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(57)【要約】
【課題】短期間で作製することができ、また、費用が安く、作製作業が容易であり、拡張
期心不全の発症メカニズム乃至発症後の経過や、予防乃至治療法の研究に好適に利用でき
る拡張期心不全モデル動物及びその製造方法、並びに、拡張期心不全の予防乃至症状改善
活性を有する物質のスクリーニング方法の提供。
【解決手段】非ヒト動物にアンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与
する工程を含み、前記工程における飲水が食塩水である拡張期心不全非ヒトモデル動物の
製造方法、前記製造方法により製造された拡張期心不全非ヒトモデル動物、非ヒト動物に
、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程と、被験物質を
投与する工程とを含み、前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投
与する工程における飲水が食塩水である拡張期心不全の予防乃至症状改善活性を有する物
質のスクリーニング方法である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非ヒト動物にアンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程を
含み、前記工程における飲水が食塩水であることを特徴とする拡張期心不全非ヒトモデル
動物の製造方法。
【請求項２】
　拡張期心不全が形成されるまでの期間が、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許
容し得る塩の投与開始から１ヶ月間以内である請求項１に記載の拡張期心不全非ヒトモデ
ル動物の製造方法。
【請求項３】
　拡張期心不全が形成されるまでの期間が、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許
容し得る塩の投与開始から２週間以内である請求項１から２のいずれかに記載の拡張期心
不全非ヒトモデル動物の製造方法。
【請求項４】
　非ヒト動物が、非病態モデル動物である請求項１から３のいずれかに記載の拡張期心不
全非ヒトモデル動物の製造方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の拡張期心不全非ヒトモデル動物の製造方法により製
造されたことを特徴とする拡張期心不全非ヒトモデル動物。
【請求項６】
　非ヒト動物に、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程
と、被験物質を投与する工程とを含み、前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許
容し得る塩を投与する工程における飲水が食塩水であることを特徴とする拡張期心不全の
予防乃至症状改善活性を有する物質のスクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、拡張期心不全非ヒトモデル動物及びその製造方法、並びに、拡張期心不全予
防乃至症状改善活性を有する物質のスクリーニング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　拡張期心不全とは、心臓左心室収縮能が保持されながらも機能不全に陥る心不全であり
、心不全の患者の中に多数存在すると考えられる。拡張期心不全の患者の５年生存率は、
３０％程度と非常に悪い。このような状況において、拡張期心不全の有効な予防乃至治療
方法は未だ確立していないという問題がある。
【０００３】
　拡張期心不全の有効な予防乃至治療方法を確立するためには、拡張期心不全の過程を知
ることが重要であり、そのために、拡張期心不全のモデル動物を用いることが考えられる
。
　前記拡張期心不全のモデル動物としては、例えば、ダール（Ｄａｈｌ）食塩感受性ラッ
トを用いて作製された拡張期心不全のモデルラットが提案されている（例えば、非特許文
献１参照）。前記提案では、高血圧の遺伝的素因を有するラットに８％ＮａＣｌを含有す
る高食塩食を７週齢から投与することにより、約１９週齢で拡張期心不全が形成されるこ
とが記載されている。しかしながら、高食塩食の投与開始から拡張期心不全の形成までの
期間が、約３ヶ月間という長期間であるという問題がある。
【０００４】
　また、心不全を形成するモデル動物として、例えば、特定の遺伝子の機能が失われたノ
ックアウト非ヒト動物が提案されている（例えば、特許文献１参照）。前記提案では、Ｉ
Ｌ２７又はＩＬ２７Ｒの遺伝子の機能が失われたノックアウト非ヒト動物にβ１アドレナ
リン作動薬を投与することにより心不全を形成することができることが記載されている。
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しかしながら、心不全の形成までに長期間を必要とするという問題だけでなく、ノックア
ウト非ヒト動物の作製には、煩雑な作業が必要であるという問題や、費用面での問題があ
る。
【０００５】
　したがって、現在までのところ、短期間で作製することができ、また、費用が安く、作
製作業が容易であり、拡張期心不全の発症メカニズム乃至発症後の経過や、予防乃至治療
法の研究に好適に利用できる拡張期心不全モデル動物は、未だ提供されておらず、その速
やかな提供が強く求められているのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－９２０２６号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｄｏｉ　Ｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｄｉｆ
ｆｅｒｅｎｔ　ｐｈｅｎｏｔｙｐｅｓ　ｏｆ　ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｖｅ　ｈｅａｒｔ　
ｆａｉｌｕｒｅ：ｓｙｓｔｏｌｉｃ　ｖｅｒｓｕｓ　ｄｉａｓｔｏｌｉｃ　ｆａｉｌｕｒ
ｅ　ｉｎ　Ｄａｈｌ　ｓａｌｔ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｒａｔｓ．，　Ｊ　Ｈｙｐｅｒｔ
ｅｎｓ．，　２０００，　１８（１），　ｐ．１１１－１２０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、短期間で作製することができ、また、費用が安く、作製作業が容易で
あり、拡張期心不全の発症メカニズム乃至発症後の経過や、予防乃至治療法の研究に好適
に利用できる拡張期心不全モデル動物及びその製造方法、並びに、拡張期心不全の予防乃
至症状改善活性を有する物質のスクリーニング方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、前記目的を達成すべく鋭意検討を行った結果、以下のような知見を得た
。即ち、非ヒト動物にアンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与し、
かつ、飲水を食塩水とすることにより、拡張期心不全が非常に短期間で形成されることを
知見し、本発明の完成に至った。
【００１０】
　本発明は、本発明者らによる前記知見に基づくものであり、前記課題を解決するための
手段としては、以下の通りである。即ち、
　＜１＞　非ヒト動物にアンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与す
る工程を含み、前記工程における飲水が食塩水であることを特徴とする拡張期心不全非ヒ
トモデル動物の製造方法である。
　＜２＞　拡張期心不全が形成されるまでの期間が、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理
学的に許容し得る塩の投与開始から１ヶ月間以内である前記＜１＞に記載の拡張期心不全
非ヒトモデル動物の製造方法である。
　＜３＞　拡張期心不全が形成されるまでの期間が、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理
学的に許容し得る塩の投与開始から２週間以内である前記＜１＞から＜２＞のいずれかに
記載の拡張期心不全非ヒトモデル動物の製造方法である。
　＜４＞　非ヒト動物が、非病態モデル動物である前記＜１＞から＜３＞のいずれかに記
載の拡張期心不全非ヒトモデル動物の製造方法である。
　＜５＞　非ヒト動物がラットであり、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し
得る塩を、１分間当たり、前記ラットの体重１ｋｇ当たり２００ｎｇの量で１４日間投与
する前記＜１＞から＜４＞のいずれかに記載の拡張期心不全非ヒト動物の製造方法である
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。
　＜６＞　前記＜１＞から＜５＞のいずれかに記載の拡張期心不全非ヒトモデル動物の製
造方法により製造されたことを特徴とする拡張期心不全非ヒトモデル動物である。
　＜７＞　非ヒト動物に、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与
する工程と、被験物質を投与する工程とを含み、前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理
学的に許容し得る塩を投与する工程における飲水が食塩水であることを特徴とする拡張期
心不全の予防乃至症状改善活性を有する物質のスクリーニング方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、従来における前記諸問題を解決し、前記目的を達成することができ、
短期間で作製することができ、また、費用が安く、作製作業が容易であり、拡張期心不全
の発症メカニズム乃至発症後の経過や、予防乃至治療法の研究に好適に利用できる拡張期
心不全モデル動物及びその製造方法、並びに、拡張期心不全の予防乃至症状改善活性を有
する物質のスクリーニング方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、試験例１の各群の収縮期血圧の測定結果を示すグラフである。
【図２Ａ】図２Ａは、実施例１の収縮期血圧の測定結果を示すグラフである。
【図２Ｂ】図２Ｂは、実施例１の心拍数の測定結果を示すグラフである。
【図２Ｃ】図２Ｃは、実施例１の体重の測定結果を示すグラフである。
【図３Ａ】図３Ａは、実施例１の左心室駆出力の測定結果を示すグラフである。
【図３Ｂ】図３Ｂは、実施例１の左心室拡張末期容量指数の測定結果を示すグラフである
。
【図３Ｃ】図３Ｃは、実施例１の左心室肥大指数の測定結果を示すグラフである。
【図３Ｄ】図３Ｄは、実施例１の相対的左心室壁厚の測定結果を示すグラフである。
【図４Ａ】図４Ａは、実施例１の拡張早期僧帽弁輪速度の測定結果を示すグラフである。
【図４Ｂ】図４Ｂは、実施例１の左心室流入血流速度（Ｅ）と拡張早期僧帽弁輪速度（ｅ
’）との比（Ｅ／ｅ’）の測定結果を示すグラフである。
【図４Ｃ】図４Ｃは、実施例１の拡張早期左心室流入血流速度と心房収縮左心室流入血流
速度（Ａ）との比（Ｅ／Ａ）の測定結果を示すグラフである。
【図４Ｄ】図４Ｄは、実施例１の拡張早期左心室流入血流速度の減速時間の測定結果を示
すグラフである。
【図５Ａ】図５Ａは、実施例１の左心室圧波形の測定結果を示すグラフである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、実施例１の左心室拡張期末期圧の測定結果を示すグラフである。
【図５Ｃ】図５Ｃは、実施例１の左心室収縮期末期圧の測定結果を示すグラフである。
【図６】図６は、実施例１のラットの体重当たりの心重量及び肺重量を測定した結果を示
すグラフである。
【図７Ａ】図７Ａは、実施例１のＥ群のラットの心臓全体のシリウスレッド染色像である
。
【図７Ｂ】図７Ｂは、実施例１のＥ群のラットの心臓の心内膜に近い心筋の間質部分のシ
リウスレッド染色像である。
【図７Ｃ】図７Ｃは、実施例１のＤ群のラットの心臓全体のシリウスレッド染色像である
。
【図７Ｄ】図７Ｄは、実施例１のＤ群のラットの心臓の心内膜に近い心筋の間質部分のシ
リウスレッド染色像である。
【図８】図８は、実施例１の血漿中のＢＮＰ濃度を測定した結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（拡張期心不全非ヒトモデル動物）
　本発明の拡張期心不全非ヒトモデル動物は、拡張期心不全を形成している非ヒトモデル
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動物であり、本発明の拡張期心不全非ヒトモデル動物の製造方法により製造することがで
きる。
　以下、本発明の拡張期心不全非ヒトモデル動物の製造方法の説明と併せて本発明の拡張
期心不全非ヒトモデル動物を説明する。
【００１４】
（拡張期心不全非ヒト動物の製造方法）
　本発明の拡張期心不全非ヒト動物の製造方法は、非ヒト動物にアンジオテンシンＩＩ又
はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程（以下、「アンジオテンシンＩＩ投与工程
」と称することがある。）を少なくとも含み、必要に応じて更にその他の工程を含む。
【００１５】
＜アンジオテンシンＩＩ投与工程＞
　前記アンジオテンシンＩＩ投与工程は、非ヒト動物にアンジオテンシンＩＩ又はその薬
理学的に許容し得る塩を投与し、拡張期心不全を形成する工程である。前記アンジオテン
シンＩＩ投与工程では、拡張期心不全が形成される前に、慢性高血圧の症状が生じる。
【００１６】
－非ヒト動物－
　前記非ヒト動物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、ラット、マウス、モルモット、イヌ、ネコ、ウサギ、ヒツジ、ヤギ、ブタ、ウシ、
サル等が挙げられる。これらの中でもラットが、マウスよりも高血圧病態に対して強く、
また、マウスに対して１０倍程度大きく観察しやすい点で、有利である。
　前記非ヒト動物は、例えば、市販品を購入して使用することができる。
　前記非ヒト動物は、非病態モデル動物であってもよいし、病態モデル動物であってもよ
いが、非病態モデル動物が、費用や簡便さの点で、好ましい。
　前記病態モデル動物とは、遺伝子改変による病態モデル動物や、病態の遺伝素因を有す
るモデル動物をいう。前記病態の遺伝素因を有するモデル動物としては、例えば、高血圧
の遺伝素因を有するダール（Ｄａｈｌ）食塩感受性ラット等が挙げられる。
　前記非病態モデル動物としては、例えば、通常の実験モデル動物であるＳＤ（Ｓｐｒａ
ｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙ）ラット等が挙げられる。
【００１７】
－アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩－
　前記アンジオテンシンＩＩは、血圧上昇、血管収縮等の生理活性を有するペプチドであ
る。前記アンジオテンシンＩＩは、ペプチドそのものであってもよいし、薬理学的に許容
し得る塩であってもよい。
　前記アンジオテンシンＩＩは、前記非ヒト動物と同種由来のものであってもよいし、前
記非ヒト動物と他種由来のものであってもよいが、前記非ヒト動物と同種由来のものが、
前記非ヒト動物が本来有するものである点で、有利である。
　前記薬理学的に許容し得る塩としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、酢酸塩等が挙げられる。
　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩は、例えば、市販品を購入
して使用することができる。
【００１８】
－投与－
　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩は、単独で投与してもよい
し、他の成分と共に投与してもよい。
　前記他の成分としては、本発明の効果を損なわない限り特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができる。
【００１９】
－－投与経路－－
　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩の投与経路としては、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、非経口投与、経口投与、局
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所投与等が挙げられる。
　前記非経口投与としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、皮下投与、静脈内投与、動脈内投与、腹腔内投与、筋肉内投与、皮内投与、経粘膜
投与、経直腸投与等が挙げられる。
　前記皮下投与の方法としては、特に制限はなく、目的に応じて公知の方法を適宜選択す
ることができるが、浸透圧ポンプが、決められた流量で持続的に注入することができる点
で、好ましい。
　前記浸透圧ポンプの留置位置としては、特に制限はなく、投与経路に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、背部が挙げられる。
　前記浸透圧ポンプとしては、例えば、Ａｌｚｅｔ　ｍｏｄｅｌ　２００２（Ｄｕｒｅｃ
ｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製）を用いることができる。
【００２０】
－－投与量－－
　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩の投与量としては、特に制
限はなく、投与対象の非ヒト動物に応じて適宜選択することができる。
　例えば、前記非ヒト動物がラットの場合には、前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理
学的に許容し得る塩を、１分間当たり、前記ラットの体重１ｋｇ当たり２００ｎｇの量で
１４日間投与することが好ましい。前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し
得る塩の投与量が多いと、急性心不全や急性腎不全が生じることがあり、投与量が少ない
と、十分な高血圧が得られないことがある。
【００２１】
－－投与間隔－－
　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩の投与間隔としては、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、持続的に投与する方法、間
隔を空けて投与する方法が挙げられる。これらの中でも、持続的に投与する方法が、安定
した高血圧状態を得ることができる点で、好ましい。
　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を持続的に投与する方法と
しては、例えば、皮下に浸透圧ポンプを埋め込む方法が挙げられる。前記浸透圧ポンプを
用いる場合、前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩の投与速度とし
ては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、０．５μＬ／時
間（前記浸透圧ポンプの容量は２００μＬ）とすることができる。
　一方、前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容しうる塩を間隔を空けて投与
する場合の投与間隔としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
。
【００２２】
－－投与開始時期－－
　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩の投与開始時期としては、
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
【００２３】
－－投与期間－－
　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩の投与期間としては、特に
制限はなく、非ヒト動物に拡張期心不全が形成されるまでの期間に応じて適宜選択するこ
とができる。
【００２４】
－飲水－
　前記アンジオテンシンＩＩ投与工程における飲水は、食塩水である。食塩水を用いるこ
とにより、前記非ヒト動物に慢性高血圧の症状が生じる確率を高めることができ、拡張期
心不全非ヒトモデル動物が生じる確率も高めることができる。
　前記食塩水の濃度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
が、０．５％～１％の塩化ナトリウムを含む食塩水であることが好ましく、０．８％～１
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％の塩化ナトリウムを含む食塩水であることが更に好ましい（例えば、一般に塩化ナトリ
ウムを約０．９％含有する食塩水（生理食塩水）は前記食塩水に含まれる）。なお、塩化
ナトリウム含有量が多い食塩水を用いた場合は、血圧が高くなりすぎるおそれがあり、好
ましくない。
　前記飲水の投与経路、投与量、投与間隔、投与開始時期、及び投与期間としては、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、自由摂取させる方法が挙げ
られる。
【００２５】
－拡張期心不全が形成されるまでの期間－
　前記非ヒト動物に拡張期心不全が形成されるまでの期間としては、特に制限はなく、目
的に応じて適宜選択することができるが、１ヶ月間以内が好ましく、３週間以内がより好
ましく、２週間以内が特に好ましい。前記期間が１ヶ月を超えると、高血圧負荷が長期間
となり、心臓以外の病態が生じることがあり、該病態が心不全と関連する可能性がある。
【００２６】
－拡張期心不全の確認－
　前記アンジオテンシンＩＩ投与工程により、非ヒト動物に拡張期心不全が形成されたこ
とを確認する方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、心臓超音波検査による確認方法、血行動態による確認方法、組織学的研究による確
認方法が挙げられる。
【００２７】
　前記心臓超音波検査による確認方法としては、例えば、リモデリングの指標として左心
室拡張末期容量指数（ＬＶＥＤＶＩ）、左心室肥大の指標として左心室肥大指数（ＬＶＭ
Ｉ）、相対的左心室壁厚（ＲＷＴ）を測定する方法が挙げられる。この場合、通常の非ヒ
ト動物と比較して、ＬＶＥＤＶＩが低下していたり、ＬＶＭＩが増加していたり、ＲＷＴ
が増加したりしていた場合には、拡張期心不全が形成されたと判断することができる。
　また、例えば、心臓超音波検査において、組織ドップラー法を用いて拡張早期僧帽弁輪
速度（ｅ’）を測定する方法、ドップラー法を用いて左心室流入血流速度（Ｅ）を測定し
、前記拡張早期僧帽弁輪速度（ｅ’）との比（Ｅ／ｅ’）を算出する方法、ドップラー法
を用いて拡張早期左心室流入血流速度と心房収縮左心室流入血流速度（Ａ）との比（Ｅ／
Ａ）を測定する方法、ドップラー法を用いて拡張早期左心室流入血流速度の減速時間（Ｄ
Ｔ）を測定する方法が挙げられる。この場合、通常の非ヒト動物と比較して、ｅ’が低下
していたり、Ｅ／ｅ’が上昇していたり、Ｅ／Ａが低下していたり、ＤＴが上昇したりし
ていた場合には、拡張期心不全が形成されたと判断することができる。
　前記心臓超音波検査による確認方法に用いる装置としては、特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができ、例えば、ＨＤ１１ＸＥ　ｗｉｔｈ　１２ＭＨｚ　ｔｒａｎ
ｓｄｕｃｅｒ（Ｐｈｉｌｉｐｓ社製）等が挙げられる。
【００２８】
　前記血行動態による確認方法としては、例えば、観血的データにより、左心室拡張期末
期圧（ＬＶＥＤＰ）を測定する方法が挙げられる。この場合、通常の非ヒト動物と比較し
て、ＬＶＥＤＰが上昇していた場合には、拡張期心不全が形成されたと判断することがで
きる。
　前記観血的データの測定方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、頚動脈からカテーテルを左心室内に挿入し、左心室圧波形記録を取る
方法が挙げられる。
　前記左心室圧波形記録を取る装置としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、ＭＬ８６６　Ｐｏｗｅｒ　Ｌａｂ（ＡＤＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ
社製）等が挙げられる。
【００２９】
　前記組織学的研究による確認方法としては、例えば、シリウスレッドを用いてフォルマ
リン固定した心臓を染色する方法が挙げられる。この場合、通常の非ヒト動物の心臓と比
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較して強く染色された場合には、拡張期心不全が形成されたと判断することができる。
　前記シリウスレッドを用いて染色するための手段としては、特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができる。
【００３０】
－その他の飼育環境－
　前記アンジオテンシンＩＩ投与工程における、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的
に許容し得る塩を投与する以外の非ヒト動物の飼育環境としては、非ヒト動物が拡張期心
不全を形成する限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
　例えば、非ヒト動物がラットの場合には、室温（２０℃付近）で飼育し、餌は自由給餌
とすることが挙げられる。
【００３１】
＜その他の工程＞
　前記その他の工程としては、本発明の効果を損なわない限り特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができ、例えば、血圧測定工程等が挙げられる。
　前記血圧測定工程は、前記非ヒト動物の血圧を測定する工程であり、高血圧か否かを診
断することにより、拡張期心不全が形成される時期を予測できる場合がある。
　前記非ヒト動物の血圧の測定方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、非観血的にｔａｉｌ　ｃｕｆｆ法で測定する方法が挙げられる。
　前記その他の工程は、前記アンジオテンシンＩＩ投与工程と同時に行ってもよいし、別
々に行ってもよい。
【００３２】
＜用途＞
　前記拡張期心不全非ヒトモデル動物は、短期間で作製することができ、また、費用が安
く、作製作業が容易であるので、拡張期心不全の発症メカニズム乃至発症後の経過や、予
防乃至治療法の研究に好適に利用できる。前記拡張期心不全の発症メカニズム乃至発症後
の経過や、予防乃至治療法の研究には、拡張期心不全の予防乃至症状改善活性を有する物
質のスクリーニングや、薬の適切な投与時期の研究も含まれる。
【００３３】
（拡張期心不全の予防乃至症状改善活性を有する物質のスクリーニング方法）
　本発明の拡張期心不全の予防乃至症状改善活性を有する物質のスクリーニング方法は、
非ヒト動物に、アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程と
、被験物質を投与する工程（以下、「被験物質投与工程」と称することがある。）とを少
なくとも含み、必要に応じて更にその他の工程を含む。
【００３４】
＜非ヒト動物＞
　前記非ヒト動物は、上述した拡張期心不全非ヒト動物の製造方法における非ヒト動物と
同様の動物を用いることができる。
【００３５】
＜工程の順序＞
　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程と、前記被
験物質投与工程とは、同時に行ってもよいし、別々に行ってもよい。
　例えば、拡張期心不全の予防活性を有する物質のスクリーニングを行う場合には、前記
被験物質投与工程を、前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与
する工程の前乃至前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する
工程と共に行うことができる。
　また、例えば、拡張期心不全の症状を改善する活性を有する物質のスクリーニングを行
う場合には、前記被験物質投与工程を、前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許
容し得る塩を投与する工程の後に行うことができる。
【００３６】
＜アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程＞
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　前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程は、前記非
ヒト動物に、通常、拡張期心不全が形成される程度にアンジオテンシンＩＩ又はその薬理
学的に許容し得る塩を投与する工程である。
　前記スクリーニング方法における前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し
得る塩を投与する工程は、前記拡張期心不全非ヒト動物の製造方法における前記アンジオ
テンシンＩＩ投与工程と同様に行うことができる。
【００３７】
＜被験物質投与工程＞
　前記被験物質投与工程は、非ヒト動物に被験物質を投与する工程である。
【００３８】
－被験物質－
　前記被験物質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、化合物、ペプチド、タンパク質、細胞抽出物、細胞培養上清、植物抽出物、微生物産
生物等が挙げられる。
【００３９】
－投与－
　前記被験物質の投与経路、投与量、投与間隔、投与開始時期、及び投与期間としては、
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、投与対象の非ヒト動物の種類、
前記被験物質の種類等に応じて適宜選択することができる。
【００４０】
＜その他の工程＞
　前記その他の工程としては、本発明の効果を損なわない限り特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができ、例えば、前記被験物質の投与により拡張期心不全が予防さ
れたか否かを評価する工程（以下、「予防評価工程」と称することがある。）、前記被験
物質の投与により拡張期心不全の症状が改善されたか否かを評価する工程（以下、「改善
評価工程」と称することがある。）等が挙げられる。
【００４１】
－予防評価工程－
　前記予防評価工程は、前記被験物質の投与により拡張期心不全が予防されたか否かを評
価する工程である。
　前記予防評価工程において、前記被験物質が、前記拡張期心不全を予防したか否かを評
価する方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、
前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程は同様に行い
、前記被験物質を投与しなかった場合（対照）と比較して、前記被験物質を投与した場合
に、前記非ヒト動物に拡張期心不全が形成されないか、拡張期心不全の形成が遅れたとき
に、前記被験物質は、前記拡張期心不全を予防する活性を有すると評価することができる
。
【００４２】
－改善評価工程－
　前記改善評価工程は、前記被験物質の投与により拡張期心不全の症状が改善されたか否
かを評価する工程である。
　前記改善評価工程において、前記被験物質が、前記拡張期心不全の症状を改善したか否
かを評価する方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、前記アンジオテンシンＩＩ又はその薬理学的に許容し得る塩を投与する工程を行う
ことにより拡張期心不全が形成された拡張期心不全非ヒト動物に、前記被験物質を投与す
ることにより、前記拡張期心不全非ヒト動物が示す拡張期心不全の症状の程度が低減（緩
和）されたときに、前記被験物質は、拡張期心不全の症状を改善する活性を有すると評価
することができる。
【００４３】
　以上により、前記スクリーニング方法を行うことができる。前記スクリーニング方法に
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よれば、高い精度で、かつ、効率的に、拡張期心不全の予防乃至症状改善活性を有する物
質をスクリーニングすることができる。
【実施例】
【００４４】
　以下、試験例及び実施例を挙げて、本発明の実施例を説明するが、本発明は、以下の実
施例に何ら限定されるものではない。
【００４５】
（試験例１：高血圧の誘導）
　試験例１では、非ヒト動物としてラットを用い、以下の各群のラットを１４日間飼育し
、収縮期高血圧の推移を調べ、効率良く高血圧を誘導することができる方法を試験した。
　　・　Ａ群　：　アンジオテンシンＩＩを投与し、飲水を生理食塩水とした群。
　　・　Ｂ群　：　アンジオテンシンＩＩを投与し、飲水を水とした群。
　　・　Ｃ群　：　アンジオテンシンＩＩを投与せず、飲水を生理食塩水とした群。
【００４６】
＜非ヒト動物＞
　試験例１では、非ヒト動物として、雄性Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙ（ＳＤ）ラット
を用いた。
　　・　Ａ群　：　７週齢、オス、体重２２０ｇ、ｎ＝１１
　　・　Ｂ群　：　７週齢、オス、体重２２０ｇ、ｎ＝１１
　　・　Ｃ群　：　７週齢、オス、体重２２０ｇ、ｎ＝１２
【００４７】
＜アンジオテンシンＩＩの投与＞
　前記Ａ群及びＢ群のＳＤラットへのアンジオテンシンＩＩの投与は、以下のようにして
行った。まず、水に溶解させたアンジオテンシンＩＩ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社製
）を浸透圧ポンプ（Ａｌｚｅｔ　ｍｏｄｅｌ　２００２、Ｄｕｒｅｃｔ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎ社製；２週間持続的にポンピングするタイプ）に注入した。次いで、イソフルレ
ン吸入麻酔下で前記ＳＤラットの背部を約１ｃｍ切開し、該切開した箇所を通じて皮下へ
前記浸透圧ポンプを留置する手術を行った。そして、前記留置手術を行った日を０日目と
し、１４日目まで連続して、１分間当たり、アンジオテンシンＩＩを前記ＳＤラットの体
重１ｋｇ当たり２００ｎｇ（２００ｎｇ／ｋｇ／分）投与した。
　なお、前記Ｃ群のＳＤラットについては、アンジオテンシンＩＩを投与せず、また、浸
透圧ポンプの留置も行わなかった。
【００４８】
＜飼育条件＞
　試験例１における前記Ａ群からＣ群のＳＤラットの飼育条件は、以下の通りである。
　・　飼料　：　ＥＦ（オリエンタル酵母工業株式会社製）を自由摂取させた（Ａ群から
Ｃ群）。
　・　床敷　：　αドライを使用した（Ａ群からＣ群）。
　・　飲水　：　生理食塩水（塩化ナトリウムを０．９％含有する食塩水）を自動給水ノ
ズルにより自由摂取させた（Ａ群及びＣ群）。
　　　　　　　　水を自動給水ノズルにより自由摂取させた（Ｂ群）。
　・　ケージ　：　プラスチック製、外寸：縦３４５ｍｍ、横４０３ｍｍ、高さ１７７ｍ
ｍ（Ａ群からＣ群）。
　・　収容匹数　：　３匹／ケージ（Ａ群からＣ群）。
　・　温度　：　２１℃±１℃乃至２℃、湿度：４０℃～６０℃（Ａ群からＣ群）。
　・　換気　：　１４回／日（Ａ群からＣ群）。
　・　照明時間　：　７時～１９時（Ａ群からＣ群）。
【００４９】
＜収縮期血圧の測定＞
　試験例１では、０日目、３日目、７日目、及び１４日目にｔａｉｌ　ｃｕｆｆ法により
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各ＳＤラットの収縮期血圧を測定した。
　結果を図１に示す。図１中、「■」は、Ａ群（アンジオテンシンＩＩを投与し、飲水を
生理食塩水とした群）の結果を示し、「▲」は、Ｂ群（アンジオテンシンＩＩを投与し、
飲水を水とした群）の結果を示し、「●」は、Ｃ群（アンジオテンシンＩＩを投与せず、
飲水を生理食塩水とした群）の結果を示す。
　図１より、収縮期血圧が、Ａ群では、３日目に１７７ｍｍＨｇ、７日目に１９８ｍｍＨ
ｇ、１４日目に２３４ｍｍＨｇとなり、Ｂ群では、３日目に１４２ｍｍＨｇ、７日目に１
６２ｍｍＨｇ、１４日目に１８２ｍｍＨｇとなり、Ｃ群では、３日目に１１６ｍｍＨｇ、
７日目に１１８ｍｍＨｇ、１４日目に１１６ｍｍＨｇとなっていた。
　図１に示す結果から、生理食塩水のみ（Ｃ群）では血圧の変化が認められず、アンジオ
テンシンＩＩのみ（Ｂ群）では血圧の値が低かったのに対し、アンジオテンシンＩＩを投
与し、飲水を生理食塩水としたＡ群では、有意（Ｐ＜０．０５）に高血圧を誘導できるこ
とがわかった。また、Ｂ群では、高血圧となるＳＤラットの歩留まり（高血圧を誘導でき
る率）も低かったのに対し、Ａ群では３日目から、８０％以上のＳＤラットの高血圧を誘
導することができた。以上から、アンジオテンシンＩＩを投与し、飲水を生理食塩水とす
ることで、効率良く高血圧を誘導することができることがわかった。
【００５０】
（実施例１：拡張期心不全モデルラットの製造）
　実施例１では、非ヒト動物としてラットを用い、以下の各群のラットを１４日間飼育し
た。前記実施例１では、後述するように、ラットの収縮期血圧、心拍数、及び体重をアン
ジオテンシンＩＩの投与開始から０日目、３日目、７日目及び１４日目に測定した。また
、１４日目には、心臓超音波検査、観血的な血行動態の測定、血液採取、組織摘出、心重
量及び肺重量の測定、並びに臓器のフォルマリン固定を行った。そして、組織像の作製及
び血漿中のＢＮＰ濃度の測定を行った。これらにより、拡張期心不全モデルラットを製造
することができることを確認した。
　　・　Ｄ群　：　アンジオテンシンＩＩを投与し、飲水を生理食塩水とした群（以下、
「Ａｎｇ　ＩＩ群」と称することがある。）。
　　・　Ｅ群　：　アンジオテンシンＩＩを投与せず、飲水を生理食塩水とした群（以下
、「Ｓｈａｍ群」と称することがある。）。
【００５１】
＜アンジオテンシンＩＩ投与工程＞
－非ヒト動物－
　実施例１では、非ヒト動物として、雄性Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙ（ＳＤ）ラット
を用いた。
　　・　Ｄ群　：　７週齢、オス、体重２２０ｇ、ｎ＝１１
　　・　Ｅ群　：　７週齢、オス、体重２２０ｇ、ｎ＝１２
【００５２】
－アンジオテンシンＩＩの投与－
　前記Ｄ群（Ａｎｇ　ＩＩ群）のＳＤラットへのアンジオテンシンＩＩの投与は、以下の
ようにして行った。まず、水に溶解させたアンジオテンシンＩＩ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒ
ｉｃｈ社製）を浸透圧ポンプ（Ａｌｚｅｔ　ｍｏｄｅｌ　２００２、Ｄｕｒｅｃｔ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製；２週間持続的にポンピングするタイプ）に注入した。次いで、
イソフルレン吸入麻酔下で前記ＳＤラットの背部を約１ｃｍ切開し、該切開した箇所を通
じて皮下へ前記浸透圧ポンプを留置する手術を行った。そして、前記留置手術を行った日
を０日目とし、１４日目まで連続して、１分間当たり、アンジオテンシンＩＩを前記ＳＤ
ラットの体重１ｋｇ当たり２００ｎｇ（２００ｎｇ／ｋｇ／分）投与した。
　なお、前記Ｅ群（Ｓｈａｍ群）のＳＤラットについては、アンジオテンシンＩＩを投与
せず、また、浸透圧ポンプの留置も行わなかった。
【００５３】
＜飼育条件＞
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　試験例１における前記Ｄ群及びＥ群のＳＤラットの飼育条件は、以下の通りである。
　・　飼料　：　ＥＦ（オリエンタル酵母工業株式会社製）を自由摂取させた（Ｄ群及び
Ｅ群）。
　・　床敷　：　αドライを使用した（Ｄ群及びＥ群）。
　・　飲水　：　生理食塩水（塩化ナトリウムを０．９％含有する食塩水）を自動給水ノ
ズルにより自由摂取させた（Ｄ群及びＥ群）。
　・　ケージ　：　プラスチック製、外寸：縦３４５ｍｍ、横４０３ｍｍ、高さ１７７ｍ
ｍ（Ｄ群及びＥ群）。
　・　収容匹数　：　３匹／ケージ（Ｄ群及びＥ群）。
　・　温度　：　２１℃±１℃乃至２℃、湿度：４０℃～６０℃（Ｄ群及びＥ群）。
　・　換気　：　１４回／日（Ｄ群及びＥ群）
　・　照明時間　：　７時～１９時（Ｄ群及びＥ群）。
【００５４】
－収縮期血圧、心拍数、及び体重の測定－
　実施例１では、０日目、３日目、７日目、及び１４日目にｔａｉｌ　ｃｕｆｆ法により
各ＳＤラットの収縮期血圧及び心拍数を測定し、また、各ＳＤラットの体重を測定した。
　結果を図２Ａ（収縮期血圧）、図２Ｂ（心拍数）、及び図２Ｃ（体重）に示す。前記図
２Ａから図２Ｃ中、「●」は、Ｄ群（Ａｎｇ　ＩＩ群）の結果を示し、「○」は、Ｅ群（
Ｓｈａｍ群）の結果を示す。
　図２Ａより、Ｄ群のＳＤラットの収縮期血圧は、約３日目よりＥ群のＳＤラットに比べ
て有意（Ｐ＜０．０１）に上昇していることがわかり、また、実験終了時（１４日目）に
は、約２２０ｍｍＨｇとなっていた。一方、図２Ｂ及び図２Ｃより、心拍数及び体重につ
いては、両群間に有意差は認められなかった。
　なお、収縮期血圧は、Ｄ群では、３日目に１７７ｍｍＨｇ、７日目に１９８ｍｍＨｇ、
１４日目に２３４ｍｍＨｇとなり、Ｅ群では、３日目に１１６ｍｍＨｇ、７日目に１１８
ｍｍＨｇ、１４日目に１１６ｍｍＨｇとなっていた。
　心拍数は、Ｄ群では、３日目に３４０回／分間、７日目に３２０回／分間、１４日目に
３３０回／分間となり、Ｅ群では、３日目に３４５回／分間、７日目に３３０回／分間、
１４日目に３３５回／分間となっていた。
　体重は、Ｄ群では、３日目に２４２ｇ、７日目に２７０ｇ、１４日目に２９０ｇとなり
、Ｅ群では、３日目に２５０ｇ、７日目に２７８ｇ、１４日目に３１０ｇとなっていた。
【００５５】
－心臓超音波検査１－
　実施例１では、１４日目にイソフルレン吸入麻酔下にて、ＨＤ１１ＸＥ　ｗｉｔｈ　１
２ＭＨｚ　ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ（Ｐｈｉｌｉｐｓ社製）を用いて、非浸襲的に心臓超音
波検査を行い、以下の項目を測定した。
　・　左心室駆出力（ＬＶＥＦ）　：　収縮能の指標
　・　左心室拡張末期容量指数（ＬＶＥＤＶＩ）　：　リモデリングの指標
　・　左心室肥大指数（ＬＶＭＩ）　：　左心室肥大の指標
　・　相対的左心室壁厚（ＲＷＴ）　：　左心室肥大の指標
　結果を図３Ａ（左心室駆出力）、図３Ｂ（左心室拡張末期容量指数）、図３Ｃ（左心室
肥大指数）、及び図３Ｄ（相対的左心室壁厚）に示す。前記図３Ａから図３Ｄ中、左から
順に、Ｅ群（Ｓｈａｍ群）、Ｄ群（Ａｎｇ　ＩＩ群）の結果を示す。
　図３Ａより、左心室駆出力（ＬＶＥＦ）は、両群間で有意な差が認められなかった。一
方、図３Ｂより、左心室拡張末期容量指数（ＬＶＥＤＶＩ）は、Ｄ群において有意（Ｐ＜
０．０５）な低下が認められ、また、図３Ｃ及び図３Ｄより、左心室肥大指数（ＬＶＭＩ
）及び相対的左心室壁厚（ＲＷＴ）は、Ｄ群において有意（Ｐ＜０．０５）な増加が認め
られた。これらの結果から、Ｄ群のＳＤラットの心臓は、収縮能の低下を来さずに肥大し
たことが示された。
　なお、左心室駆出力は、Ｅ群では、７０％、Ｄ群では、６６％であり、左心室拡張末期
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容量指数は、Ｅ群では、１．７２、Ｄ群では、１．０５であり、左心室肥大指数は、Ｅ群
では、１．７６、Ｄ群では、３．３７であり、相対的左心室壁厚は、Ｅ群では、０．２４
、Ｄ群では、０．５８であった。
【００５６】
－心臓超音波検査２－
　また、１４日目にイソフルレン吸入麻酔下にて、ＨＤ１１ＸＥ　ｗｉｔｈ　１２ＭＨｚ
　ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ（Ｐｈｉｌｉｐｓ社製）を用いて、非浸襲的に心臓超音波検査を
行い、以下の項目を測定した。なお、以下の各項目は、いずれも左心室拡張能を示す指標
である。
　・　拡張早期僧帽弁輪速度（ｅ’）　：　組織ドップラー法により測定。
　・　左心室流入血流速度（Ｅ）と拡張早期僧帽弁輪速度（ｅ’）との比（Ｅ／ｅ’）　
：　左心室流入血流速度（Ｅ）は、ドップラー法により測定。
　・　拡張早期左心室流入血流速度と心房収縮左心室流入血流速度（Ａ）との比（Ｅ／Ａ
）　：　いずれもドップラー法により測定。
　・　拡張早期左心室流入血流速度の減速時間（ＤＴ）　：　ドップラー法により測定。
　結果を図４Ａ（拡張早期僧帽弁輪速度（ｅ’））、図４Ｂ（左心室流入血流速度（Ｅ）
と拡張早期僧帽弁輪速度（ｅ’）との比（Ｅ／ｅ’））、図４Ｃ（拡張早期左心室流入血
流速度と心房収縮左心室流入血流速度（Ａ）との比（Ｅ／Ａ））、及び図４Ｄ（拡張早期
左心室流入血流速度の減速時間（ＤＴ））に示す。前記図４Ａから図４Ｄ中、左から順に
、Ｅ群（Ｓｈａｍ群）、Ｄ群（Ａｎｇ　ＩＩ群）の結果を示す。
　図４Ａから図４Ｄより、Ｄ群は、Ｅ群と比べて、拡張早期僧帽弁輪速度（ｅ’）及び拡
張早期左心室流入血流速度と心房収縮左心室流入血流速度（Ａ）との比（Ｅ／Ａ）では有
意（Ｐ＜０．０５）な低下が認められ、左心室流入血流速度（Ｅ）と拡張早期僧帽弁輪速
度（ｅ’）との比（Ｅ／ｅ’）及び拡張早期左心室流入血流速度の減速時間（ＤＴ）では
有意（Ｐ＜０．０５）な上昇が認められた。これらの結果から、Ｄ群のＳＤラットの心臓
は、左心室拡張の障害を伴った心肥大を形成していたことが示された。
　なお、拡張早期僧帽弁輪速度は、Ｅ群では、５．４ｍ／ｓｅｃ、Ｄ群では、３．１ｍ／
ｓｅｃであり、左心室流入血流速度（Ｅ）と拡張早期僧帽弁輪速度（ｅ’）との比（Ｅ／
ｅ’）は、Ｅ群では、１８．０、Ｄ群では、２３．２であり、拡張早期左心室流入血流速
度と心房収縮左心室流入血流速度（Ａ）との比（Ｅ／Ａ）は、Ｅ群では、１．４、Ｄ群で
は、１．１であり、拡張早期左心室流入血流速度の減速時間（ＤＴ）は、Ｅ群では、３８
ｍｓｅｃ、Ｄ群では、７２ｍｓｅｃであった。
【００５７】
－観血的な血行動態の測定－
　実施例１では、１４日目に前記心臓超音波検査１及び２を行った後、吸入麻酔下にて、
カテーテルを頚動脈から左心室内に挿入し、ＭＬ８６６　Ｐｏｗｅｒ　Ｌａｂ（ＡＤＩｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）を用いて、左心室圧波形記録を取り、左心室拡張期末期圧（Ｌ
ＶＥＤＰ）及び左心室収縮期末期圧（ＬＶＥＳＰ）を測定した。
　結果を図５Ａ（左心室圧波形）、図５Ｂ（左心室拡張期末期圧）、及び図５Ｃ（左心室
収縮期末期圧）に示す。前記図５Ａから図５Ｃ中、左から順に、Ｅ群（Ｓｈａｍ群）、Ｄ
群（Ａｎｇ　ＩＩ群）の結果を示す。
　図５Ａ及び図５Ｂより、Ｄ群のＳＤラットの左心室拡張期末期圧（ＬＶＥＤＰ）は、Ｅ
群のＳＤラットの左心室拡張期末期圧（ＬＶＥＤＰ）と比べて、有意（Ｐ＜０．０１）な
上昇が認められた。これらの結果から、観血的データにおいても、Ｄ群のＳＤラットの心
臓は、左心室拡張能障害が生じていることが確認された。
　なお、左心室拡張期末期圧は、Ｅ群では、４ｍｍＨｇ、Ｄ群では、１３ｍｍＨｇであり
、左心室収縮期末期圧は、Ｅ群では、９４ｍｍＨｇ、Ｄ群では、２０２ｍｍＨｇであった
。
【００５８】
－血液採取、組織摘出、心重量及び肺重量の測定、及び臓器のフォルマリン固定－
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　実施例１では、前記観血的な血行動態の測定を行った後、過量麻酔にて無痛状態で血液
を採取し、次いで組織を摘出し、屠殺した。その後、直ちに心臓及び肺の重量を測定した
。そして、臓器をフォルマリン固定した。
　ＳＤラットの体重当たりの、心重量及び肺重量の測定結果を図６に示す。前記図６中、
左から順に、Ｅ群（Ｓｈａｍ群）のＳＤラットの体重当たりの心重量、Ｄ群（Ａｎｇ　Ｉ
Ｉ群）の体重当たりの心重量、Ｅ群のＳＤラットの体重当たりの肺重量、Ｄ群の体重当た
りの肺重量の結果を示す。
　図６より、体重当たりの心重量、及び肺重量は、いずれもＤ群において有意（Ｐ＜０．
０５）な増加が認められた。体重当たりの肺重量がＤ群において有意に増加していたこと
から、左心室機能障害が生じていることが示された。
　なお、Ｅ群のＳＤラットの体重当たりの心重量は、３．１ｍｇ／ｇであり、Ｄ群の体重
当たりの心重量は、４．７ｍｇ／ｇであり、Ｅ群のＳＤラットの体重当たりの肺重量は、
３．６ｍｇ／ｇであり、Ｄ群の体重当たりの肺重量は、４．９ｍｇ／ｇであった。
【００５９】
－組織像の作製－
　実施例１では、前記フォルマリン固定した心臓のシリウスレッド染色（コラーゲンを染
色するための染色方法）を行った。前記シリウスレッドは、Ｐｏｌｙｓｃｉｅｎｃｅｓ　
Ｉｎｃ社製のものを用いた。
　結果を図７Ａから図７Ｄに示す。図７Ａは、Ｅ群（Ｓｈａｍ群）のＳＤラットの心臓全
体の染色像を示し、図７Ｂは、Ｅ群のＳＤラットの心臓の心内膜に近い心筋の間質部分の
染色像を示し、図７Ｃは、Ｄ群（Ａｎｇ　ＩＩ群）のＳＤラットの心臓全体の染色像を示
し、図７Ｄは、Ｄ群のＳＤラットの心臓の心内膜に近い心筋の間質部分の染色像を示す。
　図７Ｄより、Ｄ群のＳＤラットでは、圧の影響を受け易い心内膜に近い心筋の間質で明
らかに強いコラーゲン染色が確認された。この結果から、Ｄ群のＳＤラットに左心室拡張
能障害が生じていることが確認された。
【００６０】
－血漿中のＢＮＰ濃度の測定－
　実施例１では、前記採取した血液を用い、心不全の指標の１つである血漿中のＢＮＰ（
脳性ナトリウム利尿ペプチド：ｂｒａｉｎ　ｎａｔｒｉｕｒｅｔｉｃ　ｐｅｐｔｉｄｅ）
濃度をＥＬＩＳＡキット（ＥＬＩＳＡ　ＢＮＰ－３２　ｋｉｔ、Ｐｈｏｅｎｉｘ　Ｐｈａ
ｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ製）により測定した。
　結果を図８に示す。前記図８中、左から順に、Ｅ群（Ｓｈａｍ群）、Ｄ群（Ａｎｇ　Ｉ
Ｉ群）の結果を示す。
　図８より、Ｄ群において有意（Ｐ＜０．０１）な上昇が認められた。この結果から、Ｄ
群のＳＤラットでは、左心室機能障害が生じていることが示された。
　なお、血漿中のＢＮＰ濃度は、Ｅ群が１．３ｎｇ／ｍＬであり、Ｄ群が３．１ｎｇ／ｍ
Ｌであった。
【００６１】
　以上より、ラットにアンジオテンシンＩＩを投与し、かつ、飲水を食塩水とすることに
より、高血圧の症状を示し、心肥大を形成するとともに左心室拡張障害に起因する左心室
機能障害に陥ることが確認され、拡張期心不全非ヒトモデル動物を製造することができる
ことが示された。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の拡張期心不全非ヒトモデル動物は、短期間で作製することができ、また、費用
が安く、作製作業が容易であるので、拡張期心不全の発症メカニズム乃至発症後の経過や
、予防乃至治療法の研究に好適に利用できる。
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