本研究において、L-NAME の静脈内投与は、細動脈の血管緊張性を示す上腕動脈血
圧と下肢血管抵抗を上昇させた。L-NAME は、非共有結合により不可逆的に NOS に
結合し、L-arginine の NOS への結合を競合的に阻害することにより NO 生成を阻害す
る（Griffith et al., 1996）。L-NAME 等の NOS 阻害薬は、全身投与において NO の生
成を抑制することにより、ウサギ後肢動脈径の短縮や血圧上昇をもたらすことが報告さ
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れている（Persson et al., 1991; Imanishi et al., 2006）。本研究で観察された上腕動脈
血圧と下肢血管抵抗を上昇作用は、NOS 阻害により constitutive NO の生成が抑制さ
れたことで生じたと考えられる。
一方、CAVI は L-NAME により変化しなかった。本研究で用いた L-NAME の投与量
は、従来の研究で使用されていた投与量（Losonczyet al.,1996; Persson et al., 1991;
Shimoda et al., 2006）よりも多い用量である。Sugawara らは、NOS 阻害薬である
NG-Monomethyl-L-arginine（L-NMMA）をヒトに全身投与し、頸動脈局所における
動脈弾性能を評価している。L-NMMA の全身投与により上腕動脈血圧は有意に上昇し、
心拍数は有意に低下したものの頸動脈における動脈弾性能は変化しなかったと報告さ
れており（Sugawara et al., 2014）
、今回の我々の結果と類似している。ヒトの冠動脈
を用いた研究で、L-NMMA の冠動脈内投与は近位よりも遠位の冠動脈の血管径を縮小
させる作用が強いことが示されている（David et al., 1993）
。さらにウサギの血管を用
いた in vitro の検討において、NOS 阻害薬は冠動脈（Cobinw et al., 2007）
、腸間膜動
脈および大腿動脈の血管緊張性を増強させるが、胸部大動脈では変化が少ない（Ferrer
et al., 1995）ことが報告されている。ウサギ大動脈に eNOS の発現が認められる（Dancu
et al., 2007）が、その発現量は大腿動脈に比較して少なく（Alnaeb et al., 2007）
、胸
部大動脈の cGMP 濃度は大腿動脈や腸間膜動脈などの動脈と比較して明らかに低いこ
とが示されている（Ferrer et al., 1995）
。そのため、恒常的に分泌している NO による
血管緊張性に対する影響は、末梢血管よりも導管動脈において小さいことが示唆される。
今回の実験結果において、血管内皮細胞から恒常的に分泌している NO（constitutive
NO）は、細動脈の血管緊張性への寄与は大きいが、弾性動脈から筋性動脈にかけての
動脈血管弾性の機能的調節への関与は小さいと考えられた。

4-3-3 EDRF による動脈血管弾性の機能調節機構および動脈径での相違
図 9 に示したように L-NAME 存在下、アセチルコリン投与によって心拍数は増加し
た。高用量の NO は、心機能を抑制することが認められており（Massion et al., 2003;
Kojda et al., 1996）、L-NAME による NOS 阻害により NO 遊離が抑制され、NO によ
る心機能抑制作用が減弱した結果と考えられる。また、L-NAME 存在下ではアセチル
コリン投与による上腕動脈血圧および CAVI 低下作用は阻害された。よって、L-NAME
非存在下で認められたアセチルコリン投与による上腕動脈血圧および CAVI の低下は、
アセチルコリンにより NOS が活性化されたことにより遊離した EDRF によって引き起
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こされているものと考えられる。一方、L-NAME 存在下においてもアセチルコリン投
与により下肢血管抵抗は有意に減少した。In vitro の検討において、アセチルコリンに
よる血管平滑筋弛緩反応は L-NAME 存在下においても認められることから、NOS を
介さない弛緩因子による血管平滑筋弛緩反応が存在し、その影響は特に細動脈において
顕著であるとされている（Fujimoto et al., 1997; Nagao et al., 1992）。よって、本研究
で観察された L-NAME 存在下でのアセチルコリン投与による下肢血管抵抗低下は
NOS を介さない EDRF による影響と考えられる。これらの結果をまとめると、CAVI
によって測定される弾性動脈から筋性動脈にかけての動脈の機能的変化に対しては
NO を含む eNOS を介する EDRF による影響が大きく、細動脈の血管緊張性に対して
は eNOS を介さない EDRF も影響を与えていると考えられる。このような血管径の異
なる動脈に対する EDRF の血管緊張性への相違は in vitro の検討（Fujimoto et al.,
1997; Nagao et al., 1992）においても報告されており、同様の結果が本研究の in vivo
の検討においても検出された。

第4節

小括

アセチルコリンで遊離した内皮内皮細胞由来 NO（agonist-induced NO）は、細動脈
および弾性動脈から筋性動脈にかけての血管緊張性に影響を与える。一方、constitutive
NO は、細動脈の血管緊張性に対する寄与は大きいが、弾性動脈から筋性動脈にかけて
の機能的調節への関与は小さいと考えられる。
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第5章
第1節

交感神経による動脈血管弾性の機能調節機構の解析
序

交感神経系は血管緊張性を制御する生体内因子の１つであり、一時的あるいは比較的
短時間における血管の機能調節に関与する。アドレナリン作動性 α 受容体は、血管平滑
筋の収縮反応に寄与している。アドレナリン作動性 α 受容体にフェニレフリンなどの α
受容体作動薬が結合すると、ホスホリパーゼ C が活性化する。ホスホリパーゼ C はホ
スファチジルイノシトール二リン酸からイノシトール三リン酸（IP3）とジアシルグリ
セロール（DAG）を産生し、IP3 の作用により細胞内カルシウム濃度が上昇して血管
平滑筋が収縮する。一方、アドレナリン作動性受容体は、血管平滑筋の弛緩反応に寄
与している。アドレナリン作動性受容体にイソプレナリンなどの刺激が加わると、ア
デニル酸シクラーゼが活性化され、細胞内 cyclic adenosine monophosphate（cAMP）
が増加することにより血管平滑筋弛緩作用を示す（Kuriyama et al., 1982）
。
本章では、動脈血管弾性の機能調節における交感神経系の役割を明らかにするため、
弾性動脈から筋性動脈の機能的変化を反映する CAVI および細動脈の血管緊張性を反
映する血圧、血管抵抗を指標として、アドレナリン作動性 α1 受容体刺激薬フェニレフ
リン、アドレナリン作動性 α1 受容体遮断薬ドキサゾシン、アドレナリン作動性受容体
刺激薬イソプレナリンおよびアドレナリン作動性1 受容体遮断薬メトプロロールが動
脈血管弾性の機能調節に与える影響を検討した。

第2節

結果

5-2-1 アドレナリン作動性 α1 受容体作動薬フェニレフリンが動脈血管弾性の機能調節
機構に及ぼす影響
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗におけ
るフェリレフリンの影響の経時変化を図 10 に示した。
フェニレフリン 1 µg/kg は、いずれのパラメータにも影響をあたえなかった。3 µg/kg
は、CAVI のみを増加させた。10 µg/kg は、上腕動脈血圧、CAVI および haPWV を上
昇させた。心拍数、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗には影響を与えなかった。
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ࣇ࢙ࢽࣞࣇࣜࣥ

ᅗ 10 ᚰᢿᩘࠊୖ⭎ື⬦⦰ᮇ⾑ᅽࠊୖ⭎ື⬦ᣑᙇᮇ⾑ᅽࠊCAVIࠊhaPWVࠊ⭣ື⬦⾑
ὶ㔞ࠊୗ⫥⾑⟶ᢠ࠾ࡅࡿࣇ࢙ࢽࣞࣇࣜࣥࡢᙳ㡪ࡢ⤒ኚ
ᐇ㦂㛤ጞ๓ࡢ್ࡣࡑࢀࡒࢀ 218 ± 13 beats/minࠊ63 ± 3 mmHgࠊ44 ± 3 mmHgࠊ3.7 ± 0.3ࠊ
3.5 ± 0.1 m/sࠊ7.1 ± 0.7 mL/minࠊ7.5 ± 1.0 mmHg㺃(mL/min)-1 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⭣ື⬦⾑ὶ㔞
࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡣࠊኚ⋡࡛♧ࡋࡓࠋᩘ್ࡣࠊᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓ㸦n=6㸧ࠋ㯮
༳㸸ྛ⃰ᗘࡢᢞ๓್ࡢ⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࢆ♧ࡍ㸦P < 0.05㸧ࠋ
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5-2-2 アドレナリン作動性 α1 受容体遮断薬ドキサゾシンが動脈血管弾性の機能調節機
構に及ぼす影響
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗におけ
るドキサゾシンの影響の経時変化を図 11 に示した。
ドキサゾシン 0.1 mg/kg は、下肢血管抵抗のみを増加させた。0.3 mg/kg は、いずれ
のパラメータにも影響をあたえなかった。1 mg/kg は、上腕動脈血圧、CAVI および
haPWV を低下させた。心拍数、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗には影響を与えな
かった。
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ࢻ࢟ࢧࢰࢩࣥ

ᅗ 11 ᚰᢿᩘࠊୖ⭎ື⬦⦰ᮇ⾑ᅽࠊୖ⭎ື⬦ᣑᙇᮇ⾑ᅽࠊCAVIࠊhaPWVࠊ⭣ື⬦⾑
ὶ㔞ࠊୗ⫥⾑⟶ᢠ࠾ࡅࡿࢻ࢟ࢧࢰࢩࣥࡢᙳ㡪ࡢ⤒ኚ
ᐇ㦂㛤ጞ๓ࡢ್ࡣࡑࢀࡒࢀ 212 ± 10 beats/minࠊ63 ± 3 mmHgࠊ46 ± 3 mmHgࠊ3.6 ± 0.2ࠊ
3.4 ± 0.2 m/sࠊ7.7 ± 0.7 mL/minࠊ7.0 ± 0.8 mmHg㺃(mL/min)-1 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⭣ື⬦⾑ὶ㔞
࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡣࠊኚ⋡࡛♧ࡋࡓࠋᩘ್ࡣࠊᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓ㸦n=6㸧ࠋ㯮
༳㸸ྛ⃰ᗘࡢᢞ๓್ࡢ⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࢆ♧ࡍ㸦P < 0.05㸧ࠋ
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5-2-3

アドレナリン作動性受容体作動薬イソプレナリンが動脈血管弾性の機能調節

機構に及ぼす影響
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗におけ
るイソプレナリンの影響の経時変化を図 12 に示した。
イソプレナリン 0.01 µg/kg は、いずれのパラメータにも影響をあたえなかった。0.03
µg/kg は、心拍数のみを増加させた。0.1 µg/kg は、心拍数および大腿動脈血流量を増
加させ、下肢血管抵抗を低下させた。また、上腕動脈血圧、CAVI をわずかに低下させ
た。
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ࢯࣉࣞࢼࣜࣥ

ᅗ 12 ᚰᢿᩘࠊୖ⭎ື⬦⦰ᮇ⾑ᅽࠊୖ⭎ື⬦ᣑᙇᮇ⾑ᅽࠊCAVIࠊhaPWVࠊ⭣ື⬦⾑
ὶ㔞ࠊୗ⫥⾑⟶ᢠ࠾ࡅࡿࢯࣉࣞࢼࣜࣥࡢᙳ㡪ࡢ⤒ኚ
ᐇ㦂㛤ጞ๓ࡢ್ࡣࡑࢀࡒࢀ 214 ± 9 beats/minࠊ64 ± 4 mmHgࠊ45 ± 4 mmHgࠊ3.5 ± 0.3ࠊ
3.5 ± 0.2 m/sࠊ7.6 ± 0.7 mL/minࠊ7.0 ± 0.8 mmHg㺃(mL/min)-1 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⭣ື⬦⾑ὶ㔞
࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡣࠊኚ⋡࡛♧ࡋࡓࠋᩘ್ࡣࠊᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓ㸦n=6㸧ࠋ㯮
༳㸸ྛ⃰ᗘࡢᢞ๓್ࡢ⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࢆ♧ࡍ㸦P < 0.05㸧ࠋ
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5-2-4 アドレナリン作動性1 受容体遮断薬メトプロロールが動脈血管弾性の機能調節
機構に及ぼす影響
心拍数、上腕動脈血圧、CAVI、haPWV、大腿動脈血流量および下肢血管抵抗におけ
るメトプロロールの影響の経時変化を図 13 に示した。
メトプロロール 3 mg/kg は、心拍数のみを低下させた。10 mg/kg は、心拍数、上腕
動脈血圧、haPWV、大腿動脈血流量を低下させ、CAVI を増加させた。下肢血管抵抗
には影響を与えなかった。
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࣓ࢺࣉ࣮ࣟࣟࣝ

ᅗ 13 ᚰᢿᩘࠊୖ⭎ື⬦⦰ᮇ⾑ᅽࠊୖ⭎ື⬦ᣑᙇᮇ⾑ᅽࠊCAVIࠊhaPWVࠊ⭣ື⬦⾑
ὶ㔞ࠊୗ⫥⾑⟶ᢠ࠾ࡅࡿ࣓ࢺࣉ࣮ࣟࣟࣝࡢᙳ㡪ࡢ⤒ኚ
ᐇ㦂㛤ጞ๓ࡢ್ࡣࡑࢀࡒࢀ 210 ± 9 beats/minࠊ51 ± 2 mmHgࠊ36 ± 3 mmHgࠊ4.0 ± 0.5ࠊ
3.3 ± 0.2 m/sࠊ4.7 ± 1.0 mL/minࠊ27.9 ± 20.3 mmHg㺃(mL/min)-1 ࡛࠶ࡗࡓࠋ⭣ື⬦⾑ὶ
㔞࠾ࡼࡧୗ⫥⾑⟶ᢠࡣࠊኚ⋡࡛♧ࡋࡓࠋᩘ್ࡣࠊᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋࡓ㸦n=6㸧ࠋ
㯮༳㸸ྛ⃰ᗘࡢᢞ๓್ࡢ⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࢆ♧ࡍ㸦P < 0.05㸧
ࠋ
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第3節

考察

5-3-1 フェニレフリンが動脈血管弾性の機能調節機構に及ぼす影響
フェニレフリンは、アドレナリン作動性 α1 受容体を刺激し、血管平滑筋を収縮させ
血圧を上昇させる薬物であり（Fitch et al., 2001; Hof et al., 1988）、本研究においても、
フェニレフリンは上腕動脈血圧を有意に上昇させた（図 10）
。この時、大腿動脈血流量
は増加し、下肢血管抵抗の上昇はわずかであった。In vitro の検討で、ノルアドレナリ
ンは腎動脈や腸間膜抵抗血管を大動脈に比べて低濃度から収縮させる作用を示す特徴
がある（Satoh et al., 1998; Satoh et al., 1999; Fujimoto et al., 1997）
。一方、下肢血
管は α1 受容体作動薬で収縮作用が観察されにくいことが知られている。本実験でフェ
ニレフリンにより血圧上昇が観察されたが、腎動脈や腸間膜抵抗血管等の低濃度で収縮
する細動脈の収縮により昇圧反応が観察されたと考えられる。フェニレフリンは CAVI
を有意に上昇させたことより、アドレナリン作動性 α1 受容体は、細動脈の血管緊張性
の調節に加えて、弾性動脈から筋性動脈にかけての動脈血管弾性の機能的調節に寄与す
ることが示された。
本研究において、上腕動脈血圧の変化がわずかであったフェニレフリンの中用量で、
CAVI の有意な上昇が認められた。東日本大震災時の臨床研究で、震災直後に CAVI は
交感神経の緊張性増大を伴い増加を示したが、血圧は変化しないという結果が得られ、
CAVI と血圧は独立した指標であることが示唆されている（Shimizu et al., 2013）
。本
研究のフェニレフリンによる実験データは、臨床研究の結果を支持するものと考えられ
る。さらに興味深いことに、上腕動脈血圧はフェニレフリン投与終了後に比較的速やか
に投与前値に戻ったが、CAVI の上昇は持続していた。KCl による収縮反応は、摘出ウ
サギ伏在動脈と弾性に富む大腿動脈の比較において大腿動脈で持続することが知られ
（Han et al., 2006）
、その理由として、弾性動脈等の平滑筋細胞では、アクチンとミオ
シンによる latch bridge が形成され、収縮反応が持続することが指摘されている（Hai
et al., 1988a; Hai et al., 1988b）。本研究の in vivo の検討において、in vitro で指摘さ
れている現象と類似した結果が観察されたと推測している。アドレナリン作動性 α 受容
体は、α1A、α1B、α1D 等のサブタイプが存在し、ウサギ胸部大動脈、腹腔動脈では主に α1A、
α1B が収縮反応に関連しており、α1D の関与は少ない。一方、腸間膜動脈、腎動脈、腸骨
動脈の収縮においては、α1D も関与することが知られている（Takayanagi et al., 1991;
Satoh et al., 1992a; Satoh et al., 1992b; Satoh et al., 1999）
。このように、アドレナリン作

動性 α 受容体のサブタイプの分布は動脈内で異なると考えられる。また、サブタイプに
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よって作用様式も異なり、α1A は細胞外 Ca2+の細胞内への流入が必要とされるが、α1B
は主に細胞内 Ca2+の動員によって収縮作用を示す。このようなアドレナリン作動性 α
受容体の分布、あるいは収縮様式の違いにより、フェニレフリン投与による CAVI、上
腕動脈血圧の反応性の違いが発生している可能性が考えられる。本研究結果から、細動
脈の血管緊張性変化と弾性動脈から筋性動脈にかけての血管緊張性変化は独立して生
じることが示唆され、病態生理を考えるうえで重要な知見と思われる。

5-3-2 ドキサゾシンが動脈血管弾性の機能調節機構に及ぼす影響
ドキサゾシンは、アドレナリン作動性 α1 受容体を遮断する薬物であり、この作用を
解析することにより、血管緊張性の制御における交感神経系の関与が推定できる。本研
究では、ドキサゾシンは、フェニレフリンの作用と対照的に上腕動脈血圧および CAVI
を有意に低下させた（図 11）。よって、内因性のアドレナリンによる α1 受容体刺激作用
は、細動脈および弾性動脈から筋性動脈にかけての血管緊張性に関与していると考えら
れる。また、この結果は臨床研究による報告（Shirai et al., 2011）と一致するもので
あり、麻酔下ウサギを用いた一連の実験結果をヒトに外挿する上での有益な情報が得ら
れたと考えている。
一方、ドキサゾシンによる CAVI の変化の程度は上腕動脈血圧の変化に比べて小さか
った。In vitro の検討では、ノルアドレナリンによる血管収縮作用は大動脈等よりも腎
動脈や腸間膜抵抗血管において低濃度で発現する（Satoh et al., 1998; Satoh et al.,
1999; Fujimoto et al., 1997）
。また、細動脈のシナプス間隙は大動脈のシナプス間隙と
比較して狭いとされている（Rowan et al., 1983）
。これらのことから、血管緊張性調節
機構における交感神経系の寄与は弾性動脈から筋性動脈にかけての動脈血管に比べて
細動脈で高いと考えられる。以上をまとめると、本実験条件の麻酔ウサギでは、内因性
のノルアドレナリンによる α1 受容体刺激の寄与は、弾性動脈から筋性動脈に比べて細
動脈で大きいと考えられる。

5-3-3 イソプレナリンが動脈血管弾性の機能調節機構に及ぼす影響
イソプレナリンは非選択的アドレナリン受容体作動薬であり、心臓に分布するアド
レナリン作動性受容体に作用し、陽性変力作用、陽性変時作用を示すが、図 12 に示
すように本研究においても有意な心拍数上昇作用が認められた。
本研究においてもイソプレナリンは、上腕動脈拡張期血圧および平均血圧をわずかに
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低下させ、下肢血管抵抗を有意に低下させた。このとき CAVI はわずかに低下したが有
意な変化ではなかった。イソプレナリンは血管に分布するアドレナリン作動性受容体
に作用し、アデニル酸シクラーゼを活性化することで細胞内の cAMP を増加させ、血
管平滑筋を弛緩させる作用を有する（Kuriyama et al., 1982）
。その結果、末梢血管抵
抗が減少し拡張期血圧および平均血圧が低下する（Allwood et al., 1963）ため、この作
用が麻酔ウサギでも出現したと考えられる。よって、アドレナリン作動性受容体は細
動脈の血管緊張性の調節に関与するが、弾性動脈から筋性動脈の範囲における血管機能
の調節への寄与は小さいと考えられる。
イソプレナリンによる導管動脈の血管緊張性に対する作用は弱かった。同様の結果が
ウサギの大動脈（Satake et al., 1997）
、頸動脈(Fujiwara et al., 1992)、冠動脈（Lu et
al., 1995）、大腿動脈（Xu et al., 2000）を用いた検討においても観察されてる。さらに、
大動脈におけるイソプレナリンの血管弛緩反応は、週齢が進むにつれて減弱することが
示されており（Schutzer et al., 2003; Fleisch et al., 1970）
、受容体の生理学的な役割
は分かっていない。ウサギ大動脈や大腿動脈における血管弛緩反応は主に2 受容体の寄
与が大きいことが示されているが（Satake et al., 1997; Xu et al., 2000）
、輸入細動脈
においては1 受容体の寄与が大きいとされる（Wang et al., 2006）
。ウサギ血管床での
検討は少ないが血管弛緩反応に対して3 受容体も関与する可能性も指摘されている。こ
のような血管床におけるアドレナリン作動性受容体の分布の違いがイソプレナリンの
血管選択性に影響を与えている可能性が考えられるが、詳細は不明であり今後の検討が
必要と考えられる。

5-3-4 メトプロロールが動脈血管弾性の機能調節機構に及ぼす影響
メトプロロールの受容体選択性（1／2）は 20 であり、1 選択性が高いことが報告
されている(築山ら.,1993)。図 13 に示すように、メトプロロール 3 mg/kg の投与によ
り心拍数低下作用が観察され、1 受容体遮断作用が出現している。この投与量において、
上腕動脈血圧、CAVI、および血管抵抗に変化が認められなかったことから、内因性の
1 受容体刺激は弾性動脈から筋性動脈ならびに細動脈の血管緊張性に関与していない
と考えられる。
高用量である 10 mg/kg において、さらに心拍数が低下していることから、より強力
に1 受容体が遮断されていると考えられる。また、下肢血管抵抗は不変であるため上腕
動脈血圧および大腿動脈血流量の低下は、強力な1 受容体遮断作用による心拍出量低下
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に起因すると考えられる。この投与量において CAVI は増加した。予備的な検討におい
て、この CAVI の上昇は、ドキサゾシン 1 mg/kg を前投与した場合においても観察され
たため、血圧低下に伴う反射的な交感神経の活性化の関与は小さいと考えられる。CAVI
が上昇する機序として、本研究より弾性動脈から筋性動脈の緊張性増加が重要な役割を
担っていることが示されたが、心臓機能が極度に低下した際には別の機構が介在する可
能性も念頭に入れる必要があるのかもしれない。

第4節

小括

内因性および外因性による α1 受容体刺激は、弾性動脈から筋性動脈および細動脈の
血管緊張性に対して影響を与えるが、内因性の α1 受容体刺激は、より末梢において寄
与が大きい。また、弾性動脈から筋性動脈にかけての血管緊張性と細動脈の血管緊張性
変化はそれぞれ独立して生じうると考えられる。外因性の受容体刺激は、細動脈の血
管緊張性に対する寄与は大きいが、弾性動脈から筋性動脈の血管緊張性に対する影響は
観察されなかった。内因性の1 受容体刺激は、血管緊張性に対する影響は小さい。
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第6章

総括

CAVI は動脈の器質的変化とともに弾性動脈から筋性動脈の範囲における動脈血管弾
性の機能的変化を計測可能な指標であることが、薬理学的な検討より明らかとなった
（図 14）
。この研究結果より、CAVI と血管抵抗を同時計測することで、血管抵抗の大
きい細動脈レベルの血管と弾性動脈から筋性動脈における血管の緊張性制御の相違を
生体レベルで検討することが可能になった。
この解析手法を用いて血管機能の調節機構に関する検討を進めたところ、外因性 NO
は弾性動脈と細動脈のいずれも拡張作用を示すが、恒常的に産生されている血管内皮細
胞由来 NO は主に細動脈レベルの血管機能調節に寄与し、アドレナリン α 受容体を介し
た血管収縮反応とその回復過程の特性が細動脈レベルの血管と弾性動脈から筋性動脈
における血管で異なる実験成績が示された。以上の結果より、血管作動物質の薬理作用
は血管構造の異なる部位で違った反応を示しうることが生体レベルで明らかとなった。
本研究で確立した解析手法を用いることで、生体由来の血管作動物質が各々の血管に
及ぼす作用特性を多面的に検討することが可能になり、心血管系の生理学的ならびに病
態生理学的な制御機構の解明が期待できる。

42

CAVI ࡀ ᐃྍ⬟
࡞ᙎᛶ⬟ኚ

ᶵ⬟ⓗኚ

ჾ㉁ⓗኚ

እᅉᛶ NO
agonist-induced NO
እᅉᛶ࣭ෆᅉᛶ α1
Constitutive NO
እᅉᛶE

ᅗ 14 CAVI ࡢ ᐃ⠊ᅖ࠾ࡼࡧ୍㓟❅⣲ࠊឤ⚄⤒⣔ࡼࡿື⬦⾑⟶ᙎᛶࡢไᚚᵝᘧ
CAVI ࡣࠊື⬦ࡢჾ㉁ⓗኚ࠾ࡼࡧᶵ⬟ⓗኚࡼࡿᙎᛶ⬟ኚࢆ ᐃ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊCAVI
ࡢ

ᐃ⠊ᅖࡣ⣽ື⬦ࡼࡾࡶୖὶࡢ➽ᛶື⬦㏆ࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋCAVI ࡛ ᐃྍ⬟࡞⠊ᅖࡢື⬦

ࡢ⾑⟶⥭ᙇᛶᑐࡋ࡚ࠊእᅉᛶ NOࠊagonist-induced NOࠊእᅉᛶ࣭ෆᅉᛶ α1 ཷᐜయ่⃭
ࡣᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡀࠊconstitutive NO ࠾ࡼࡧእᅉᛶE่⃭ࡣᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࠋ
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