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バソプレシン類似合成ホルモンであるフェリプ

レシン１）は，血管収縮薬として歯科用局所麻酔薬

に添加されている。フェリプレシンはエピネフリ

ンに比べ循環におよぼす影響が少ない２）とされて

いるため，とりわけ循環器疾患患者に対し好んで

使用される。しかしながらフェリプレシンの薬物

動態は不明な点が多く，しかもフェリプレシンや

バソプレシンは臨床使用量で心筋虚血を引き起こ

したという報告がある３）４）５）６）。

Kitagawa７）は比較的少量のフェリプレシンをイ

ヌに投与し，心機能の抑制と冠血流量（CBF）の

減少を認めたと報告した。Agata ら８）は臨床使用

量のフェリプレシンをイヌに投与し，CBFと内

層心筋組織酸素分圧（intPmO２）の減少を認め，

心筋内層における酸素需給バランスを崩す可能性

を指摘している。フェリプレシンに関する研究

は，大量投与時の昇圧反応に関する研究がある

が９）１０），このように臨床使用量を想定したフェリ

プレシンの循環についての研究報告は少なく，十

分な検討がなされているとは言い難い。しかし，
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抄 録：フェリプレシン（Fely）は心筋虚血などの副作用がある。本研究ではアデノシン三リン酸
（ATP），ニトログリセリン（NTG），アムリノン（AM）の持続投与が，Fely の副作用を改善できる
か検討した。
方法 イヌ７頭を使用し，拡張期血圧（DBP），冠血流量（CBF），内層心筋組織酸素分圧（intPmO２），

心係数（CI）などを観察した。Fely０．２mIU／kg／min 投与で CI，CBF，intPmO２を減少させた。ATP
１００・２００µg／kg／min，NTG２．５・５µg／kg／min，AM１０・２０µg／kg／min をそれぞれ１５分間投
与し，パラメータを観察した。各投与量はFely によって上昇したDBPを baseline に戻す量とし
た。
結果と考察 Fely によって減少したCI，CBF，intPmO２は ATP，AMによって回復した。CBF

が減少した本研究モデルは，冠血管の高度の狭窄に匹敵するモデルであると考えられる。この状態
を改善するためにFely の特徴的な作用，すなわちDBPの上昇をもとに戻す薬剤の量を選択し
た。この条件では，NTGの有効性は認められなかったが，ATPとAMは Fely の副作用に対し，
DBPを指標に対処できる可能性が示唆された。
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すでにフェリプレシンは日常臨床で広く使用され

ており，その副作用に対して何らかの予防法もし

くは対応策を検討しておくことは重要な課題の一

つと思われる。

フェリプレシン投与による心筋組織酸素分圧

（PmO２）の減少がCBF減少に起因するならば，

CBFを回復させることが重要だと考えられる。

そこで我々は，冠拡張作用を有するアデノシン三

リン酸（ATP），ニトログリセリン（NTG），アム

リノン（AM）の持続投与が，フェリプレシンの副

作用を改善するか否かを，ウレタン，α－クロラ
ロース麻酔下開胸犬においてCBFや PmO２を他

の循環パラメータとともに観察した。

Methods

体重１５．５～１９．０kgのラブラドール－ビーグル

交雑犬（NRB；Nihon Nohsan Kohgyo, Yoko-

hama, Japan）７頭を使用した。左前腕皮静脈に

１８ゲージテフロンカテーテルを留置した後，チオ

ペンタール（Ravonal；Tanabe, Osaka, Japan）１５

mg／kg で麻酔導入し，３０Fr の気管内チューブ

（Blue Line；Portex, Hythe, Kent, England）にて

気管挿管を行った。維持麻酔は酸素－空気－イソ

フルラン（呼気終末イソフルラン濃度１～２％）の

吸入で行った。乳酸リンゲル液を１０ml／kg／h

の速度で輸液した。臭化ベクロニウム（Muscu-

lax；Organon, Tokyo, Japan）を投与した後，人

工呼吸器（Harvard, Chicago, USA）により調節呼

吸を行った。右大腿動脈，右大腿静脈，右前腕皮

静脈に１８ゲージテフロンカテーテルを留置し，動

脈圧測定用および薬剤投与用とした。右外頚静脈

から７Fr の thermodilution catheter（TC－７０４；

Nihon Kohden, Tokyo, Japan）を挿入し，先端が

肺動脈の枝に到達したところで固定した。左第５

肋間より開胸し，超音波血流計（T１０８；Tran-

sonic, Ithaca, NY, USA）のプローベ（Type３SB）

を剥離した左冠動脈前下行枝（LAD）の起始部よ

り約５mmの位置に装着した。PmO２測定のため

のプレート固定された２つの polarographic nee-

dle electrode（POE－４０PDS；Inter Medical, To-

kyo, Japan）を LADの支配領域の心筋組織内に刺

入固定した。１本は心外膜から約２mmの心筋外

層に，もう１本は心外膜から約７．５mmの心筋内

層に刺入した。

前処置終了後はイソフルランの吸入を停止し

た。酸素－空気吸入のみとし，吸入酸素濃度を４０％

とした。ウレタン（Wako Jyunyaku Kohgyo,

Osaka, Japan）１６０mg／kg／h，α－クロラロース
（Wako Jyunyaku Kohgyo, Osaka, Japan）１６mg／

kg／hを右大腿静脈より持続投与し，麻酔を維持

した。また，臭化ベクロニウムを適宜投与し筋弛

緩を得た。換気条件は，動脈血液ガス分析で

PaCO２が３５～４０mmHg程度を維持するように調

節呼吸を行った。血液ガスは pH－blood gas elec-

trolytes analyzer（Stat profile５；Nova Biomedi-

cal, Boston, Massachusetts, USA）により測定し

た。体温はヒーティングランプを使用し，３６～３８

℃に維持した。

循環の変動は，ポリグラフ（polygraph series

３６０；NEC San－ei, Tokyo, Japan）に連続記録し

た。収縮期血圧（SBP），拡張期血圧（DBP），平均

肺動脈圧（MPAP），肺動脈楔入圧（PCWP）は圧ト

ランスデューサー（P２３ID；Gould, Oxnard, CA,

USA）を介して記録した。心拍数（HR）は血圧波

形より算出した。CBFは，超音波血流計により

記録した。PmO２は PO２ monitor（PO２－１００DW；

Inter Medical, Tokyo, Japan）により記録した。

心拍出量は熱希釈法により，thermodilution

catheter のプロキシマルルーメンより０℃の５％

ブドウ糖溶液１０ml を注入し hemodynamic pro-

file computer（SP１４４５；Spectramed）により測定

し，心係数（CI）として表現した。

Fig.１に本研究のプロトコールを示す。前処置

終了後，１時間以上経過し，かつ循環動態が安定

した時点のパラメータを対照値（baseline）とし

た。左前腕皮静脈より，フェリプレシンを loading

dose として，６mIU／kg を５分間かけて投与し

た。実験中は０．２mIU／kg／min の速度で持続投

与した。フェリプレシン持続投与開始３０分後にパ

ラメータを観察（各薬剤を投与する前の control
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値を cont とし，それぞれ contATP１００，contATP

２００，contNTG２．５，contNTG５，contAM１０，con-

tAM２０とした。）した。

次に右前腕皮静脈より，ATPを１００µg／kg／
min の速度で持続投与した。１５分後にパラメータ

を観察し，ATPの投与を終了した。投与終了か

ら６０分以上の間隔をあけ，ATPを２００µg／kg／
min の速度で持続投与し，同様に観察した。その

後，NTG２．５µg／kg／min，５µg／kg／min を同
様に観察した。次にAM１mg／kg を５分間かけ

て投与した。その後１０µg／kg／min の速度で持
続投与し，AM投与開始から１５分後にパラメータ

を観察した。AM１０µg／kg／min 投与終了５分後
に２０µg／kg／min を１５分間持続投与し，観察を
行った。

本研究での各薬剤の投与量は，予備実験におい

て得られたデータを参考に，フェリプレシン投与

によって上昇したDBPを baseline に戻す量とし

た。

全ての観察終了後，フェリプレシンの持続投与

を中止した。２時間以上経過し，循環動態が安定

した時点のパラメータを end とした。

なお，フェリプレシンはアストラジャパン株式

会社（Osaka, Japan）から提供を受けたもので，原

液２２．６IU／ml を生理食塩水で希釈したものを用

いた。

Statistical analysis

データはすべて平均値±標準偏差（mean±SD）

であらわした。統計処理は repeated measure-

ments ANOVA と Student－Newman－Keuls

test を用い，p＜０．０５を有意とした。

Results

本研究期間中，PaO２は約１００～１２０mmHgであ

Fig１．Study protocol : ↓=time of measurement. Fe-
lypressin was infused first in a loading dose of
6 mIU・kg－１ for five minutes and then at a
rate of 0.2 mIU・kg－１・min－１ continuously dur-
ing the experiments. Following a 30 min infu-
sion of felypressin,each agent was administered
concurrently for 15 min to evaluate changes in
hemodynamic parameters. The rates and dos-
ages of intravenous infusion were 100 and 200
µg・kg－１・min－１ for adenosine triphosphate
（ATP 100, ATP 200）, 2.5 and 5 µg・kg－１・
min－１ for nitroglycerin（NTG 2.5, NTG 5）, and
10 and 20 µg・kg－１・min－１ for amrinone（AM
10, AM 20）. The infusions of felypressin were
stopped afterall assessments were made. The
measurements, no less than two hours after
discontinuation of all infusions and when hemo-
dynamic stability was attained, were recorded
as the end values.

Fig２．Hemodynamic parameters during continuous
infusion of felypressin. Felypressin produced
changes（ｐ＜0.05）in diastolic blood presure（■,
DBP）, inner layer myocardial tissue oxygen
tension（◆, intPmO２）, heart rate（□, HR）, car-
diac index（○, CI）and coronary blood flow（△,
CBF）. Outerlayer myocardial tissue oxygen
tension（●, extPmO２）and systolic blood pres-
sure（▲, SBP）were not affected. The DBP in-
creased approximately 17±5（mean±SD）%.
The CBF, CI and intPmO２ decreased approxi-
mately 49±9, 40±13 and 21±7%, respectively.
Asterisk indicates statistical significance（ｐ＜
0.05）as compared with baseline.
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り，低酸素症の所見はみられなかった。

Fig.２にフェリプレシンを持続投与したときの

主なパラメータの変化を示す。フェリプレシン投

与によって有意な変化を認めたパラメータは

DBP，intPmO２，HR，CI，CBFであった。ext-

PmO２，SBP は有意な変化を示さなかった。DBP

は１７±５％の増加を示した。CBFは４９±９％，CI

は４０±１３％，intPmO２は２１±７％の減少を示し

た。

Table１に結果を示す。DBP，CI，CBF，intPmO２

Table１ Hemodynamic effects of coronary vasodilators（adenosine triphosphate（ATP）, nitroglycerin（NTG）or am-
rinone（AM））in dogs receiving continuous infusion of felypressin.

baseline cont ATP１００ ATP１００ cont ATP２００ ATP２００ cont TNG２．５ TNG２．５

HR
（bpm）

１４２．６±３３．７ １００．９±２０．５＊ １１８．７±２９．６＊ １０３．０±２２．４＊ １４１．９±３５．４† １０４．０±２０．４＊ １０３．７±２１．９＊

SBP
（mmHg）

１６７．１±１５．３ １７９．３±２０．０ １６８．１±１５．２ １７３．３±１８．１ １５９．４±１３．６† １６９．４±１３．７ １６０．９±１４．４†

DBP
（mmHg）

１０６．７±１６．４ １２５．１±１６．９＊ １０８．１±２１．４† １２３．４±１８．５＊ ９２．７±１５．６＊† １２０．９±１７．４＊ １１０．６±１５．１†

MPAP
（mmHg）

１１．５±３．２ １１．０±２．６ １０．８±３．１ １１．９±３．７ １１．３±２．６ １１．３±４．０ ９．６±３．３

PCWP
（mmHg）

３．９±１．９ ５．０±２．５ ５．４±２．６ ５．４±３．２ ３．７±１．８ ５．４±２．３ ４．０±１．３

CI
（L・min‐１・m‐２）

４．３±１．４ ２．６±０．９＊ ３．５±１．３† ２．７±０．８＊ ４．７±１．７† ２．７±０．８＊ ２．７±０．７＊

CBF
（mL・min‐１）

２１．０±６．８ １０．７±３．３＊ １６．６±６．６ １０．１±３．２＊ ３１．０±１８．７＊† １０．６±３．６＊ １０．３±３．５＊

int PmO２
（mmHg）

３９．９±１０．８ ３１．７±８．２＊ ３６．１±８．５ ２９．０±８．５＊ ３８．１±８．７ ２９．７±８．５＊ ３２．１±７．８

ext PmO２
（mmHg）

３２．９±８．７ ３６．３±９．１ ３５．９±１０．８ ３５．１±１１．３ ３２．４±１４．９ ３５．１±１２．５ ３５．７±１３．５

cont TNG５ TNG５ cont AM１０ AM１０ cont AM２０ AM２０ end

HR
（bpm）

１００．４±１９．７＊ １０３．９±２２．２＊ １０３．６±２３．８＊ １１１．３±２６．９＊ １０３．６±２３．８＊ １０９．９±２９．５＊ １２７．１±２６．７†

SBP
（mmHg）

１６４．９±１５．８† １５５．３±１３．３† １６４．７±１２．７ １６１．０±１７．０† １６４．７±１２．７ １５８．１±１４．４† １４９．６±２９．１†

DBP
（mmHg）

１２０．７±１５．６＊ １０８．３±１４．１† １１９．９±１５．５＊ ９９．６±１５．４† １１９．９±１５．５＊ ９９．３±１４．２† １００．３±１８．１†

MPAP
（mmHg）

１２．３±３．６ ８．７±３．５ １２．１±３．４ ８．３±２．７ １２．１±３．４ ８．４±２．７ １０．３±４．１

PCWP
（mmHg）

４．９±２．２ ３．３±２．０ ６．３±２．６ ３．１±１．８ ６．３±２．６ ３．３±１．８ ４．６±１．９

CI
（L・min‐１・m‐２）

２．８±０．７＊ ２．９±０．７＊ ２．８±０．８＊ ３．７±１．３† ２．８±０．８＊ ３．８±１．３† ３．９±１．３†

CBF
（mL・min‐１）

１０．３±３．１＊ １０．４±３．０＊ ９．６±２．６＊ １５．７±５．１ ９．６±２．６＊ １５．３±７．２ １４．９±６．４

int PmO２
（mmHg）

３０．７±８．１＊ ３１．７±７．１＊ ２８．６±８．０＊ ３８．６±１４．５ ２８．６±８．０＊ ３９．６±１３．１ ３７．７±１４．２

ext PmO２
（mmHg）

３６．１±１３．１ ３５．１±１５．１ ３３．９±１４．９ ３３．６±１６．０ ３３．９±１４．９ ３４．６±１３．５ ３１．９±１７．８

Values are mean±SD
HR= heart rate ; SBP= systolic blood pressure ; DBP= diastolic blood pressure ; MPAP= mean pulmonary artery
pressure ; PCWP= pulmonary capillary wedge pressure ; CI= cardiac index ; CBF= coronary blood flow ; int
PmO２＝inner layer myocardial tissue oxygen tension ; ext PmO２＝outer layer myocardial tissue oxygen tension.
cont= control values for each measurements.
＊：P＜０．０５from baseline ; †：P＜０．０５from cont ATP１００.
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について，contATP１００，contATP２００，contNTG

２．５，contNTG５，contAM１０，contAM２０（＝con-

tAM１０）間に有意差はなかった。baseline と end

のパラメータ間に有意差はなかった。

DBPは，各薬剤の投与により baseline に回復

した。しかし，ATP２００µg／kg／min では，DBP
は baseline より有意に減少した。CI は ATP１００µg
／kg／min，ATP２００µg／kg／min，AM１０µg／kg
／min，AM２０µg／kg／min によって baseline に
回復した。NTG２．５µg／kg／min，NTG５µg／kg
／min では，CI は baseline に回復しなかった。

CBF は ATP１００µg／kg／min，AM１０µg／kg／
min，AM２０µg／kg／min によって baseline に回
復した。ATP２００µg／kg／min では，CBFは base-
line よ り有意に増加した。NTG２．５µg／kg／
min，NTG５µg／kg／min では，CBFは baseline
に回復しなかった。IntPmO２は ATP１００µg／kg
／min，ATP２００µg／kg／min，NTG２．５µg／kg
／min，AM１０µg／kg／min，AM２０µg／kg／min
によって baseline に回復した。NTG５µg／kg／
min では，intPmO２は baseline に回復しなかっ

た。SBP，MPAP，PCWP，extPmO２は実験終了

まで baseline に対して有意な変化は認められな

かった。HRはATP２００µg／kg／min によって
baseline に回復したが，他の薬剤は有意な変化を

認めなかった。

Discussion

フェリプレシン投与によって増加したDBP

は，各薬剤の投与により baseline に回復した。

しかし，ATP２００µg／kg／min は DBPを baseline
より有意に減少させた。今回の研究では投与量が

多かったと思われる。また，フェリプレシン投与

によって減少したCI，CBF，intPmO２は ATP，

AMの投与によって回復した。NTG２．５µg／kg／
min は intPmO２をわずかながら回復させた。

Kitagawa７）は比較的少量のフェリプレシン

（０．０５，０．１，０．２，０．４mIU／kg／min を各３０分ず

つ）を，ウレタン，α－クロラロース麻酔下開胸
犬に静脈内投与し，心機能の抑制とCBFの減少

を認めたが，その変化は心筋酸素需給バランスを

崩すほどではないと報告した。しかし，この報告

は心筋組織酸素需給バランスを直接評価する指標

となる PmO２１１）の測定を行っておらず，心筋酸素

消費量をRate Pressure Product や循環諸指標か

ら算出している。Agata ら８）は２２．５mIUの少量

フェリプレシン（シタネスト－オクタプレシン

カートリッジTM０．７５ml 相当）をイソフルラン麻酔

下開胸犬に静脈内投与したところ，CBFと

intPmO２の減少を認めたと報告している。この変

化は血圧やHRの変化を伴わなかった。彼らは，

フェリプレシンの投与は血圧やHRに変化が起こ

らなくても量依存性に冠血管を収縮させ，心筋内

層における酸素需給バランスを崩す可能性を指摘

している。

フェリプレシンはバソプレシンの５倍の血管収

縮作用を有している１）。フェリプレシンの冠血管

収縮作用は，バソプレシンと同様V１受容体に結

合することにより生じる２）。本研究では，フェリ

プレシン投与によってCBFが baseline から約

４９％減少し，この状態を維持した。４０－６０％の

CBF減少は血管径では９０％以上の高度の狭窄が

生じるとされ１２），酸素需給バランスの悪化が予想

されるモデルである。

本研究モデルにおいて，各薬剤投与終了後は

CI，CBF，intPmO２が減少した状態に戻り，各 cont

間のパラメータに差がなかった。また，フェリプ

レシン持続投与終了後は各パラメータが baseline

に回復した。したがって本研究モデルは安定して

いるといえ，各薬剤の影響を検討するモデルとし

て妥当性があると考えられる。

ATPは生体内で大部分がアデノシン（ADO）に

分解される。ADOの主な特徴は，①血管拡張作

用，末梢血管抵抗の減少による後負荷の減少，②

頻脈をきたすことなく心拍出量と一回拍出量の増

加，③CBFの増加，心筋酸素消費量の減少など

である１３）。これら循環制御にはADO受容体が関

与している１４）１５）。主なADO受容体はA１およびA２

受容体がある。A１受容体はノルエピネフリン放

出抑制１６），β刺激による心筋収縮亢進の抑
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制１７）１８），刺激伝導速度遅延１４）などに関与する。こ

れらの作用により，心筋酸素需要の減少をきた

す。A２受容体は平滑筋弛緩１９）２０），血小板凝集抑

制２１），好中球フリーラジカル抑制２２）などに関与す

る。これらの作用によりCBFを増加させ，酸素

供給を増加させる。今回の結果でもCI および

CBFが回復し，その結果 intPmO２が回復した。

この要因はCBF増加による酸素供給の増加，後

負荷の減少による酸素需要の減少が考えられる。

Saito ら１０）は，セコバルビタール麻酔下開胸犬

２頭に対してジピリダモール０．５mg／kg を事前

に投与し，フェリプレシン０．２IU／kg 投与の影

響を観察している。彼らは，ジピリダモールが

フェリプレシン投与によるCBFの減少を拮抗し

たと報告している。ジピリダモールは，細胞によ

るADOの取り込みを抑制する２３）。したがって，

フェリプレシンに対するジピリダモールの拮抗作

用は，ADOが関与していることが予想される。

本研究結果でも，ADOはフェリプレシンの副作

用に対して有利に作用した。

NTG少量投与は静脈容量血管に作用し前負荷

を減少させ，心筋酸素消費量を減少させる２４）。CBF

が回復しないのにも関わらず，少量のNTG２．５µg
／kg／min が intPmO２をわずかながら回復させ

たのはこのためであると思われる。NTG２．５µg／
kg／min と NTG５µg／kg／min の投与１５分後の
パラメータを比較すると有意差はない。しかし

PCWPに つ い て，NTG５µg／kg／min は NTG
２．５µg／kg／min より減少傾向にあった。すなわ
ち前負荷がより減少し，心筋酸素消費量がより減

少していると思われたが，NTG５µg／kg／min
は intPmO２を回復させなかった。

い ず れ に せ よNTG２．５µg／kg／min で も，
intPmO２の増加はわずかであり，この大きな要因

はNTGが CBFを回復させなかったためである

と思われる。

本来NTGは冠動脈を拡張させ，酸素供給量を

増加させる作用がある２５）。さらに、NTGがバソ

プレシンによって低下したCBFと心拍出量を回

復させる報告がある２６）。しかしながら本研究で

は，NTGは CBFを回復させなかった。したがっ

て本研究モデルの条件下では，NTGの投与量は

十分ではなかったことが示唆された。CBFをは

じめ心機能について，フェリプレシンとNTGの

相互作用を検討した過去の研究はなく，今後の検

討課題である。

AMはホスホジエステラーゼ阻害薬で，強心作

用と血管拡張作用をあわせもつ２７）２８）。AMは心筋

収縮力を増強させるが，心拍数を上昇させず心筋

酸素消費量はほとんど増加しない２９）。また Jentzer

ら２９）は，AMは前負荷減少作用によって壁張力を

低下させ，酸素消費量の減少と心筋血流の改善を

生じさせ，虚血部の酸素需給バランスを改善する

と述べている。今回の結果でも，CI および CBF

が回復しており，その結果 intPmO２が回復してい

る。この要因としては，AMの直接強心作用によ

るフェリプレシンの心抑制の改善，前負荷，後負

荷の減少による酸素需要の減少，CBF増加によ

る酸素供給の増加などが考えられる。

今回，AMの投与方法は，１０µg／kg／min 投
与した後，５分後に２０µg／kg／min を投与し
た。AMに関しては血中半減期が長いため３０）３１），

このような投与方法を選択した。

本研究ではATPとAMが CBF，CI，intPmO２

の減少を回復させた。ATPは調節性がよく，使

いやすいと思われるが，胸痛を誘発することがあ

り３２），意識下の患者には使いにくいと思われる。

一方，AMは強心作用と心筋酸素需要の減少，酸

素供給の増加などが効率よく作用していると思わ

れる。その理由として，今回の結果では，CBF

の増加はATPほどではないが，intPmO２を回復

しているためである。したがって，AMの方がよ

り良いと思われる。

本研究モデルはフェリプレシン投与によって

CBFが減少し，冠血管の高度の狭窄に匹敵する

モデルとなった。この状態は酸素需給バランスの

増悪の程度によっては心筋壊死を生じる可能性も

考えられ，臨床的には管理に注意を要する状態で

あると考えられる。この状態を改善させるために

フェリプレシンの特徴的な作用，すなわちDBP
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の上昇に着目し，それをもとに戻す薬剤の量を選

択した。この条件では，NTGの有効性は認めら

れなかったが，ATPとAMはフェリプレシンの

副作用に対し，DBPを指標に対処または予防で

きる可能性が示唆された。

Conclusion

麻酔開胸犬に低濃度フェリプレシンを持続投与

し，ATP，NTG，AMの各薬剤の心臓，循環に

対する影響を観察した。フェリプレシンの副作用

はATP，AMにより改善できた。また，NTG

２．５µg／kg／min はわずかながら intPmO２を回復
させた。NTGに関しては，投与量など今後の検

討課題である。以上の結果から，フェリプレシン

の副作用は，ATP，AMにより対処または予防

できる可能性が示唆された。
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