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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　カテコールアミンが鶏胚に対して催奇形性であることが知られ，血行動態の変化も関連性をもつこと

が示唆されている．そこで，Hamburger－Hamilton　stage　21の鶏胚を対象に超微量注入装置を用い，イ

ソプロテレノールを静脈内に注入し，心拍出量，卵黄動静脈圧を測定した（n＝46）．その結果，心拍出

量，卵黄動脈は量依存性に減少した．心拍数は，0．5ng投与でのみ10％前後の増加を示したが，0．05ng，

0．005ngの投与では変化しなかった．0．5ng投与で静脈圧は低下した．心拍出量と動脈圧より計算上求め

られる血管抵抗値は上昇した．以上の成績より，このstageの鶏胚に対するイソプロテレノールの作用

は，心収縮性の抑制であり，それによる心拍出量減少，血圧低下，二次的な血管抵抗上昇，静脈還流減

少による静脈圧低下がある．

　エピネフリンやイソプロテレノールが鶏胚（chick

embryo）において，心血管系に奇形を発生させること

が知られており1ト3），その作用はβ受容体を介すると

考えられている4）5）．Clarkらは，そのメカニズムとし

てβ受容体刺激による末梢血管の収縮（拡張ではな

い）が関連している可能性があると述べている6）．一

方，St．　PeteryとVan　Mieropは血管の反応に関して

これと異なる成績を発表しており7｝，いずれも結論的

ではない．そこで，われわれは，イソプロテレノール

を超微量注入装置を用いて静脈内に注入し，その反応

を調べ，これまでと異なる成績を得た．この結果から

は，本薬剤は強い陰性変力効果を示し，血管への作用

は二次的であることが示唆された．

　　　　　　　　　対象と方法

　Hamburger－Hamiltonのstage　18～248），主として

stage　21の鶏胚を対象とした．鶏胚は受精卵の鈍端を

上にして38℃にて3～3．5日間incubateした．実験の

際も鈍端を上にして固定した．

　air　chamber（空気槽）を被う卵殻を除去し，さらに，

鶏胚と卵黄を被う外膜を取り除く．こうして露出され
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た鶏胚と卵黄動静脈を用いて，次の操作を加え実験を

行った9）．

　（i）背側大動脈血流の測定：20MHzの発振周波数を

有するドップラー流速計（アイオワ大学製作）と，直

径1mmのクリスタルを用いた．静脈洞が心臓へ還流す

る高さの背側大動脈で，ドップラービームの方向が血

流に対して45度となる様にクリスタルを向けた．得ら

れた信号と次の式より流速を求めた．

　流速（mm／sec）＝78．25×出力（V）／cos　45＝110×

出力（V）大動脈の太さを顕微鏡下に測定し，次の式か

ら血流量を求めた．

　　血流量（mm3／sec）＝流速mm／sec×（大動脈の半

径）2×π

これには頭部への血流量は含まれないが，直視下にも

その量は僅かと思えるので，上の式より求められるも

のを心拍出量と考えてよい9）．

　（ii）卵黄動静脈血圧の測定：servo－null　micro

pressure　system（WPI社製Model－900）を用いた先端

直径5～7μmのガラス毛細管を卵黄動脈および静脈の

第1分枝部の又の部分に挿入した．この装置はガラス

管内の1または2N塩化カリウムと血液内の電解質と

の間に生ずるイオン差を感知して作動するものなの

で，長時間の連続記録に際しては，当初設定されたバ
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ランスが時間とともに変化する可能性がある．そこで

われわれぱ一連の記録を5～6分以内としている．

　（iii）薬剤注入：容量負荷による血行動態の変化を

避けるため，超微量注入装置（ナノリッターポンプ

WPI社製）を用いた．先端直径が5～10μmのガラス毛

細管を卵黄静脈内に挿入し，薬剤溶液を100nl，1分間

かけて注入した．対照として注射用蒸留水を同様に注

入し，血行動態に作用を及ぼさないことを確かめた．

　（iv）温度測定と保温：鶏胚の体温は直接測定でき

ないので，針センターをできるだけ対象に近づけて測

定した．保温は150Wの白熱燈を適当な距離iに置き，

37℃に調節した．実験野の乾燥を防止するため，chick

Ringer液O．5mlを予め注いだ．このことによる影響の

ないことはすでに確かめられている1°）．

　　　実験のプロトコールと血管抵抗値の計算

　イソプロテレノール0．5ng，0．05ng，0．005ngを100nl

の溶液として1分間で注入した．その注入直前，注入

中15秒，30秒，45秒，60秒，注入終了後30秒（注入開

始後90秒），60秒（120秒）の各時点で，血流量，動脈

圧を記録した．更に，0．5ngのみの負荷において卵黄静

脈圧の測定を行った．なお，血流，血圧の測定は，実

験野と対象が小さいことから別々の個体を用いて行っ

た．

　血管抵抗値は通常同一’個体における血圧と血流から
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求めるが，本研究ではそれができないため，Clarkらに

倣って9｝，各々の平均値と標準偏差からFinneyの方

法11｝に従って，平均±95％信頼限界として求めた．後に

示す様に，イソプロテレノールの鶏胚体重当りの負荷

量が，各投与量の群において，血流測定時と血圧測定

時で必ずしも同一でない．しかし，3つの投与量の間

にはナーダーの差をもたしていること，薬剤は卵全体

に拡散されると考えられることから，各群内での濃度

差は結果を左右しないものとして，抵抗値算出にそれ

ぞれの値を用いた．
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図1　イソプロテレノール注入による背側大動脈血流

　の変化　Isp＝イソプロテレノール（以下同じ）

表1　心拍数の変化

a：血流量測定時の心拍数

注入量（n） 注入前 15秒 30秒 45秒 60秒 90秒 120秒

　0．5ng　　　　　　（8）

0．05ng
　　　　　　（7）

0．005ng
　　　　　　（5）

160±3

154±6

165±4

169±4
　　（107±1）

155±6
　　（101±1）

171±4
　　（104±2）

180±4
　　（114±2）

157±6
　　（102±2）

175±5
　　（106±1）

182±4
　　（114±1）

160±5
　　（104±2）

175±5
　　（106±2）

184±4
　　（115±1）

161±5
　　（105±2）

177±4
　　（107±2）

186±4
　　（115±1）

164±4
　　（107±3）

175±3
　　（106±2）

184±4
　　（115±1）
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．
3
）
1
7
4
±
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b．血圧測定時の心拍数

注人量（n） 注入前 15秒 30秒 45秒 60秒 90秒 120秒

　0．5ng　　　　　　（9）

0．05ng
　　　　　　（7）

0．005ng
　　　　　　（5）

180±3

169±8

150±3

187±11
　　（104±1）

170±8
　　（100±2）

154±4
　　（103±4）

191±11
（107±2）

171±8
（101±2）

154±5
（103±4）

194±11
（108±2）

173±9
（103±2）

154±6
（103±5）

196±11
（110±2）

174±8
（103±3）

155±6
（104±5）

196±11
（110±2）

175±9
（104±3）

156±6
（104±5）

196±11
（109±2）

176±9
（104±3）

155±7
（104±5）

c．蒸留水（100nl）のみ注入時の心拍数（n＝9）

注入前 60秒 120秒

166±2
167±2
　（100±1）

167±3
　（101±1）

平均値±標準誤差，（　）内は％変化

n：実験数
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　図3　イソプロテレノール注入による卵黄静脈圧の変

　　化

　各々の値は平均±標準誤差で示した．

　　　　　　　　　　結　　果

　背側大動脈血流量は，イソプロテレノール注入開始

15秒で減少をはじめ，0．5ng（30±4×10－3ng／mg鶏胚

体重；n＝8）注入では開始後30秒で，0．05ng（3．1±

0．5×10－3ng／mg；n＝7）注入では45秒で，0．005ng

（0。2±0．04×10－3ng／mg；n＝5）注入では60秒後にそ

れぞれ注入前値より有意差をもって減少した．減少率

は各時点で量依存性が明らかであった（図1）．心拍数

は0．5ng注入でのみ明らかな増加を示した（表1a）．

　卵黄動脈血圧は，0．5ng（17±4×10－3ng／mg；n＝9）

および0．05ng（1．4±0．2×103ng／mg；n＝7）注入で開

始30秒より有意の下降がみられたが，0．005ng／ml

（0．32±0．07×10－3ng／mg；n＝5）では有意な変化を示

さなかった（図2）．心拍数は血流測定時と同様に．0．5

ng注入のみで増加した（表1b）．

　卵黄静脈圧は，0．5ng（9．6±1．1×10『3ng／mg；n＝

5）注入で，0．27±0．02mmHgから60秒で0．17±0．01

mmHg，　120秒で0．12±0．02mmHg，と低下した（n＝5）

（図3）．

　血管抵抗値（mmHg／mm3／sec）は各注入量の群で上

昇した（表2）．変化は注入量が多いほど大きかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　われわれはClarkら6）と同じ測定装置を用いた，た

だ，彼らは，isoproterenol負荷に際して5μLを注入し

ているが，この容量による血行動態の変化があり，こ

の点，今回の研究と大いに異なる，他の相異点は，彼

らはHamburger－Hamiltonのstage　24を対象とした

が，われわれは主としてstage　21を用いた点にある．

　共通する反応として心拍出量の減少がある．この所

見は微小シネ撮影法を用いたGilbert女史のグループ

の成績12）13）とも一一致するものであり，異論のない反応

と考えられる．

　血圧に関しては一定した結果を得ていない．St．

PeteryとVan　Mieropらは培養3日間（stage19～20

に相当すると考えられる8りの鶏胚を用い，イソプロテ

レノールによって血圧は低下すると述べ，これはこの

薬剤による血管拡張によるだろうと推論している7）．

Clarkらは，血圧は不変であるとし，両者の違いは投与

量と投与法の違いによる可能性が強いとした．すなわ

ち，St．　Petery，　Van　Mieropらが2×10－3～2μgを外膜

表面へ滴下投与したのに対し7），Clarkらは2×10“‘μg

～ 1．2×10’3μg（2．5×15μg／kg）を静脈内注入してい

る6）．

　われわれの結果では，血圧に関してはSt．　Peteryら

のものと同様であるが，投与量は0．2～30μg／kgと，

表2　血管抵抗値の変化

注入量 注入前値 15秒 30秒 45秒 60秒 90秒 120秒

0．5ng 1．89±0．44
1．92±0．57
　　（102）

2．00±0．67
　　（106）

2．38±0．81
　　（126）

3．56±1．48
　　（188）

6．02±3．06
　　（319）

10．2±6．7
　　（540）

0．05ng 1．66±0．51
1．65±0．49
　　（99）

1．69±0．47
　　（102）

1．76±0．60
　　（106）

1．87±0．51
　　（113）

2．41±0．82
　　（145）

3．05±1．25
　　（184）

0．005ng 1．37±0．67
1．42±0．66
　　（104）

1．41±0．61
　　（103）

1・

鵠6° 1．57±0．80
　　（115）

1．85±0．70
　　（135）

1．94±0．78
　　（142）

単位＝mmHg／mm3／sec，平均値±95％信頼限界，（　）内は平均値の％変化
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Clarkらのものとほぼ同様の範囲であった．

　この血圧の反応の違いについて二つのことが考えら

れる．一つは，容積負荷の点である．彼らの用いた5μL

注入で，血圧が0．98mmHgから1．08mmHgへと変化

している．統計学的に有意な変化ではないとされてい

るが，10％を越す増加率であり，薬物負荷による小さ

な変化を見逃す恐れがあろう．他の一つは，stageの違

いである．Hoffman，　Van　Mieropは，エピネフリン

に対する血圧の反応を調べ，培養2～2．5日では血圧は

低下し，3～3．5日では変化せず，3．5～4日ではむしろ

上昇する，としている’4）．彼らは血管系の受容体の発生

の過程の表われである可能性を示唆しているが，stage

によって…つの薬剤に対する反応が異なる可能性を示

している．

　心拍数の変化についても，不変であるとするも

の6）’2）15｝，増加するとするもの「3）がある．投与量や

stageの差にもよるであろうが，いずれにせよ，血圧や

血流の変化の大きさに比して，その変化は，成獣個体

でみられるものより著しく少ない．

　交感神経受容体ぱ，心筋には培養3日で認められは

じめ7），4日には確実に存在する16）とされるが，心拍数

の反応を7xてもその機能はまだ完成されていないこと

が推測される．このことは副交感神経系受容体のムス

カリン型アセチルコリン受容体（muscarinic　Ach

receptor）については知られている．培養3日と6～8

日鶏胚では受容体の数は同様であるが，刺激に対する

徐脈は，前者より後者の鶏胚において著明に表われる

と云う17）“’19）．これは受容体の機能的成熟を示してい

る．

　静脈圧については，St．　Petery，　Van　Mieropは低下

すると述べ7），Clarkらは不変であったとしている6）．

われわれのデータでは注入開始30秒で低下をはじめ，

60秒で有意の変化となっている．

　一般に心拍出量の減少には，後負荷増大，前負荷減

少，心収縮性低下，心拍数減少，が原因となる．Clark

らは後負荷増大をその主因と考えている6）．しかし，も

しそれが第一義的であるならぽ，まず，血圧は上昇す

るのが原則である．発生過程のこの時期の心臓はすで

に，血圧を上昇させうる予備力のあることは，他の研

究7）’4）2°）で知られている．従って後負荷増大が心拍出量

減少の主因とは認めがたい．

　一方，前負荷の一つの指標である静脈圧は低下した．

しかし，時間的な関係からは，心拍出量減少の方が先

に起こっている．従って静脈帰来の減少によるものと
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解釈され，これが諸変化の原因ではないと考えられる．

更に心拍数は全ての結果が一致する様に増加ないし不

変であり，これも心拍出量減少の原因とはならない．

　今回の研究にみられた卵黄動脈血管抵抗の上昇は，

血圧の上昇を伴なわなかったことから考え，血流減少

に対する反応としてみられたものであろう．一つには

血管床のcritical　closing　pressureとの関連で，一定流

量以下になると一部の血管の閉塞が起こり，これが抵

抗上昇の一要因となる．他は，α受容体刺激による可

能性で7），この時期の卵黄にはエピネフリン・ノルエピ

ネフリンが含まれており21），低潅流によってその放出

が起こり，血管が収縮する可能性である．

　心機能を直接に測定してはいないが，以上の考察よ

り，イソプロテレノールの心拍出量減少は，心ポンプ

機能低下による可能性が最も強い．Gilbertらはシネ法

による観察から，一回拍出量の低下を認めており12），こ

れは血圧の上昇がない状況では心室機能の低下による

と考えられ，われわれの推論を支持するものである．

　一方，Frieswickらは鶏胚の摘出心でのイソプロテ

レノールの陽性変力効果を示している22）．彼らは培養

3～7日の鶏胚心を摘出し，Tyrode液中で潅流しな

がら，心臓をフックに固定し，一方をトランスジュー

サーに接続して収縮性を調べた．潅流液内に10－9

～ 10　7Mのイソプロテレノールを加えると，収縮性は

量依存性に増強した．この成績は明らかにわれわれの

推論に反するものである．彼らの実験では，温度が

33．5℃と低く，無負荷時の心拍数がin　situの状態6）に

比して著しく低い．鶏胚では低温になるとカテコール

アミンに対する反応性が高まるとの観察15｝や，負荷前

の心拍数が低いとカテコールアミンの陽性変時効果が

大きいこと14）23）が報告されている．これらの条件の違

いが結果の違いとなって表われたと考えられる．
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Cardiovascular　Effects　of　Isoproterenol　in　the　Stage　21　Chick　Embryo

　　　　　　　　M．Nakazawa，　S．　Miyagawa　and　A．　Takao

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Isoproterenol　is　teratogenic　in　the　chick　embryo，　although　its　effect　on　cardiovascular　system　has

been　controversial．　In　the　stage　21　chick　embryo，　we　studied　the　effect　of　intravenously　infused

isoproterenol　with　doses　of　O．5ng，0．05　ng，　and　O．005　ng　on　heart　rate，　on　mean　vitelline　arterial

pressure，　on　mean　dorsal　aortic　blood　flow，　and　on　mean　vitelline　venous　pressure．　The　pressures　were

measured　by　a　servonull　micro－pressure　system，　and　the且ow　was　obtained　by　a　20　MHz　pulsed　Doppler

flow　meter．　Isoproterenol　reduced　both　the　blood　pressure　and　the　aortic　flow　in　a　dose　dependent

manner．　The　venous　pressure　was　also　reduced．　The　vascular　resistance　showed　a　dose　dependent

increase．　Heart　rate　was　increased　only　by　the　largest　dose．　These　data　indicate　that　isoproterenal　has　a

depressive　effect　on　the　cardiovascular　system　of　the　stage　21chick　embryo　which　may　be　related　to』its

teratOgeneClty．
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