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緒 言

近年,虚 血性心疾患の病態 が冠血流量の総体的な

減少だけでな く心筋組織血流の領域別,層 別の不均

等分布 ににあることが示 唆 され ている1).事実,左 室 心

筋の内層(心 内膜下層)と,外 層(心 外膜下層)で

は形態学的に筋線維の配列,冠 状動脈の走 行な どが

異なり2),3),種々の条件下で心筋 内の血流分布は不均一

になると考 えられる.虚 血性心疾患の内科 的治療 に

使用 される種 々の薬剤 も,そ の薬剤が作用す る冠血

管の部位,左 心機能に与 える影響 などにによ り心筋内

血流分布 に変動 を生 じることが考 え られ る.従 って

虚血性心疾患治療薬の作 用機序 を考 える場合 に,こ

の見地か らの検討が必要 と考 え られ,近 年,そ の報

告が増加 しつつ あるが,ほ とん どの報告 はあ る一時

点の状態 をとらえての検討報告で あ り,必 ず しも薬

剤の性格 を充分 に把握 しているとは言 えない.そ の

ため,心 筋局所血流の変動 を連続 して観察す ること

が必要であるが,そ の報告 は きわめて乏 しい.そ こ

で著者は心筋局所血流 の連続的な測定 が可能 な交叉

熱電対型組織血流計を用 い, nitroglycerin, pren

ylamine, dipyridamoleお よびdilazepが 心筋内血

流分布におよぼす影響 を他の血行動態 因子 と同時に

観察 し検討を加 えた.

方法(図1, 2)
Fig. 1.　 Schematic representation of the

 experimental procedure. CBF=coro

nary blood flow; CO=cardiac output;

 BP=aortic blood pressure; maxdp

/dt=mximum rate of left ventricular

 pressure rise; LVEDP=left ventri

cular end-diastolic pressure; RMBF

=regional myocardial bloodflow; L

VC=left ventricular contraction.

平均体重12Kgの 雑種成犬30頭 を用 い, pentobar

bital麻 酔(25mg/Kg静 注)で 人工呼吸下に左側第

5肋 間ににて開胸 した.心 包 を切開 した後にに左冠動脈

回旋枝,一 部では前下行枝の起 始部 および大動脈起

始部を剥離 し,そ れぞれ にに短形 波電磁血流計の プロ

ーブを装着 した.次 に股動脈 か ら逆行性 にに大動脈内

にカテーテルを挿入,ま た頚動脈 か ら逆行性 にに左室

内ヘ カテーテルを挿入 し,そ れ ぞれ電気血圧計 によ

り大動脈血圧,左 心室 内圧 を求め,更 に微分 回路 に

よ り左室 内圧dp/dtを 求 めた.次 にに左室 自由壁の長

軸方向に変位型張力計 のプ ローブを縫着 し左室心筋

の収縮曲線 を求 めた,記 録 は心筋局所血流 とと もに

すべて直記式電磁 オッシログラフによ り紙送 り速 度
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2mm/sec.,一 部 で は50mm/sec.で 記 録 し た.

Fig. 2.•@ Reactive hyperemia following a 30-second occlution of the left 

anterior descending branch.

MBP=mean aortic blood pressure; RMBF=regional myocardial blo

od flow of left anterior descending area; I=inner layer of left ven

tricular free wall; O=outer layer of left ventricular free wall; M

CBF=mean coronary blood flow; CO=cardiac output; LVdp/dt=rate 

of left ventricular pressure rise.

Fig. 3.•@ Regional myocardial blood flow (R

MBF)in the inner, middle and outer 

layer of left ventricular free wall 

and blood flow ratio of inner-to ou

ter-layer (I/O ratio).

心筋局所血流の測定 にには交叉熱電対 法を用 いた.

交叉熱電対の電極 は図1の 下段 に示 すように直径100

μの銅 およびコンス タンタンか ら成 り,加 熱 部の長

さが1mm,加 熱接点 と測定接点 の距離 が4mmで 加熱

接点の温度 は測定接点にほ とん ど影響 を与 えない.

加熱 ににはすべて400mAの 電流 を用いた.交 叉熱電対

の縫着部位 は左冠動脈回旋枝,一 部 では前下行枝の

灌流領域 の露 出 してい る冠血管 か ら4～5mm離 れた

部位 とし,縫 入 に際 して は2本 の交 叉熱電対が ほぼ

平行 にに,一 方 が内層(心 内膜側)他 方 が外層(心 外

膜側)と な るよ うにに,ま た交叉熱電対 の両接点 が心

内膜 または心外膜 か ら同距離 となるように注意 した.

縫着 した交 叉熱電対が意図 した冠 動脈 の灌流領域 に

あるか どうかは剥離 した冠動脈の起始部 を約30秒 間

結紮 した後 にに解放 し,結 紮にによって心筋 局所血 流が

減少す ること,お よび開放 によって反応 性充血 を生

じることにより確認 し,同 時 にいわゆ る逆転現 象が

生 じないことを も確認 した.実 例 を図2に 示す.こ

れ らの測定 にはシンエ イ製交叉熱電対型組織血流計

(CTE-202)を 用い,測 定値 は相対 的 な値 として
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μVで表わ した.実 験終 了時にKCIを 静脈内に投与

し,心 停止 を生 じせ しめ,水 平 を保つ レベルをゼ ロ

レベル とした.縫 着 した交叉熱電対の接点が実際 に

心筋の どの層 ににあるかは心停止後 にに摘出心にて確認

した.そ の際,両 接点 の位置 が心外膜 か ら2mm,心

内膜か ら1.5mm以 内の ものは外気 温 および心腔 内血

流の影響 を考慮 し4)今回の成績 か らは除外 した.左

室自由壁心筋は便宣上3層 に分 け,心 外膜 に近 い も

のか ら外層(outer layer),中 層(middle layar),

内層(inner layer)と し,乳 頭 筋 は別個 に区分 し

た.

Table 1•@ Mean value and standard deviation of each hemodynamic parameter before the 

administration of anti-anginal drugs.

LVmaxdp/dt=maximal rate of left ventricular pressure rise; RMBF=regional 
mocardial blood flow; I/O ratio=blood flow ratio of inner-to outer-layer.

 Values are given as mean±S. D.

薬剤 の投 与 はnitroglycerin 20μg/Kg, prenyl

amine 1.0mg/Kg, dipyridamole 0.3mg/Kg, dil

azep 0.2mg/Kgを それ ぞ れ 生 理 食 塩 水 にに混 じ, 3

～5mlと し股 静 脈 か ら約5秒 間 で 注 入 した .

実 験 成 績

実験 にに用 いた雑種成犬30頭 の中24頭 は心拍数,平

均大動脈血圧,左 室 内圧dp/dt,心 拍 出量,全 末梢

血管抵抗,平 均冠 血流量,平 均冠血 管抵抗,心 筋局

所血流(内 層お よび外層,一 部では中層 を含 む)を

測定 し,各 薬剤 の与 える影響 を検討 した.全 末梢血

管抵抗 は平均血 圧/心 拍 出量,平 均冠血管抵抗 は平

均血圧/平 均冠 血流量 よ り計算で求 めた.各 薬剤投

与前 のこれ らのパ ラメーターの値は表1の 如 くで,

薬剤 投与後 の変動 は薬剤投与前 の値 にに対す る%変 化

率 として図4a, 4b, 9a, 9bにに示 した. 24頭 の中,

平均冠血 流量 および局所血流の測定 を左冠 動脈回旋

枝およ びその領域 で行 なった もの16頭,前 下行枝 お

よびその領域 で行なった もの は8頭 であった.ま た
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同一の犬 で異な る薬剤を4剤 投与 した ものは1頭,

 3剤 投与 した ものは5頭, 2剤 投与 した ものは2頭

であった.別 に6頭 の雑種成犬 を用 いて各薬剤 が左

室 自由壁心筋の収縮曲線,左 室拡張末期圧,大 動脈

収縮期 および拡張期血圧 に及 ぼす影響 を検討 し,そ

の実測値 は図5, 6, 10に 示 した如 くである.以 下,

項 目別 に成績 を示 す.

Fig. 4-a.•@ Effects of intravenous administ

ration of nitroglycerin and preny

lamine on hemodynamic parameters,

 expressed in mean (circles) and stan

dard deviation (vertical bars).

HR=heart rate; MBP=mean aortic

 blood pressure; CO=cardiac output;

 maxdp/dt=maximum rate of left ven

tricular pressure rise; TPR=total 

peripheral resistance; MCVR=mean

 coronary vascular resistance.

1) 心筋局所血 流量 および心筋内血流分布(図3)

今回,心 筋局 所血流 を測定 した24頭 に同条件下 お

よび同方法で局所血流 を測定 した14頭 を加 えた38頭

での平均値 と標 準偏差 を示す.内 層は12.5±2.4μV,

外層 は12.8±2.5μV,中 層 は例数が少ないが11.4±

0.9μVで あった.同 一 の犬 で内層 と外層の局所血流

を同時 に測定 した33頭 の 内層対外層血流比(以 下I

/O比)は0.97±0.13で あ った.左 冠 動脈 回旋枝 と

前下行枝の灌流領域 とでは心筋 局 所血 流, I/O比

と もに推計 学上 有意の差 を認 めなか った.

Fig. 4-b.•@ Effects of nitroglycerin and pre

nylamine on coronary blood flow and

 regional myocardial blood flow in the 

inner- and outer-layer of left ventri

cular free wall. Nitroglycerin reduced 

the flow in the outer-layer more than 

in the inner-layer. Therefore, I/O ratio 

was significantly elevated from 1 to

 1.5 minutes afer the injection. While 

prenylamine produced a moderate in

- crease in the flow in the both layers, 

a significant fall in I/O ratio was ob

serbed at 30 seconds after , the injec

tion.

2) 各 薬剤 の心 筋 局 所 血 流 お よ びそ の他 の血 行 動

態 因 子 に与 え る影響

1) nitroglycerin(図4a, 4b, 5, 7)

心 拍 数 は 投与 後30秒, 1分 で4%増 加(P<0.01)

した.平 均 血 圧 は30秒 後 にには33%と 急 激 かつ 著 明 に

低 下(P<0.001)し,そ の後 は 回復 に向 か うが, 15

分 後 も前値 と比 べ低 値 を示 した.心 拍 出 量 は30秒 後

にに一 過 性 に13%増 加(P<0.05)す るが,そ の 後 は

む し ろ減 少 し1.5分 およ び3分 で5%減 少(P<0.05)

し た.従 って 全末 梢血 管 抵 抗 は30秒 後 に36%と 著明

な減 少(P<0.01)を 認 め た.平 均 冠 血 量 流 は15秒

後 に35%の 一 過 性 増加(P<0.001)を 認 め るが,そ

の後 は血 圧 の低 下 と と もににむ しろ減 少 し, 1.5分, 3
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分 で8～10%減 少 し(P<0.001), 15分 後 に も6%

の減 少(P<0.01)を 認 めた.平 均 冠 血 管 抵 抗 は15

秒 後 に33%と 著 明 に減 少(P<0.001)す るが, 5分

付 近 か ら前 値 に復 した.

Nitroglycerin 20ug/Kg i. v. (n=6)

(n=4)

**P<0.001 *P<0.01 〓P<0.05

Fig. 5.•@ Effects of nitroglycerin on hemo

dynamic parameters and left ventri

cular contraction curve.

HR=heart rate; BP=aortic blood 

pressure; sys=systolic blood pres

sure; dias=diastolic blood pressure; 

LVEDP=left ventricular end-diasto

lic pressure; LVC=left vent ricular 

contraction.

心筋局所血流は内層 で30秒 か ら5分 まで6～9%

の減少(P<0.01)を 示 した.外 層では15秒 後 に3

%増 加す るが,そ の後はむ しろ内層 よ りも減少 が著

明で, 1分 か ら5分 まで17～11%減 少(P<0.01)

した.従 って心筋局所血 流は30秒 以後 は冠 血流量の

減少に伴 って内層,外 層 ともに絶対値 としては減少

するが,外 層 で1の減 少 度 がよ り大で あるためI/O

比 は1分 で14%増 加(P<0.05), 1.5分 で8%増 加

(P<0.05)し た.

Prenylamine 1mg/Kg i. v. (n=4)

*P<0.01 〓P<0.05

Fig. 6.•@ Effects of prenylamine on hemod

ynamic parameters and left ventri

cular contraction curve.

Table 2.•@ Actions of anti-anginal drugs 

on coronary blood flow, regional 

myocardial blood flow and syste

mic hemodynamics.

_??_ marked increase _??_moderate decrease_??_

moderate increase ↓ mild decrease

↑ mild increase

実例 を図7に 示 す.心 筋局所血流は外層 で冠血流

量の増加 に伴い一過性 に増加す る ものの,そ の後 は
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減 少 し,内 層 で は血圧 低 下 と と もに30秒 で 減少 し,

その 後1分, 1.5分 で は軽 度 に増 加 し, 3分 よ り再 び

減 少 した.従 ってI/O比 は前 値 の1.01か ら1.5分 で

は1.26と 約25%増 加 した.

Fig. 7.•@ Recording of hemodynamic parameters following the administration 

of nitroglycerin. (Dog No. 138)

別 に6頭 の犬 を用いてnitroglycerinが 大動脈収

縮期お よび拡張期血圧,左 室拡張末期圧,左 室 自由

壁収縮曲線におよぼす影響を検討 したのが図5で あ

る.大 動脈血圧 は収縮期,拡 張期 ともに急激 に低 下

するが,収 縮期血圧の低 下の方がよ り著明 で,脈 圧

は前値の45mmHgか ら1分 後 には32mmHgま で減少

した.左 室拡張末期圧 は明 らかな低下 を認 め,前 値

の6.7mmHgか ら1.5分 後 には5.3mmHgま で低 下 し

(P<0.01), 3分 後 には5.1mmHgま で低下(P<

0.01)し た.左 室 自由壁の収縮曲線は収縮末期,拡

張末期 ともに推計学上有意 な変化 を認めなかったが,

両者 と もやや収縮位 をとる傾 向を示 した.

Ⅱ) prenylamine(図4a, 4b, 6, 8)

心拍数 は減少 する傾向 を認 めた.平 均血圧 は30秒

で34%と 著明 に低 下(P<0.001)す るが,持 続 は

約3分 間で, 7.5分 ではむ しろ軽度 なが ら増加 した.

心拍出量は30秒, 1分 で9～13%増 加(P<0.01)

し, 5分 付近 で前値 に復 した.従 って全末梢血管抵

抗 は30秒 で39%と 著明 に減少(P<0.001)す るが,

 5分 で はむしろ増加す る傾向 を示 した.平 均冠血流

量 は15秒 ですでに増加 し始 め, 1分 で58%と 著明 な

増加(P<0.05)を 認 めるが, 3分 で前値 に復 した.

平均冠血 管抵抗 は30秒 後 に51%と 著明な減少(P<

0.001)を 示 した.

心筋局所血 流は外層 で15秒 後よ り増加 し始 め, 30

秒で19%増 加(P<0.05), 1.5分 で24%増 加(P<

0.01)す るが, 3分 で前値 とな り,そ の後 はむしろ

軽度で はあるが減少 する傾向 を認 めた.内 層 では増

加が緩徐で あるが,持続は長 く, 1.5分で最大 となり,

 24%の 増加(P<0.05)を 示 し, 5分 後 に も5%の

増加(P<0.05)を 認 めた.従 ってI/O比 は二相性

の変動 を示 し, 30秒 で11%減 少(P<0.05)す るが,

 3分, 5分 で はむ しろ7～8%増 加す る傾向 を認 め

た.

実例 を図8に 示す.心 筋局所血流 は外層 で冠血流

量の増加 に伴 い増加す るが, 3分 以後はむ しろ減少

した.内 層 では血圧低下 とともに15秒 前後で減少 し

た後 に増加 し始 め, 3分, 5分 の時点 まで増加 を認

めた.従 ってI/O比 は前値の0.89か ら15秒で0.62,

 30秒 で0.72と 減少す るが, 3分 では1.23, 5分 では

1.18と 増加 す る二相性変化 を示 した.

大動脈血圧 は収縮期,拡 張期 と もに同程度 に低下

す るが,持 続は短 か く, 3分 以後 はむ しろ軽度なが

ら上昇 した.左 室拡張末期圧 は前値 と比べ有意な変

化 をみ なか った.左 室 自由壁 の収縮曲線 は全体 に拡

張位 をとる傾向 を認め,拡 張末 期では1分 において,

収縮末期で は7.5分 にお いて前値 との間 に有意差 を

認 めた.



虚血性心疾患治療薬の心筋内血流分布におよぼす影響　 611

Prenylamine 1mg/Kg i. v. Dog No . 138

Fig. 8.•@ Recording of hemodynamic parameters following the administration 

of prenylamine. (Dog No. 138)

Fig. 9-a.•@ Effects of dipyridamole and dilazep 

on hemodynamic parameters.
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―○dipyridamole

--●dilazep

Fig. 9-b.•@ Effects of dipyridamole and

 dilazep on coronary blood flow 

and regional myocardial blood 

flow in the inner- and outer

-layer of left ventricular free 

wall. Dipyridamole produced

 a marked increase in the flow

 in the both layers. I/O ratio 

was rather reduced.

Dilazep produced a moderate 

increase in the flow in the 

both layers.

I/O ratio was slightly eleva

ted from 20 to 30 minutes after 

the injection.

Ⅲ) dipyridamole(図9a, 9b, 10, 11, 12)

心 拍 数 は5分 お よ び10分 で8%減 少(P<0.001)

した.平 均 血 圧 は比 較 的 緩徐 にに低 下 し, 3分 で18%

低 下(P<0.001)し た.心 拍 出量 は軽 度 にに増 加 し,

持 続 が長 く, 20分 で7%の 増 加(P<0.05)を 認 め

た.全 末梢 血 管抵 抗 は1分 後 にに20%減 少(P<0,001)

した.平 均冠 血 流量 は著 明 にに増 加 し, 3分 後 に155%

の増 加(P<0.001)を 認 め た.ま た持 続 も長 く, 30

分 後 にお いて も22%の 増 加 を認 め た.平 均 冠 血 管抵

抗 は3分 後 に63%と 著 明 に減 少(P<0.001)し た.

心 筋 局 所 血 流 は冠 血 流量 の増 加 に伴 い 内層,外 層

と もに著 明 に増加 した, 3分 後 にに内層 で72% (P<

0.01),外 層 で82% (P<0.01)の 増 加 を認 め た. I

/O比 は軽度 に減少す る傾 向を認 めたが,ば らつ きが

大 きく,推 計学上,前 値 との間に有意差 を認めなか

った.

Dipyridamole 0.3mg/Kg i. v. (n=5)

**P<0.001, *P<0.01. 〓P<0.05

Fig. 10.•@ Effects of dipyridamole on hemo

dynamic parameters and left vent

ricular contraction curve.

実例 を図11, 12に示す.心 筋局 所血流 は両例 にお

いて内層,外 層 ともに増加す るが,増 加度 は図11の

例で は内層 の方が,図12の 例で は外層 の方 が大であ

った.従 ってI/O比 は図11の 例で は前値 の0.98か ら

3分 後 には1.15, 5分 後 には1.22と 増加 した.図12

の例で は前値 の0.99か ら3分 後 には0.75, 5分 後 に

は0.60と 減少 した.

大動脈血圧 は収縮期,拡 張期 ともに緩徐 に同程度

に低下 した.左 室拡張末期圧 は3分 か ら10分ににかけ

てわずか上昇 す る傾 向を認 めたが,前 値 との間に有



虚血性心疾患治療薬の心筋内血流分布におよぼす影響　 613

Fig. 11.•@ Recording of hemodynamic parameters following the administration 

of dipyridamole. (Dog No. 138)

Dipyridamole 0.3mg/Kg i. v. Dog No 142

Fig. 12.•@ Recording of hemodynamic parameters following the administration 

of dipyridamole. (Dog No. 142)
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意差 を認めなかった.左 室 自由壁 の収縮曲線 は3分

以後に収縮末期 の位置がよ り拡張位 をとる傾 向を認

めた.

Ⅳ) dilazep(図9a, 9b, 12)

心拍数 は明 らかにに減少 し,持 続 も長 く, 20分 で13

%減 少(P<0.05)し た.平 均血圧 の低下 は軽度で,

 5分 後 にに8%減 少(P<0.01)し た.心 拍出量はほ

とん ど変化 を示 さず,従 って全末梢血管抵抗 は軽度

に減少 した.平 均冠血流量 は3分 後 に60%増 加 し,

平均冠血管抵抗 は34%減 少(P<0.05)し た.

心筋局所血流は外層で3分 後に23%増 加(P<0.05)

し, 30分 で前値 に復 した.内 層 では1分 で16%の 増

加(P<0.05)を 認め,そ の後30分 まで約20%の 増

加 を認めた.従 ってI/O比 は10分 付近 か ら増加す る

傾向 を認めたが,推 計学 上,前 値 との間に有意差 を

認 め なか った.

Dilazep 0.2mg/Kg i. v. Dog No. 138

Fig. 13.•@ Recording of hemodynamic parameters following the administration

 of dilazep. (Dog No. 138)

実例 を図13にに示す.心 筋局所血流は外層 で緩徐 に

増加 し, 30分後 にほぼ前値 となるが,内 層 では増加

の持続が長 く, 30分後 も増加 を示 した.こ の例 ににお

いてはI/O比 は1分 か ら20分 まで増加 し,更にに30分

でよ り増加 した.

考 案

交叉熱電対 法は意 図す る組織の局所血流が連続 的

に測定で きる点 において組織血流測定法の中で特異

的な位置 をしめてい る.測 定原理 はCarslawの 等式

I2R=4KπrQ (I2:加 熱 に用 い た電 流, R:加 熱 体

の抵 抗, K:熱 電 導 率, r:小 球 体 の半 径, Q:球

体 の 上 昇 温 度)に 基 づ いて お り,一 定 のmedium中

の一 小 球 体 を電 気 的 に加 熱 す る と き,そ の 部 の熱 産

生 と熱 喪失 が 恒常 状 態 と な る とI, R, rは 一定 と

し うるの でKはQの 単 純 な函 数 とな る. Grayson5)

は交 叉 熱 電対 の 加 熱 接 点 と測 定接 点 を組 織 内 の比 較

的 近 い と ころ にに置 き,両 接 点 の温 度 差 を測 定 し, I2

=FQK (F: element定 数)か ら求 め られ る熱 電 導

率Kか ら血 流 量 を求 め た.熱 電導 率 の変 化 が血 流 の

変 化 に比 例 す る こ とは,そ の後Hensel6), Betzら7),8)

に よ って 裏 付 けが な され た.交 叉熱 電 対 法 を心 筋 組

織 の 血 流 測 定 に応 用 したの はGraysonら9), Betzら7),

飯 島 ら10)で あ るが,い ず れ もあ る一 つ の 領域 の心筋

組 織 血 流 と して と ら えた もの で あ り,心 筋層 別 の血

流 を考慮 した ものではない.心 筋層 別の局所血流測

定の 目的に初 めて応 用 したのは内田 ら4)である.し

か し交叉熱電対 を心筋局所血流の測定 に用 いるに当

って はい くつかの方 法論的 な問題があ る.ま ず第一

に血流の定量化の問題がある. Betzら7)は85Krypton

 clearance変 法の併 用によ り理論的には定量分析が

可能 としなが ら も,実 際 にには両法 の関係が必ず しも

直 線 的で なか った ことを示 した.内 田 ら4)は基礎実

験 によ り一応10μV=2.01±0.1ml/cm3/min.の 値

を示 して いるが,正 確な定量化 とは言 い難 く,む し

ろ実用上 は相 対 的 な値 として μVで 表 わすのが妥当
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と考 えられ るので,著 者 の成 績 はμVで 示 した.次

にに血流変化に対す る応答性の問題が あるが,著 者 と

同じ装置 を用いた内田ら4)によればresponse time

は1～3msec.で あ り,実用上は問題がない と考 え

られる. Tsunekawaら11)は 制御 式加 熱 法を用 いて

応答性が改善 したことを報告 している.次 に交叉熱

電対 を心筋に縫着す る関係上,血 管お よび組織への

損傷 が問題 となるが,す でにGraysonら9),伯 野 ら12)

によ り損傷は少 ないことが報告 されて いる.今 回,

著者 の用 いた電 極 は直 径100μ のflexibleなwire

 typeの もので あり,血 管および組織への損傷 は比 較

的少 ないが,あ る程度手技上 の熟練 が必要 である.

以上のよ うにまだい くつかの問題点 はあるが,現 在

のところ同時にに2か 所以上 の心筋組織 レベルの血流

変化を連続的に観察で きる血流測定法 は他 にみ られ

ず,本 法は非常 に有用な もの と考 える.

心筋の心内膜側 は心外膜 か ら心筋層 をほぼ直角 に

貫通す る冠血管(EstesのB血 管)で 養 われてお り3),

栄養血管の最 も末梢側 ににあた るため,心 筋収縮時の

心室内圧 および心筋内圧 の影響 を受 けやす く13),ま

た心筋内圧 は心内膜側で最 も高い こと14)が示 されて

いる.更 にに心 内膜側は心外膜側 に比較 して組織の酸

素分圧が低 いこと15),高エネル ギー リン酸エステルの

含有が少ないこと16)などか ら,心 筋の内層 は酸素需

要が多い割に血液供給条件が不利で あり,栄 養血流

が制限 され る場合,心 仕事量 が急激に増加す る場合

などに虚血に陥 りやすい生理的条件が存在 すると考

えられる.

冠動脈の血流が制限 されない状態 においても心筋,

特に左室心筋の内層 と外層 との間 に血流量の差 があ

るか どうかについては各種の心筋局所血流測定法 に

より報告がある.不 活性 ガスのwash out法 および

水素ガスのclearance法 で は外 層 の方 が多 いとす

るもの18),19)が多い. 86Rb clearance法 で は内層 と

外層 の間 に差がない とす る もの20),21)が多 く,放 射

化微粒 子法 では直径15μの粒子 を用いた もので内層

が多いとする もの22),23)が多い.著 者 と同様 の交叉熱

電対 法 を用 い た内 田 ら4)の成績 で は心 外膜側か ら

2/5～4/5の 層 で最大 とな り,心内膜側か ら1/5

の層で最小で あった.著 者 は左室 自由壁心筋 を3層

にに分 け,内 層 と外層 につ きI/O比 を求 めた 結果 は

0.97±0.13で あ り,内 層 と外層の間 に有意 な血流の

差はない と考 えられ る.各 報告 者 によ るI/O比 の

違いは主 として測定方法 の差 による もの と考 えられ

るが,む しろ正常心においては内層 と外層 の間に著

明な血流 の差 はない と考 えてよいと思われ る.し か

しいず れの方法 も冠動脈 にに狭窄 を加 え冠血 流量 を減

少 させ るか,末 梢の冠動脈圧 を低下 させ ると,虚 血

部心筋 の内層の血流が有 意 に減少 し, I/O比 が減

少 す ることを認 めてい る
18)～21),23)
.

次に虚血性心疾患治療薬 につ いて検討を試 みた.

 nitroglycerin (NG)が 狭心 症の発作にに有効 であ る

ことは広 く認 め られてい る事実で あるが,そ の作用

機序に関 しては現在 もなお議論の多いところである.

まずNGの 冠血 流量 におよぼす影響 として,従 来 よ

り増加 させ る とす る報告24),25)があるが,経 時 的に観

察 した ものでは冠血流量の増加 は一過 性であ り,そ

の後 はむしろ減少するとす る者26),27)が多い. Barner

ら28)は人のaorto-coronary bypass術 中 にNGを

静脈 内投与 し,冠 血 流量 が約20秒 間増加 した後 に血

圧低下 に〓 ってか えって減少す ることを認 めた.著

者 も冠血流量 は一過 性35%増 加 した後 は15分 に至 る

まで6～10%減 少す ることを認 めた.し か し, NG

の臨床的 な効果 を考慮 す る場合に,こ の短時間の し

か も比較的軽度の冠血 流量 の増加が意味を もつか ど

うか疑問 であ り,ま た冠動脈 にに狭窄 が存在す る場合

にはNG投 与 による冠血流量の増加 は軽度であ るか,

増加 しない29),30)とされている.そ こでNGが 臨床 的

に有効 な作用機序 として心仕事量の減少,心 筋酸素

消費量 の減 少 に求 め る報 告29)～34)が多い. Ganzら35)

は狭心症 の患者 にに心房pacingを 行ない発 作 を誘発

した際 に, NGを 冠動 脈 内 に投与 したに もかかわ ら

ず狭心痛 が消失せず,静 脈 内投与 で初 めて狭心痛 が

消失 したこ とか ら, NGの 有効 な作用 機序 としてそ

の末梢循環 に対す る効 果を考 えて いる.著 者 の成績

で も大動脈血圧の低 下,左 室拡張末期圧の低 下,心

拍出量 および一回拍出量の減少 を認め,こ れ らの血

行動態 の変化 は心筋壁張力を減 じ,血 圧低下 に伴 っ

て反射性 に心拍数増加が起 こるに もかかわ らず,心

仕 事量,心 筋酸素消費量を減少 させ る もの と考 えら

れ る.す なわちNGは 動脈系 におよぼす影 響によ り

大動脈血圧 を低下 させ,左 心 のafterloadを 減少 さ

せ るとともに,全 身の容量血管を拡張 して体循環 お

よび肺循環 の静脈系 に血液 をpoolingさ せ,左 室拡

張末期圧 の低下,左 室拡張末 期容量 の減少 など左心

のpreloadも 減少 させ る32)～36).その結果,心 拍 出量,

一回拍出量が減少 し
,心臓のdimensionも 縮小す る

ため,心 筋壁張 力は減少 して心筋酸 素消 費量 も減少

す るとされてい る
31),33),36)
.

また近年,心 筋 内血流分布の見地か らNGが 虚 血
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心筋層間の不均等な血 流分布 を改善す る,す なわち

心筋 内血流再分布を生 じることが動物実験 によ り示

され, NGの 有効 な作 用機序の ひとつ と考 えられつ

つある19),21),37).また心筋内血流分布 がほぼ均等 と考 え

られる正常心においてpentaerythritol tetranitrate

を投与 すると,内 層,外 層 と もに血 流は絶対値 とし

て減少す るが, I/O比 は増加 す る との報告38),外層

で一過性 に増加 し内層 で比較 的減少す るとの報告39)

な どがある.著 者 はNGを 用 い,投 与直後 に外層で

血流 が軽度に増加す る以外は内層,外 層 ともに血流

は減少 し,外 層 での減 少度 が よ り大 きいためI/O

比 は有意に増加 するこ とを認 め た.こ のI/O比 の

増加 は比較的軽度 で短時間で あるが,冠 動脈 に狭窄

を加 えた際にには虚血 部 心筋 でのI/O比 は著明 に増

加 し, 7.5分 頃 まで続 く ことはす でに報告 した 今

回の結果か らNGは 正 常 心において も心筋 内血流分

布 に影響をおよぼ し,相 対的にではあるが心筋内層

の血流 を増加 させ る方向に作 用す ると考 え られ る.

このI/O比 が増す機序 として はFamら40), Winbury

ら41)が示 したよ うに冠血 管の中で も比較的太い心表

面の血管(external conductive artery)と か,心

表面から心筋を貫通 する血管(internal conductive

 artery)な どの容量血管(conductive vessel)を

持続的 に拡張 させ ることによ り,ま た心室 内圧,心

筋 内圧が低下 して内層 を灌流する冠血 管へ のextra

vascular compressionが 減弱す ることによ り,冠

血流量 自体は減少す るに もかかわ らず内層 の血流は

保 たれ るため と考 え られ る.虚 血心 において側副血

行 が充分に発達 して いる場合には,更 に側副血行 を

介 して虚血に陥 った内層への血流が増加す ることが

考 え られ る.以 上の ことか らNGが 臨床的 に有効 な

作用機序 として心筋酸素消費量が減少 する ことと冠

血流量 自体は増加 しないに もかかわ らず心筋内血流

再分布よ りに比較的余裕の ある外層 か ら内層への血

流の分配が生 じることが考 えられ る.

次にprenylamineは 冠 血 管拡 張 作用 を有す ると

ともにreserpineに 以 た作用を持 ち,心筋内のcate

cholamineを 減少 させ るとされてい る42,43).近年,更

に本剤 に も心筋収縮連関の中心的 イオ ンであるCa〓

の心筋 内へ の取 り込み を抑 制す る作 用のあ るこ とが

指摘 され44),いわゆるカル シウム拮抗剤 として心筋酸

素消費量を軽減す る作用が注 目されてい る.臨 床的

に狭心症 の発作 回数 を減少 させ るとす る報告45)もあ

るが,そ の場合 にに発作回数 の減少度 と徐脈作用 およ

び拡張期血圧低下作用 との間 に相関がない として い

る.著 者の成績 では大動脈血圧 の低下 とともに徐脈

作用を認めたが,左 室拡張末期圧 は不変で心拍出量

は増加 した.心 筋酸素消費量 の軽減 とい う点 におい

ては心拍数 の減少お よびカルシウム拮抗剤 として予

測 される心筋収縮 力の減少 は有利 と考 えられる.冠

血流量 は40～50%増 加す るが,持 続時間は数分間で

あった.本 剤 にによる心筋層別の局所血 流におよぼす

影響 をみた報告は まだない.著 者 は外層 で冠血流量

の増加 に一致 して血流が増加す るが,内 層では血流

の増加 が比較的緩徐 で持続時間が長いことを認 めた.

従 ってI/O比 は最 初 に減少 し,そ の後 に軽度増加

する二相性変化 を示 した.最 初に内層,外 層 とも に

血 流 は増 加 す るがI/O比 が減少 する機序 として,

 prenylamineはNGと 異 な り冠血 管の中で も自動調

節 に関与す る細い抵抗血管(resistive vessel)を

拡張す る41)とされてお り,心 筋内圧 によるextrav

ascular compressionの 影響 を受 ける内層 では急

激 な冠灌流圧の低 下によ り血流の増加度が小 さくな

るためと考 えられる.そ の後にI/O比 が軽度に増加

する機序 は不明であ るが,血 圧および冠血管抵抗 は

すで に前 値 に復 して お り, prenylamineの 心筋内

catecholamineを 減少 させ る作用43),心筋 内へのCa〓

取 り込 み抑制 作用44)などが心筋収縮力 に影響 してこ

の血流分布の変動 を生 じる可能性がある.虚 血心に

おいて もこのよ うなI/O比 の二相 性変 化 を生 じる

か どうかは現在検討 中である.

dipyridamoleはadenosineの 心 筋および赤血球

内へ の取 り込 みを抑制す ることによりadenosineの

冠血管拡張作用 を増強す る46)ことが示 されている.

冠血管拡張作用 は強力であ り47),48),いわゆる純粋な冠

血管拡張剤 として臨床上使用 されてい る.冠 血 管の

中で も冠循環 の自動調節にに関与す る細い抵抗血管,

 (resistive vessel)を 持続的 に拡張 させる と

いわれる.著 者の成績では心拍数 の減少および血圧

の低下 を認 めたが,作 用は比較的緩徐で持続時間は

20～30分 と長 かった.左 室拡張末期圧 には有意 な変

化を認 めず,心 拍 出量,一 回拍 出量 は増加す ること

を認 めた.従 来 の報告48),49)を参考 にす る と,心 仕事

量,心 筋酸素消 費量 には余 り影響 を与 えないと考 え

られ る.冠 血 流量 は最 高約150%の 増加 を示 し,血

流増加 の持続 も30分以上続 いた.心 筋局所血流に関

して今までの報告 では内層,外 層 と もに血流 は絶対

値 として増加 す ることでは一致 して いるが, I/O比

にに関 しては増 加す るとす るもの20),不変 とす るもの

減少 す るとす るもの38)があ り一致 して いない.著 者
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の成績では心筋局所血流は内層,外 層 と もに著明に

増加 し, I/O比 は軽度減少す る傾 向を認 めたが,前

値との間に推計学上有意差は認 めなか った. Pren

ylamineと 同様に細 い抵抗血管 の拡張 を生 じるとさ

れているに もかかわ らず, I/O比 が明 らかに減少 し

ないのは,冠 灌流圧の低下が緩徐 におこ り低 下度 が

小 さいため とも考え られ る.ま た心拍数が持続 して

10%程 度減少す るので拡張期 が長 くな り,内 層 の血

流が増加 しやすいことも関係 して いる可能性がある.

しかし,冠 動脈に狭窄が ある状態 では冠血流量の増

加は軽度 となること48),51)が示 され,斉 藤52)も アリ

ルア ミン静注 によ り作成 した冠硬化犬 では冠 血管の

反応性が低下す るため冠血流量の増加度が小 さくな

ることを認めている.著 者 ら23)は冠動脈の反応性充

血が消失する程度に狭窄 を加 えると投与後 虚血部の

心筋局所血流 は減少 し,特 に内層 において減少が著

しいことを認め,中 垣 ら53)も選択的左冠動脈回旋枝

低灌流 圧犬 を用いて虚血領域 の心 内膜卞の血流が減

少する ことを認 めてお り,虚 血心では必ず しも正常

心 と同 様の反応は示 さない.

dilazepはdipyridamoleと 同様 にadenosineの

作用を増強 し冠血管拡張作用 を示 し54),55),またdipy

ridamoleと 同様 に心筋 酸 素消 費 量には影響 を与 え

ない54)とされてい る.著 者 の成績 もdipyridamole

の場合 とよ く似てい るが,体 重当 り0.2mgの 量で は

大動脈血圧の低下,冠 血流量の増加 は体重当 り0.3mg

のdipyridamoleよ りも小 さく,心 拍 出量 は不変で

あった.し か し,心 拍 数 の減少 はdipyridamoleよ

りも著明で,作 用の持続 も長か った.心 筋局所血流

の増加 は冠血流量の増加度 に準 じた ものであったが,

内層で増加の持続が長 い傾向 があ り,従 ってI/O

比は20～30分 で増加 した が,推 計学 上 は前値 との

間に有 意差 を認めなかった. dilazepは 作 用機序 が

dipyridamoleと よ く似 て い る点か ら,虚 血心 にお

いてdipyridamoleと 同様に心筋局所 血 流ににおよぼ

す影響が正常心のそれに対す る もの と異な る可能性

があり今後の検討が必要 であろ う.

以上 の4種 類の薬剤 の循環諸量に与 える影響 をま

とめて表示す ると表2の 如 くなる.

結 論

実験動物 として麻 酔開胸犬 を用い,連 続的 に心筋

局所血流 の測定が可能 な交叉熱電対 法によ り虚血性

心疾患治療薬が左室 自由壁 の心筋局所血流 および心

筋内血 流分布 におよぼす影響 を検討 した.そ の結果,

1) 正常犬で は左室 自由壁心筋の内層 と外層 との

間に局所血流の差 を認めず,層 間の心筋内血流分布

はほぼ均一 と考 えられ る.

2) nitroglycerinは 心 筋局 所血 流の絶対値 を内

層,外 層 と もに増加 させないが,内 層対外層血流比

を増加 させ た.ま た血行動態 におよぼす影響 によ り

心筋酸素消費量 を減少 させ ると考 えられる.

3) Prenylamineは 心 筋 局所 血流 の絶 対値 を内

層,外 層 ともに増加 させるが,増 加 の持続 は短時間

で あった.内 層対外層 血流比 は最初 に減少 しその後

に増加 す る二相性の変化を示 した.

4) dipyridamoleは 心 筋局 所血 流 の絶対値 を内

層,外 層 ともに著明 に増加 させ た.血 流増加 の持続

も比較的長時間であった.内 層対外層血流比 には変

化 を認めなか った.

5) dilazepは 心 筋局 所血 流の絶対値 を内層,外

層 と もに増加 させ,増 加の持続は比較的長時間であ

った.内 層対 外層血流比 は投与後 しば らく不変でそ

の後 に軽度増加 す る傾向 を示 した.

(本論文 の要 旨は第15回 日本脈管学会 で発表 した.)
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教授 に深甚 なる謝意 を表す るとと もに,御 懇篤 なる

御指導 をいただいた原 岡昭一助教授に深謝 いた しま

す.ま た実験 に際 し,御 指導,御 協力をいただいた

斉藤大治博士,田 原律哉博士,上 田稔学士 に感謝 い
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Effect of antianginal drugs on the myocardial distribution of coronary flow 

A experimental study using heated cross-thermocouples

by

Kazuhiro HIRANO

The First Department of Internal Medicine 

Okayama University Medical School, Okayama

(Director: Prof. Kiyowo Kosaka)

Effect of anti-anginal drugs on the distribution of blood flow in the left ventricular free wall 
has been studied using thirty anesthetized open-chest dogs. The regional myocardial blood 
flows in the inner-(subendocardial) and outer-(sub-epicardial) layer were continuously moni

tored by heated cross-thermocouples designed according to Grayson's heat exchange principle. 
The techniques used were essentially the same as that described by Uchida (1970). The anti
anginal drug (nitroglycerin, 20μg/Kg; prenylamine, 1mg/Kg; dipyridamole, 0.3mg/Kg; or

dilazep, 0.2mg/Kg) was administered intravenously.

The results were as follows: (1) No difference in the regional myocardial blood flow 

between the inner- and outer-layer was observed. The flow ratio of the inner- to the outer

-layer (I/O ratio) was 0.97±0.17. (2) Nitroglycerin produced a slight decrease in the flow

 through the inner-layer in spite of a remarkable drop in coronary perfusion pressure, while it 
did a marked decrease through the outer-layer. As the result, I/O ratio was significantly elevated 
after the injection. (3) Prenylamine produced a moderate increase in the flow through the 
both layers in spite of a remarkable fall in the coronary perfusion pressure. The ratio was rather 

elevated after a significant initial decline. (4) Dipyridamole caused a marked increase in the 
flow through the both layers, whereas I/O ratio was only minimaly lowered. (5) A change 
similar to that caused by dipyridamole was observed except a slight elevation of the ratio from 
20 to 30 minutes when dilazep was injected.

As mentioned above, these anti-anginal drugs produced different effects on the flow in the 
both layers. One of the explanation of these differences observed might be that these drugs 
have different effects on sites of coronary vessels, large intramural conductive vessels or small 
resistive vessels. Another explanation could be that these drugs cause different effects on the 
systemic hemodynamics. For the studies on effect of anti-anginal drugs on the intramyocardial 
distribution of blood flow, it is necessary that the regional myocardial blood flow must be 
monitored continuously since the intramyocardial distribution of the blood flow can be 

changed from time to time after the administration.


