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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　アムリノンは主にフォスフォジエステラーゼIIIを阻害してサイクリックAMP（cAMP）を上昇させ

る．本研究では，アムリノンの内皮依存性血管弛緩作用をラット胸部大動脈のリング状標本を用いて検

討した．

　低濃度（20Pt　M）のアムリノンを予めフェニレフリンにより収縮させた12週齢ラット大動脈に投与する

と，内皮を有する血管の弛緩率が内皮を除去した血管に比して大であった．しかし，高濃度（＞50μM）

では内皮の有無による差は消失した．NG一ニトロL一アルギニンによる再収縮は内皮を有する血管のみで

認めた．また，アムリノン投与後，血管のcGMPは増加した．更に，アデニル酸シクラーゼを活性化し

cAMPを上昇させるフォルスコリンにおいても，内皮依存性弛緩反応を認めた．以上の結果から，アム

リノンの血管拡張には，平滑筋細胞に対する直接作用以外に，血管内皮細胞のcAMPの上昇による内皮

由来弛緩因子←一酸化窒素）産生が関与すると推定された．

　また，フェニレフリンで収縮した3週齢・12週齢・100週齢の血管に対する低濃度のアムリノンの弛緩

反応は3週齢が最大であり，週齢によりその弛緩反応に差を有することが示された．

　　　　　　　　　　はじめに

　アムリノンは，生体内に存在する5種類のフォス

フォジエステラーゼ（PDE）のうち，主にPDEIIIを阻

害することにより，β受容体を介さずに心筋細胞およ

び血管平滑筋細胞内のサイクリックAMP（cAMP）を

増加し，陽性変力効果および血管拡張作用をもたらす

新しい強心剤である．最近では，小児科領域でも

Jatene手術やFontan手術後の術後管理に臨床応用

されている1）2）．アムリノンによる血管拡張の機序とし

ては，血管平滑筋細胞内のcAMPの増加により，1）筋

小胞体へのCa2＋の取り込みを促進し，細胞内Ca2＋を

低下させる，2）ミオシン軽鎖の脱リン酸化を促進し，
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ミオシンとアクチンの相互作用を低下させる，3）Na－

K－ATPaseを活性化し，細胞膜を過分極しCa2＋を細

胞外へ汲み出す，などが挙げられる3）4）．

　血管には平滑筋細胞の内側に内皮細胞が存在する．

近年，この内皮細胞から血管平滑筋の収縮弛緩現象を

調節する種々の物質が合成・放出されることが明らか

になった．なかでも一酸化窒素（NO）は血管内皮由来

弛緩因子（EDRF）の本体であり，血管平滑筋細胞のグ

アニル酸シクラーゼを活性化し，サイクリックGMP

（cGMP）を増加して血管拡張をもたらす物質として注

目されている5）6）．

　本研究では，アムリノンが内皮依存性の血管拡張作

用を有するかどうかをラット胸部大動脈標本を用いて

検討した．更に，アムリノンの血管弛緩反応の加齢に

よる差についても検討した．
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　　　　　　　　　対象と方法

　1．摘出血管に対するアムリノンの弛緩反応

　12週齢のウィスター系雄［生ラットの胸部大動脈標本

を用いてアムリノンの内皮依存性の血管弛緩反応を検

討した．

　標本は速やかに残存血液を除去し，周囲の脂肪組織

と結合組織を実体顕微鏡下で除去し約3mm幅のリン

グ状切片を作成した．リング状切片の内腔に2本のス

テンレスワイヤーを挿入し，容量10mlの容器（34℃）

に懸垂した．ステンレスワイヤーの1本は支持装置に

固定し，他方は張力トランスジューサー（日本光電

TB－651T）に接続した．標本には12週齢ラットで静止

張力1．Ogを負荷し，実験終了までこの張力を維持し

た．弛緩反応を測定するために最大収縮の80％を引き

起こす濃度（EC80）のフェニレフリン（0．1～0．3μM）

で予め標本を収縮させ，緊張が一定になったところで

薬物を累積的に添加した．標本の張力変化は等尺性に

レコーダ上に記録し，血管の弛緩率（％）はフェニレ

フリンにより引き起こされた収縮に対する％として表

示した．

　Kauffman，　Moritokiらの方法に従い，内皮細胞除

去標本は，実体顕微鏡下で血管内腔に木綿糸を通し数

回擦過することにより作成した7）8）．木綿糸は，顕微鏡

下で血管内径より若干細めの物を用いた．内皮細胞が

機能的に損傷していることは，アセチルコリン1μMに

よる弛緩反応が完全に消失することにより確認し

た7）8）．また，フェニレフリンによる収縮高が低いリン

グ状血管は，平滑筋の損傷の可能性があるため，実験

から除外した．

　反応容器内の溶液はクレブス液（34℃）を用い，95％

酸素・5％二酸化炭素からなる混合ガスで，実験終了

時まで通気した．クレブス液（pH　7．4）の組成は以下

の通りである（単位mM）：NaCl　l15．3，　KCI　4．7，

CaCl22．5，　MgSO41．2，　KH2PO412，　NaHCO325．0．

　実験に際しては，EC80の濃度のフェニレフリンによ

る収縮およびそれを洗い流すことによる弛緩を3度ず

っ繰返し，血管の収縮性が安定した後（約3時間で安

定），目的とする薬剤を添加した8）．

　薬剤に対する弛緩反応は，PDE（III）を阻害して

cAMPを増加させるアムリノン（5～100μM），アデニ

ル酸シクラーゼを活性化してcAMPを増加させる

フォルスコリン（0．1～30μM）を容器内に添加して検

討した．実験は各薬剤につき，内皮を有する血管と除

去した血管を6検体ずつ行った．
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　また，NO合成阻害剤であるNG一ニトロLアルギニ

ン（LNNA）を投与し，アムリノンまたはフォルスコ

リンで弛緩した血管の再収縮反応の有無を検討した．

実験は各薬剤につき，内皮を有する血管と除去した血

管を4検体ずつ行った．

　なお，アムリノン（原液は27mM）には抗酸化剤とし

て0．025％ピロ亜硫酸ナトリウムが，フォルスコリン

（原液は1．8mM）は水に難溶性であるため0．5％ジメチ

ルスルフォキシド（DMSO）が添加されている．これ

らの添加物自体は，有意な血管収縮・弛緩反応を認め

なかった．

　2．アムリノン投与時の組織内cGMPの測定

　アムリノンが内皮依存性にNOを産生するなら，血

管弛緩に伴い組織内のcGMPも増加すると考えられ

る．そこで，20μMおよび100Pt　Mのアムリノンにおけ

る血管弛緩と組織内cGMP産生を検討した．

　ラット大動脈切片を34℃のクレブス液中に混合ガス

を通気しつつ3時間静置した後，上記と同量のフェニ

レフリンを5分間作用させた．次に，100μMのアムリ

ノンを1分，2分，5分，10分間作用させ（各反応時

間で4または5標本ずつ），直ちに液体窒素で凍結し反

応を速やかに停止させた．凍結した標本に6％トリク

ロロ酢酸を加え，氷冷下でホモジナイザーを用いて標

本を粉砕した．これを15分間遠心分離し（4℃，1，700

回転），上清を3倍量の水飽和工一テルを加えて振還し

た．得られた水層中のcGMPを，ヤマサ醤油社製の

cGMP測定キット（YSI－7702）を用いてラジオイッム

ノアッセイにて測定した9）．すなわち，cGMPを含む上

清をサクシニル化し，1251一サクシニルcGMPチロシン

メチルエステルおよび抗cGMPモノクローナル抗体

と4℃で18時間反応させた．その後，分離用活性炭で

反応を停止し，上清の放射能をγ一スペクトロメーター

（Aloka社製ARC301）で測定し，標準曲線から

cGMP量を求めた．なお蛋白量はLowryらの方法に

従い血清アルブミンを標準として660nmの吸光度で
測定した1°）．

　3．加齢によるアムリノンによる血管弛緩反応の差

　3週齢，12週齢，100週齢のラット大動脈に，15μM，

20μM，50μMのアムリノンを投与し，内皮を有する状

態での血管弛緩反応の差を検討した．実験は3，12，

100週齢で各々6，7，4標本ずつ行った．Moritokiら

の方法に基づき，静止張力は3週齢ラットでは0．5g，

12週齢ラットでは1．Og（前述），100週齢ラットでは1．3

gとした11）．この場合，3mmのリング状血管の単位湿
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重量あたりの張力は，各週齢とも類似した値となる．

　また，フェニレフリンによる収縮高（発生張力）は

加齢と共に増加することが知られている．しかしなが

ら，収縮を生じる最低濃度（閾値）および最大収縮す

る濃度は，週齢によらずほぼ一定である8）．本研究で

は，実験に先立ち，標本ごとにフェニレフリンを累積

的に添加し，最大収縮の約80％をもたらすフェニレフ

リン濃度（EC8。）を測定し，各標本の投与フェニレフ

リン量とした8）．

　実験方法は上述の通りである．実験終了時には，10

μMのL－NNAを添加して再収縮反応を観察した．

　各測定値は，平均値±標準誤差で表した．内皮細胞

の有無による血管弛緩反応の差はunpaired－testを，

加齢による弛緩反応の差はanalysis　of　varianceと

Dunnの方法を用い，危険率5％以下（p＜0．05）を有

意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．内皮の有無によるアムリノンの血管弛緩反応の

差

　アムリノンは，内皮の有無にかかわらず濃度依存性

の弛緩反応を示した（図1A）．　EC5。値（フェニレフリ

ンによる収縮に対して，血管が50％弛緩するためのア

ムリノンの濃度）は，内皮を有する血管で17±7μM，

内皮を除去した血管では28±8μMで，両群間に有意差

を認めなかった．しかしながら，アムリノン濃度20μM

における弛緩率は内皮を有する血管で94±4％，内皮

を除去した血管で37±7％であり，前者で大であった

（p〈0．05）．アムリノン濃度を50μMに増加すると，内

皮細胞の有する血管と除去した血管の弛緩反応の差は

認められなくなった（97±3vs　90±8％）．すなわち，

アムリノンは低濃度では内皮を有する血管での弛緩が

大であったが，高濃度では内皮の有無による弛緩反応

の差が消失した（図1B）．

　20μMのアムリノンによる弛緩反応が定常状態と

なったところで，10μMのL－NNAを添加したところ，

内皮を有する血管では97±3％から一8±17％へと再

収縮した（p〈0．01）．一方，内皮を除去した血管では

100μMのL－NNAを投与しても有意な変化は認めな

かった（36±7vs　36±9％）（図1A）．

　10週齢以上のラット大動脈にL－NNAを単独投与

し場合，Cosentinoらの成犬を用いた報告と同様に12），

収縮の程度はフェニレフリンによる収縮高の10％以下

であり，L－NNA自体は静止状態の血管から常時発生

するNOに対する影響は僅かである8）11）．従って，アム

A
Endo（＋）

Amrin㎝e釦pM

糺
　3min

8

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第4号

　
　
　
　

50

（ポ
）
＝
O
＝
“
X
O
一
〇
匡

100

Endo（・）

Amrirlone　20　FM

糺
　3min

　　　　　　　　10　　　　　　　¶OO

　　　　　　　　　　　　幽

図1　内皮の有無によるアムリノンの血管弛緩反応

A：内皮を有する血管（左図）および内皮を除去した血

管（右図）での，アムリノン20μM添加時の弛緩反応の

例を示す．L－NNA　10μMによる再収縮反応について

も検討した．内皮を除去した血管では，更に90μMの

L－NNAを添加した．

B：アムリノンによる血管弛緩反応を，内皮を有する

血管（○）と内皮を除去した血管（■）で対比した．

弛緩率は，フェニレフリン収縮に対する％として，平

均値±標準誤差で表示した．

リノンにより弛緩した血管のうち，内皮を有する血管

がL・NNAで大きく再収縮したことは，　L－NNAが定

常状態で産生されているNOを抑制したのではなく

アムリノンによる内皮依存性弛緩反応を抑制したこと

を示すと推察される．

　2．フォルスコリンによる血管弛緩反応

　上記の結果が，cAMPの上昇によるものかどうかを

調べる目的で，アデニル酸シクラーゼを活性化して

cAMPを増加させるフォルスコリンでも同様の弛緩

実験を施行した（図2A）．

　その結果，フォルスコリンでもアムリノンと同様の

結果を得た．すなわち，フォルスコリンは内皮の有無

にかかわらず濃度依存性の弛緩を生じたが，EC5。値は

内皮を有する血管で1．0±O．4μM，内皮を除去した血

管では6．9±0．4μMで，前者での弛緩が約7倍大で

あった．フォルスコリン3μMでは内皮を有する血管の
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図3　アムリノン投与時の血管弛緩反応と血管内

cGMP産生
アムリノン100μM投与後の，血管弛緩反応（○）と

cGMP産生量（●）を経時的に示した．
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図2　内皮の有無によるフォルスコリンの血管弛緩反

　応

　A：内皮を有する血管（上図）および内皮を除去した

　血管（下図）での，フォルスコリン添加時の弛緩反

　応の例を示す．L－NNA　10μMによる再収縮反応に

　ついても検討した．内皮を除去した血管では，更に

　90μMのL－NNAを添加した．

　B：フォルスコリンによる血管弛緩反応を，内皮を

　有する血管（○）と内皮を除去した血管（■）で対

　比した．弛緩率は，フェニレフリン収縮に対する％

　として，平均値±標準誤差で表示した．

弛緩率は90±4％，内皮を除去した血管では12±5％

で前後での弛緩が有意に大であったが（p〈0．Ol），

フォルスコリン濃度を30μMにまで増量すると内皮の

有無による弛緩率の差は消失した（100±2％vs　99±

2％）（図2B）．

　フォルスコリンで弛緩した血管に10μMのL－NNA

を添加すると，内皮を有する血管では100±4％から一

12±10％へ再収縮した（p＜O．Ol）．しかしながら，内

皮を除去した血管では100μMのLNNAを添加して

も再収縮は認めなかった（76±3vs　73±4％）（図2

A）．

　3．アムリノンによるcGMPの産生

　アムリノン100μMの投与前，投与後1分，2分，5

分および10分のcGMP量は各々1．03±O．09，1．37±

0．42，1．96±0．41，2．58＋0．44，2．37±0．35ρmo1／mg

proteinであり，前値に比して5分後および10分後，1

分後に比して5分後のcGMP量が有意に増加した
（p〈0．05）．また，cGMPの経時的な増加に伴い血管弛

緩反応も増強した（図3）．

　一方，20μMのアムリノン添加では，5分後では50±

4％，10分後では95±2％と経時的な弛緩反応は認め

られるものの，cGMP量は投与前，投与後1分，2分，

5分および10分で0．89±0．05，0．95±0．10，1．04±

0．11，1．05±0．10，1．04±0．10ρmo1／mg　proteinであ

り，有意な上昇は認めなかった．

　4．加齢によるアムリノンの弛緩反応の差

　フェニレフリン収縮した血管に15μMのアムリノン

を投与した場合の弛緩率は，3週齢で97±4％，12週

齢で78±5％，100週齢で59±13％であり，3週齢では

12週齢・100週齢に比して弛緩率が有意に大であった

（p＜0．05）（図4）．15μMのアムリノンで弛緩した血

管に10μMのL－］NNAを投与したところ，弛緩率は3

週齢で一97±21％，12週齢で一9±16％，100週齢で
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図4　週齢の異なるラット大動脈でのアムリノンによ

　る血管弛緩反応

　3週齢（A）・12週齢（B）・100週齢（C）ラットの摘

　出大動脈にアムリノン15μM投与した際の弛緩反応

　の例を示す．その後，NO合成阻害剤であるNNA　10

　μMを投与し，再収縮反応を観察した．

　　　　　　／
フォルスコリン

　　イソプロテレノール’

／

ノ
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図6　内皮細胞のcAMPと内皮依存性弛緩反応の関
　係

　本研究およびGrayら（＊印，文献17）の報告に基づ

　き，内皮細胞のcAMP上昇とNO産生（内皮依存性

　弛緩反応）の関係を模式的に示した．

言
）
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図5　アムリノンの血管弛緩反応の加齢による影響

3週齢・12週齢・100週齢のラット摘出大動脈にアムリ

ノン15μM投与し，加齢による弛緩反応を検討した．そ

の後，NO合成阻害剤のNNA　10μMを投与し，再収

縮反応を検討した．弛緩率は，フェニレフリン収縮に

対する％として，平均値±標準誤差で表示した．

20＋22％であり，12週齢と100週齢に比して3週齢の再

収縮が大であった（図5）（p〈0．01）．

　なお，20μMのアムリノン投与では，3週齢・12週

齢・100週齢の血管の弛緩率は各々100±2％，91±

3％，72±10％であり，100週齢に比して，3週齢及び

12週齢の弛緩が有意に大であった（p＜0．05）．しかし，

50μのアムリノンを投与すると，3週齢・12週齢・100

週齢間で有意な弛緩率の差は認めなかった（各々，99＋

3，　97＋3，　96±5％）．

　　　　　　　　　　考　　察

　1．アムリノンによる内皮依存性血管弛緩反応

　本研究により，アムリノンが内皮依存性の血管弛緩

作用を有することが判明した．NO合成阻害剤のL－

NNAにより内皮を有する血管のみアムリノンによる

血管弛緩状態から再収縮したこと，および血管弛緩と

共に血管内のcGMP量増加したことは，内皮細胞から

のNO産生がアムリノンの血管弛緩反応に関与した

可能性を示している．

　アムリノンなどのPDEIII阻害剤が内皮依存性の弛

緩反応を有するかどうかに関しては見解が一致してい

ない．内田らはアムリノンによる血管弛緩反応がメチ

レンブルーにより影響を受けなかったことから内皮は

関与しないであろうと結論した’3）．また，Lugnierらも

ミルリノンは内皮の有無により血管弛緩反応に差を認

めないと報告した14）．一方，Kauffmanらは，ミルリノ
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ンによる血管弛緩反応に伴い血管内cAMPのみなら

ずcGMPも上昇することを指摘した7）．更にClarke

らは家兎肺動脈に対するアムリノンの血管弛緩反応は

内皮を除去した血管に比して内皮を有する血管で大で

あると報告した15）．従来，アムリノンは血管平滑筋細胞

のcAMPを上昇させ，直接平滑筋に作用することで血

管弛緩を生じると考えられてきた3）4）．本研究の結果，

高濃度のアムリノンでは血管平滑筋に対する作用が主

体となり内皮の有無による弛緩反応の差は認めない

が，低濃度では内皮依存性作用が関与すると推察され

た．そして，血管平滑筋に作用する濃度と内皮細胞に

作用する濃度の両者が近接しているため，内皮依存性

作用がマスクされ，上述のように血管弛緩のメカニズ

ムに種々の説が挙げられてきたと推察される．

　cAMPの上昇が内皮依存性弛緩反応をもたらすか

どうかを検討するため，アデニル酸シクラーゼの活性

化によりcAMPを上昇させるフォルスコリンで検討

を行ったが，結果はアムリノンと同様であった．血管

内皮細胞でのcAMPの役割に関しても未だ定説がな

い．Graierらは，フォルスコリン単独投与ではブタ大

動脈内皮細胞からNOを産生させなかったと報告し

た’6）．一方，Grayらはイソプロテレノールがβ・レセプ

ターを介して内皮細胞のcAMPを上昇させ，それが直

接または間接的にNO産生・平滑筋細胞内のcGMP

上昇をもたらし血管拡張を生じると指摘した17）．

　PDEアイソザイムの細胞内分布は動物の種類によ

り異なり，血管内皮細胞に関してはウシでの報告のみ

で，ヒトやラットでは不明である18）．また，アムリノン

はPDEIII阻害剤に分類されるが，他のPDEアイソザ

イムに対する阻害作用も若干有している19）．このため，

本研究のみからは，アムリノンの内皮依存性弛緩作用

の更に詳細なメカニズムは不明であるが，cAMPを上

昇させるアムリノンおよびフォルスコリンが共にNO

産生によると考えられる内皮依存性弛緩反応を示した

ことから，Grayらの説17）は妥当であると推察される

（図6）．

　アムリノンのヒトでの有効血中濃度は10～40μMで

ある2°）．血管拡張作用をもたらすPDEIII阻害剤の濃

度は，実験動物の種によらず類似している21）．そのこと

がヒトでも当てはまるとすれば，臨床使用量でのアム

リノンの血管弛緩作用に内皮が関与する可能性が考え

られる．

　2．アムリノンの血管弛緩反応の加齢による影響

　アセチルコリン，ATPなどは内皮に存在する各々

541　（59）

のレセプターを介して内皮依存性に血管を拡張させ

る．Moritokiらは，4週齢から100週齢のラット大動脈

でこれらの薬剤による弛緩反応を検討し，4週齢が最

も大で，10週齢以降は加齢と共に減弱すること，また

週齢が大きく弛緩が減弱した血管ではcGMPの産生

も低下することを報告し，加齢により内皮機能（特に

L一アルギニンNO経路）が低下することを指摘し

た8）22）．出生前後の血管に関しては，Abmanらが羊の

胎仔・新生仔・成獣の肺動脈に対するアセチルコリン・

ADPの作用を検討しており，胎仔く新生仔く成獣の順

に弛緩作用が増強し，胎仔・新生仔では内皮機能が未

熟であることを指摘した23）．これらの報告を総合する

と，胎仔・新生仔期に未熟であった内皮機能は生後次

第に増強し，成獣以降加齢と共に再び低下すると推察

される．本研究でも，内皮依存性作用が関与すると考

えられる低濃度のアムリノンでは，幼若ラットでの弛

緩反応が大であった．そして，それがL－NNAにより

完全に抑制されたことは弛緩反応が内皮依存性である

ことを示しており，Moritokiらの見解に一致した8）．

　一方，心筋に対するPDEIIIの加齢による影響を検

討した検討で，小川らは新生仔や幼仔ではミルリノン

の陽性変力効果が成獣ほど期待できないと指摘し

た24）．本研究の結果がヒトにも当てはまるとすれば，臨

床使用濃度（10～40μM）のアムリノンでは，高齢者よ

りも幼児でより強い血管拡張作用を示す可能性が考え

られる．PDEIII阻害剤は陽性変力効果と血管拡張作用

を有しており，それぞれ加齢による影響が複雑に関与

するため，それらを考慮した薬剤の使用が望まれる．

　3．定常状態でのNO産生に対するL－NNAの抑制

反応

　L－NNAにより3週齢ラットではアムリノン投与前

の状態を越えた著明な再収縮を認めた．本研究のL－

NNAの再収縮反応では，理論上0％まではアムリノ

ンの内皮依存性弛緩反応の抑制を，それ以上（0％以

下）の再収縮は定常状態でのNO産生の抑制を示すこ

とになる．今回のL－NNAに対する再収縮反応の週齢

による差は，12週齢以降のラットでは定常状態での

NOの産生が比較的少ない為L－NNAでは収縮反応が

少なかったのに対して8），幼若ラットでは定常状態で

NOがより多く産生されており，　L－NNAでそれが抑

制され再収縮反応が大となった可能性が考えられる．

しかし，この点は推測の域を出ない．

　Moritokiらは定常状態での4週齢ラット大動脈の

cGMP量が20週齢の約3倍であることを指摘し，前者
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では定常状態でも活発にNO産生が行われている可

能性を指摘した8）．また，Solhaugらは，幼若豚と成熟

豚にNO合成阻害剤のL－NAME（N・ニトローL一アルギ

ニンメチルエステル）を投与し，腎動脈の収縮を検討

した．その結果，成熟豚に比して幼若豚で有意に腎血

管抵抗が増大し，幼若豚では定常状態での腎血管の張

力の維持にNOが重要な役割を果たしていることを

報告した25）．

　今後，肺動脈・冠動脈など種々の部位の血管で，定

常状態での内皮機能と加齢との関係を詳細に検討する

ことが臨床的にも重要である．

　4．本研究の問題点

　本研究では，100μMのアムリノンにより血管内の

cGMPの上昇を認めたが，血管弛緩を生じうる20μM

のアムリノンではcGMPの有意な上昇を認めなかっ

た．この意味は不明であるが，20Pt　Mのアムリノンによ

る平滑筋細胞内でのcGMPの上昇がわずかであり，本

研究の方法では検出できなかった可能性が考えられ

る．なお，Kauffmanは他の薬剤の内皮依存性作用の検

討で，EC，。（セロトニン収縮に対して50％弛緩するた

めの薬物濃度）の100倍量でcGMP量を測定してい
る7）．

　本研究における血管弛緩反応の週齢による差の検討

では，各週齢での静止張力は血管の湿重量あたり近似

した値となるよう設定し，添加するフェニレフリン値

は標本毎にEC8。を決定した．更に，アムリノンによる

弛緩は，各標本でフェニレフリン収縮に対する％値で

表現し，標本間の差を可及的に少なくするよう努めた．

しかしながら，これらの方法を用いても標本間の差は

完全には除外できない．また，本研究では，出生前後

や40～60週齢（ヒトでの壮年期に相当）での検討がな

されていない．今後はこれらの週齢を含めた検討を行

いたい．

　最後に，本研究はフェニレフリンで収縮させたリン

グ状血管に対するアムリノンの血管弛緩反応を検討し

たもので，必ずしも生体内で反応を反映したものでは

ない．本研究の結果は，一つの実験モデルとして理解

すべきであろう．

　稿を終えるにあたり，御指導賜りました徳島大学薬学部
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Endothelium－Dependent　Vascular　Relaxation　by　Amrinone　and

　　　　　　　　　　　Age－Associated　Change　of　its　Effect

Kazuhiro　Mori1），　Suguru　Matsuokai），　Yasunobu　Hayabuchil），　Yasuhiro　Kurodaユ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Yutaka　Nakaya2）

　　　1）Department　of　Pediatrics　and　2）Laboratory　of　Nutrition　in　Particular　Status，

　　　　　　Department　of　Nutrition，　School　of　Medicine，　University　of　Tokushima

　　　To　determine　whether　amrinone　and　its　induced　increase　of　cyclic　AMP（cAMP）enhance

endothelium－dependent　vascular　relaxation，　we　studied　vascular　relaxation　of　rat　thoracic　aorta

on　treatment　with　amrinone　and　forskolin，　an　activator　of　adenylate　cyclase．

　　　When　lower　concentration　of　amrinone　was　applied　to　ring　segments　of　aorta　previously

contracted　with　phenylephrine，　relaxation　was　greater　in　the　ring　segments　with　endothelium

than　in　those　without　endothelium．　A　higher　concentration　of　amrinone（＞50μM）induced　the

same　degree　of　relaxation　of　ring　segments　with　and　without　endothelium，　probably　due　to　its

direct　effect　on　vascular　smooth　muscle．　After　amrinone　administration，　vascular　cyclic　GMP

（cGMP）increased．　Forskolin　also　induced　concentration　dependent　relaxation，　and　removal　of

the　endothelium　attenuated　the　relaxation　produced　by　forskolin．　NG－nitro　L－arginine（L－NNA）

reversed　the　relaxation　induced　by　amrinone　or　forskolin　in　ring　segments　with，　but　not　without

endothelium．

　　　　Lower　concentration　of　amrinone　relaxed　arteries　from　3　week－old　rats　more　than　those

from　12　week－old　and　100　week－old　rats．　Reversal　of　the　relaxation　by　L－NNA　was　most

significant　in　arteries　from　3　week－old　rats．

　　　　These　data　showed　that　amrinone　induces　endothelium・derived　relaxing　factor／NO　related

vasodilation　and　its　effect　is　influenced　by　aging．
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