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エビネフリンの循環作用*

修飾因子としての併用薬と動脈硬化

一　戸　達　也

東京歯科大学　歯科麻酔学講座

歯学の進歩･現状

Circulatory Effect of Epinephrine

Drugs and Arterioscrelosis as a Modifying Factor

Tatsuya IcHINOHE

Department of Dental Anesthesiology,

Tokyo Dental College

は　じ　め　に

歯科臨床では,局所止血,作用持続時間の延長,作用

の増強などのため,局所麻酔薬に血管収縮薬を添加して

用いることがほとんどである｡現在使用されている血管

収縮薬にはエビネフリン,ノルエビネフリン,フェリブ

レシンがあり,このうちリドカインにエビネフリンを添

加した製剤の使用頑度が圧倒的に多い｡

血管収縮薬が血中に吸収されると全身の循環系にも影

響を与えることは容易に想像されるが,この影響はカテ

コールアミンであるエビネフリンやノルエビネフリンで

特に大きい｡このため,歯科臨床で局所麻酔薬に血管収

縮薬を添加して使用するようになって以来,血管収縮薬

の全身への影響は歯科における重要な研究テーマのひと

つであった｡

血管収縮薬の影響について特に注意しなければならな

いのは心血管系疾患を合併した患者である｡したがっ

て,これらの患者に対する血管収縮薬の使用の是非,倭

用濃度,最大使用室などについては古くから議論されて

きた｡

年　　　　は高血圧症患者に対してエビネフリ

*本稿は平成3年度東京歯科大学学長奨励研究報吾とし
て第246回東京歯科大学学会例会(平成4年6月13日,千
葉)において特別講演したものである｡

ン添加局所麻酔薬を使用すべきでないとし　　　年

は大動脈弁閉鎖不全症,僧帽弁閉亀不全症,眼

球突出性甲状腺腫,動脈硬化症および高血圧症ではエビ

ネフリン無添加のプロカインが適応になると述べたが,

これらは研究に基づいた報吾ではなかった｡そしてその

後も,心血管系疾患合併患者に対してエビネフリン添加

局所麻酔薬が禁忌であるとする論文は数多く幸艮吾された
3.4)

0

その一方で　　年　　　　は効果の不十分な局所

麻酔が病みとそれに対する不安によりJL､血管系疾患合併

患者により悪影響を与えると指摘し,局所麻酔薬に血管

収縮薬を添加することの有用性を説いた　　年同じく

ら6)は　　　名の健常人と485名のJL､血管系疾

患患者など約　名を対象として,口腔外科手術に13種

楽の局所麻酔薬のいずれかを投与し,結果として血圧の

上昇はどの局所麻酔薬でもほぼ同程度であったと報告し

た｡エビネフリン添加局所麻酔薬は心血管系疾患合併患

者に対して必ずしも禁忌にならないという立場である.

そしてその後も両者の間で議論が続いた｡

そのような中で　　年ニューヨーク臨床口腔病丑学

会の評議貢会はニューヨーク心臓病協会に対し,開業医

がJL､血管系疾患合併患者を診療する際の指針となるよう

に局所麻酔薬に添加される血管収縮薬の臨床使用基準を

-　69　-



1394 エビネフリンの循環作用

諮問した7)｡これに対する回答は　　年になされた｡す

なわち,患者の全身状態と投薬内容について正しい術前

評価を行った後　　　　　　を超えない濃度で

までは使用してよいというものである｡

この見解は暫くの間支持されたが　　　　　　は自

身の経験からエビネフリンは40JI gまでに限るべきであ

ると報害した｡そして実際この程度の量では心拍数や血

圧は大きく変化しないという多くの報吾がなされ,最近

までこの室が広く支持されてきた

年代の後半から化学分析機器が目覚しい発達を遂

げ,カテコールアミンに開しても液体クロマトグラ

フィーや酵素アイソトープ法などによって, pg単位の

測定が可能になった｡これによって血管収縮薬を添加し

た局所麻酔薬の口腔内注射時の血乗カテコールアミン濃

度の変化を観察することができるようになった｡同時

に,日常臨床の中で観血的動脈圧や心拍出室が容易に測

定できるようになり　　　年代に入ると従来よりも観察

の精度を1ランク上昇させることができるようになって

きた

このようになって初めて.従来の水浪柱式血圧計と脈

拍数測定というごく単純な観察では分らなかった編かい

循環の変化を見出すことができるようになったのであ

る｡

口座内エビネフリン連射時の循環の変化

当講座では　　　年金子ら31)が口腔内エビネフリン局

所投与直後に終末呼気炭酸ガス濃度が上昇することを報

曹して以来,高遠液体クロマトグラフィーによる血葉カ

テコールアミン濃度拙走32)の導入とともにカテコールア

ミンに関する一連の研究を行ってきた3ト　　これらの研

究対象は循環系,呼吸系および代謝系に大別できるが,

当初はいずれも全身麻酔時のものが多かった｡

年樺井39)は,健康成人男子ボランティアを対象と

して　　　　　法で意識下に40〃gのエビネフリンを

リドカインとともに日月空内に淫射で投与し,観血的動脈

圧,心拍出室および全末梢抵抗などの盾環系パラメータ

の変化を血柴カテコールアミン濃度と合せて経時的に観

察した｡

その結果,血柴エビネフリン濃度はエビネフリン投与

群で　　±　　　　　　の対照値から投与3分後に

30且3±　　　　　　へと上昇したのに対し,エビネフ

リン非投与群では対照値から全く変化しなかった｡ま

た,血柴ノルエビネフリン濃度は両群ともエビネフリン

投与前後で全く変化しなかった｡このことから,エビネ

フリン投与群における血条エビネフリン濃度の上昇は投

与したエビネフリンに由来すると考えられた｡

この際の循環系パラメータの変化をみると,心拍出室

の著明な増加が全末梢抵抗の減少とともに生じるために

血圧は大きく変化せず,結論として,エビネフリン投与

後の循環の変化を血圧と心拍数のみから観察することに

達意を促しているo

樫井の研究39)を舎め,意識下の状態で局所麻酔薬中の

エビネフリンが循環系に及ぼす影響に関する研究は,研

究手法として血管収縮薬添加の局所麻酔薬を庄射で口腔

内に投与するという臨床に即した方法を採用しているた

め,庄射という操作を回避することができない.このた

め,庄射針刺入時の渉病には表面麻酔薬の使用で対処で

きるが,薬夜注入時の痛みや注射藻作そのものに対する

精神的ストレスを完全に取り除くことはできなかった｡

エビネフリン持続静注法の理静

局所麻酔薬中のエビネフリンの番環作用だけを取り出

すためには,エビネフリンを持続静達してその時の番環

の変化を観察すればよい4摘3)｡このようにすると,意識

下の被験者では持続静圧によって研究を行うことそのも

のによる精神的ストレスは抑制できないが,前述した庄

射に伴う各種の精神的,身体的ストレスを除外すること

ができ,エビネフリンの作用をより純粋に近く検討する

ことができる｡

薬剤を持続静圧した時の血栗濃度の経時的変化は,そ

の薬剤の体内からの消失過程を1 -コンパートメントモ

デルにあてはめた場合,次式で表わされる54)｡

×　　　　　　　　　×t))

(ただし　　　血柴濃度　　　持続静注速度　　　薬

剤のクリアランス　　　薬剤の消失速度定数

投与開始後の経過時間)

上式よりtが　　　　すなわち薬剤の血乗濃度の半減

期の約5倍以上になると,薬剤の血乗濃度はほぼ一定の

値,すなわち血柴濃度の定常状態となり,その値は持続

静注速度と薬剤のクリアランスとの比で表わされること

がわかるo　エビネフリンは血糞半減卦が10秒　　あるい

は2-3分以内56)といわれており,半減期を1分と仮定

すると持続静庄開始後5分以後ではその血乗濃度はほぼ

一定となる｡

意識下において口腔内にエビネフリンを投与し,血栗

エビネフリン濃度を測定した従来の多く研究　　　　-23･

から,エビネフリン濃度の動静脈差57)を考慮する

と,口腔内にエビネフリンを投与した時の静脈血の血柴
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エビネフリン濃度の増加量はカートリッジ1本分の淫射

時に約　　　　　　　本分で約　　　　　であった｡

これらの増加量はエビネフリンの持続静庄速度を5およ

び　　　　　　　　とすることで待ることができた｡こ

の速度による静脈血血乗エビネフリン濃度の増加量は,

それぞれ　　±　　および　　　±　　　　　　であっ

た｡

ただし,この研究方法による播環の変化は,口腔内に

エビネフリンを淫射した時の盾環系パラメータの最大変

化時に相当すると考えられる｡

エビネフリン持続静注による循環の変化43)

エビネフリン持株静注により,循環系の各パラメータ

は投与速度依存性に変化した｡変化の開始はパラメータ

の種楽によって異なり,最も早くから変化するのはJL､係

数と全末梢抵抗係数であった｡この変化はエビネフリン

投与速度　　　　　　　ですでに始まっていた｡この

ことは,カートリッジ1本分程度の量のエビネフリンを

庄射した時には,まず全末梢抵抗係数,すなわち後負荷

が減少して1回拍出係数が増加し,その結果として心係

数が増加することを示しているoそしてこの際には,心

拍数や収縮期圧はほとんど変化しなかった(図1)｡

血乗エビネフリン濃度が更に上昇すると心拍数, 1回

拍出係数がともに増加してくるが,増加の程度は1回拍

出係数の方が大きかったo収縮期圧は軽度に上昇した

が,拡張期圧は変化せず,従って脈圧は増加するが平均

動脈圧も変化しなかった｡収縮期圧の上昇は,カート

リッジ2本分程度の量のエビネフリンを淫射した時でさ

えわずかに5 %程度であるのに対して,心係数の増加は

EH

図1　エビネフリンの循環作用11
各パラメータの対照値からの%変化をしめす｡

･係数　　　　　　回拍出係数,

･拍数　　　　　平均動脈圧,
全末櫓抵抗係数

92, No. 10 (1992) 1395

すでに25%以上であった｡すなわち,エビネフリンの循

環系に対する影響を心拍数や収縮期圧のみで判断するこ

とには注意が必要であろう

心係数を規定する園子は心拍数と1回抽出係数であ

り, 1回拍出係数は1)前負荷, 2)後負荷　　､筋

収縮性, 4)拡張期コンプライアンスによって影響され

る　　拡張期コンプライアンスは前負荷とともに左室拡

張末期容積に影響するo

そこで, 1回拍出係数に影響を及ぼす園子を,前負荷

および拡張期コンプライアンスの指標として左室拡張末

期容積,後負荷の指標として全末梢抵抗係数,心筋収縮

性の指標として収縮圧･左室収縮末斯径比を用い,それ

らの変化を図2に示した｡

その結果,カート)ッジ1本分程度の室のエビネフリ

ンを庄射した時にはまず後負荷の減少によって1回拍出

係数が増加し,血柴エビネフリン濃度が更に上昇すると

左室収縮力が増加して1回拍出係数が増加することが示

されたoエビネフリンが後負荷を減少させ,かつ心筋収

縮力を増加させるという報吾　　　･　　　　があ

るが,本研究によって,それらの変化のうち後負荷滅少

が先に発現することが示されたO　また,前負荷の増加は

1回拍出係数の増加に大きな影響を持たなかった｡

JL､係数が増加すると左室仕事係数も増加するが,カー

トリッジ1本分程度の量のエビネフリンを注射した時に

は左室仕事係数の増加はわずかに6 %程度であった｡そ

の後は血栗エビネフリン濃度の上昇とともに左室仕事係

数も　線的に増加し,左室仕事係数-平均動脈圧×JL､係

数-心拍数×左室1回仕事係数で表わされることから,

左室仕事係数の増加はほぼJL､係数の増加に起因してお

EH
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図2　エビネフリンの循環作用-2
各パラメ-夕の対照値からの%変化をしめすo

収縮期圧･左室収縮末親
径比　　　　､拍数　　　　　　　　左室拡張

末期容積係数　　　　　全末櫓抵抗係数
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IL

図3　エビネフリンの循環作用-3

各パラメ-夕の対照値からの%変化を示す｡
左室仕事係数　　　　　　　左室1

回仕事係数　　　　心拍数

り,また左室仕事係数の増加には左室1回仕事係数の方

が心拍数よりも大きく影響していた(図3)｡

心仕事量( ≒左室仕事係数)の増加は心筋酸素消空室を

増加させるo心筋酸素消費量を塊定する因子は1 )基礎

酸素消費量　　　､筋の電気活動に必要な心筋酸素消費

量, 3)心筋の収縮性　　　　　　　心拍数, 5)外

的仕事室(容積仕事室　　　､筋張力(圧仕事量)であり

安静時には基礎酸素消費量が　　　電気活動が

1 %,容積仕事量が　　　　　圧仕事室が　　　　を占

めている61)｡一方　　　　　､拍数,容積仕事室およ

び圧仕事量を50%増加させた時,心筋酸素消費量はそれ

ぞれ　　　　　　　　　　および50%増加する6ト　　す

なわち,容積仕事量と比較すると圧仕事量は心筋酸素消

費量の変化に大きな影響を持つ　　また心拍数について

は, 1心拍あたりの心筋酸素消費室ははば一定である61)0

本研究では左室仕事係数の増加はほぼJL､係数の増加の

ためであり,容積仕事量の増加に比較すると圧仕事量の

増加は非常に少ないと考えられる｡そこで,本研究にお

いては心筋酸素消費量の増加はほとんどが容積仕事量の

増加と心拍数増加,および　　　の増加に起園してお

り,圧仕事量増加の影響は小さいと考えられる｡

心筋酸素消費量を　　　L､拍数×収縮期圧)を指標と

してみた場合,カートリッジ1本分程度の室のエビネフ

リンを庄射した時にはRP Pの増加はわずかに2 %程度

であり,この際の左室仕事係数の増加も6%程度で

あった｡その後は血栗エビネフリン濃度の上昇とともに

RPPも直線的に増加するが,エビネフリン投与速度が

の時に心係数が平均で　　　　重大で

左室仕事係数が平均で　　　　最大で　　もの

図4　エビネフリンの循環作用-4

各パラメータの対照値からの%変化をしめす｡
心

拍数　　　　　収縮期圧

増加を示すのに対し　　　　は平均で　　　最大で85

%の増加にとどまり　　　　が　　以上となった症例

はなかった(図4)0

結果的に,本研究で投与した程度のエビネフリンでは

JL､仕事室の増加に比較して心筋酸素消費量の増加が少な

いので心筋効率をわずかに改善するが,それも血柴エビ

ネフリン濃度が　　　　　　　　程度で頭打ちであっ

た｡そして,血楽エビネフリン鹿度が著明に上昇した場

合,心筋効率はむしろ悪化するとされている

以上をまとめると,エビネフリン循環系パラメータを

後負荷,心拍数と心筋収縮性の服に変化させ,血圧は血

柴エビネフリン濃度がかなり上昇しない限り変化し始め

なかった｡また,エビネフリンは心仕事量を増加させた

が,その大部分は容積仕事室であり,心筋酸素消費量の

増加は相対的に少なかった｡このため心筋効率はやや上

昇した.したがって,カートリッジ1本分(エビネフリ

ン室として　　　　以上のエビネフリンを使用する時

には,すでに量依存性に循環系パラメータは変化してい

るが,それが臨床でしばしばモニターされる心拍数や収

縮期圧の変化には表われにくいことに注意が必要である

と考えられた(図5)0

また,患者の合併した心血管系疾患の重症度により,

中等症までの症例には40〃 g,垂症例では20〃 gに制限

してエビネフリンを使用する　　というように,状況に

応じた使い分けを考慮すべきである｡

全身麻幹時における柊末呼気麻酋ガス濃度と心拍出室

との開孫67)

前述したように,エビネフリンによる心拍出量や全末
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梢抵抗の著明な変化は,意識下の状態で心拍数や血圧だ

けをみている限り推測が楽しい.では,全身麻酔時にはど

うであろうか｡もちろん全身麻酔時といえども心拍数や

血圧のみからではJL､拍出室の変化は推測不可能であるo

図6は,全身麻酔時に口腔内にエビネフリンを往射し

た時の各種モニターの連続記録である.上段より,心電

図,心拍数,呼吸気笑気濃度,呼吸気イソフルレン濃

皮,呼吸気炭酸ガス濃度および血圧(指先式連続血圧計

フイナプレスによる)である｡

口腔内にエビネフリンを投与すると,血圧は特徴的な

2ないし3相性の変化を示す｡すなわち,エビネフリン

投与中から投与終了時付近に起こる一過性のわずかな血

圧上昇(第1相-この変化は認められないこともあ

る),引き綻いて起こる明らかな血圧低下(第2相),お

よび最終的な脈圧増加を伴う血圧上昇(第3相)である｡

この時,血圧の低下と同時に終末呼気炭酸ガス濃度が上

昇してくる｡これは,エビネフリンによるJL､拍出室の増

加と代謝の増加のためである32)と考えられるo更にこの

際に,終末呼気麻酔ガス(図ではイソフルレン)漢度を連

続的に観察すると,血圧の低下と同時に濃度が低下する

のが認められる｡終末呼気麻酔ガス濃度の変化は代謝の

変化に直接的には影響されないので,この低下は心拍出

鼻の増加に由来すると考えられる｡

そこで,肺胞気イソフルレン分圧(≒終末呼気イソフ

ルレン分圧) ･吸入気イソフルレン分圧比　　　　　の

変化とjL､拍出室の変化との関係をみてみると,両者の間

には　　　　　　　　　という関係が待られた｡すなわ

HR

面n

long/kg/nli n

mVCF

図5　エビネフリンによる番環の変化
各パラメータの対照値からの%変化をしめす｡

HR ;心拍数　　　　　収縮期圧
回拍出係数　　　　心係数　　　　　平均JL､

筋収縮速度　　　　　全末棺抵抗係数,
RP P ;Rate Pressure Product, LVWI ;

左室仕事係数

lV.-.I.A,-.V.I.刷.lJ.-.-).思.I.-.I.tl.I.A.I.V.I.附.忠.-.I..描.I.V.-.

i

∫
｣｣

E pi. 40u g

図6　口腔内エビネフリン投与(40〃g)による各
パラメータの連続記録

心電図　　　　心拍数　　　　呼吸

気笑気濃度　　　呼吸気イソフルレン濃度,
呼吸気炭酸ガス濃度　　　血圧(指

先式連続血圧計　フイナプレスによる)

ち　　　　　が10%低下すると心拍出革は約25%増加

することになる(図7)0

以上から,全身麻酔時において口腔内エビネフリン投

与時には,終末呼気麻酔ガス濃度の変化から心拍出量の

変化が推測できる可能性が示唆された｡

代謝がほとんど変化しない状況では,終末呼気炭酸ガ

ス濃度の変化から心拍出鼻の変化がある程度推測できる
68.69)

0

意葡下と全身麻酔時のエビネフリンによる循環の変化

の遠い

意識下と全身麻酔時とで同室のエビネフリンを口腔内
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0. 8　　　　　0. 850　　　　　0. 900 D. 95D 1. 000

図7　終末呼気イソフルレン分圧･吸入気イソフル

レン分圧比　　　　　　とJL､拍出室の増加率と
の関係

に投与すると,血乗エビネフリン濃度は後者が前者の約

2倍に達する40)｡

血栗エビネフリン濃度が同程度になるようにエビネフ

リンを投与すると,意識下では心拍数が増加するが,ハ

ロセン麻酔時には心拍数は増加しない　　-ロセンの影

響が推察されている40･41)が詳細は不明である｡

エビネフリンの循環作用に及ぼすプロプラノロールの

影響47)

虚血性心疾患患者はプロプラノロ-ルのようなβ-ブ

ロッカーなどの薬剤を常用していることが多い｡非選択

性のβ -ブロッカー常用者ではその薬理作用から歯科用

図8　エビネフリンの循環作用に及ぼすプロプラノ

ロールの影響
各パラメータの対照値からの%変化を示す｡

HR ;心拍数　　　　　収縮期圧

平均動脈圧　　　　　　回拍出係数
心拍数　　　　　　全末棺抵抗係数

左室仕

事係数

局所麻酔薬に含まれるエビネフリンのβ1およびβ2作用

が抑制され, α作用が優位になる可能性がある70)｡この

ような状況では,全身の綿動脈の収縮に伴って全末梢抵

抗が増加し,平均動脈圧が上昇する　　ことによって心

臓の圧仕事室が増大する.従って,心筋酸素消費量は非

選択性のβ-ブロッカーの非常用者に比較して大きく増

加することになり,心薪虚血を起こす可能性が高くなる

と考えられる｡

そこで,歯科局所麻酔時の血乗エビネフリン濃度にお

ける循環の変化が,プロプラノロールによってどのよう

な修飾を受けるかを特に心筋の作業効率の面から考案し

た(図8)o

エビネフリン　　　　　　　持続静注(カートリッジ

2本分の庄射室に相当)により,心拍数, 1匡廿日出係

数,心係数　　　　　左室仕事係数の増加と全末梢抵抗

係数の減少を認めた｡これらの結果は　　　　　ノ

minの投与速度のエビネフリンのβ作用を示唆してい

る｡

一方,プロプラノロール　　　　前投与後のエビネ

フリン投与による循環の変化は,エビネフリン

による番環の変化とまったく逆方向であり,

心拍数, 1回拍出係数,心係数の減少,平均動脈圧,全

末梢抵抗係数の増加を認めた.この結果　　　　は対照

値より増加した｡しかし,左室仕事係数は対照値から変

化しなかった｡これらの現象は,プロプラノロールのβ

遮断作用の結果としての相対的なα優位状態を示唆して

いる｡その結果,全身の抽動脈が収縮し,全末梢抵抗係

数が増加するために平均動脈圧が上昇して,圧受容体反

射によって心拍数が減少する一方で1回拍出係数が減少

し,この両者によって心係数も減少したものと考えられ

る｡

そこで,プロプラノロール前投与の有無によるRPP

の変化を比較すると,その増加率は両者とも約10%程度

であった｡しかし,この際の左室仕事係数は,エビネフ

リン投与時では25%以上も増加するのに対して,プロプ

ラノロール前投与後ではむしろ対照値よりも滅少してい

た｡このことは,前者では心薪の仕事は心係数の増加に

よる容積仕事室増加が主であるのに対して,後者では平

均勤脈圧上昇による圧仕事室増加が主であり,同じ仕事

量に対してより多くの酸素が必要なことを意味してい

る｡

したがって,左室仕事係数とRPPとの比で求められ

る心筋の作業効率は,エビネフリン投与時は対照値より

も　　±　　上昇するのに対して,プロプラノロール
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前投与後には5.5±　　　低下し,エビネフリン投与時

よりも悪化する傾向が認められたo

つまり,非選択性のβ-ブロッカー常用者では,歯科

用局所麻酔薬に含まれる程度のエビネフリンでさえ,そ

のβ遮断作用によってa優位となり,圧仕事量を増加さ

せることによって心薪酸素消至宝を増加させ,心筋の作

業効率を悪化させて容易に心筋虚血を引き起こす可能性

があることを示唆している｡

従って,患者の合併したJL､血管系疾患の重症度によ

り,中等症までの症例には　　　重症例では　　　に

制限してエビネフリンを使用するという基準は,非遠択

性のβ-ブロッカー常用者では更に厳しくすることが安

β-プロツカ- (プロフラノロール)嵩FFj者
60蔵　女性
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図9　プロプラノール常用者における口腔内エビネ
フリン投与(15〃g)による各パラメータの連

続記録
心電図　　　　心拍数　　　　呼吸

気笑気濃度　　　呼吸気イソフルレン濃度,
呼吸気炭酸ガス濃度　　　　血圧(指

先式連続血圧計　フイナプレスによる)

92, No. 10 (1992) 1399

全である｡

図9は狭心､症のため非選択性β一ブロッカーであるプ

ロプラノロールを常用している60歳の女性に対して,全

身麻酔下にエビネフリン15〃 gを口腔内に注射した時の

連続記録である｡図6と異なり,鼻下段の血圧波形は一

過性の血圧低下を示していない｡わずか15〃 gのエビネ

フリンによって,収縮期圧は約　　　から約　　　へ

と　　　近くも上昇し,しかも拡張期圧が同じように

上昇したため,脈圧は増加せず,平均動脈圧がやはり40

近く上昇していることがわかる｡

局所麻幹薬に添加されたノルエビネフリンによって心

竃Eg]上でS Tが低下した症例

プロプラノロール前投与後にエビネフリンを投与する

と,相対的なα優位状態となるので,ノルエビネフリン

を添加した局所麻酔薬を庄射した時と似ているo従っ

て,ノルエビネフリンの連射時にも心筋の作業効率が悪

化し,容易に心筋虚血を起こす可能性がある0

年桜井77'は全身麻酔下の健康若年患者に対してエ

ビネフリン　　　に相当するノルエビネフリン

の口腔粘膜庄射によって心電図上でS Tが低下した症例

を報害している｡

心血管系疾患を合併した患者では,局所麻酔薬に血管

収縮薬としてノルエビネフリンを添加することは,心仕

事量,特に圧仕事量の面から考えると避けるべきである

と思われる｡

口腔内エビネフリン注射時の循環の変化に及ぼすジア

ゼハム静脈内岳静法の影響

年五十嵐45)は,梗井の研究を発展させ,口腔内エ

ビネフリン淫射時の循環の変化に及ぼすジアゼハム静脈

内鎮静法の影響について検討した｡

その結果,血楽エビネフリン濃度はエビネフリン投与

群で33±　　　　の対照値から投与3分後に468±76

へと上昇したのに対し,エビネフリン非投与群

では対照値から全く変化しなかった｡また,血柴ノルエ

ビネフリン濃度は両群ともジアゼハム投与後に低下した

が,その後はエビネフリン投与前後で全く変化しなかっ

た｡

五十嵐45)は,エビネフリン添加局所麻酔薬使用時のジ

アゼハム投与の意義が,内因性カテコールアミン分泌の

抑制,収縮親圧上昇の抑制および,L､筋酸素滑空量増加の

滅少にあると結論づけ,心血管系疾患合併患者の術中管

聾にとって有利であると述べているo
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合併疾患の重害度の定量的表現

これまでの研究はあくまでも健康成人を対象とし,純

粋に薬理学的見地から検討を行ってきたものである｡と

ころが,実歴に血管収縮薬の使用が問題になるのはJL､血

管系疾患など,合併疾患をもった患者である｡従って,

合併疾患の重篤度が定量的に表現できれば血管収縮薬の

適応も検討しやすくなる｡

高血圧症やそれに伴う動脈硬化症などでは疾患の重症

度分蜜があるo高血圧症のWH Oの高血圧病期分類78)や

東大第3内科の高血圧症重症度分蕉　　あるいは眼底所

見からみた　　　　　　　　分蕉79)や　　　分戴　　な

どであるo　しかし,これらの分幾では重症度を半産室的

にしか評価できない｡

ところが,近年,動脈硬化を定量的に評価する一方法

として圧脈波の伝播速度の測定が行なわれるようになっ

た　　血圧というのは,心臓の拍動に伴い圧の脈波が血

管壁を伝播して生じるもので,血液の拍出に伴う血液の

移動とは無関係である｡従って,動脈硬化によって血管

壁が硬化すると圧脈波の伝播速度が増加し,心臓の収縮

後により速やかに末梢動脈で血圧波形を描くことにな

る｡

そこで,圧脈波の伝播速度から動脈硬化の程度を定室

的に評価することによって統計学的評価が行いやすくな

り,血管収縮薬による循環の変化に及ぼす動脈硬化の影

響をより詳しく検討することができる｡

現することが多い｡

亀山83)は胸部Ⅹ線写真上で大動脈弓部に石灰化像を認

めた場合,弓部における内膝面積の50%以上にアテロー

マ性病変があり,更にそのアテロ-マの50%以上に石灰

沈着を認めたと報吾している｡

小･綿動脈硬化症は高血圧症に起因した動脈硬化で,

脂賛沈着は乏しいo

脳動脈硬化の危険園子84)は加麻と高血圧であるが,冠

動脈硬化では更に高脂血(特にコレステロール)症と喫煙

が加わる｡冠動脈の動脈硬化の程度は脳動脈を舎む他の

全身の動脈硬化の程度とは必ずしも一致しない

動脈硬化の継発症

冠動脈や脳動脈では,粥状硬化症が進行すると内腔閉

塞による末梢循環障害から心薪梗塞や脳梗塞を起こし待

る｡

元来,脳血流は自己調節機構によって平均動脈圧が50

の間ではほぼ一定に保たれているが,この自

動調節域は高血圧症では高い方にシフトしている　　動

脈硬化よる脳血流減少状態では自動謂節域の下限が更に

高くなっており,血圧低下に対する許容範囲が狭くなる
87)

○

一方,小　　動脈硬化症は脳動脈の穿通枝磯城で血管

壁の壊死を起こし,血管壁の破綻による脳出血を発症さ

せる｡

動脈硬化とは

高齢者では加麻とともに生建的に動脈壁の伸展性が低

下するばかりでなく,病理的変化としての動脈硬化が発

窮する｡

動脈硬化とは動脈壁の肥厚,硬化,改築を示し,活動

性の動脈炎の所見を欠く動脈の変性病変の総称である

82)｡慢性経過を辿ると同時に一つの動脈でも好発部位が

あり,かつ劫脈が違うと病変の発現様式や危険因子も異

なる.

加齢による動脈壁の伸展性の低下は内膜肥厚と中膜葬

薄化を伴い　　病聾的変化としての動脈硬化と臨床的に

明確な区別は不可能である｡

動脈硬化1)粥状硬化症, 2)中膜硬化症, 3)小･

細動脈硬化症に分けられ　　臨床上は粥状硬化症と小･

細動脈硬化症が重要であるo

粥状硬化症はおもに弾性動脈あるいは中型筋性動脈に

発生し,血管壁の脂賛沈着とアテローマの形成が特徴的

である｡大動脈硬化は全身の臓器動脈硬化に先行して発

一76-
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図10　年令別の健常者における大動脈波速度
の推移92)
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表　　　　　による冠動脈,脳動脈硬化の診断92)
剖検例)

大動脈硬化度
P W Ⅴ 冠動 脈硬化 脳動 脈硬化 合 併 強 度

(m / Se e) (% ) (% ) (% )

正 常～軽度 7 > 0 0 0

中 等 皮 8 3.7 7. 7 15. 4

高 度 9 24.2 39. 3 53.6

著 名 高 度 10 < 41.7 64.3 78.6

動脈脈波遠度

林らによる大勤脈脈披速度に関する一連の研究8掴1)以

来,脈波速度の意義が明らかになってきた｡

大動脈脈波速度は加麻とともに直線的に増加し(図10)

脈波速度による大動脈硬化度と病理学的な大動脈

硬化所見とがよく一致する｡脈波速度が大きいほど脳動

脈や冠動脈の動脈硬化の頻度が高くなる(表　｡ただ

し,脈波速度は動脈壁の硬化の程度によって決定される

ので,病理的変化としての動脈硬化と生理的な動脈壁の

伸展性の低下を鑑別することはできない｡すなわち,脈

波速度は動脈の"硬さ''の指標であるO

大動脈脈波速度に影響を及ぼす主な因子は動脈硬化の

程度と拡張親圧であるo血管の　　　が高まれば,そ

れはすなわち動脈硬化と同様の状態となり,脈波速度の

増加を招くoそこで臨床的には拡張親圧を一定にした状

態で脈波速度を評価する｡このため,随時血圧における

大動脈脈波速度を測定し,拡張期圧を　　　として較

正した速度で比較する

脈波速度は,理論的には血管の任意の2点の間で拙走

可能である｡上肢や下肢の動脈など末梢に行くほど脈波

速度が遠くなる｡また末梢動脈は筋性動脈であるため,

交感神経系の緊張状態の変化が血管平滑筋の　　　を

変化させ,脈波速度に影響を与える可能性がある｡

エビネフリンの循環反応に及ぼす動脈硬化の影響

動脈硬化のある患者にエビネフリンを投与すると, β

-ブロッカー常用者に対するエビネフリン投与と似た状

況になるので,動脈硬化に起因した圧仕事量の増加が著

しく,心筋酸素消費量の増加は健康成人よりはるかに大

きくなるのではないかと考え,エビネフリンによる循環

の変化と脈波速度との関係について検討した｡

対象は全身麻酔下に口腔外科手術を受ける患者とし,

脈波速度は大胆動脈一足背動脈間で測定した｡その聖由

は, 1)大動脈脈波速度を測定するためには総蟹動脈上

に脈波センサーを装着しなければならないが,口腔外科
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心電図　　　大腿動脈鹿波　舶:息菅動腫鹿波

図11脈波波形の1例
心電図　　　　大腿動脈脈波

足背動脈脈波
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図12　年麻と脈波速度

70　　　相

手術では術野の関係上それが楽しい, 2)全身麻酔下で

は,患者の精神状態が血管の　　　を変化させること

はない, 3)全身麻酔では患者の血圧を一定に保つこと

が比較的容易である,などためである｡

麻酔は笑気一酸素-セボフルレン麻酔とし,麻酔深度

から考えて,拡張斯圧が約　　　となるようにセボフ

ルレン濃度を調節した｡実際の吸入セボフルレン濃度

は,口腔外科手術時に通常用いられる濃度の範囲内で

あった｡この結果,拡張期圧は　　±　　　に維持さ

れた｡

図11は脈波の記録の1例である｡上段は心電図,中･

下段はそれぞれ大腿動脈と足背動脈の脈波を示す｡ふた

っの脈波の立ち上がりの時間差を計測し,脈波を感知し

た2点間の距離をその時間差で除せば脈波速度が算出で

きる｡

脈波速度は全例の平均で　　±　　　　　であっ

た.年齢と脈波速度との関係をみると,図12のようにな

-　rh　一
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り,有意な相関関係があった｡図中のSは喫煙者であ

り, HTは高血圧症合併者である｡ 60歳女性の1例は,

高血圧症を合併していないが胸部Ⅹ線写真上で石灰化像

を認めたo性別および喫煙の有無による脈波速度の差は

認めなかった｡

エビネフリン投与による達麓的な血圧変化のうち,前

述した第2相と第3相のそれぞれの最大変化時の収縮親

圧,拡張如圧,およびRP Pの対照値からの変化量をと

り,脈波速度との関係を求めた｡第2相では通常,血圧

は対照値よりも低下するが,対照値よりも上昇している

場合には,その値を採用した｡

その結果,収縮親圧,拡張期圧およびRP Pのすべて

において,脈波速度との間に有意な相関関係は認められ

なかった｡つまり,脈波速度からエビネフリンによる循

環の変化を推測することは不可能であった｡この理由

は,エビネフリンは血管ばかりでなく心臓にも作用する

からであり,盾環の変化が両者の和として表現されるか

らであろう｡
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図13　脈波速度とエビネフリン投与後の収縮斯圧の
鼻低値との関係

国V

図14　脈波速度とエビネフリン投与後の拡張期圧の
鼻低値との関係
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ただし,収縮親圧,拡張期圧とも第2相の変化は,寡

3相の変化に比べてより相関係数が高い傾向にあった｡

つまり,脈波速度が大きいほど第2相での血圧低下が小

さい傾向があった(図　　　　このことは,動脈硬化が

進むほどエビネフリンに反応した血管の拡張が起こりに

くくなることを示唆しているのかもしれない｡

今後のBi望

エビネフリンやノルエビネフリンの番環系への影響に

関する研究は,その範囲を脳血流94)や拡張親の心機能95)

などへと広げっっあり,更に最近では高血圧症患者に対

するフェリブレシンの投与限界室を左室収縮時相から検

討した報吾96)もある｡

心血管系疾患を合併した患者に対する局所麻酔薬中の

血管収縮薬の使い分けと使用量については,およその結

論が出た｡しかし,血管収縮薬の至通濃度に関しては末

だ結論が出ていない　　　　　　　　　　　　の観点か

らの検討が必要である｡

患者の常用薬と血管収縮薬との相互作用に関しても,

更に検討が必要である.

エビネフリンのa2作用による血小板凝集促進98)は,

イヌの狭窄冠動脈における血栓形成を促進する　｡

その際の血乗エビネフリン濃度は,単純にヒトに換算す

るとカートリッジで10本分以上にも相当するので,その

まま歯科臨床におけるエビネフリンの危険性を指摘する

ものではないが,重要な検討課夏である.

局所麻酔薬中の血管収縮薬が生体に及ぼす影響につい

て,検討すべき課題は未だ多く残されているO今後はよ

り広い視野と綿かい視点に基づく検討を行ってゆくべき

であろう｡日常臨床で,局所麻酔がより安全に行われる

ようになるために,今後とも様々な面から局所麻酔薬と

血管収縮薬の問題に検討を加えてゆきたい.
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譲主任教授に厚く御礼申し上げます｡
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