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《原　著》

セクレチン・コレチストキニンの無麻酔ラット腹部

血流分布に及ぼす影響（マイク・スフェア法による）

鈴　木　侑　信＊ 木　谷　健　一＊＊

1．緒　言

　食後に腹部内臓領域の血流量が増加することは

すでにヒト1），イヌ2）－4），ラツト5）などで報告され

ている．この血流量増加の原因として心拍出量の

増大，身体各組識から腹部臓器への血流再分布あ

るいは腹部内臓血管床の直接あるいは間接的な拡

張などが考えられているが，まだ意見の一致をみ

ていない．この血管拡張作用については神経反射

などとともに消化管ホルモンやある種の脈管作動

性物質も関与していると考えられている．

　消化管ホルモンであるセクレチン・コレチスト

キニン以下（CCK）の上腸間膜動脈6）－1°）・膵11）－16）・

胃17）－19）などの血流量に対する作用を検討した報

告はあるが腹部諸臓器血流量の変動を同時に検討

したものはGoodheadら13）が麻酔犬で検討したも

のがあるのみである．

　ラット・モルモットなどの小動物においては臓

器血流量を直接測定することは困難であり，その

変動を検討することはさらに難かしい．放射性同

位元素を標識したマイクロスフェア（以下MS）を

用いる方法2°）・21）はこの困難を克服し，各臓器血流

パターンの変動を知り得る．著者らは無麻酔ラッ
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トにおけるセクレチン・CCKの腹部臓器血流パタ

ー ンの変動をMS法により検討した．

2．方　法

　体重250－350gのウィスター系雄ラットを用い

ペントバルビタール麻酔下に右頸動脈より動脈カ

テーテル（Formocath，　B－D）を，右頸静脈より静

脈カテーテル（PE　10）を挿入した．動脈カテーテ

ルの先端が左心室内にあることをX線テレビで確

認し，静脈カテーテルは下大静脈に留置した．両

カテーテルをヘパリン加生食水で充たし皮下を通

して背部で固定し結紮した．ラットは覚醒後4～7

日の創傷回復期をおき18時間絶食させたのちボー

ルマンケージに入れ半固定し，無麻酔下に血流実

験を行った．

　直径15μの3M社製MS（85Sr，51Cr標識）を

使用しo．4μciを40－80μ1の溶液として約10秒間

で左心室内に注入した．5分後にBootsのセクレ

チン0．5単位／1009体重またはCCK　2単位／1009

体重を静注した．2分後または5分後に第2回注

入として異ったRI標識のMSを用いた．注入終

了後脱血屠殺し各臓器の放射活性をウエル型シン

チレーションカウンターで測定した．この各臓器

あたりの放射活性を注入全放射活性の百分率とし

てあらわすことにより，各臓器血流を心拍出量に

対する百分率（血流分布率）として求め21）両消化

管ホルモンの効果を検討した．また脾・膵・胃・

小腸・大腸の血流分布率の和を門脈血流分布率と

してあらわした．対照ラット群ではセクレチン・

CCKのかわりに生食水05　m1を静注した．
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3．結　果

核医学　　13巻3号（1976）

　Table　1は対照ラット群（n－5）において生食水

注射前後2回の血流分布率を比較したものである．

第1回と第2回の注入による血流分布率で有意の

変化のあるものはない（p＞0．05）．表右に示した佐

々木らの50μMSを使用した実験結果2°）と比較す

ると肝・膵・心で著者らの実験結果がやや高値を

示した．しかしそれ以外の臓器ではほぼ同一の血

流分布率を示した．肝動脈を介しての肝血流分布

率は0．44－6．78％とパラツキが目立った．

　Table・2にセクレチン静注前，後（2分後・5分

Table　1 Cardiac　output　distribution　in　unanesthetized　rats（Comparison　of　first　and

second　injections　with　different　microspheres）

Organ
％of　Cardic　Output
mean土S．D．（nニ5）

1st　inj． 2nd　inj． Sasaki　et　aL＊

Liver（hapatic　art．）

Spleen

Pancreas

Stomach

Smal1　lntestine

Large　Intestine

Portal

Heart

Lung

Left　Kidney

Right　Kedney

2．21：と2．39

0．46土0．24

2．23：｝：1．24

1．27±0．42

6．58±0．56

2．07±0．46

12．60：L1．69

9．57土2．78

0．71ti：0．33

6．06±1．91

6．26：L2．64

2．79土2．78

0．35：と0．21

1．97：ヒ0．62

1．06土0．36

6．63土1．04

1．98土0．34

11．99土1．56

10．27土3」0

0．72±0．42

7．35土2．31

7．59斗一3．11

0．8▲1．2

0．8士0．9

0．8土0．5

0．9士0．4

7．3土1．8

2．6土1．1

12．3：ヒ3．3

5．1士1．8

L1＋0．9

｝11・6士1・8

＊50μ　microspheres

Table　2　Effect　of　Secretin　on　systemic　circulation　in　rats（0．5　U／100　g　B．　W．　i．v．）

Organ
％of　Cardiac　Output
　　mean土S．D．

Before 2min 5min
after　Secretin　inj．

Liver（hepatic　art．）

Spl㏄n

Pancreas

Stomach

Small　lntestine

Large　InteStine

Portal

Heart

Lung

Left　Kidney

Right　Kidney

1．28：L1．17

0．44士0．51

1．93士0．58

1．25土0．29

8．25：t2．17

2．23±0．87

14．10士3．26

8．83土3．18

1．18　ti：0．77

6．71±1．43

6．43土1．70

1．82：七1．96

0．25土0．12

2．49土0．73

3．30：と：0．77＊＊

18．81土4．30＊＊

1．91土0．53

26．77：ヒ5．35＊＊

10．03土3．89

1．00土0．39

7．90土1．54

7．87士1．19

1．46土0．84

0．58土0．39

3．15士0．50＊＊

2．13土0．32＊＊

10．91±2．76

2．14±0．67

17．98土3．47＊

8．70：ヒ2．12

1．34土1．07

6．77土1．39

6．70土2．34

＊＊P〈0．01　＊p＜0．05
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後の各6匹の臓器血流分布率の変動を，Fig．1に

セクレチン投与後血流分布率に有意の変化を示し

た臓器のみを示した．セクレチン静注2分後では

●九〇fcardiac　output

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でが

3・ 罵念漁＿，司．1

　　　圏5min・〃　．婚

20
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5

　　　　　　　　　　SmattPancreas　Stomach
　　　　　　　　　Intestine

Portat

　　　　　　　　　　　●　scP＜O．01　　…εP＜0．05

Fig．1　Effect　of　Secretin　on　splanchnic　circulation

　　　ln　rats．

177

胃・小腸・門脈への血流分布率は投与前値に比し

174，128，90％それぞれ有意の増加率（p〈0．Ol）を

示しているが膵・肝（肝動脈）・脾・大腸には有意

の変化はなかった．5分後では膵・胃・門脈が投

与前値より65，71，28％なお増加していた（膵・

胃はp〈o．Ol，門脈はp＜o．05）が，小腸をはじめ他

の腹部臓器の血流分布率は投与前値に比し有意の

変化は認められなかった．

　Table　3はCCK静注による血流分布率の変動

（投与後2分・5分の各6匹）を，Fig．2にCCK

投与後有意の血流分布率変動を示した臓器のみを

示した．CCK静注2分後では胃・膵・小腸・門脈

への血流分布率が投与前値より214，65，65，60％

増加（p＜0．ODしたが他の腹部臓器では変動せず，

5分後でも膵・胃・門脈はなお投与前値より80，

53，21％増加していた（膵・胃はp〈0．Ol，門脈は

p〈0．05）が小腸，その他腹部臓器は投与前値との

間に有意な変動を示さなかった．

　なおCCKをセクレチンと同量の0．5単位／100　g

体重静注した際には投与前後における血流分布率

には有意の変化は認められなかった．

　以上の両ホルモンにより腹部臓器以外の心・肺・

腎の血流分布率には有意の変動を生じなかった．

Table　3　Effect　of　CCK　on　systemic　circulation　in　rats（2．O　U／100　g　B．W．　i．v．）

Organ
％of　Cardiac　Output

　mean±S．D．

Before 2min 5min
after　CCK　inj．

Liver（hepatic　art．）

Spleen

Pancreas

Stomach

Small　Intestine

Large　Intestine

Portal

Heart

Lung

Left　Kidney

Right　Kidney

1．57士2．07

0．39土0．14

1．42土0．35

1．00土0．33

7．04壬1．31

1．97土0．49

11．82±1．94

9．53士6．08

1．41土1．38

8．16士2．02

7．81土2．26

0．86土1．28

0．56土0．30

2．35：ヒ0．64＊＊

2．14土0．87＊＊

11．63土4．18＊＊

2．14土0．63

18．82土6．23＊＊

7．46士3．19

2．25土2．93

9．25土3．27

8．51土2．76

0．89土0．85

0．45土0．16

2．561：0．92＊＊

1．53土0．50＊＊

8．07土1．63

1．72：ヒ0．29

14．32±2．27＊

7．47土2．49

1．25土0．77

8．29土2．06

7．85：ヒ2．51

＊＊P〈0．01　●P＜0．05
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Fig．2　Ef「ect　of　CCK　on　splanchnic　circulation　in

　　　rats．

4．考　案

　ラットの如き・」・動物では臓器血流量を直接測定

することが困難であるが，その変動をみる際には

MS法を用いることにより心拍出量の臓器血流分

布率の変動として知り得る2°）．

　臓器血流分布率は麻酔や使用したMSの粒子の

大きさや食事の影響などで相違が生ずることが報

告されている．すなわち佐々木ら2°）はラットにお

いてペントバルビタール麻酔時には肺への50μMS

の分布率が有意に増加したことを認め，また開原

ら22）はイヌにおける15μMS投与実験で肺への分

布率が非麻酔時に比しペントバルピタール麻酔時

には有意な著増を示したことを報告している．即

ち無麻酔動物では臓器毛細管直径は15μを超え

ぬため50μMSはもちろん15μMSでも殆ど最

初の毛細管網で捕捉される．これに反しペントバ

ルビタール麻酔は体循環系血管床で動・静脈短絡

を開放させこのため15μMSはその短絡を通過し

て肺に捕捉されると解されている．また佐々木2°）

らはペントバルビタール麻酔は腹部血流分布率を

増加させることを報告している．従って本研究の

ように腹部臓器血流の変動を検討する際は麻酔の

有無，またその種類により結果に重大な影響を与

える可能性がある．また食事摂取は門脈血流を著

増させることが知られている．

　そこで今回著者らは，無麻酔空腹下ラットにお

いて直径15　！t　MSを使用して実験を行った．対照

ラット群においては肝・膵・心を除き50μMSを

使用した佐々木らの成績2°）にほぼ一致する結果を

得た．ただし腎の血流分布率は50μMSを使った

佐々木らの実験結果で第2回MS投与時の腎血流

分布率が第1回MS投与時に比し有意な増加を認

めている一多数の小梗塞が生じこれが心拍出量

分布率を増大させたと推定されている一のに反

し本実験結果では第1，2回のMS投与時の腎血流

分布率には有意の変動を認めなかった．

　セクレチン・CCKの膵11）－16）・17）－19）・胃・上腸間

膜動脈6）－1°）・門脈9）・1°）などの各血流量に及ぼすf乍

用はある程度明らかにされてきたが，動物種差に

よる相異や使用したホルモンの純度の点にも注意

する必要がある．諸臓器に対する作用を同時に検

討したものはGoodheadら13）のものがあるのみで

あり，麻酔イヌでと同じ原理である86Rbによる

indicator　fractionation法を用い，セクレチン・

CCKにより膵・十二指腸血流量の有意な増加を認

めている．また胃・十二指腸以外の小腸・大腸に

は血流増加傾向を認めたが有意ではなかったと述

べている．著者らの実験成績からはセクレチン・

CCKの主な作用臓器は腹部臓器，なかでも胃・

小腸・膵に限られていた．

　本実験においては心拍出量の測定はしていない

がFaraら8），　Delaneyら11），およびRoss6）が麻

酔イヌまたはネコで両ホルモンによる心拍出量の

変動はほとんどないか，または20％程度増加し

たと述べている．したがって著者らの実験成績で

血流分布率の増加した臓器では血流量の絶対値も

増加していると推定される．

　セクレチン・CCKが上腸間膜動脈（大部分は小

腸を灌流している）に対し血流増加作用があるこ

とは麻酔ネコでRossら6）がセクレチンで，　Fara

ら8）が両ホルモンで，麻酔イヌではThulin9）が
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CCKで認めている．著者の一人鈴木10）も麻酔イ

ヌで両ホルモソの投与により上腸間膜動脈・門脈

の血流量増加を認めており，今回の実験で小腸，

門脈の血流分布率が増加した成績はラットのみで

なく他の動物種にもみられる共通の現象であるこ

とを示唆している．

　つぎに胃血流量に対する作用としては中村らは

セクレチンにより胃全血流量は増加し，胃粘膜血

流量は投与量により増加または減少したと報告19）

しており，男全ら23）によれば左胃動脈血流量は増

加するという．一一方CCKでは中村ら24）は胃粘膜

血流量の減少を認めている．このように過去の報

告において実験条件・血流量測定法などの相異に

より結果に差がみられるがラットについての報告

は本報告の他にない．本実験の結果は心拍出量に

対する全胃血流量の比率は両ホルモン投与で明ら

かに増加することを示した．胃粘膜血流量につい

ては今後の検討を必要とする．

　膵血流量については，膵が複雑な血管支配をう

けていることなどから血流量の正確な測定に血流

計を用いるような従来の方法では困難が伴う．過

去の種々の測定法で両ホルモンによる膵血流量の

変動を検討した報告では，麻酔13－17）および非麻酔

イヌ14）または麻酔ネコ12）で両ホルモンとも血流増

加作用を認めている．本実験では膵血流分布率が

両ホルモン投与により増加したが，投与後2分よ

り5分後の方が増加したのに反し，胃・小腸では

5分後には投与前に復す傾向にあった．本報告の

他には両ホルモン作用下における諸臓器血流量の

経時的変動をみた報告はないが，膵と胃・小腸に

対するこれら両ホルモンの作用機序に異なるもの

がある可能性を示唆している．

　肝動脈に対する作用としてはRoss6）が麻酔ネ

コでセクレチンにより肝動脈血流量の減少を，ま

たThulin9）はCCKにより増加を認めているが本

実験結果および佐々木らの成績2°）からも対照ラッ

ト群の肝（肝動脈）血流分布率はバラツキが多く

（最大の原因は個体差が大きいためと思われる），

肝動脈血流分布率に対し両ホルモンは有意の増加

効果を示さなかった．

　今回の実験に使用したセクレチン・CCKはその

純度の点で問題があるが0．5単位／100gおよび2

単位／100gという薬理学的量を使用した本実験結

果では血流分布率にはほぼ一定の傾向を認めた．

　現在，これらのホルモンの血管に対する作用機

序として，血管に対する直接作用ではなく局所的

に生産された血管拡張物質（Kinin25），　Serotonin，

Histamin26）・27）など）の活生化ないし遊離による間

接的作用と考えられているがなお不明の点が多く

今後の検討を必要とする．

5．結　論

　無麻酔空腹下ラットにおいてMS法によりセク

レチン・CCKの臓器血流分布率に対する効果を検

べ次の結果を得た．

　1）セクレチン0．5単位／100g体重投与後2分

で胃・小腸・門脈の，5分後には膵・胃・門脈の

各血流分布率が有意に増加した．

　2）CCK　2単位／1009体重投与ではセクレチン

に類似の変動を示したが膵血流分布率は投与後2

分ですでに有意に増加していた．

　3）腹部臓器以外では心・肺・腎の血流分布率

には変動がみられなかった．

　本論文の要旨は第61回日本消化器学会総会（昭和50
年4月，京都）において発表した．
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Summary

Effects　of　Secretin　and　Cholecy　tok血血10n　Splanchnic　Circulation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Unane　thetized　Rats

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yukinobu　SUZUKI

　　The　2〃d　Z）eoa〃〃lent〔～∫　ln　ter〃a1ルfedici〃e，、FaCt’1り・〔ゾルtedici’le，　Tokアoこ〃liversity

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenichi　KITANI

The・lst・Labora〃ツ〔）f　Cli’iica1　Physiologγ，　Tok＞，o　Metropolitan　lnぷr〃ute〔ゾ（7ero〃tology

　　T卜eeffccts　of　Secretin（0．5　U／100　g　B．W．　i．v．）

and　Cholecystokinin（CCK．2．O　U／100　g　B．W．　i．v．）

on　the　splanchnic　circulation　in　unanesthetized

rats（250－350　g　Wistar　derived）were　examined　with

the　use　of　radioisotope　labeled　carbonized　micro－

spheres（3M，15％u5m）．

　　The　left　ventricle　cathetrization　was　perf（）rmed

through　a　right　carotic　artery　4－7　days　prior　to　the

flow　study．

　　After　l8hours　fasting，　the　rats　were　held　in　semi－

restrained　cage　without　anesthesia．

　　85Sr　or　51Cr　labeled　microsphere　suspensions

（0．4－2uCi，40－80ul，4，000一10，000　particles　per　rat）

were　introduced　into　the　left　ventricle　through

catheter　before　and　after　the　administration　of　two

hormones．

　　The　animals　were　later　sacrificed　and　the

distribution　of　radioactivities　in　the　heart，　lungs，

kidneys，1iver，　spleen，　pancreas，　stomach，　smal1

and　large　intestines　were　counted　byγscintilation

counter．

　　The　distribution　of　cardiac　output　was　calcu－

1ated　from　the　radioactivity　distributed　in　each

organ　divided　by　the　total　dose　administered．

　　The　percent　distribution　of　cardiac　output　to

the　stomach，　small　intestine　and　portal　circulation

were　signi6cantly　increased（p＜0．01）2minutes

after　the　administration　of　Secretin　and　still

remained　higher　than　the　control　values　at　5

mlnutes．

　　The　distribution　to　the　pancreas　was　gradually

increased　and　the　increase　b㏄ame　significant

（p＜0．01）at　5　minutes．

　　The　effect　of　CCK　was　similar　to　that　of　Secretin．

　　The　changes　in　cardiac　output　distribution　to

the　heart，　lungs，　and　kidneys　were　unchanged

（p＜0．05）before　and　after　the　administration　of

these　two　hormones．
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