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目的：人工心肺の溶血による腎障害は広く知られているが，心筋特に未熟心筋に及ぼす影響の検討は

いまだされていない．遊離ヘモグロビン中の鉄イオンは活性酸素の産生を触媒，促進し，特に虚血再潅

流障害を増悪する危険性がある．今回我々は，この問題に対して溶血が心機能に及ぼす影響を非虚血時

及び虚血再潅流時において家兎未熟心を用い実験的に検討した．

方法：生後 8～10 日家兎摘出心 Langendorf 潅流モデル（Krebs-Henseleit 溶液潅流）を用い，miller

カテーテル組み込みバルーンを左室内に挿入し容積を変化させ非虚血（baseline 15 分，30 分後）及び St.

Thomas 心筋保護液による 180 分の虚血前後（再潅流 15 分，30 分後）の心機能（DP：LV developed pres-

sure, dp�dt, -dp�dt, EDP）を測定し，後値の前値に対する回復率を算出した．それをK群（非虚血，溶血
（－），n=9），H群（非虚血，baseline 測定後溶血による free Hb（1 mg�dL）を添加，n=8, K-I 群（虚血，
溶血（－），n=10），及びH-I 群（虚血，再潅流時に free Hb 添加，n=7）で測定し，比較検討した．心臓

より滴下する液を冠静脈還流液とし，溶存酸素，還流量より，心筋酸素消費量を求めた．有意差検定に

は unpaired t test を用い行った．統計数値は平均値±標準誤差で表した．検定は repeated measures

ANOVAにて行い，p<0.05 を有意とした．

結果：developed pressure の再潅流後 15 分時の回復度（％）はK群 100.3±5.4，H群 85.3±6.9，K-I

群 106.2±6.1，H-I 群 71.4±6.2，30 分時はK群 98.8±5.5，H群 79.7±8.1，K-I 群 104.5±5.3，H-I 群 60.9±7.5

（p<0.005）．同様に dp�dt の最大値の再潅流後 15 分時の回復度（％）はK群 99.7±6.3，H群 75.1±6.1，K-
I 群 109.9±5.2，H-I 群 66.5±7.2，30 分時はK群 100.2±6.3，H群 67.9±7.4，K-I 群 106.9±5.0，H-I 群 53.9±

8.0（p<0.001）であった．V 10 での developed pressure の回復度（％）は再潅流後 15 分でK群 100.6

±7.5，H群 78.5±7.6，K-I 群 110.5±10.9，H-I 群 72.5±5.3，30 分 値 はK群 99.8±6.7，H群 67.8±7.4，K-I 群

105.1±10.4，H-I 群 59.4±8.2（p<0.005）．拡張能を示す-dp�dt の回復（％）は 15 分値K群 99.4±6.1，H
群 76.0±5.5，K-I 群 98.4±5.4，H-I 群 65.7±4.7，30 分 値 はK群 95.3±5.1，H群 66.4±7.0，K-I 群 93.8±5.4，

H-I 群 61.0±7.3（p<0.001）であった．H群はK群に，H-I 群は K-I 群に比し，有意に低値であり特にH-

I 群で著しく回復が不良であった．

結論：溶血は心筋能障害を招来し，特に虚血再潅流障害を増悪させた．よって，臨床では人工心肺に

よる溶血予防，ハプトグロビン使用など積極的な対応が必要と考えられた．
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はじめに

今日，体外循環は開心術の補助手段として安全に行

われるようになったが，長時間の体外循環に伴う溶血

に対する完全な予防は今なお困難である．体外循環中

の溶血によって生じた血漿中の遊離ヘモグロビン

（Hb）は，種々の術後合併症の原因と考えられてい

る1）2）．溶血による心筋，特に未熟心筋に及ぼす影響の

検討は未だなされていない．溶血による腎機能障害の

機序は，遊離ヘモグロビン中の鉄イオンが，触媒産生

する，活性酸素によるものと考えられており4）～6），腎

障害と同様の機序で虚血再潅流後に溶血による心機能

障害がおこる可能性が考えられる．そこで今回，我々

は溶血が非虚血時及び虚血再潅流時において心機能に

及ぼす影響を，家兎未熟心を用いて実験的に検討した．

対象および方法

実験モデル

実験動物は生後 6～7日の家兎（体重 70～90 g）雌を

使用した．麻酔は Pentobarbital（2 mg）を用い，0.1

cc 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℃の生理食塩水中に浸し心停止の後，Krebs-

Henseleit 溶液を潅流液に用いた Langendorff 回路に

装着した．開胸から潅流開始までの時間は 2分以内で

行った．潅流液は，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潅流液と同温度の生

理食塩水に浸し，温度を一定に保った．Krebs-

Henseleit 溶液の組成NaCl，118 mM；NaHCO 3，25

mM；KH 2 PO 4，1.2 mM；KCL，4 mM；MgSO 4，1.2

mM；Glucose，11.1 mMで，95％ O 2，5％ CO 2 の混合

ガスにて 37℃で酸素化を行った．

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-630 G 血圧アンプと 601 G 微分アンプを使用

した．左室収縮能として左室発生圧（developed pres-

sure, DP）と収縮期心室内圧変化率（dp�dt）のそれぞ
れ最大値（Max）および虚血前ベースラインでEDP

が 10 mmHgとなるときの心室内バルーン容量（V 10）

での値を，拡張能として拡張期心室内圧変化率（‐dp

�dt），EDPが 10 mmHgとなるときの心室内バルーン

容量V 10 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），動静脈溶存酸素をもとに

下記の式に従って心筋酸素消費量（MVO 2）を求め

た13）．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A 120 S

を用い計測した．

MVO 2（ml�min�g）＝（冠動脈酸素含量－冠静脈酸
素含量）×CBF�心筋湿重量（g）
酸素含量（ml�dl）＝1.39×Hemoglobin 濃度（mg�dl）
×（酸素飽和度（％）�100）＋0.0031×PO 2（mmHg）
なお，ペーシングによる心拍数のコントロールは行

わなかった．

実験プロトコール（図 1）

新生児家兎心を Langendorff 回路は装着，左室内バ

ルーン挿入後 37℃にて約 15 分間潅流し安定状態とし

てからベースラインの測定を行った（表 1）．

34 匹の新生児家兎心を対象に以下 4群に分け実験

を行った．非虚血，溶血（－）のK群（N=9）では，

37℃のKrebs-Henseleit 溶液にて 15 分潅流を続け再

度心機能等の測定を行った．さらに 15 分間潅流を続

け，3度めの測定を行った．非虚血，溶血（＋）のH

群（N=8）では，ベースライン測定後溶血による遊離ヘ

モグロビン（1 mg�dl）を添加したKrebs-Henseleit
溶液にて 15 分潅流を続け，再度心機能等の測定を行っ

た．さらに 15 分間潅流を続け，3度めの測定を行った．

虚血再潅流を行ったK-I 群（n=10）では，ベースライ

ン測定後，潅流液を 10 分間で 20℃まで冷却したのち

潅流を停止し，St. Thomas 液を初回 3 ml，以後 30 分毎

に 1.5 ml を追加投与し 3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．3時間の虚
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図 1 実験プロトコール
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表１　ベースランの測定．平均値±標準誤差

group H-Igroup K-Igroup Hgroup K

66.1 ± 4.9

60.2 ± 5.4

63.3 ± 4.2

65.9 ± 5.0

60.9 ± 5.5

64.9 ± 4.4

53.6 ± 6.5

60.5 ± 9.6

 0.38 ± 0.03

240 ± 1 

105.3 ± 3.93

108.4 ± 3.52

 96.1 ± 3.74

107.8 ± 7.34

108.4 ± 7.16

 92.3 ± 6.32

88.0 ± 4.9

79.0 ± 8.4

 0.38 ± 0.03

232 ± 8 

92.6 ± 5.5

83.8 ± 6.9

83.5 ± 6.0

83.0 ± 7.4

 74.9 ± 8.18

74.9 ± 7.1

　82.9 ± 10.58

　91.5 ± 16.02

 0.38 ± 0.03

223 ± 6 

99.5 ± 3.8

99.9 ± 4.3

97.4 ± 3.9

100.2 ± 4.9 

101.2 ± 5.1 

98.1 ± 5.3

77.6 ± 5.9

　83.9 ± 10.25

 0.38 ± 0.03

239 ± 11

Max DP（mmHg）

Max dP/dt（dyn・cm/sec）

Max-dP/dt（dyn・cm/sec）

DP at V10（mmHg）

dP/dt at V10（dyn・cm/sec）

dP/dt at V10（dyn・cm/sec）

Coronary flow（ml/min/g）

O2 consumption（ml/min/g）

Heart weight（g）

Heart rate（min）

Max：左室収縮機能の指標として左室発生圧（developed pressure，DP）と収縮期

心室内圧変化率（dp/dt）それぞれの最大値．

DP：左室発生圧，V10：拡張末期圧（end-diastolic pressure）が 10mmHgとなると

きの心室内バルーン容量，dp/dt：収縮期左心室内圧変化率，-dp/dt：拡張期左心室

内圧変化率．

血後，室温の潅流液で再潅流を行い 15 分間で 37℃ま

で復温し，再度心機能等の測定を行った．さらに 15

分間潅流を続け，再潅流後 2度めの測定（再潅流 30

分後）を行った．虚血再潅流時遊離ヘモグロビンを添

加したH-I 群（N=7）では，K-I 群と同様に虚血とし，

再潅流時に溶血による遊離ヘモグロビン（1 mg�dl）を
添加したKrebs-Henseleit 溶液にて潅流し 15 分間で

37℃まで復温し，再度心機能等の測定を行った．さら

に 15 分間潅流を続け，再潅流後の 2度めの測定（再潅

流 30 分後）を行った．

結果はすべて虚血前常温時の測定値をベースライン

として，それに対する回復率（％Recovery）で示した．

統計数値は平均値±標準誤差で表した．検定は re-

peated measures ANOVA , Student-Nueman-Keuls

test にて行い，p<0.05 を有意とした．

結 果

1．左心機能の変化

developed pressure の潅流（KおよびH群）再潅流

後（K-I およびH-I 群）15 分時の回復度（％）はK群

100.3±5.4，H群 85.3±6.9，K-I 群 106.2±6.1，H-I 群 71.4

±6.2，30 分 時 で はK群 98.8±5.5，H群 79.7±8.1，K-I

群 104.5±5.3，H-I 群 60.9±7.5（p=0.004）であった．H

群はK群に，H-I 群は K-I 群に比し，有意に低値であり

特にH-I 群で回復が著しく不良であり，（図 2）又H-I

群は H群に比し有意に低値であった（p<0.05）．

同様に dp�dt の回復度（％）は 15 分値でK群 99.7
±6.3，H 群 75.1±6.1，K-I 群 109.9±5.2，H-I 群 66.5±

7.2，30 分値ではK群 100.2±6.3，H群 67.9±7.4，K-I 群

106.9±5.0，H-I 群 53.9±8.0（p<0.001）であった．dp�d
ではH群とH-I 群はそれぞれK群，K-I 群と比較し有

意に低値をした．特にH-I 群は著明な低値を示したが

（図 3），H-I 群と H群の差は有意水準には達しなかっ

た（p=0.13）．

V 10 での developed pressure の回復度（％）は 15

分 値 でK群 100.6±7.5，H群 78.5±7.6，K-I 群 110.5±

10.9，H-I 群 72.5±5.3，30 分 値 はK群 99.8±6.7，H群

67.8±7.4，K-I 群 105.1±10.4，H-I 群 59.4±8.2（p<

0.005）．V 10 での developed pressure では前述した 2

つのパラメータと同様にH群とH-I 群はそれぞれK

図 2 左室収縮機能の回復度（％）1

Max：左室収縮機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．

DP：左室発生圧，Rep 15'：再潅流後 15 分時の回復

（％），Rep 30'：再潅流後 30 分時の回復（％），KH：KH

群，H：H群，K-I：K-I 群，H-I：H-I 群
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群，K-I 群と比較し有意に低値を示した（図 4）．又H-

I 群と H群では有意差を認めなかった（p=0.35）．

-dp�dt の回復（％）は 15 分値がK群 99.4±6.1，H
群 76.0±5.5，K-I 群 98.4±5.4，H-I 群 65.7±4.7，30 分値

は K 群 95.3±5.1，H 群 66.4±7.0，K-I 群 93.8±5.4，H-I

群 61.0±7.3（p<0.005）で，H群，H-I 群はそれぞれK

群，K-I 群と比較し有意に低値を示した（図 5）．又H-

I 群と H群では有意差を認めなかった（p=0.22）．

2．冠血流量（CBF）の変化

再潅流後の冠動脈流量の回復度（％）は，潅流（K

およびH群）再潅流後（K-I およびH-I 群）15 分時が

K 群 80.4±8.4，H 群 100.9±29.4，K-I 群 90.8±7.4，H-I

群 57.4±10.2，30 分 値 はK群 74.8±8.7，H群 67.4±

10.1，K-I 群 85.2±6.9，H-I 群 49.7±8.6（p=0.40）で有意

差を認めなかった．又H-I 群と H群とでは有意差はな

かった（p=0.11）．

3．酸素消費量の変化

再潅流後の酸素消費量の回復度（％）は，潅流（K

およびH群）再潅流後（K-I およびH-I 群）15 分時が

K群 92.6±15.1，H群 116.4±47.9，K-I 群 68.7±13.7，H-I

群 70.7±16.6，30 分値はK群 75.2±14.1，H群 64.1±

8.7，K-I 群 89.2±9.4，H-I 群 50.3±9.5（p=0.25）で有意差

を認めなかった．又H-I 群と H群とでは有意差はな

かった（p=0.32）．

4．心拍数の変化

潅流（KおよびH群）再潅流後（K-I およびH-I 群）

15 分時の心拍数（�min）はK群 236±18.3，H群 179.3
±8.4，K-I 群 219.6±14.4，H-I 群 180.0±0，30 分 時 はK

群 236.0±18.3，H 群 169.3±9.7，K-I 群 196.0±9.8，H-I

群 160.0±10.7（p=0.007）であり，H群とH-I 群はそれ

ぞれK群，K-I 群と心拍数比較し有意に低値を示した．

又H-I 群と H群とでは有意差はなかった（p=0.32）．

考 察

今回の結果から，虚血再潅流有無にかかわらず，溶

血による遊離ヘモグロビンは未熟心筋に対して心機能

障害を招来し，とくに虚血再潅流障害を著しく増悪さ

せることが示唆された．体外循環や虚血再潅流による

心筋障害のメカニズムとしては，白血球，補体など血

図 3 左室収縮機能の回復度（％）2

Max：左室収縮機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．dp�dt：収縮期左心室内圧変化率，
Rep 15'：再潅流後 15 分時の回復（％），Rep 30'：再潅

流後 30 分時の回復（％），KH：KH群，H：H群，K-

I：K-I 群，H-I：H-I 群

図 4 左室収縮機能の回復度（％）3

Max：左室収縮機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．

DP：左室発生圧，V 10：拡張末期圧（end-diastolic

pressure）が 10 mmHgとなるときの心室内バルーン

容量．Rep 15'：再潅流後 15 分時の回復（％），Rep 30'：

再潅流後 30 分時の回復（％），KH：KH群，H：H

群，K-I：K-I 群，H-I：H-I 群

図 5 Recovery of -dp�dt：拡張期左心室内圧変化率，
Rep 15'：再潅流後 15 分時の回復（％），Rep 30'：再

潅流後 30 分時の回復（％），KH：KH群，H：H

群，K-I：K-I 群，H-I：H-I 群
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液成分の活性化，活性酸素の発生などによる細胞膜障

害の関与が注目されている．体外循環中の溶血によっ

て生じた遊離ヘモグロビン由来の鉄イオンは，活性酸

素の産生を触媒し，細胞膜障害を増悪する可能性があ

る．今回の実験にでは，非虚血群においても，血液の

酸素化，回路接触などにより白血球等の活性化は生じ

ており，非虚血群でも溶血が心機能を悪化させた原因

と考えられる．

体外循環により生じる溶血が開心術後の腎不全の重

要な原因であることは広く知られている14）～16）．溶血

により赤血球から大量に放出される遊離ヘモグロビン

は通常はハプトグロビンと結合して肝臓で代謝される

が，ハプトグロビンの処理能力を越えてヘモグロビン

が存在すると遊離ヘモグロビンとなって腎より排出さ

れる．そして腎系球体を通過した遊離ヘモグロビンは，

一部尿細管上皮に取り込まれ，ヘモグロビンとヘムに

分解されたが，このヘムは尿細管上皮に対して毒性を

示し急性尿細管壊死をもたらすことが知られてい

る17）18）．またその詳しい機序としては，遊離ヘモグロ

ビン中の鉄イオンが触媒産生する活性酸素が大きな役

目を担っていると考えられている4）～6）．腎はエネル

ギー消費が多く，活性酸素生成量も多い．腎組織内の

superoxide dismutase（SOD）活性は，皮質，髄質外層

帯，近位尿細管で高く，SODは活性酸素をH2O2 に変換

するため，これらの組織ではH2O2 が多く生成される．

大量の溶血によるヘム鉄や遊離鉄が提供されると，活

性酸素は鉄イオンを触媒とするHaber-Weiss 反応を

促進し，フリーラジカルが産生されることは容易に推

測される5）．一方，虚血再潅流後心機能障害において

も，再潅流時に発生する活性酸素由来のフリーラジカ

ルが重要な役割を果たすことが示唆されている19）．こ

れ は，superoxide dismutase（SOD），catalase，per-

oxidase 等のラジカルスカベンジャーの添加により，

再潅流障害が軽減させるという多くの実験報告20）～23）

と再潅流時に発生するフリーラジカルを電子スピン共

鳴法（ESR）や光化学的な手法によって直接観察する実

験報告から知ることができる24）～26）．虚血再潅流に際

して，最初に生成される活性酸素はスーパーオキサイ

ドアニオン（・O2―）である．この・O 2－は鉄イオンを

触媒とするHaber-Weiss 反応によって，より細胞毒性

の強いヒドロキシルラジカル（・OH）に変化す

る27）28）．したがって鉄イオンキレート剤Deferoxam-

ine を用いて，これらの反応を阻止することにより，再

潅流に伴う細胞障害が軽減されるという実験も報告さ

れている29）．

臨床上，これらの溶血による心機能・腎機能障害の

予防法としては体外循環回路の改善30），膜型肺の導

入31），および種々薬剤の開発などが行われてきてい

る．1988 年にHashizume が初めてハプトグロビンが

溶血性腎障害の防止に有効であることとを報告し

た32）．その作用機序として，1）溶血由来の free heme

に結合することでFe錯体の comformation の変化を

引き起こし，活性酸素触媒作用を阻害する．2）free

heme に結合し，分子量が大きくなり内皮細胞との in-

teraction が減ずる，3）ハプトグロビン自体がフリーラ

ジカル（free radical scavenger）作用を持つことが考え

られており33）～35），フリーラジカルの過剰産生を抑え

られると推測され，心機能障害の予防にも有効である

可能性がある．鉄イオンは，スーパーオキサイド

（・O2）や過酸化水素（H2O2）からHaber-Weiss 反応，

Fenton 反応を介して，より反応性の強いヒドロキシラ

ジカル（・OH）が産生される過程の触媒であることが

知られている．ヒドロキシルラジカルは細胞膜の脂質

過酸化を引き起こし，アルコキシルラジカル，ペルオ

キシルラジカル等のフリーラジカルが，生成されて，

細胞膜破壊に至る．この一連の反応にも鉄イオンが触

媒として関与する36）．このことから鉄イオンキレート

剤Deferoxamine はこれらの鉄依存性反応を阻害する

ことで虚血再潅流に伴う細胞障害を軽減することが期

待でき，心筋保護作用の点で臨床的に有用である可能

性があると思われる．

結 語

1．溶血は未熟心筋に対して心機能障害を招来し，と

くに虚血再潅流障害を著しく増悪させた．

2．臨床においては体外循環に伴う溶血の予防，積極

的な対応が重要であると考えられる．

なお，本論文の要旨は，第 25 回日本心臓血管外科学会

（1996 年 2 月，京都）にて発表した．本研究は，文部省科学

研究費（課題 08672061）の助成を受け，行われた．関係者

各位に感謝いたします．
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Hemolysis Impairs Cardiac Function During Cardiopulmonary bypass in Neonatal Rabbit Hearts

Chang Dehua, MD, Mitsuru Aoki, MD, Shintaro Nemoto, MD,
Shuichi Hoshino, MD and Yasuharu Imai, MD

Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, The Heart Institute of Japan,
Tokyo Women's Medical College, Tokyo, Japan

Purpose：Hemolysis caused mechanically during cardiopulmonary bypass may impair cardiac
tunction by producting superoxide anion catalyzed by iron in free hemoglobin. The purpose of the
present study is to determine the effects of hemolysis on cardiac function and its recovery from
ischemia in a neonatal rabbit model.

Methods：An isolated crystalloid-perfused newborn（birth to 7 days）rabbit heart Langendorff
model was used. The hearts were devided into four groups：（1）perfused with Krebs-Henseleit bi-
carbonate buffer（KH）equibriated with 95％ O 2, 5％ CO 2（n=8, group K），（2）perfused for 30 min-
utes after baseline measurements with KH containing 1 mg�ml of free hemoglobin（n=8, group H），
（3）reperfused with KH after 3 hours of cold global ischemia（20℃）with infusion of crystalloid car-
dioplegic solution（n=8, group KI），and（4）reperfused with KH containing 1 mg�ml of free hemo-
globin after 3 hours of cold global ischemia with infusion of crystalloid cardioplegic solution（n=8,
group HI）．The maximum of the left ventricular developed pressure（maxDP），of the maximal
change of this pulse pressure with time（max dP�dt）and of the minus one（－max dP�dt）were re-
corded with use of a compliant fluid-filled balloon catheter that was inserted into the left ventricule
through the left appendage. The values were measured again at 15 and 30 minutes after baeline
measurements in group K and H, and at 15 and 30 minutes of post ischemic reperfusion in group KI
and HI. The data were expressed as the persentages of recovery（％）．For statistical analysis, re-
peated measures ANOVA and t-test were used.

Results：Data are expressed mean±standard error. v 10：balloon volume to produce LVEDP
of 10 mmHg. The KH group and K-I group showed better functional recovery than H group and H-I
group. maxDP：98.8±5.5（K）vs. 79.7±8.1（H）vs. 104.5±5.3（KI）vs. 60.9±7.5（HI）（p<0.005），max
dp�dt：100.2±6.3（K）vs. 67.9±7.4（H）vs. 106.9±5.0（KI）vs. 53.9±8.0（HI）（p<0.001），DP at v
10：99.8±6.7 vs. 67.8±7.4 vs. 105.1±10.4 vs. 59.4±8.2（p<0.005），-maxdp�dt：95.3±5.1 vs. 66.4±7.0
vs. 93.8±5.4 vs. 61.0±7.3（p<0.0005）at 30 minutes of reperfusion.

Comments：These results suggest that hemolysis impairs cardiac function in neonatal hearts
especially ischemia-reperfusion period, with possible vulnerability to the iron catalyzed superxide an-
ion. Prevention of hemolysis, use of haptoglobin, or use of iron-chelating agents may be useful to im-
prove caudiac function after open heart surgery in neonates. Further studies are required to support
these speculations.
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