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未熟心筋保護における至適pH　strategy

低温虚血再灌流時pHの心機能回復への影響
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（平成8年12月16日受理）

東京女子医科大学付属口本心臓血圧研究所（主任教授

　　　　　　　　常　　　徳　　華

今井康晴）

key　words：pH　strateg｝・，　pH　stat，新生児家兎，再灌流障害，心筋保護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　低体温体外循環中のpll　strategyは，低温時の酵素代謝，細胞機能の点からalpha　statが良いとされ

現在主流となっているが，虚血時の心筋代謝抑制及び再灌流障害の観点からは，より酸性側の環境が有

利との報告もある．新生児心筋保護における至適pH　strategyの実験的検討を行った．方法：生後7日

の家兎（体重70～90g）を16羽摘出心を用いたcrystalloid　Langendorf灌流モデルを用い，灌流冷却後

15℃にて2時間虚血とした後，再灌流復温15分，30分後に左室内バルーンを用いた心機能測定，冠血流

量，および心筋酸素消費量の回復度を，低温時すなわち灌流冷却・再灌流時のpHをalpha　statにて管

理した群（n＝8）とpH　statにて管理した群（n＝8）とで比較した．結果：再灌流後30分後の心機能の

回復症（％）は，左室発生圧（P）：pH　stat　78．2±22，　alpha　stat　66．6±82（p＜0．05），　dP／dt：pH

stat　83．5±3．2，　alpha　stat　63．2±7．09（p＜0．05），－dp／dt：pH　stat　67．6±2．8，　alpha　stat　50．7±

5．6（p〈0．05）と，pH　statで有意に良好であった．　baselineを100％とした心筋酸素消費量の変化は，

冷却時pH　stat　34．6±L7，　alpha　stat　44．4±5．4（p＝0．12），再灌流15分でpH　stat　96．3±9．5，　alpha

stat　61．6±11．8（p〈0．05），30分でpH　stat　80．9±9．7，　alpha　stat　60．8±9．98（p＝0．17）であり，冷

却時にはpH　stat群の方が酸素消費量が抑えられ，再灌流後は心機能の回復とともにpH　stat群の方が

酸素消費量の回復が良好であった．結論：新生児に対する現在の低温・心停止を主体とした心筋保護法

において，虚血・再灌流時のpHはalpha　statよりはpH　statの方が有利と考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　近年の心筋保護法の進歩は開心術の安全性を著しく

向上しつつあるが，年長児に比較するといまだ新生児

の体外循環，大動脈遮断中の心筋保護は改善が望まれ

る．低温時の臓器・組織の代謝および機能を最大に保

つには，理論的にalpha　stat　strategyが適していると

されているが，体外循環を使用し循環動態を維持する

現在その意義は不明である．最近になってアシドーシ

スの虚血，再灌流に対する好ましい効果が報告されて

おり’）2），Ca2’に関連した再灌流障害は再灌流時のpH
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がアルカリであるほうが（pH　statよりはalpha　stat

のほうが）強く起こるとの報告2）3）もある．今回，低体

温体外循環・大動脈遮断後の心機能の同復を模倣した

新生家兎Langendorf実験モデルを用い，新生児心筋

保護における最良のpH　strategyを検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　実験モデル

　実験動物として生後7日の家兎（体重70～90g）雌雄

無作為に16羽使用した．麻酔はpentobarbital（0．20cc，

2mg）を用い，0．1ccのヘパリンと共に腹腔内に注入し

た．自発呼吸下，痛覚刺激に反応しなくなった時点で

開胸して心臓を摘出し，4℃の生理食塩水に浸し心停

止の後，Krebs－Henseleit溶液を灌流液に用いたLan一
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gendorf回路に装着した．開胸から灌流開始までの時

間は2分以内で行った．灌流液は，冷温水槽を用い温

度調節を行い，摘出心は冠動脈流量測定時以外は灌流

液と同温度の生理食塩水に浸し，温度を灌流液と同じ

に保った．Krebs－Henseleit溶液の組成はNaCl，118

mM；NaHCO3，25mM；KH，PO，，1．2mM；KCI，4

mM；MgSO4，ユ．2mM；Glucose，11．1mMで，95％

02，5％CO2の混合ガスにて37℃で酸素化を行った（実

験プロトコール参照）．

　データ測定

　ラテックスにて作製したバルーンを左房より左室内

に挿入し，バルーン内に蒸留水を注入することにより

左室容量を変化させ，等容収縮中の左室内圧の変化を

バルーン内圧の変化としてカテーテルチップトランス

デューサー（Millar　microtip　catheter　mpc－500，　Cen－

tury　Medical　Inc．）にて測定した．測定には日本光電

社製のAP－630G血圧アンプと601G微分アンプを使

用した．左室収縮能の指標として左室発生圧（devel－

oped　pressure，　DP）と収縮期心室内圧変化率（dP／dt）

それぞれの最大値（Max），および虚血前の測定で

EDPが10mmHgとなるときの心室内バルーン容量

（V10）での虚血後のDPおよびdP／dtを測定した．そ

して拡張能の指標として拡張期心室内圧変化率（－

dP／dt），　EDPが10mmHg（生理的代表値）となるとき

の心室内バルーン容量（V10）を測定した．心臓より滴

下する液を冠静脈還流液とし，冠血流量（CBF），およ

び動静脈溶存酸素から下記の式を用いて，心筋酸素消

費量（MVO、）を求めた4）．心筋重量は実験終了後，心

臓を右室，心室中隔，左室自由壁に分割しSartorius社

製電子天秤A120Sを用い計測した．

　MVO、（ml／min／g）＝（冠動脈酸素含量一冠静脈酸素

　　含量）×CBF／心筋湿重量（g）

　酸素含量（ml／dl）＝1．39×ヘモグロビン濃度（rng／

　　dl）×（酸素飽和度（％）／100）＋0．0031×酸素分圧

　　（mmHg）

　ペーシングによる心拍数のコントロールは行なわな

かった．

　実験プロトコール（Fig．1）

　新生児家兎心をLangendorf回路に装着，左室内バ

ルーン挿入後37℃にて約15分間灌流し安定状態として

からべ一スラインの測定を行った．測定終了後，灌流

液を10分間で15℃まで冷却したのち灌流を停止し，2

時間虚血とした．虚血中は心臓を生理食塩水に浸し，

20℃に維持した．室温の灌流液にて再灌流を行い15分
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間で37℃まで復温し，測定を行った．37℃にてさらに

15分間灌流を続け（再灌流30分後），再灌流後2度めの

測定を行った．冷却中および再灌流開始時にpHを

alpha　statにて管理した8例（alpha　stat群）とpH

statにて管理した8例（pH　stat群）とで比較を行っ

た．alpha　statは95％0、，5％CO、混合ガスによる灌

流液のガス交換を37℃のみにて行い低温中は密封しガ

ス交換を停止することにより，pH　statは冷却中もそ

の温度で95％0、，5％CO、混合ガスによる灌流液のガ

ス交換を継続することによりpH，　PCO2を調節した．

　統計処理

　結果はすべて虚血前常温時の測定値をべ一スライン

として，それに対する回復（％recovery）にて示した．

統計数値は平均値＋標準誤差で表し，統計学的検定は

repeated　measures　ANOVA，　Studellt　t－testを用い，

p＜0．05を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．べ一スラインデータ

　ベースラインの時alpha　statにて管理した群とpH

statにて管理した群とで比較して有意差を認めなかっ

た（Tableユ）．

　2．灌流液pH，　PCO、の変化

　37℃で測定した灌流液のpHの推移（Fig．2）に示

す．alpha　stat群ではpHは7．4付近に保たれているが

pH　stat群では冷却中アシドーシスに傾いている．冷

却時pHはpH　stat群7．196±0．031，　alpha　stat群

7．379±0．012（p＜0．0005）であった．再灌流後15分時

にはこの影響が残っており，pH　stat群7．298±0．023，

alpha　stat群7．386＋0．034（p＝0．05）であった．30分

後にはpH　stat群7．391寸0．029，　alpha　stat群7．419±
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Table　l　Baseline　va】ues

a｜pha－state　grOuP pll－state　grOLIp pvalue

Heart　rate　（／mil〕．） 233±5 238±3 0．42

pH 7．36±0．OI 7．35上〔〕．OI 〔〕．34

PCO2　（mmHg） 4⑪．9⊥0．6 42．8±1．］ 0．13

Max．　DP（mmHg） 61．6±3．1 64．9⊥2．5 0．43

Nlax．　dP／dt　（dyn．　cn1／sec） ll6．8±6．9 ／27．6±6．0 0．25

Max．－dP／dt（dyn．　cm／sec） 一． 94．1上8．3 一 107±8．2 0．28

DP　V10（mmHg） 58．4⊥3．6 61．5±4．0 0．57

dP／dtV10　（dyIl、　cln／sec） 108’5±5．7 12〔〕．O±8．2 0．27

V10（ml） 0．089十｛LOO6 0．080±0．008 0．37

Cor・nary　How（11ユ1／min，／9） 13．〔〕0±0．92 12．38±0．46 0．55

Oxygell　consunpti（）n　（ml／min．／9） 8．21＋0．77 8．98±0．48 0．41

Ileart　weight　（9） 0．375±0．027 0．369⊥0．021 0．〔〕86

Inean±standard　error　of　the　Inean．

Max：maximuln　durillg　stepwise　increase　in　left　ventricular　ball（）on　volulne，　DP　l　left

ventricular　devel（）ped　pressure，　dP／dt：rate　of　left　ver〕tricular　pressure　rise　during

systole、　　dP／dt：rate　of　Ieft　ventricular　pressure　declille　during　diast（）le、　V10：left

ventricular　volunie　to　give　end－diastolic　presstlre　of　lO　mmHg
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7．40

玉7．30

7．20

一〇－alpha

HコーpH

　　　　　7．10

　　　　　　　　　　Pre　　　Hypothermia　　　Rep　151　　　Rep　30’

　　　　　　　　　　　Fig．2　Changes　in　pH　of　the　perfusate．

Pre：at　normothenmic　baseline，　Hypothermia：after　perfusion　cooling　to　20－C，

Rep　15’：at　15　millutes　after　reperfusion，　Rep　30’：at　30　rllinutes　after　reperfusion，

alpha：alpha　stat　group，　pH：pH　stat　group

0．029（p＝0．51）で有意差は消失した．冷却時PCO、は

pH　stat群57．4±4．1，　alpha　stat群38．3±1．1（p＜

0．0005）で，再灌流後ユ5分時にはpH　stat群45．7±2．／，

alpha　stat群38．2±2．5（p＜O．05）であった．30分後

にはpH　stat君羊39．0±2．4，　alpha　stat君羊34．6±

2．3（p＝0．21）で有意差は消失した．

　3．心拍数の変化

　再灌流後15分の心拍数はpH　stat群230±8，　alpha

stat群213±16，30分値はpH　stat群220±10，　alpha

stat群205＋16であり，どの時点においても群間で心拍

数に有意差を認めなかった．

　4．左心機能の回復

　developed　pressureの再灌流後15分時の回復度（％）

はpH　stat君羊72．0±2．7，　alpha　stat　61．2±6．2　（p＝

0．14）で有意差を認めなかったが，30分値はpH　stat

78．2±2．2，alpha　stat群66．6＋8．2（p＜0．05）とpH

stat群で有意に良好な回復を示した．　dP／dtの回復は

再灌流後15分値ではpH　stat群71．9±3．3，　alpha　stat

群61．4＋6．0（p＝0．15）であったが，30分値はpH　stat

群83．5±3．2，alpha　stat群63．2±7．09（p＜0．05）で

あった（Fig．3）．

　V10でのdeveloped　pressureの回復度（％）は再灌
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　　　　　　　　Fig．3　Recovery　of　left　ventricular　systolic　function（1）．

Max：maximum　during　＄tepwise　increase　in　left　ventricular　ballc）on　volume，1）P：

left　ventricular　developed　pressure，　dP／dt：rate　of　left　ventricular　pressure　rise

during　systole，　Rep　15’：at　15　minutes　after　reperfusion，　Rep　30’：at　30　minutes

after　reperfusion，　alpha：alpha　stat　group，　pH：pII　stat　group
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　　　　　　　　Fig．4　Recovery　of　left　ventricular　systolic　function（2）．

DP：left　ventricular　developed　pressure，　dP／dt：rate　of　left　ventricular　pressure

rise　during　systoユe，　V10：left　ventricular　volume　to　give　end－diastolic　pressure　of

10mmllg　at　baseline　measurement，　Rep　15’：at　15　minutes　after　reperfusion，　Rep

30’：at　30　minutes　after　reperfusion，　alpha：alpha　stat　group，　pH：pH　stat　group

流後15分でpH　stat群71。5＋3．0，　alpha　stat群61．5±

8．4（p＝0．28）で有意差を認めなかったが，30分値は

pH　stat　80．95±4．0，　alpha　stat群57．7±9．5（p〈

0．05）とpH　stat群で有意に良好な回復を示した．　V10

でのdP／dtの回復（％）は再灌流後15分値でpH　stat

群71．5±3．5，alpha　stat群63．7±8．4（p＝0．40）であっ

たが，30分値はpH　stat群85．7±5．1，　alpha　stat群

61．8±10．2（p＝0．05）であった．

　　拡張能の指標の一つである一dp／dtの回復度（％）は

15分値pH　stat群62．0±2．7，　alpha　stat群52．5±
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　　　　　　　　Fig．5　Recovery　of　oxygen　consumption．

Pre：at　normothermic　baseline，　Hypothermia：after　perfusion　cooling　to　20－C，

Rep　15’：at　l5　minutes　after　reperfusion，　Rep　30’：at　30　minutes　after　reperfusion，

alpha：alpha　stat　group，　pH：pH　stat　group

5．0（p＝0．12）で30分値pH　stat　67．6＋2．8，　alpha　stat

群50．7＋5．6（p＜0．05）であった．VlOの回復度（％）

は15分値pH　stat群89．9±8．0，　alpha　stat群77．8±

10．2（p＝0．36）で30分値pH　stat群99．9±7．0，　alpha

stat群78．6＋11．2（p－0．13）と有意差は認めなかった

が，pH　stat群で良好な回復を示す傾向が見られた．

　5．心筋酸素消費量（Fig．5）と冠血流量の変化

　べ一スラインを100％とした酸素消費量の変化は，冷

却時pH　stat群34．6±1．7，　alpha　stat群44．4±

5．4（p＝0．12），再灌流15分でpH　stat群96．3＋9．5，

alpha　stat群61．6±11．8（p〈0．05），30分でpH　stat

群80．9＋9．7，alpha　stat群60．8±9．98（p＝O．17）で

あった．冷却時にはpH　stat群の方が酸素消費量が抑

えられ，再灌流後は心筋能の回復とともにpH　stat群

の方が酸素消費量の回復がよい傾向が認めた．冠血流

量（ml／min）は，冷却時pH　stat群6．3±0．4，　alpha

stat群6．2±0．7（p＝O．88），再灌流15分時pH　stat群

10．2＋0．6，alpha　stat群8．6±0．6（p＝0．09），30分時

pH　stat群10．2±0．6，　alpha　stat群9．0＋0．5（p＝

0．18）であり，有意差はないが，再灌流時にpH　stat群

の方がalpha　stat群より多い傾向が認められた．

　　　　　　　　　　考　　察

　今回の実験結果は，家兎新生児Langendorf灌流モ

デルでは低体温体外循環・大動脈遮断後の心機能の回

復は，虚血前および再灌流直後の低温時のpHをpH

statで管理した方がalpha　statよりも良好であるこ

とを示す．

　alpha　statではH，0中の解離が常に中性に保たれ

ることにより酵素活性が最大に保たれるため5）6），低体

温時の心機能はpH　statに比べalpha　statのほうがよ

いと報告されている6）7）．また，脳血流の
autoregulation8）9），腎血流1°）11）もpH　statに比べ

alpha　statの方が良好に保たれるとの報告もある．こ

のため，低体温時に循環動態を維持する必要のあった

単純表面冷却による開心術の全盛期にalpha　statが

広く用いられるようになり，現在でも低体温時のpH

管理の主流となっている．しかし，体外循環を使用し，

循環動態を維持する現在，その意義は不明である．ま

た臓器，組織の代謝，および機能が最大限保持には血

液のpHではなく細胞内pHが関係していると考えら

れるが，細胞内pHが血液pHに平行して変化するか

どうか不明点も多い’1｝12）．

　Ca2→に関連した再灌流障害は再灌流時のpHがア

ルカリ性であるほうが強く起こるとの報告13）’4）や

hypoxia，　anoxiaに対する心筋培養細胞の生存率は

hypoxia，　anoxia時のpHが酸性側でより良いとの報

告15）16）があり，これは体外循環時に機能する必要がな

い臓器に関しては臓器機能を最大に保つよりは起こり

うる虚血，再灌流からの保護効果を優先することが重

要であることを示唆する．未熟心筋においては2時間

程度の心筋虚血ではATPの保存程度と再灌流後の心

機能の回復程度と関連がないとの報告もあり1η，虚血

中のATP産生能力維持よりは細胞の構造・代謝の保

護と再灌流障害の軽減主眼に考えることがより重要と

も考えられる．虚血中の心筋pHは代謝産物CO、，乳

酸等が蓄積するためアシドーシスに傾き心筋代謝を抑
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制する．虚血中に心筋代謝（特にATP産生）を維持し

ようとするならばこのアシドーシスを改善することが

望ましいが，現在の心筋保護は低温，心停止による心

筋代謝の抑制を主眼としており，今回の実験結果は未

熟心筋に対する心筋保護では虚血中の代謝の抑制と再

灌流障害の軽減がより重要であることを示唆すると考

えられる．

　今回の実験では，虚血前灌流冷却中のpHの影響，虚

血中の心筋pH（今回測定していないが，虚血前のpH

から考えてpH　stat群の方が低いと考えられる11｝）の

影響，再灌流初期のpHの影響をそれぞれ分離できな

い．また，今回の実験では心筋保護液注入による虚血

中の心筋pHの変化を避けるため心筋保護液を使用し

なかった．心機能回復に虚血中の心筋pHの影響が大

きいのであれば，心筋保護液のpHをacidicにするこ

とで良好な回復を得られる可能性があり，今後さらに

検討を要すると思われる．

　　　　　　　　　　　　おわりに

　1．家兎未熟心の低温単純遮断による虚血再灌流後

の心機能回復は，低体温時にpH　statにて管理したほ

うが良好であった．

　2．未熟心筋に対する現在の心筋保護の考え方であ

る低温，心停止による心筋代謝抑制のためにはpH

statの方が有利であると思われた．

　3．虚血前及び虚血中のpHと虚血後のpHの効果

について，今後更に実験の検討を加えていきたい．
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Effects　of　pH　Strategy　During　Hypothermia　on　Recovery　of　Myocardial

　　　　　　　　　Function　after　Cold　Ischemia　ill　Neonatal　Rabbits

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chang　Dehua

Department　of　Pediatric　Cardiovascular　Surgery，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College，　Tokyo，　Japan

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Chairman：Professor　Yasuharu　Imai）

　　　Purpose：This　experiment　was　undertaken　to　study　the　effects　of　pH　strategy　during

hypothermia　on　the　recovery　of　left　ventricular　function　after　cold　ischemia　in　the　newborn

rabbit　heart．

　　　Medhods：Sixteen　isolated，　crystalloid　perfused　neonatal（7－day－old）rabbit　hearts　using

Langendorf　model　underwent　2　hours　of　cold（20℃）ischemia　followed　by　reperfusion．　The　hearts

were　divided　into　two　groups　according　to　strategies　of　pH　management　during　hypothermic

perfusion．　The　pH　was　controlled　at　7，4corrected　to　the　temperature　of　the　perfusate　in　pH　stat

group　and　at　7．4measured　at　37℃regardless　of　the　perfusate　temperature　in　alpha　stat　group，

by　altering　carbon　dioxide　concentration　in　the　oxygenatirlg　gas　to　the　perfusate．　The　left

ventricular　maximum　developed　pressure（DP），　dP／dt，　and　－dP／dt　were　measured　before　ischemia

（baseline）and　at　15　and　30　minutes　after　reperfusion　by　use　of　intraventricular　balloon．　Coronary

flow　and　oxygen　consumption　were　also　measured　to　evaluate　the　metabolic　recovery．　For

statistical　analysis，　repeated　measures　ANOVA　and　t－test　were　used．

　　　Results二The　pH　of　perfusate　was　7．196±0．031（mean＋S．E．）in　pH　stat　group　and　7．379＋

O．OOI（p〈0．0005）in　alpha　stat　group　at　induction　of　ischemia　and　beginning　of　reperfusion，　and

was　7．298＋0．023　and　7．391寸0．029　in　pH　stat　group　and　7．386±0．034（p＝0．05）and　7．419±

0．0029（p－0．51）in　alpha　stat　group　at　15　and　30　minutes　of　reperfusion，　respectively．　The

following　results　were　shown　as　percentage　recovery　of　the　baseline　values．　The　pH　stat　group

showed　better　functional　recovery　than　alpha　stat　group．　DP：78．2±2．2vs．66．6±8．2（p〈0．05），

dP／dt：83．5⊥3．2vs　63．2＋7．0（p＜0．05），－dP／dt：67．6±2．8vs，50．7±5．6（p〈0．05）at　30

minutes　of　reperfusion．　The　oxygen　consumption　at　preischemic　hypothermia　was　34．6＋1．7in

pH　stage　group　and　44．4±5．4in　alpha　stat　group（p＝0．12），　and　the　recovery　was　96．3±9．5

in　pH　stat　group　vs　61．6⊥11．8in　alpha　stat　group（p＜0．05）at　15　minutes　and　80．9斗9．7in　pH

stat　group　vs．60．8±9．9in　alpha　stat　group（p－0．17）at　30　minutes　of　reperfusion．

　　　Conclusions：pH　stat　strategy　of　pH　management　during　pre－and　postischemic　hypothermic

perfusion　improves　recovery　of　left　ventricular　function　after　2　hours　of　cold　ischemia　in　neonatal

rabbit　hearts　compared　with　alpha　stat　strategy．
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