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　　　Y－sh・p・d　cani・e　a・t・・i・l　p・ep・・ati・・s　c・n・i・ti・g・f　the　c・mm。・，　i・tema1，　and。xterna1、a，。tid

・・teries　w・・e…p・・d・d　in・…g・1・b・th・nd　perfused　with　phy，i。1。gica1、alin。。，　a，teri、I

b1・・d1・d　f・。m・・pP・・t　d・g・at　a　c・n・t・nt・at・・f　fl・w．　Admi・i・t・ati。n。f、。m，　va，。a、ti。，

s・b・t・・ce・int・th・perf・・at・induced　redi・t・ib・ti・n。f　fl・w　b・twee。　th，　int，，n。1。nd，xt，maI

ca・・tid・・teries（・tea1－like　ph・n・m・n・n）．　N・・epin・ph・ine　and・pin・ph・i。。　increased　th。，at，。f

fl°w　i・th・i・t・・n・1・a・・tid・・t・・y・・d　decreased　th・t　i・the　extem・1　ca・・tid　art・・y．5．hyd。。。y．

t「yptamine，　P・。・t・gl・・di・F…ATP，　ADP，・nd　acety1・h。li・・，・n　th・・ther　h・・d，　b・。。ght。b。ut

chang・・。f・pP・・it・directi・n・i．・．，・decrease。f　i・t・・n・1・a・・tid且・w。。d。n　i。，，ea、e　in，。t。m。1

carotid　now．　Bleeding　of　the　support　dogs　at　the　rate　of　4　mi／kg／min　produced　the　redistribution

°fca「°tid　fl°w・imilar　t・th・t・aused　by・x・9・n…．n・repi・・ph・i…repi・・ph・i・・．　These丘・di。g、

suggest　that　the　stea1－1ike　ph…m…nb・twee・th・i・t・m・1・nd・xt・・n・1　ca・。tid・・teries　m。y

take　part　in　the　regulation　of　cerebral　blood　flow．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publication；August　23，1980）

1（ey　words；脳，血流最（cerebral　blood　flow）

　　　　　　　　　　　スチール様現象（stea1－1ike　phenomenon）

　　　　　　　　　　頸動脈（carotid　artery）

　　　　　　　　　　血管作動物質（vas・active　substance）

　　　　　　　　　　定流最灌流（constant　fiow　perfusion）
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内頸・外頸動脈問の血流配分比の変化による脳血流量制御

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動脈は5－HTよりむしろNEにより鋭敏な収縮反応
　　　　　　　　　1　序　　　論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を呈する。こうした内頸・外頸動脈の闘にみられる血

　従来より，脳血流蚤調節に影響を与える諸因子につ　　管作動物質に対する反応性の差異は，両者の間の血流

いての研究は数多く報告されてきた。それらは大別す　　量配分比を変化させ，その結果として，脳血流昼の調

ると，1）液性調節因子1）－16），2）神経1生調節因子17）一・25），　節に彩響を与えるという可能性が予想される。

3）自己調節因子26）一”28）の3つに分けることができる。　　　本研究においては，イヌを用いて総頸動脈から内

このうち液性因子については，血液炭酸ガス分圧　　頸・外頸動脈を含めたY字型血管標本を摘出し，　Loclce

（Pco2）1），血液酸素分圧（Po2）1），血液pH2），代謝性　　液および血液による定流量灘流を行い，各種血管作動

因子2）－5）に加え，各種血管作動物質一norepinephrine　　物質に対する内頸・外頸動脈両者の反応性の差異を，

（NE）6）・・10），　epinephrine（Epi）6）8）9），　dopaminel1），　血流量配分比の変化（以後スチール様現象と呼ぶ）と

5－hydroxytryptamine（5－HT）7）－10），　angiotensin　　して観察した。さらに病態生理モデル実験として，供

II12）13），　adeno6ine14），　histamine6）9）15），　acetyl・　血犬に出血負荷を加えた際のY宇型血管標本におこる

choline（ACh）9），　prostaglandin（PG）lo）16）一に対　　反応を検討した。これらの結果から，大血管レベルに

する脳血管の反応性について数多くの研究がなされて　　おけるスチール様現象が脳lfLL流量調節に及ぼす影響に

きた。しかしながら，これらの報告のうちほとんどは　　っいて考察を加えた。

前・中大脳動脈9）13），脳底動脈7）8），脳軟膜動脈14）－16）t

あるいは脳表面の細動脈10）－12）といった頭蓋内血管に　　　　　　　　　H　実験材料および方法

関する研究であり，頸動脈レベルにおける血管反応が　　　実験は体重10～20kgのイヌを雌雄の区別なく用い

脳血流蚤調節に及ぼす影響について報告したものはわ　　　て行った。イヌはsodium　pentobarbita1（25mg／kg

ずかしかみあたらない。　　　　　　　　　　　　　　静注）で麻酔し，脱血屠殺後，総頸動脈，外頸動脈と

一方，Bohrら（1961）8）の報皆以来，頭蓋内血管　　その分枝，および頭蓋外の内頸動脈を一塊として摘出

と他臓器の血管の聞には，NEおよび5－HTなどの血　　した。保生液中で，この標本の血管周囲の脂肪組織と

管作動物質に対する反応性にきわめて顕著な差異のあ　　結合組織を丁寧に剥離し，外頸動脈は舌動脈を残し，

ることがたびたび報告されてきた7）31）－3d）。　Chibaら　　他の分枝をすべて結紮した。外頸動脈本幹もまた，舌

（1978）35）は，供血犬を使用した血液灌流実験を行い，　　動脈との分岐部の直後で結紮した。こうして総頸動脈

以下のことを指摘した。1）：摘出したイヌの頭蓋外の　　部の長さ約17mm，内頸・外頸動脈部の長さ各々約

内頸動脈は・5－HTによく反応し収縮するが，　NEで　　25mmのY字型円筒状血管標本を作製した。

は著明な収縮反応が認められない。2）：反対に，外頸　　　A』Locke液灌流実験
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図1　実験装置の模式図
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　　　　　　　　　　図2　滴数計の回路図

X：ステンレス製細管，Y：ステンレス芯，　Z：アクリル樹脂フレーム

Y字型血管標本を図1に示すような保生槽内に装蒋　　　　　　Q（rnl／min）

し，拍動性灌流ポソプ（Harvard　1210）を用い，毎

分10～15m1の範囲の定流量灌流を行った。槽内保生　　　　　　1αO

液ならびに灌流液としては，温度36土0，5°C，p｝1　7．4

に維持したLocke液（組成〔mM〕：NaC1154．0，

KC15．6，　CaCI22。2，　NaHCO38．　O，　Glucose　5，5）を

用いた。これらには実験中絶えず，95％02＋5％CO2

混合ガスの通気を行った。

　標本への流入側で灌流圧（P）を圧トランスジ＝・・一

サ（東洋ボールドウィンMPU－0．5－290），歪増幅

器（三栄測器6M52）を用いて測定し，直記式オシPt

グラフ（三栄測器8S）に記録した。灌流抵抗は，標

本下流に装着したピンチコックにより任意に設定でき

るようにした。

5．0

a”7”＊e’°’°^／

／

噸外馴脈酵の流骸化、、，　tlg作した麟卜　　゜　α5　1・°毒個

を用いて測定した。図2に本装羅の回路図を示す。点　　　図3　滴数計の出力（Eo）と流最（Q）の関係

線で四んだ滴数検出部は，垂直においたステソレス製

細管Xと，その砲下にセットしたステンレス芯Yの2　　のパルス頻度を連続的に記録するため，コンデンサの

つの電極・および両極を固定するアクリル樹脂フレー　　充電電圧を利用した頻度計を製作し，その出力電圧

ムZからなる。流出カニューレの下端に細管Xを接続　　（Eo）を直記式オシログラフ（三栄測器8S）に記録

すると・下端に液滴が生じる。この液滴が次第に大き　　した。流量が増加してパルス頻度が増すと，この電圧

くなり，芯Yに接触すると・その瞬間に液滴はYを伝　　振幅は小さくなり，逆に流髭が減少した場合は大きく

わって落下する。1滴の体積は細管Xの内径と，XY　　なる。

両極の間隔により決定される36）。本装置では，管内径　　　この頻度計出力電圧（Eo）と流量（Q）との関係を

を1・6mm，極間距離を4・Ommとし，これにより生ず　　図3に示す。縦軸に実測した流量，横軸に電圧E。の

る液滴の体積は・平均O・　031　mlであった。滴下の瞬間，　逆数をとってプロットすると，きわめてよい直線関係

XY両電極が灌流液を介・て繍笥勺噂通す・ため，（Q・・7・・意一＋…9，・一・・996）・・得られた．そ・

－5Vに設定したD点の電位は，その瞬間ごとにアー　　で以後の各実験の流量変化は，この直線を用いて較正

ス電位に等しくなり，したがってパルス状に変化する。　することにより求めた。

このようにして，滴数はパルス頻度に変換される。こ　　　実験にあたって，まずY字型摘出血管標本を生体長
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内頸・外頸動脈間の血流配分比の変化による脳血流量制御

に等しくなるよう伸展（約20％）して，保生槽内に装　　　（持田製薬）1000単位／k9を静注し，その後1時間

着した。Locke！夜による定流量灌流を開始したのち，　　ごとに200単位／kgのheparinを追加投与した。約

微貴のメチレンブルーを注入して血管外漏出がないこ　　1時間の回復期をおき，血管標本ならびに供［血犬の状

とを確認した。次に，流出部ピンチコックの調節を行　　態が安定したのち実験を開始した。摘出血管標本の装

い，内頸動脈流彙と外頸動脈流蚤の比が約1：1に，　　着，灌流圧，灌流墨の測定，および薬物投与法はすべ

また平均灌流圧が80m皿Hg程度になるようにした。　　てLocke液灌流実験の時と同様に行った。

その後約1時欄放腱し・灌流圧および灌流量が安定し　　　C　出血負荷実験

たことを確認後，各種血管作動物質を投与した。使用　　　血液灌流実験と同様に・供血犬からの動脈血で摘出

した薬物は下記の通りである。dl・一・norepinephrine．　Y字型血管漂本を灌流した。供血犬の大腿動脈にカテ

hydrochloride（三共），　dl－epinephrine　hydro・　　一テルを挿入し，体血圧測定・脱血用に供した。供till

chloride（第一製薬），　serotonin　creatinine　sulfate　　犬の麻酔，呼吸管理，抗凝固操作はすべて並L液灌流実

（5－hydroxytryptamille）（Sigma），　prostaglandin　　験の場含と同様に行った。摘出血管標本の装着，灌流

F2。（小野薬品），　dopamine　hydrochloride（和光），　kE，灌流量の測定は，　Locke液灌流実験の場合と同一

histamine　dihydro，claloride（和光），　acetylcholine　　にした。手術後約1時闘供血犬に回復期を与え，」血管

chloride（第一製薬），　ATP　disodiu皿（興和），　ADP　　標本ならびに供血犬の体血圧が安定した時点で脱血を

disodium（興和），　AMP　sodium（興勅，　adenosine　　開始した。脱血は毎分4ml／k9の速度で5分間行っ

（興和）。これらの薬物投与は，いずれも灌流ポンプの　　た。この出血負荷時における内頸・外頸動脈流量，灌

上流で，灌流液中に注射器を用いて注入した。1回の　　流圧，供血犬の体1血圧を継時的に観察した。

注入総量は1ml以下とし，注入に要する時間は3秒

以内とした。　　　　　　　　　　　　皿結　果
　B　血液灌流実験　　　　　　　　　　　　　　　　A　Locke液灌流i装験

　Locke液のかわりに，供血犬を用いて血液灌流を行　　　1　5－HTによるスチール様現象

った。供血犬（体重10～20k9）は，　sodium　pento一　　内頸動脈流量（Qのと外頸動脈流量（Qッ）の比が

barbital（25mg／kg静注）で麻酔し，気管内挿管後，　ほぼ1：1に安定していることを確かめたのち，標本

人一T一呼吸器（Harvard　613）を用い，室内空気による　　上流から各用量（10－7～5×10補5g）の5－HTを，最

調節呼吸を行った。総頸動脈にポリ＝チレンカテーテ　　低10分の間隔で・灌流液中に注入した。その結果（5

ルを挿入し，このカテーテルより導いた血液を用いて　　×10“6・v　5×　10”5　9）を図4に示す。いずれの用量で

Y字型血管標本を灌流した。流最はL。cke液灌流の　　も灌流圧（P）は上昇し，　Qxは減少，　Qyは増加し

場合と同じに設定した。滴数計を通過した血液は，一　　ていることがわかる。5－HTによるこのスチール様現

度フラスコ内に集めた後，外頸静脈から供血犬に庚し　　象は・実験を行った29例中22例に認められた。これら

た。抗凝固のために，手術後ただちにheparin　sodium　　の結果を用量一反応山線にまとめたものが図5であ

　　　　　　　　　曙1§§［圃幽魍　臨禽闘　麟幽㎏

　　　　　　　　　δll［由由曲

　　　　　　　　　δ1髪8［圖闘国

　　　　　　　　　　　　　　e5P9　　　°1。P9　　°50Pg
　　　　　　　　　　　　　L．1
　　　　　　　　　　　　　　1min　　　5－Hydr。xytryptamine

　　　　　　図4　5－HT（5，10，50μg）投与により惹起されるスチール様現象の典型例
　　　　　　　　　（Locke液灌流）P：灌流圧，　Qx：内頸動脈流量，　Qッ：外頸動脈流量
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図6NE，　PGF，。，　ATP，　ADPに対する反応の典

　　　型例（Locke液灌流）

　　　P：灌流圧・Qx：内頸動脈流量・Qy：外頸動
図5　㈱：5－HT投与量と灌流圧上昇率（△P／P）　　　　　脈流墨
　　　の関係。　　（B）：5－HT投与量とスチール率

　　　（ξ）の関係。　㈹，（B）とも｝：n・＝5。縦線は　　例中10例に認められた。用壁闘値は，圧上昇作用，ス

　　　標準誤差を示す。　　　　　　　　　　　　　　チール様現象ともに10－59であった。PGF、aによる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　反応は，5×10－4g投与時に最大に達し，この時の灌

る。図5Aの縦軸は，5－HT投与による灌流圧増加率　　流圧増加率は0．26±0．04，スチール率は一〇．23±0．03

（△P／P）を示す。ここで，△Pは灌流圧の上昇分で　　（n＝6）であった。

ある。また，図5Bの縦軸は，スチール率（ξ）を表　　　　b　ATPおよびADPの作用

す。ここでスチール率とは・薬物投与による内頸動脈　　　図6C，　DにそれぞれATP　5×10－39，ADPIO－29

流量の変化率（△Qx／Qx）である。スチール率の符号　　の作用を示す。　ATP，　ADPはともに，灌流圧」二昇，

は，内頸動脈流量が増加する場合を正，減少する場合　　内頸動脈流最減少，外頸動脈流蚤増加を惹起する。こ

を負とした。これらの反応は，用量依存性に惹起され　　れらの反応は，ATPでは17例中9例に，またADP

る。圧上昇作用およびスチール様現象を生ずる用蚤閾　　では5例中3例に認められた。ATPによる反応の用

値は10闇7gであった。また5－HT　5×10－”n　9投与によ　　量閾値は，圧上昇作用，スチール様現象とも5×10－4　g　　I

る最大反応時には，灌流圧増加率は0．50±0．07（平　　・であり，ADPのそれは10”a9であった。　ATP　5×

均±標準誤差），スチール率は一〇．・35±0．08（n・5）　　10“ag投与による最大反応時には，灌流Hl増加率は

を示した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．27±O．　03，スチール率は一〇．26±O．04（n＝・5）を

　25－HTと同方向のスチール様現象を惹起する血　　示した。またADPでは，10圃29投与により最大反応

　　管作動物質　　　　　　　　　　　　　　　　　　が得られ，この時の灌流圧増加率は0．18±0．02，スチ

　　a　PGF2．の作用　　　・　　　　　　　　　　　一ル率は一〇．17±0．01（n＝3）であった。

　PGF2。　5×10－59投与時の典型例を図6Bに赤した。　　　3　スチール様現象が認められない1nL管作動物質

本物質の投与により灌流圧は上昇し，内頸動脈流量は　　　　a　NEの作用

減少，外頸動脈流量は増加する。これらの現象は，18　　　NE投与例（10－5～5×10－4　g，　n・・＝・33）では脈圧
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・’dl§§E團餉幽　瞬幽臨　瞳角幽

　　　　一゜5四　　　゜！。μ9　　　°5。Pg
　　　　lmin　　　N。，epi，。ph，ine

図7　NE（5，10，50μg）投与により認められたスチール様現象の典型例（血液灌流）

　　　P：灌流圧，Qx：内頸動脈流最，　Qッ：外頸動脈流量

の増大を認めたが，平均灌流圧は上昇しなかった。そ

の典型例を図6Aに示した。灌流量は，内頸動脈，外

頸動脈とも不変で，スチール様現象は認められなかっ

を示さず，スチール様現象は鋸められなかった。

　B　並エ液灌流実験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－7　　　　　10－6　　　　　10－5　　　　　10「4（9》
　NEによりスチール様現象が惹起されない原因とし

て，灌流液の性質に注日し，より生体内に近い条件で

実験を行うN的で，Locke液のかわりに供【n1犬を用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a3
いた血液灌流実験を行った。

　1　NEによるスチール様現象

　灌流血液中にNEを投与すると，　Locke液灌流時

と異なり顕著なスチール様現象を示した。NE（5×　　（B）ξ　　　　　　　　　　　　　　　　　’

NEに対する反応を灌流圧増加率（図8A），および　　　　　　O
スチール率（図8B）を指標としてグラフに示す（図　　　　　　　　10『6　　　19－5　　　10””4（9》

、）．。れらの反応は用量依存性に惹鰹れており，　　　　　N°「epineph「ine

そ蝿賄・，圧・昇作用では・・1・－7・であ・，図8 RE齢監と灘欝発1麟糊
スチール様現象では10”69であった。NEは最高　　　　　関係。㈲，（B）ともにn階5。縦線は標準誤差を

10”‘9まで投与しており，これにより得られた最犬反　　　　　示す。

応時には，灌流圧増加率は0．63±0．07，スチール率は

0．27±O．　06（n＝・5）を示した。NEによるスチール

　No。　1，　1981　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35



河合康　明

〔ml／min）

うllE幽幽幽幽幽幽闘幽圏ts
（mbt／min）

　5．O
δ60E
　7．O

　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　」」　　O．5pg　　　　　　　　　　　1”g　　　　　　　　　　　　　　　　5pg

　　　　　　　　lmi・　　　5－Hyd，。xyt，ypt。，，i。。

図9　5－HT（0．5，1，5μg）により惹起されるスチール様現象の典型例（1血液灌流）

　　　Locke液灌流時の1／10の用最で顕著なスチール様現象が認められる。
　　　P：灌流圧，Qx：内頸動脈流量，　Qッ：外頸動脈流置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　液灌流11寺と同じ方向の反応を示した。その典型例を図

　　　　1・2　　　　　　　　　9に利㌔この図から明らかなように，灌流圧は著明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に上昇し，内頸動脈流最は減少，外頸動脈流量は増加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した。この反応は20例中18例に認められた。これらの
　　　　O．8
　　　Ct　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果を用量一反応曲線にまとめ図10に示す。圧上昇作

　（今）≧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用についてみると，その用琶閾値は5×10－89であり，
　ミ　〈
　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最大反応時には1．20＋0．25（n＝7）の灌流圧増加率

　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を示した。スチー一ル様現象を惹起するのに必要な用壼

　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘値もまた5×10需8gであり，最大反応時（5×10’8g

‘t　’ @1°“8　1°”7　1°“6　1°’5（9）　3NEと「肪向のXチー，レ襯象を惹起する血管
　　　　　　　　　5－Hydroxytryptamine
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作動物質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上昇，内頸動脈流量の増加，外頸動脈流燈の減少が認

　　　　一〇．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　められた。このNEタイプのスチール様現象は，　Epi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を投与した12例中8例に認められ，その用量閾値は

CB）E－O・2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－egであった。　Epi　10－49投与による最大反応時に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は，灌流圧増加率は0。66±0．13，スチール率は0．22±

　　　冒O・3　　　　　　　　　　　　　　　　　0．04（n＝7）を示した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　5－HTと同方向のスチール様現象を惹起する血
　　　一・　o．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管作動物質
図1° 盾窒g聯畢轡懸聾職　・PGF・・，－AT・の作用
　　　（ξ）の関係。　（A），（B）ともに，n＝7。縦線　　　Locke液灌流11苛伺様，　PGF2・の投与により5－HT

　　　は標準誤差を示す。　　　　　　　　　　　　　タイプのスチール様現象が惹起された。すなわち，17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例中15例において，灌流圧の上昇と同時に，内頸動脈

様現象では，内頸動脈流量は増加するので，スチール　　流量の減少・外頸動脈流鍛の増加が認められた。用量

率の符号は正である。　　　　　　　　　　　　　　　閾値は，圧上昇作用，スチール様現象ともに10－°gで

　2　5－HTによるスチール様現象　　　　　　　　　　あった。　PGF、。5×10’”S　g投与により最大反応が得

　血液灌流実験において5－HTを投与すると，Locke　　られ，この時灌流圧増加率は0，76±0．17，スチール率
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内頸・外頸動脈問の1血流配分比の変化による脳血流量制御

は一〇．33±0．03（n＝・8）を示した。　　　　　　　　　　　b　Histamineの作用

　PGF2．と同様に，　ATPも5－HTタイプのスチー　　　Histarnine　5×10－4　9の投与により，6例中3例

ル様現象を惹起した。この反応はエ0例中8例に認めら　　に5¶Tタイプのスチ「ル様現象が認められたが残

れ，圧上昇作用ならびにスチール様現象を生ずる用量　　　りの3例にはスチール様現象はおこらなかった。

閾値はともに10－49であった。最大反応時（10“”agの　　　C　出血負荷実験

ATP投与による）には，灌流圧増加率は0．75±0．11，　　以一1：，　Locke液灌流，血液灌流実験で示した大血

スチール率は一〇．41±0・04（n＝6）であった。　　　　管レベルにおけるスチー一ル様現象が，生体内で生じ得

　　b　AChの作用　　　　　　　　　　　　　　　　る血中カテコールアミン濃度の変化により惹起される

　Locke液灌流では，　ACh投与により顕著な反応は　　か否かを次に検討した。その結果5例の平均をグラフ1

認められなかったが・血液灌流時には5－HTタイプ　　に示したのが図11である。供血犬の平均動脈圧（MAP）

のスチール様現象が惹起された。この現象は，4例中　　は，脱血前74．7±7．OmmHgだったのが，脱血直後に

全例に認められた。この反応における用量闘値は，圧　　は29．5±6．3mmHgに低下（P＜0．01）した。その後

上昇作用，スチール様現象ともに10－49であった。最　時間経過とともにMAPは徐々に上昇し，20分後には

大反応時（10－39投与時）に1よ，灌流圧増加率は1・09　　49．9±4．8mmH9に達した。この供血犬の動脈血で灌

±0．24，スチール率は一〇．51±O．・08（n＝4）を示し　　流される標本の平均灌流圧（MPP）は，脱血開始前

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55．7±5．4mmHgであったが，脱血後徐々に上昇し，

　5　その他の血管作動物質　　　　　　　　　　　　　10分後に最大値（67．0±7．1mmHg）に達した。その後

　　a　DoPamineの作用　　　　　　　　　　　　　MPPは低下していき，20分後には61．3±6．1mmHg

　Dopamine　5×10－4　gを投与した11例巾5例には　　となった。外頸動脈流量（Qッ）は，脱血前5．2±0．1ml／

5－HTタイプのスチール様現象が認められた。また他　　minであったが，脱血終了5分後には，4．4±0．3rn　1／

の3例にはNEタイプのスチール様現象がみられ，残　　minに減少（P＜0．05）した。20分後にはQyは，

りの3例には顕著な反応が惹起されなかった。　　　　　4。1±0．3ml／minとなった。これに対応して，内頸動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脈流量（Qx）は，脱血前4．5±O．4m1／minだったのが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5分後には5．4±0，5ml／minに増加（p＜0．05）した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間経過とともにQxはさらに増加し，20分後には
　（mmHg）

　（ml／min）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　（mmHg）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hypercapnia，hypoxiaが脳血流量を増加させること

隻ii［，一一＋一一9－－F－－H　　灘叢灘論ご撒霧騨構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Olesen（19713））は，一一側の手指を激しく運動ざせ
　　　　before　Omin　　5m｝n　　10min　15min　20min
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ると，この運動を司るRolando野の局所脳rf［L流量が

　　　　　一一」　　　　　　　　xPくO・05　　　　　増加することを報告した。こうした現象は，局所の機
　　　　　bLeedl”g　‘4　「nt／kg／mi”’＊ざPく211　　翫惣。より代翻舌発、。な。礁果と擬される．

図11 P藩騰献講艦留盤，1：礪代謝・購・・蝋費の増加・・あ…C・・　・Hの変

　　頸動脈流量（Qエ），外頸動脈流量（Qッ）を示す。　化2）5）を介して・脳血流量を増加させると考えられて

　　、縦線は標準誤差を示す。n＝5。　　　　　　　　いる。
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　脳血管の神経支配については，電顕的17）18）あるいは　　　（6）AMP，　adenosineはスチール様現象を惹起

組織化学的19）な研究により，自律神経支配の存在が証　　しなかった。

明されている。しかしながら，脳血流蚤の調節に神経　　　（7）NEによるスチール様現象は，　Locke液灌流

性因子が重要な役割を果たすか否かについては，現在　　時には認められず，血液灌流時には顕著な反応が惹起

なお論争が継続中であり，定説はない。このような結　　　された。他の血管作動物質について，Locke液灌流

果の不一致を生ずる原因としては，①実験動物の種　　時と血液灌流時の結果を比鮫すると，血液灌流時のほ

差ユ7）20），②脳血流量測定法の違いによる差異（MiCl’o・　　うが各種1血管作動物質に対する反応性が鋭敏であった。

sphere法20）21）では神経性調節5は重要でないという結　　　スチール様現象は，内頸動脈と外頸動脈の血管作動

果が多いが，電磁流量計22）23），不活性ガスクリアラソ　　物質に対する反応性が異なるためにおこると考えられ

ス法24）25）を用いた実験では重要であるという結果が　　る。本研究の実験系では，内頸動脈側の総抵抗Sr　Rx，

多い）などが考えられる。　　　　　　　　　　　　　外頸動脈側の総抵抗ig　Ryとすると，　Rx／Rッ　・＝　Qy／Qx

　脳循環はまた，非常に顕著な肉己調節機能を示　　が成立する。NEの投与によりQxは増加し，　QPtは

す26）一”28）。これは，血管内圧の変化に対応して壁平滑　　減少する。したがって，この時Qy／Qxは小さくなる。

筋が反応し，内圧が上昇すると血管収縮が，内圧が下　　　これは，外頸動脈の顕著な収縮により，Ryが著明に

降すると血管拡張が惹起されて血流量を一定に維持し　　増大し，Rx／Ryが小さくなった結果と考えられる。

ようとする機構である。　　　　　　　　　　　　　Rx／Rアの減少は，　Ra一の減少によってもおこり得る

　このように，脳血流量の調節に関する研究は非常に　　が，この場合灌流圧は下降することになり，実験結果

数多いが，頸動脈レベルの大血管が脳血流量調節に　　と一致しない。ただし，R．x減少とRy増大が同時に

果たす役割について検討したものはわずかである。　　おこっていることは否定し得ない。しかしながら，

Heistadら（197729），197830））は，　in　vivo実験で　　Chibaら35）は，　NEに対しては外頸動脈がきわめて

交感神経刺激ならびに血液ガス分圧の変化が大血管に　　鋭敏で，顕著な収縮反応を呈するのに対し，内頸動脈

及ぼす影響を検索した。また，KnocheとKienecker　　は著明な反応を示さないと報告しており，　Rx／Ryの

（197745））は，内頸動脈と外頸動脈の交感神経支配に　　減少はRy増大によるものと考えるのが妥当と思われ

ついて形態学的立場から報告した。それによると，内　　る。

頸動脈領域は頸動脈洞の部分を除くと，交感神経支配　　　一方，5－HT投与時にはNEとは逆に，内頸動脈流

は疎である。これに対し，外頸動脈領域には密な交感　　量が減少し，外頸動脈流量が増加する。これは5－HT

神経支配があり，血管径や壁緊張性の調節を行ってい　　により内頸動脈が著しい収縮反応をおこした結果と

る可能性があることを指摘した。　　　　　　　　　　考えられ，DeshmukhとHarper　（197333））や

　今回著者らは，総頸動脈，頭蓋外の内頸動脈，外頸　　VidrioとHong（197634））の報告とよく一致する。

動脈からなるY字型血管標本に，Locke液あるいは　　最近，片頭痛の原因として5－HTが注口されてきた

供血犬からの動脈血による定流量灌流を行い，各種血　　が，5－HTによるスチー一ル様現象も外頸動脈流貴を

管作動物質に対する内頸，外頸動脈両者の反応性の薙　　増加させ，頭痛を誘起する一因として働ぎ得るであろ

を検討し，以下の結果を得た。　　　　　　　　　　　　う。

　（1）NE投与により灌流圧は上昇し，内頸動脈流貴　　　　NEによるスチール様現象，灌流圧上昇作用は血液

は増加・外頸動脈流蚤は減少した。　　　　　　　　　灌流時には惹起されるが，Locke液灌流時には認め

　（2）5－HT投与時には灌流圧は上昇するが，　NE投　　られなかった。　N　Eは主に外頸動脈の収縮をおこす。

与時とは反対に，内頸動脈流量は減少，外頸動脈流量　　しかるに，Locke液灌流時に投与した量のNEでは，

は増加した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灌流圧上昇および配分比の変化を惹起するのに有効な

　（3）Epiは・NEタイプのスチール様現象を惹起し　　外頸動脈の径変化がおこらなかったと推定される。

たQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－HT，　PGF2α，　ATPの結果からもわかるように，

　（4）PGF2・，　ATP，　ADP，　histamineおよびACh　　Locke液灌流時と1nL液灌流時とでは，　IflLi　’反応性に

は，5－HTタイプのスチール様現象を惹起した。　　　　顕著な差が認められる。したがって，　Locke液灌流

（5）Dopamineは・5－HTおよびNEタイプ両タ　　時に，より多量のNEを投与すれば，スチール様現象，

イブの反応を示した。　　　　　　　　　　　　　　灌流圧」r．昇が惹起されるという可能性は否定できない。
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Locke液灌流時と血液灌流時の血管反応性の差を生

ずる原因として，血管壁の緊張の違い（Vidrioと　　　　　　　　　　　　i←－Rx－→｛

H・ng　197634），　T。d・ら197838）），灘液の酸素鐘　　　　　　　；　　R5　R71

現葦崇：墨総儲蕩鞭二で；鍵　　・　ト・・一一1
の変化により惹起されるか否かを検討し，次のような　　　　　　　図12　Y字型分岐血管モデル

結勲得た・　．　　　　　　が。ている．したが。て，脳血伽調節を裁る際
（1）4ml／k9／m’nの澱で5分ll・S］A｝artu．lt行うと，　、・，大、謄の抵抗変化力・どの程蹴舩化、，．影響啓

供献の平均勧圧は，　74・7±7・°mmHgから脱血直　え儲か醐題となる．従来，ゴ。伽実験臨、、

後1こは29・5±6・3mmHgに｛鴫下し・その鰍々吐　て，　N　E畷大限で脳血灘を、。％轍変化させると

肌た・　　　　　　　　いう擶がある46）謝司の鍛糸課では，内鋤脈流
（2）この徽犬から働漁により灘された標本　量は血液灘実験の場合NEにより27％の勅，舳

の平均灘騰，脱轍徐々吐昇する傾触示L・　鮒撒では24％のナ曽加を乱た．脳血流は，内灘

1°分後畷大値礎した鰍々に低下した・　　脈のほかに椎罰脈から，』供給されるので，内働脈

（3）外馴脈流墨は脱血517・X後から減少し始め詩　zaxの変化だけから直ちtl。脳血濾全体の諦はでき

閻の縄ととも蹴蹴低下した・これに鵬して，　ない．しかしながら，醸験で示されたスチール襯

噸動脈流蹴紛後から勅1し女台めた・　　　象が躰内で灘されるとすれば汰血管の抵撒化

以上のように，供献咄雌荷を餓た際に摘出　セ。よる脳蝋踊鰍，糸［働脈．ベルでの調節と併せ

鱒標本臨こる反応は，綱性のN畷与により惹　て，生聯。も顛な意味塒ち得るものと教られ
起される反応に類似している。Johnsonら（197937））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。
は，イヌに1m1／k9／minの速さで4°鯛の出血韻　。の。チー、レ1翻象は，急酬血による低雌晦。，

荷したところ，証の低下に応じて，釧コNE搬　脳航量を鮒す硝向v。1動き顧蓋内囎の配調

は蹴前の糖～微儲血・「PEp膿度磁＋一 @鰭能となら遡要姓体醐麟の、つであろうと
数酷敵ると糖している・また，F「edh°lmら　考えられる。

（197940））は，ラットの体血圧を35mmHgまで低下
させると，副腎瀕からE，iの放出力・増力日し，血中　純抵掴聯こ基づくスチール様現象の雛的噺

カテコールアミソ濃度は正常時の数十倍に達すると述　　　スチール様現象がどの程度の血管収縮により惹起さ

べた。本実験におけるNE　タイプのスチール様現象　　れているのか，血液灌流実験の結果について，純抵抗

の発現は，供血犬の体血圧低下に伴い，血中ヵテコー　　理論43）に基づいて以下のように考察した。この解析

ルアミソ濃度が上昇した結果と考えられる。　Hira・　　に用いたY字型分岐血管モデルを図12に示す。各管の

sawaら（197741））は，イヌを用いたin　vivo実験に　　抵抗をR1，　R2，…，　R6とし，ピンチコックによる

おいて，出【fiL負荷中にNE（20μ9／k9）を投与すると，　抵抗はR7・R8で表す。　R2は総頸動脈，　Ra，　R4は

脳血流董が増加するという所見を得ており，われわれ　　それぞれ内頸動脈，外頸動脈の抵抗である。この系を

の結果とよく一致する。また，Cox　と　Bagshaw　　流れる総流量をQ，入rl部における灌流圧をPとする。

（197942））は，低血圧時におこる交感ネ［li経活動の充進　　Qx，　Qyはそれぞれ内頸動脈流壁，外頸動脈流量を示

は，麻酔により抑制されることを報告した。したがっ　　し，Q＝　Qx＋Qy＝＝一定とする。この系の全抵抗Rtは，

て，無麻酔状態下では，出血性低血圧によりさらに顕　　　　　Rt　：R、＋R2＋Rxy　　　　　　　　　　（1）

著な血中カテコールアミン濃度上昇がおこるものと予
想される。すなわち，大1血管レベルにおけるスチ＿ル　　で与えられる。ここに，

様現象は，生体内でも十分におこり得ると推定した。　　　　　Rxy＝RxRy／（Rx＋Ry）　　　　　　　　（2）

生体内では，大血管とその末梢の血管床は直列につな　　　　　Rx’＝R3＋R・。＋R7　　　　　　　　　　（3）
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　　　Ry＝・R4十R6十R8　　　　　　　　　　　　（4）　　　　　　　Kxy　＝（R，十R8）／（R5十R？）　　　　　　　　⑭

である。また，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kx・＝Rs／（R5十R7）　　　　　　　　　　⑮

P＝Rt・Q　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）　　　　　　　Ky　＝R4／（R，＋Re）　　　　　　　　　　　　O③

が成り立つ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。

　実験条件によれば，初期設定をQx　・Qy，すなわち，　　一方，血管収縮後の内頸動脈と外頸動脈の流量比を

Rx＝＝Ryとしている。この初期設定は，　R7＝一定とし，　　ζとすると・

謙篤職犠鷺瀦㍑慮鼠　・一雛黙1；iE｛B｛liilll，llR；　⑰

初期設定後，［rlL管収縮により，　R2，　R　g，　R4が変化し

たとき，　Q。，　Q，がどのように変化するか，またPが　⑩・倣を㈱こf¢入して槻すると，

どう変わるかを求めることにある。　　　　　　　　　　　　　ζ＝工くxy（1＋7’1〈y）／（1＋βKx）　　　　　⑱

いま洛管の内半径を「1）「・，°一一，「・，そ帳さを　となる．ここでスチール率ξを，

ll，　lb…，　IGとし，抵抗値がPoiseuille抵抗で与

えられると仮定すれば，　　　　　　　　　　　　　　　　Qx’＝（1＋ξ）Qx　　　　　　　　　　㈹

Rゴ冨8ηlf／（πrゴ4）　i＝1，2，…，6　　　　（6）　　　　　　　Qノ嵩（1一ξ）Qy　　　　　　　　　　　　　⑳

である・血管収縮後の各パラメータを（’）を付して　　と定義し，このξをζで表すと，

表現すれば，入口部の灌流圧は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζ＝Qx’／Qv’　＝（1十ξ）／（1一ξ）　　　　　⑳

　　　P’＝＝Rtt。Q　　　　　　　　　　　　　　　（7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・．ξ＝：（ζ一1）／（ζ一十一1）　　　　　　　　　e2）

となる。したがって，灌流圧上昇分△P・・P，－Pの

初期灌流圧に対する割合（灌流圧増加率）は，⑤，（7）　　となる・

式から，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本解析では・内頸動脈および外頸動脈の収縮度とス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チール率の関係，およびその際の灌流圧増加率との関
△P／P＝R・’／Rt－1　　　（8）　係を求めた．薬物投与前の襯鮒は，　P．8・mmH、，

ここで，R1，　Rs，　RG，　R7，　R8は不変であるから，金　　Q　・＝　12ml／min，　Qx　＝＝　Qyとし，　R1～R。を与える者

抵抗の変化は，R2，　Rs，　R4の変化によって決定され　　管の内半径，長さは衷1に示す値とした。また，ηは

る。そこで，R2，　R3，　R，の変化率をα，β，γを用　　4cp（セソチポァズ）とした。

いて，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計算結果を図13～15に示す。図13の縦軸および横軸

　　　Ri　：αR，　　　　　　　　　　　　（9）　　は，内頸動脈・外頸動脈の収縮の程度を示している・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収縮度は，血管収縮時における各々の内半径r3’，　r4’

　　　R3t＝＝βR3　　　　　　　　　　　　　（i◎　　　と，初期の内半径r3，　r4との比で褒現される。した

　　　R4’＝＝γR4　　　　　　　　　　　　　（11）　　　がってr3t／rs＝Oは内頸動脈の完全閉塞を表す。この

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラフは，ある一定のスチール率ξを示す時の，内頸
と獺するならば， Dc「　）β，アはそれぞれ（「i／「it）4

ｮ脈と外蜘1脈の収搬の縣嬢して、、る．5．HT

藷）撫副聯゜このとき全抵繋：・鑓繍罐警簾蒔
　　　Rit＝Rt十αR2十Rxy’　　　　　　　　　　　⑫

で表される。ここでRxy「は，（2），（3），（4），⑩，⑪式　　　　　表1　各管の内半径（r∫）および長さ（li）

から，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RI　　R2　　R3　　R4　　Rs　　R6

　　　・・ノー愚砦鴛（撫」ア（・・＋R・）⑬・・（mm）

ただし，　　　　　　　　　　Ii（cm）

1．00

12．0

1．25

2．0

0．50

3．0

0．75

3．0

0．40

5．0

0．40

5．0
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総抵抗に及ぼす影響はきわめて小さいと考えられるの

で，r2は変化しないと仮定した。5－HT　5×10－09投

与時には，ξ　ig－0，38，△P／P≒1．20を示す。この

時の内頸動脈の収縮度を図14から求めると，r3’／r3≒

0．37である。同様に，NE　10需4　g投一与蒔には，ξ≒

0．27，△P／P≒0。63であるから，外頸動脈の収縮度は

図15から，r4t／r4　1i　O．　29となる。

　以上の解析により得られた血管収縮の程度は，従来

報告されてきた実験結果（Cox，197844））よりかなり

大きい。こうした差を生ずる原因の1つとして，不均

一な収縮による抵抗発生が考えられる。本解析におい

ては，血管収縮の際，あらゆる部位が円筒状のまま均

　　　　　　　internai　ca，。tid　artery（r、，／r3）　　　　　　　一に収縮するという仮定のもとに抵抗の変化を計算し

　図14灌流圧増加率（△P／P），内頸動脈収縮度　　　た・しかしながら，実際には径の減少とともに，血管

　　　　（r3’／r臼）とスチール率（ξ）の関係　　　　　　のねじれ，蛇行などがおこると考えられる。その結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　として部分的に高度な狭窄部位が生じ，Poiseuille

なわち，r4’／r4＝1．Oとすると，図13よりr3t／r3≒0，44　　流で予測されるよりも著しく高い抵抗が発生したもの

と求まり，内頸動脈半径は50％以上の収縮を示したと　　と推定される・

考えられる。またNEIO’49投与による最大反応時に
は，ξ≒・．27のスチ．、レ率を示すカ・・，。の時内鋤　　　　V結　語

脈がまったく収縮していないと仮定すると，r4’／r4辱　　　頸動脈レベルの大血管が，脳血流量の調節に及ぼす

0．33となる。すなわち，外頸動脈は60％以上の収縮反　　機能的役割を検討し，以下の結論を得た。

応をおこしたものと考えられる。　　　　　　　　　　　（1）内頸動脈と外頸動脈の間には血管作動物質に対

　図14，15は横軸にそれぞれ内頸動脈，外頸動脈の収　　する反応性に顕著な差があり，その結果，両者の間の

縮度をとり，縦軸に灌流圧増加率（△P／P）をとって　　血流配分に際して，スチール様現象が惹起される。

グラマにしたものである。ただしこの際，r2の変化が　　　（2）　このスチール様現象は，生体内でおこる可能性
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