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Norepinephr1ne連続注入下のExercise
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　　　　　　　　　　during　Vasocons伍iction　by　Norepinephhne
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　　Exercise　hyperemia　and　hematocrit　changes　du㎡ng　vasoconstriction　by　the　continuous　infusion

of　norepinephrine　a皿d／0T　epinephdne　weTe　imestigated　in　the‘‘in　situ’’hind1imb　musc1e　pエeparation　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
the　anesthetized　rabbits．Norepinephhne（5μg／kg）and　a　high　dose　of　epinephrine（10μg／kg）decreased

vemus　out　f1ow　from　the　musc1e　and　the　hematocrit．Du㎡ng　a　contimous　infusion　of　norepinephrine

and／or　epinephine，musc1e　exercise　evoked　by　sciatic　nerve　stimu1ation　produced　approximate1y　the

same　degree　of　b1ood　now　and　hematocrit　increases　as　compared　with　the　contro1experiment，whereas

maxima11eve1of　exercise　hyperemia　during　norepinephrine　infusion　was1ower　than　that　of　the　contro1．

　　It　is　assumed　that　exercise　produced－metabo1ic　vasodi1ators　are　dominant　against　the　vasoconstrictor

action　ofα一adrenergic　vascu1ar　receptor　stimu1ation，and　functiona1dua1b1ood　f1ow　channe1can　work

for　the　tissue　f1uid　homeostasis　and　musc1e　peエformance．

　はじめに

　norepinephrine及びやや濃度の高いepinephi一．

rineは平滑筋を有する血管に対して収縮的に作用

することが知られている1〕8，。最近，この事実は血

管径の直接測定によってさらに定量的に確認され

た6〕。一方，全身運動や筋運動の際にはともに筋

末梢血流が増大する。この運動性の筋血流増大す

なわち末梢血流抵抗の減少は末梢血管の拡張作用

によるものと考えられており，この運動性の筋血

管拡張は交感神経性血管収縮線維の活動やnOr－

epinephrineの血管収縮作用より局所において優位で

あるといわれている工j訓5，。神経・ホルモン性の血管

収縮因子と運動・代謝性の血管拡張因子の競合す

る程度についての研究2工4川は筋微小循環系の基

礎的な特性を分析するためばかりでなく16〕ユ8川，

日常のスポーツ運動への応用のためにたいへん有

用であると考えている19〕22〕。

　本研究の目的は第ユにnorepinephrine、の連続

注入下におけるexercise　hyperemiaの存在を確認

することであり，第2にはこのnorepinephrine下の

exercise　hyperemia中に経時的に測定したhema－

t㏄rit変動を通じて運動時の筋微小循環調節に関

与する各血管要素の部位的な役割を検討しようと

するものである。究極にはCon砒ioningの微小循

環背景を知ることがねらいである。

実験方法
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　本実験はすべてウサギ後肢の自然灌流法に従っ

て実施した。その概要は次の通りである。実験に

は体重2．5～4．5kgの成熟ウサギを雌雄の別なく使

用した。ウサギはウレタン麻酔（1g／kg体重）下

で背位に固定し，両後肢の大腿動脈・静脈を露出

した。実験用の後肢は右側を指定し，その大腿動

脈は無傷であり，血圧は麻酔による全身血圧の安

定でほぼ定常化しており，血圧値には左側大腿動

脈より圧トランスジューサーで導出したものをあ

てた。右側測定肢からの還流静脈血は右大腿静脈

のカテーテルを介してphoto　ce11dropcomterに

導き，その出カパスルの言已録と同時に，パルス分

時変換器（D－A　converter）の処理を経て出力曲

線である分時血流量を得た。この血流量のca1i－

brationは一滴当りの血液量（m1）に分時パルス

数を乗じ，さらに後肢筋のwet　weight（ユ00g）当

りに換算して分時血流量m1／min／！00gとした。

血流測定後の血液はreSerVoirよりローラーポンプ

で汲み上げ，左側大腿静脈へ還流した。

　本実験では血流量の経時的測定に平行して少量

の血液を採取すると共にhematocritの分析を行っ

た。なお，外科処置の終了後はカテーテルの挿入

と続くが，この前に300～1000unit／㎏のヘパ

リンを注入し，この量は約工時間毎に補足された。

hematocrit管は長さ75mm，内径0．9～1．1mmの

ヘパリン処理毛細管であり，採血後は12000G，

5分間の遠心分離操作を行った。

　norepinephrine（NE）は体重（kg）当り2一工0

μgの範囲で主として上腕静脈のカテーテルより注

入した。epinephrine（EP）の条件もNEと同じで

あった。

　本実験で用いた筋活動法はすべて坐骨神経の切

断による末梢端の電気刺激による誘発運動法に

従っており，刺激強度は2－6V，O．5～3msec

の矩形波，5Hz及び50Hzの周波数であった。

実験成績

　実験研究においては，実験条件の完・備と共に，

同一標本における再現性や反復結果が重要視され

る。本研究の全般的な結果についてであるが，

norepinephrine中のexercise　hyperemiaは12例中

すべてに発現し，epinephrineも5例中ほとんど発

現した。このとき，hematocritも変動することが

確認できた。以下はその典型的な例にっいて述べ

ることにする。

　1．norepinephrine注入下のexercise　hypere－

　　mia

　Fig．1．はnorepinephrineの注入がない状態での

5Hz強度のexercise　hyperemia（non－NE－EH）

とnorepinephrine連続注入下における同じ5Hz

強度のexercisehyperemia（NE－EH）を比較し

た実際の記録例である。図は上から，時標（秒），

血圧，滴数パルス，血流曲線皮び刺激標識を示し，

矢印はNEの注入開始点で，最終濃度が10μg／

kgになるよう少量のRingerTRock液と共に注入

した。図の左側にあるn㎝一NE－EHは比較の対

照としての意味を有し，5Hzの運動開始前値11

m1／min／ユOOgから20秒問の筋活動による最大血

流値は27m1（245％）で，約2分で回復するとい

う経過であった。一方，NE（10μg）の連続注入

の開始による血流はcontro1の13m1から初期のや

や増大（20m1，154％）に次ぐ減少経過をたどり，

最小値は8m1（61．5％）であった。このとき対照

実験と同じ5Hz20秒間の運動では8m1から24m1

に増加し，回復には約4分を要した。COntro1の

13m1からの増加は工84％であるが，最小値の8m1

からでは300％に達したことになる。

　Fig．2．はepinephrine（EP）の連続注入下にお

ける筋運動の影響を実験したものである。EP実験

は本研究の補助データであるが，注入濃度が高い

場合には筋末梢循環に相当の影響を与えることが

わかった。以下は5例の結果の典型例を中心に述

べる。この例においてはnon－EP－EHを省略し

たが，対照実験ではどの例もかなり類似のデータ

が得られていることによる。EPの量は10μg／kg

であり，contro1としての8．9m1レベルはEPの注

入開始で最小値1．8m1（20．2％）にまで減少した。

この最小血流レベルにおける5Hz，20秒間の運動

では血流の増大が緩徐に現われ，最大値はユ8．8m1

に達した。本例のように血圧のやや低い状態では

回復が長くなる傾向にあり，ここでは約6分を要

した。

　Fig．3．は同一標本における反復実験が完全に記

録できた典型的な結果を重ね書きしたものである。
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Fig．1　Record　showing　the　effect　of　norepinephrine　infusion　on　venous　out　now　in　ske1eta1musc1e

　　　of　the　rabbit　hin砒mbs．From　the1eft　side：contro1exercise　hyperemia，the　decreased　b1ood

　　　now　with血two　minutes　after　and　exercise　hypeエemia　during　a　continuous　infusion　of　norepi－

　　　nephrine（10μg／kg）．For　producing　musc1eθxercise　the　right　sciatic　ne岬e　cut　in　the　thigh　was

　　　stimu1ated　with　the　pu1se　duration　of2msec　and　frequency　of5Hz．Hct　in　venous　out　flgw

　　　decreased　after　the　infusion　of　norepineph㎡ne　and　increased　above　the　controユduhng　musc1e

　　　exercise　in　a　continuous　infusion　of　norepinephrine　as　we11as　in　exercise　on1y．From　top　t0

　　　bottom：systemic　arte㎡a1b1ood　pressure　at　contro1and　norep㎞ephrine　infusion，drop　Pu1ses

　　　lfrom　the　electric　phcto㏄n，no耐curve　by　pu1se　converter　and　exercise　markers．

5｝

細

Fig．2　Record　showing　the　effect　of　epinephrine

　　　（10μg／kg）and　musc1e　exercise　on　b1ood

　　　且OW．

図中の（1）はnon－NE－EHの対照実験をしめて

おり，（2）はNE実験終了後のn㎝一NE－EH実験

例であり，どちらも対照実験としてあつかえるが，

50Hz60秒問という激運動にもかかわらず再現性の

良いことを示している。血流値はcontro1の10m1

から運動による最大値の17．5m1へ175％の増加

に達した。図中の（5）はNEの注入開始により血

流のレベルが低下して約60％を維持している状態

を示す。このような低血流において対照実験と同・

じ50Hzの負荷を与えると，血流値は（3），（4）の

ようにそれぞれ最大値で189％，200％に増加し

た。しかしながら，血流のピーク値はnon－NE－

EH（ユ）の対照実験に比較して明らかに低い値を

得た。このような反復実験では全身血圧に変動の

ないことが重要な条件であり，図のように安定な

血圧曲線より判断して全身血圧の変動に依存した

末梢血流の変動でないことがわかる。

　2－hematocritの変動

　Tab1e1は後肢筋からの経時的血流変動に対応

しながら採取した大腿静脈血のhemat㏄rit（Hct）

である。NEの血中濃度はほぼ5μg／m1／kg／

minに調節し，注入容積が5～10分内ではHctに

影響がないようにした。5Hz運動でしかもNE中

のMax　Hctは対照の102．7％（P＜0．8）を示し，

50Hzでは同じくユ04．8％（PくO．2）に達した。復

帰時間は5Hzで約5分，50Hzで約工0分であった。

NE注入直後より2分以内のHct変化は対照を！00

％としたとき約3％の減少であった。

考　察

全身の運動中や局所の筋活動中にはepinephrine

（EP）の分泌が物質代謝を充進させており，ま
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Fig．3　Traces　showing　repetitive　exercise　hyperemia　before　and　during　norephephhne血fusion．A

　　　spontaneous　input　b1ood　pressure　remained　constant　in　the　series　of　experiments．HeaW　musc1e

　　　exercises　were　produced　by50Hz　stimu1ation　during60sec．Trace　mmber（1）and（2）show

　　　contro1exercise　hyperemia㎞thout　norepinep与dne血fusion．　Trace（5）shows　the　m㎞ima1

　　　1eve1of　b1ood　f1ow　during　norepinephrine　infusion，and（3）and（4）show　the　repetitive　exercise

　　　hyperemia　during　norepinephrine　infusion．

Table1．Hematoc正it　changes　in　musc1e　exeエ6ise　duエing　norepinephエine　infusion．

　　　　　　　　　　　du正ing　nollepinephrine　infusion

sevefity　of　exe正cise

　　　5Hz
　　　（n）

　　　50Hz
　　　（n）

COnt工01

40．1±1．4

　（5）

33．1±O．5

　（6）

dulling　eXe工CiSe

　　Max　Hct

41．2土1．5（P＜0．8）

　　（5）

34．7±0．5（P＜0．2）

　　（6）

aftel＝exe工cise

　1min

40．7±1．6

　　（5）

34．4±O．7

　　（6）

　5min　　　　1O　min

40．4±1．5

　　（5）

33．3±0，5　　　　33．1±一0．4

　　（6）　　　　　（6）

た，競技前の安静時の情緒的な興奮でも同じ現象

が現われる。このEPは血中での存在が少量のと

き（1～2μg／kg），心筋の収縮力を増大させて

心拍出量を高め，さらに筋末梢血管の細動脈を弛

緩させて最小血圧の低下を起こす。ところで，EPの

血中濃度が大き過ぎると（数μg／kg体重以上），筋

の細動脈平滑筋は収縮を起こす。いっぽう，norepi－

nephrine（NE）は少量でも血管に対して収縮作用を

有している工〕8〕。著者らの本実験に対する動機は

c㎝ditionの維持や競技に臨むまでの数10分にお

ける微妙なcondition調整にEPやNEの関与を想

像しており，今回の目的はその実験的な再現を試

みることにあった。同じ精神身体状態であっても

意欲的な態勢と消極的な態勢ではさらに微妙であ

るが，動物実験ではこの限界を知った上でEPや

NEの活用を通じ，局所循環反応を実験したわけで

ある。そして，静止時におけるEPやNEの過大な

分泌やその後の澗渇は血管収縮による筋組織の

hypoxia誘起や持続性運動の異常に通ずると思う

のである。副腎髄質から分泌されるホルモンは大

部分EPであるがNEも存在しており，NEはまた

交感神経性収縮線維の末端から分泌される。この



ようなことから本論ではEPやNEの挙動そのもの

より交感神経様の血管収縮現象と筋活動との対比

に興味をもつものである。なお，ウサギの交感神

経系に血管拡張線維が存在するかどうかについて

は現在のところ不明である。

　本実験での第一の事実はNE及び，やや増量の

EPが血管平滑筋の収縮作用を経て筋血流を低下

させたにも拘らず，この作用に抗して筋活動では

血流が増大したこと，すなわちNE及びEP下にお

いてexercise　hyperemiaが存在したことである。

一般にNE下での末梢血流の減少が同じ末梢の筋

活動で血流増大を起こす機構についてはどのよう

に考えたらよいであろうか。交感神経性収縮線維

からのインパルスや血管内のNEは血管平滑筋の

細胞膜を脱分極させ，Nよの透過性やCオ十の活動

を高め，収縮作用を起こすといわれている8しいっ

ぽう，NE下の運動による筋血流が対照実験の増

加分に近いexercisehyperemiaを示す機構につい

ては，工つは局所の血管網を囲む筋線維の収縮活

動に伴いATPの存在や細胞問液のK＋増大，K＋透

過性の増大，C♂十の活動抑制，運動神経終末から

のアセチルコリン放出などが細動脈やprecapi11ary

sphincterの平滑筋を弛緩させるとも考えられる1o〕

川ユ2｝15しpr㏄api11ary　sphincterとその近迦の細動

脈弛緩の様相は表1のhema七〇crit増大の結果か

ら想像されるところである。このHct増大現象工4〕川

は本実験のように脾臓等の臓血器官を介さない状

態でも局所的に短時間に幾度も再現できることカ；

ら川20〕刎22！一応は組織における微小循環系の

hemoconcentrationであると考えられている22〕22

p1asma　f1uidの血管外濾出は毛細血管でのみ行な

われ，毛細血管の静水圧上昇が必須であるとされ

ている7川ユ3しこの静水圧は入力側血管平滑筋の

弛緩に依存していることが知られている。血管平

滑筋の弛緩についてはこ・のほかに代謝性の乳酸や

CO・産生があげられているがH＋の挙動以外にはま

だその機構は明確ではない8し

　本実験における第2の観察は図3の反復実験で

もわかる通り，筋活動による血流の増大幅は対照

実験のそれとほぼ同じであるが血流のピーク値に

はあきらかな差があるということである。すなわ

ちNE下ではピーク値が低いのである。考えられる
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理由のひとつは局所よりやや離れた小動脈一細動

脈系がNEの影響を受け続けており，その管系縮小

が筋末梢循環全体の循環容量を制御していると思

われるのである。次に，本実験ではNE注入量が

やや高いことや静脈系を介する注入法が心筋の

positive　inotropic　actionを高め，左心容積のや

や縮小に伴う心拍出量の減少を惹起しているとも

考えられる。正常肢では血圧の増大がbarorecepter

の機能を促し，末梢への血管運動中枢を介する

収縮神経の抑制も否定できない。

　いずれにせよ本実験のような濃度増大による極

端実験は生体内で随時起こるとは考えられないが，

このようなモデル実験からは次のような討論もで

きるように思われる。すなわち，局所の循環網は，

運動時にあっても局所のhomeostasisに合致した

血流調節を行なう小動脈一細動脈系と，物質や水

分の供給・回収を調節するprecapi11ary　sphinc－

ter－capi11ary系の2段階で調節されているとい

うことである24し前者の小動脈一細動脈系は広い

意味での圧センサーとして全身と局所の仲介をし，

心拍出量の不足に対しては静脈還流を促すのであ

ろう。すなわち，この静脈還流は細動脈一thorough－

fare　channe1一細静脈系の発動に依存し，ときに

は末梢需要に一致しない血流量の増大を生む原因

ともなりうるのである。後者のcapi1lary系は運

動時の主血流路となるものであるが，両者の二相

血流路は交互に作動して活動組織のhomeostasis

を維持しているとも考えられる。そして，今回の実

験研究で確認されたように，運動時では筋末梢血

管の拡張に与える調節性活動因子の優位性を1キネ

シオロジーと共に活用するかたちで，筋系の不調

和を好転させていくことが可能なように思われる。

　結　語

　norepinephrine（NE）の連続注入下の筋活動が

筋微小循環反応に与える影響をウサギ後肢の生体

内標本で追求し，次のような結果を得た。

　1．Exercise　hyperemia現象はNE下において

も発現した。静止時の筋血流はNE下で減少を維

持するが，Exercise　hyperemiaの度合いは非NE

下及びNE下ともにほぼ同じであった。
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2. Hematocrit~)~~r~7,i~k~:~ij~~FNETcD exer-

cise hyperemia ~Ftlc~~~~ L~i~l~~ ~tL~~~. NET 

lc~5~~C~~i~~~:Ut*･･. ~fA"~)~, NEcD~EA~:'t 
lc;~J~* ~ ~,~"d~~ ~ ~~n~ml hematocrit i~ ~~~//J~ U . 

NETcD~l~~~J~t~i*~~U, ~i~~-~i'~" I~~~R~~~lC 

control iC:~~!~~ L t-* . 

3. ~~~~~:~~~~)~:V~ epinephrine ~~~~:~i~ NE 

~: I~ i~~~~/~y L f*"~~~~;~}f'~~*f'-*. 

~~AJIJ~ ~. ;~~~~~~~f~,~~F~7cD~U~S~~i~ '~~F~?~) 

NE{~fHIC~~!~~t~~:~~~~~~-~'-'--~~g*,~~ ~:ihlc, ~~(/j~ 
'. 

~~j~~･-='~F~.~~~~- cD~~:~~~;~~ CD ~]~ID^A~~~ hematocrit ~~'~";~' ~!J ~~ t~ 

I~~ ~: U f*"I~El~l~~~~cD'~<:'~'~>~:,f~~ f~" ~i~~-･"~*^RE~;~ L t*,-. 
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