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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　イソプロテレノール投与が心臓大血管奇形を発生させることが知られている．しかし，それが心形態

形成初期における血行動態にどの様に作用するかはまだ十分に解明されていない．我々は顕微鏡下ビデ

オ撮影装置を用いてイソプロテレノール投与下の心房・心室容積変化を，Hamburger－Hamilton　stage

18のi鶏胚を用いて検討した（n＝24）．イソプ・テレノール0．5ngの卵黄膜上滴下では，2分後より心室拡

張末期容積，1回拍出量ともに有意に減少し，心拍数，心室収縮末期容積，駆出率に有意に変化を認め

なかった．心房の容積解析では，4分後より最大容積が有意に減少した．以上より，このstageの鶏胚に

おけるイソプロテレノールの作用は，血管拡張による前負荷減少，それによる拡張末期容積，心拍出量

の減少である．

　　　　　　　　　　はじめに

　イソプロテレノールが鶏胚心血管系に対して奇形を

発生することが知られており1），β受容体のantago・

nistであるプロクタノロールを同時投与するとその催

心奇形性が抑制される．この事実よりその作用はβ受

容体を介すると考えられている2）．また，本剤は形態形

成期の鶏胚で著明な血行動態作用を有することが知ら

れている3・4）．しかしながらそのメカニズムに関して

は，まだ結論がでていない．そこで，われわれは，顕

微鏡ビデオ撮影装置を用いて，イソプロテレノール投

与下の鶏胚の心容積変化を解析し，若干の知見を得た

ので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　白色レグホソ受精卵を水平にし，38℃で3～3．5日間

温育し，Hamburger－Hamiltonのstage　17　一一　205｝，主

としてstage　18の鶏胚を対象とした．対象とした鶏胚

は，計24個（心室：15，心房：9）で鶏胚体重は平均

13．3±0．7mg（平均値±標準偏差）であった．実験の際

も受精卵を水平に固定し，鋭端部より注射針にてアル
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　　　　　東京女子医大心研小児科　　中沢　　誠

ブミンを3ml除去し，上端部の卵殼を取り除いた．

　鶏胚の保温は，針温度センサーをできるだけ対象に

近づけてモニターしながら白熱燈を適当な距離に置

き，37℃に調整した．

　1）鶏胚の撮影

　秒200コマの撮影速度を有する高速ビデオ撮影装置

（NACハイスピードシステムHSU－400）を実体顕微鏡

上部に取り付け，専用ストロボ照明下に鶏胚心の動き

をin　situで垂直方向真上からVHSビデオテープに

記録した．

　2）イソプロテレノールの投与

　イソプロテレノールは，chick　Ringer液で希釈し

O．5ngを5μ1の溶液として鶏胚心近くの卵黄膜上に滴

下した．その滴下直前，1分後から5分後までの1分

ごと計6回につき鶏胚心の動きを記録した．今回この

投与方法をとったのは，ビデオ装置の大きさと実験野

の小ささ等から，微量注入装置が使用できなかったこ

とによる．滴下法では静注法に比して吸収に個体差が

あるので（E．B．　Clark：私信），先に報告したもの4）よ

り充分長い時間追跡した．また，この投与量としたの

は，この研究の目的がイソプロテレノールの血行動態

作用のメカニズムの解析にあり，そのため出来るだけ
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大きな変化から結果を明確に示すことを求めたためで

ある．

　3）心拍数，心室容積の解析

　心室容積は，ビデオテープ画像から鶏胚心endocar－

dial　boundaryをトレースし，心室を回転楕円体とみ

なしてarea－length法で容積を計算した6）．心房収縮末

期で正面像にて最大の面積となる時期を心室の拡張末

期とし，心室の収縮が終わり総動脈幹近位端が閉鎖し

た時期を心室の収縮末期とした（図1）7）．

　心拍数は，3心拍に要した時間ビデオ画像上のタイ

Right　Lateral

Left　Lateral

　　図1

Vearly　syst Vend－syst
　　Tr　closure

TA　contract Vend－diast

At　end－syst

　　上段：右側像から心室（円錐部を含む）容積を測定する．下段：左側像から心

房容積を測定する，

III，　IV＝第3，4弓，　A＝心房，　SV＝静脈洞，　TA＝動脈幹，　BC＝円錐（球）部，

V＝心室．

表　イソプロテレノール0．5ng投与時の変化

前（0） 1分 2分 3分 4分 5分

心拍数（／分） 154±2 154±2 152±2 153±2 153±1 153±1
n＝24 （100） （100±1） （99±1） （99±1） （99±1） （99±1）

心室（n＝15） ＊ ＊ 掌＊ ■＊

EDV（×10－2㎜3） 16．0±1．7 12．9±1，6 11．7±1．5 11．1±1．5 10．0±1．4 9．1±1．2
（100） （81±13） （75±13） （69±13） （63±6） （56±6）

ESV（×10－2mm3） 1．5±0．4 1．1±0．3 1．0±0．2 1．0±0．2 0．9±0．2 0．9±0．2
（100） （73±20） （67±13） （67±13） （60±13） （60±6）

＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

SV（×10－2mm3） 14．8±1．5 11．8±1．4 10．7±1．3 10．1±1．4 9．1±1．2 8．2±1．0
（100） （80±9） （72±9） （68±9） （61±8） （55±7）

EF（％） 92±1 92±1 92±1 92±1 92±1 92±1

心房（n＝9） ホ 傘

EDV（×10－2mm3） 7．9±1．1 6．5±0．7 7．1±1．1 5．9±1．1 4．6±0．9 4．4±0．8
（100） （82±9） （77±13） （75±14） （59±12） （56±10）

ESV（×10－2mm3） 1．0±0．2 0．9±0．2 0．8±0．2 0．8±0．2 0．7±02 0’7±0．2
（100） （90±20） （80±20） （80±20） （70±20） （70±20）

容量変化（×10－2mm3） ＊ ＊

6．9±1．0 5．6±0．6 5．3±0．9 5．1±0．9 42±0．7 4．0±0．6
（100） （81±9） （77±13） （74±13） （61±10） （58±8）

平均値±標準誤差，（）内は％変化率　　n：実験数　’：p〈0．05　＊＊：p〈O．Ol
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マー （1／200sec）より測定した．

　4）心房容積の解析

　実験半日前，鶏胚を反転し，鶏胚左帯を上にした．

この位置で心房全体が観察された．同濃度のイソプロ

テレノールを外膜表面に滴下して撮影を行い，心房の

最大容積と最小容積をarea－length法で計算した6）．

　各測定値は，平均値±標準誤差で示し，平均値の比

較は繰り返しのある一元配置分散分析を用い，個々の

差はNewman－Keul法によって検定した．　p〈0．05を

有意とした．

　　　　　　　　　結　　果（表）

　1．イソプロテレノール0．5ng（40．7±2．5×10－3ng／

mg鶏胚体重：n＝24）の滴下前の心拍数は154±2／分

で，滴下後も心拍数は有意な変化を認めなかった．

　2）心室の拡張末期容積（EDV（V））の変化は，滴

下前値は14．6±1．7×10－2mm3で滴下後2分より減少

をはじめ，前値に比して有意に容量が減少した（2，

3分ではp＜O．05，4，5分ではp＜0．01）．

　3．心室の収縮末期容積（ESV（V））と心室の駆出率

（EF）は，有意の変化を認めなかった．

　4．EDV（V）とESV（V）の差より計算した1回心

拍出量（SV）の前値は14．8±1．5×10－2mm3で，前値に

比して有意に低下した（2分ではp＜0．05，3分から5

分ではp＜0．01）．

　5．心房の最大容積（EDV（A））は投与後4，5分

で前値に比して有意に低下した（p＜0．05）．しかし最

小容積には有意な変化を認めなかった．

　　　　　　　　　　考　　案

　今回は心房心室の動態，特に容積変化を通してイソ

プロテレノールの血行動態作用を解明する目的で実験

を実施した．同様な目的で微小シネ撮影を用いた報告

はあるものの，いずれも1／12～1／50秒の撮影速度のた

め解析上不十分と思われる8”1°）．我々は，1／200秒の精

度を有する顕微鏡下ビデオ撮影装置を用い，心室のみ

ならず，心房の容積変化も併せて解析したことが今回

の研究で大いに異なる点である．

　Faberらのシネ記録による研究では，心室容積測定

に際して心内膜側の境界が不鮮明なことから，Epicar－

dial　boundaryをトレースした6）．今回Endocardial

boundaryを用いた容積計測から求めた鶏胚体重当り

の一回拍出量は平均O．011mm3／mgであった．一方，

Nakazawaらの論文の中の背側大動脈血流のデータ

では11），stage　18，37℃での一回拍出量は0．15mm3であ

り，これを体重（平均12．4mg）で補正すると0．012

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第2号

mm3／mgとなり，今回のデータと同じである．すなわ

ち，我々の研究室での値は両方法の間で良く一致し，

今回のビデオによる方法に大きな問題はないと考え

た．

　Clarkらは3）Hamburger－Hamilton　stage　24，中沢

らは4）stage　21を用いた，イソプロテレノールが背側大

動脈血流，すなわち心拍出量を減少させる事を示した．

本研究の鶏胚はこれらより早いstageである．容積測

定には心臓の直接観察が必要であり，stage　24以降の

鶏胚心ではwing－budの発達にともない心臓が隠れて

しまいその辺縁を十分にトレースできないこと，心房

の観察には鶏胚左側を上に向ける必要があり，これも

stage　18～20以降では困難な事から，このstageを対

象とした．stage　18でイソプロテレノールによって心

拍出量が減少する事はGilbertらも示しており9）1°｝，そ

のメカニズムを解明することそのものに問題はないで

あろう．

　一般的に心拍出量の減少に関連するものは，心拍数

の減少，後負荷増大，前負荷減少，心収縮性低下があ

る．イソプロテレノール投与による心拍出量低下を

Clarkらは後負荷増大をその主因とし3｝，中沢らは心ポ

ンプ機能の低下による可能性を考えた4）．St．　Peteryと

Van　Mierop12｝および中沢らは4）イソプロテレノニル

により卵黄静脈圧は低下したと述べ，前負荷減少の可

能性を示している．今回の結果では心室拡張末期容積，

心房最大容積ともに有意に減少した．これは静脈帰来

の減少を示し，静脈圧の低下とも一致し，それが心拍

出量の減少の原因であることが分かる．

　中沢らが先に推測した心筋収縮性低下については，

本研究からは否定的である．前負荷が減少したとはい

え，駆出率は不変で，一般に前負荷の駆出率への影響

が少ないこと13）を考え合わせれぽ心筋収縮性への作用

は著明ではない．また，Fieswickらは14）3～7日目の

鶏胚摘出心で潅流液内にイソプロテレノールを加えて

収縮性の変化を調べ，3日目の心においても弱いなが

ら陽性変力効果を報告している．彼らの実験ではin

situの状態より温度と心拍数が著しく低く生理的な条

件とかなり違うために単純に比較できないが，これも

イソプロテレノールが少なくとも陰性変力作用を持た

ないことを示している．

　心拍数に関しては，0．5ngの滴下では有意な変化は

認めなかったが，中沢らの0，5ngの経静脈投与では増

加を認めている4），投与方法，心拍数計測法の違いにも

よろうが，中沢らのデータでもこの変化は小さく，
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Clarkらも変化は認めていない3）．いずれにせよ，ここ

で心臓への作用と血管への作用の解離が見られ，受容

体の発達の過程に差が有る事を示唆している．成熟獣

においても特殊な環境では，交換神経刺激に対する反

応が，心臓と血管で解離することがあり15），この所見と

の関連が興味深い．

　　以上，stageにより一つの薬剤に対する反応性が異

なることがHoffmanらによって示唆されている

が16），この時期の鶏胚に対してイソプロテレノールは

前負荷を減少させ二次的に心拍出量を減少させること

が示された．
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Effect　of　Isoproterenol　on　Heart　Volume　in　Chick　Embryos

Hitoshi　Tomita，　Makoto　Nakazawa，　Makoto　Nishibatake，　Kazuo　Ikeda　and　Atsuyoshi　Takao

　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　the　Heart　lnstitute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College，　Tokyo，Japan

　　　It　is　known　that　teratogenicity　of　isoproterenol　in　the　chick　embryo　is　associated　with　a　decrease

of　cardiac　output，　yet　the　mechanism　of　the　decrease　has　not　been　well　defined．　We　studied　the　effect　of

isoproterenol，　given　onto　the　chorio・allantoic　membrane，　on　atrial　and　ventricular　volumes　of　the

embryonic　heart　using　a　high　speed　video　camera．　The　agent　reduced　both　atrial　and　ventricular

end－diastolic　volume　by　44±10％（n＝9）and　44±6％（n＝15）at　5　minutes　after　the　intervention，

respectively．　Ventricular　ejection　fraction　and　heart　rate　were　not　changed，　thus　cardiac　output　was

reduced．　The　data　indicate　that　isoproterenol　dilates　peripheral　vascular　beds　and　pools　the　circulating

blood　into　the　periphery，　thus　reducing　cardiac　output．
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