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《原　著》

炭酸水素ナトリウムの呼気中CO2，血中CO2，　HCO3－，

　　　　　PHおよび脳血流に及ぼす影響について

駒谷　昭夫＊　安久津　徹＊

瀬尾　弘志＊＊

吉田　道彦＊　　山口　昂一＊

　要旨　脳血流の予備能を評価する方法には，炭酸ガス吸入法，およびダイヤモックスや炭酸水素ナトリウ

ムの負荷試験等がある．炭酸水素ナトリウムを負荷した時の呼気CO　2や動脈血中CO　2，　HCO3一および脳血

流の変化を調べ，脳血管反応性を定量的に評価するための留意点について検討した．

　その結果，炭酸水素ナトリウム負荷により，動脈血中のHCO3－，　PH値はほぼ同程度に増加したが，

PaCO　2や終末呼気CO　2濃度および脳血流の増加の程度は大きくばらついた．脳血流の増加率はHCO3一や

PH値の増加率と有意の正相関が認められたが，　PaCO　2や終末呼気CO2濃度の増加率とは相関しなかった．

また，安静時にみられたPaCO　2と終末呼気CO2濃度の良好な相関関係は，炭酸水素ナトリウム負荷時には

相関しなくなった．炭酸水素ナトリウム負荷による脳血流予備能の評価は，PaCO　2だけでなくHCO3一や

PHと対比することにより定量的に行える可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1107－1112，1992）

1．はじめに

　脳血流の予備能を評価する方法として，炭酸ガ

スの吸入やダイヤモックス静注による負荷試験が

一般的に用いられている．

　炭酸ガス吸入負荷法では，5％程度の炭酸ガス

混入空気を吸入させるが，被検者によっては苦痛

の訴えが激しく，呼吸パターンが大きく変動する

ので，炭酸ガス負荷の程度が一定しないなどの欠

点がある．一方，ダイヤモックス負荷法は，炭酸

脱水酵素の抑制により血中のCO2が増加するこ

とに基づく方法であるが，その薬理作用が大きく，

電解質失調，悪心，嘔吐，めまい，頭痛，傾眠等

の副作用があり，慎重な投与が必要である．
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　炭酸水素ナトリウムの静注により，PaCO　2上

昇を介して脳血流が増加することは，1953年

Schieve1）により報告されているが，最近，この原

理に基づく負荷法が散見されるようになった2）．

炭酸水素ナトリウム負荷による動脈血中のCO　2，

HCO3－，　PH，および呼気中炭酸ガス濃度や脳血

流の変化など基礎的事項の測定を行い，脳血管反

応性を定量的に評価するための留意点について検

討した．

II．対象および方法

　対象は，脳血管撮影，CTで片側性が確認され

た脳血管障害（TIA，　RIND，梗塞等）12例で，男

性9例，女性3例，平均年齢は68．5土8．8歳であ

った．

　検査の手順は，最初に通常の安静状態で脳血流

測定を行い，30分の間隔をおいて炭酸水素ナトリ

ウム（17・59／250m1メイロン）の静注を開始した．

静注総量は3．5m1／kg体重とし，その60％をシ

リンジポンピングによる急速注入，残りは測定終
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了まで全開点滴注入した．急速注入終了時（注入

開始後約3分）に2回目の脳血流測定を開始した．

　脳血流はリング型SPECT（HEADTOME　SET－

021島津）を用いて133Xeガス吸入法で測定した3）．

脳血流量の算出は，Kanno＆Lassenのsequential

picture　6分法4）によった．　OM÷40　mmと75　mm

の健側半球にROIを設定し，両スライスの平均

値を健側半球の脳血流とした．本測定法の精度・

再現性については，厳密な評価は困難であるが，

健常者の脳血流による精度の推定上，当該検討に

は十分耐え得るものと考えられる5・6）．終末呼気

炭酸ガス濃度（E－TCO2）は，マウスピースから細

管で持続吸引したガスを呼気ガスモニター・・－n（三栄

1H－21A）に導き連続測定した．　E－TCO2値の読

み取り，および動脈血採血のタイミングは，脳血

流測定開始1．5分後，すなわち133Xe吸入から洗

い出しに移行する時点に統一した．統計処理には，

t検定およびPeasonの相関係数を用いた．

IIL　結　　果

　1）脳血流の変化

　健側半球の平均脳血流（m1／100　g／min）は，安静

時45．7土6．0，炭酸水素ナトリウム負荷時57．1土

8．2であった．平均25．0土6．6％の有意な増加であ

ったが，増加の程度はばらばらであった（Fig．1）．

RINDの症例における炭酸水素ナトリウム負荷前
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Fig．1　The　change　in　mean　cerebral　blood　flow　ofnon－

　　　injured　hemisphere　from　rest　to　sodium　bicar－

　　　bonate　stimulation．

後の一例をFig．2に示す．健側半球ではほぼ均一

な血流増加，また患側では不均一な反応性がみら

れた例である．

　2）終末呼気炭酸ガス濃度の変化

　終末呼気炭酸ガス濃度（％）は，安静時4．85土

0．6，炭酸水素ナトリウム負荷時5．34±0．53であ

った．平均10．9±・8．1％の有意な増加であったが，

増加のしかたはきわめて不揃いで逆に減少した例

も認められた（Fig．3）．
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Fig．2　A　case　of　RIND：resting　study（upper）and

　　　activating　study（bottom），　where　demonstrate

　　　homogeneous　increase　at　non・injured　right

　　　hemisphere　and　partial　increase　at　injured　left

　　　hemisphere　in　cerebral　blood　flow．
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Fig．3　The　change　in　E－T（end・tidal）CO2concentration

　　　from　rest　to　sodium　bicarbonate　stimulation．
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Fig．4　The　changes　in　arterial　parameters：PaCO2（a），　HCO3－（b）and　PH（c）from　rest

to　sodium　bicarbonate　stimulation．
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Fig．5　Correlation　of　E－T　CO2　concentration　with　PaCO2　in　rest　study（a）and　sodium

　　　bicarbonate　stimulation（b）．　The　sign伍cant　correlation　at　the　rest　was　vanished

　　　by　the　administration　of　sodium　bicarbonate．

　3）動脈血諸データの変化

　PaCO2はFig．4－aに示すごとく，9．8土6．4％の

有意な増加が認められたものの，増加の程度は

大きくばらついた．反面，HCO3一とPHは，そ

れぞれ49．9土8．5％，1．78土0．27％の有意な増加

で，増加の程度のばらつきはきわめて小さかった

（Fig．4－b，　c）．

　4）PaCO2と終末呼気炭酸ガス濃度

PaCO2と終末呼気炭酸ガス濃度の相関をFig．5

に示す．安静時にはr＝0．75（p－0．004）で両者間

の相関はきわめて良好であったが，炭酸水素ナト

リウム負荷時ではr－0．26（p＝0．40）となり，有意

の相関は認められなくなった．
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1110 核医学　29巻9号（1992）

　5）増加率の相関

　諸パラメータの増加率は，安静時に対する炭酸

水素ナトリウム負荷時の増加量の百分率（％）と定

義した．

　PaCO2と終末呼気炭酸ガス濃度の増加率に対

する脳血流増加率の相関をFig．6に示す．　PaCO2

増加率との相関は，r－0．19（p－0．54），終末呼気炭

酸ガス濃度増加率との相関はr－0．39（p・＝O．19）で

あり，どちらにも有意な相関関係は認められなか

った．
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Na◇HCO3－　＋　H・Buf
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Fig．8　Behavior　of　intra－venous　injected　sodium　bi－

　　　carbonate．

　一方，HCO3一とPHの増加率に対する脳血流

増加率の相関は，それぞれr－0．63（p－0．02），r－

0．64（P－0・02）であり，両者ともほぼ同程度の相

関が認められた（Fig．7）．

IV．考　　察

　静注された炭酸水素ナトリウムは，Fig．8に示

すごとく，血液中でNa＋イオンとHCO3一イオ

ンに分かれ緩衝作用がおこり，生体の恒常性の維

持に重要な役割を果たす．そして，H2CO3は，

炭酸脱水酵素（carbonic　anhydrase）により，水と

炭酸ガスになる一方，H＋とHCO3一の分極状態

と平衡状態を呈する．この一連の作用によるCO2

とbufferによる緩衝作用が相互に脳血流をcont－

rolするとされている7”－9・12）．この系におけるCO2，

H＋，HCO3－，およびPaCO2と密な相関を有する

とされる終末呼気炭酸ガス濃度3・10’11）と脳血流の

変化を調べ，炭酸水素ナトリウム負荷に対する脳

血流の反応性（reactivity）を定量的に評価する基

礎的な検討を行った．その結果，健常部の脳血

流変化率はPaCO　2変化率とは相関せず，さらに

PaCO　2と終末呼気炭酸ガス濃度の相関も炭酸水

素ナトリウム負荷時には認められなくなることが

分かった．これは，炭酸水素ナトリウムの脳血管

に対する作用機序が前述のごとく，CO2やPH

によるchemical　contro1（主に50μ以下の血管）

のみならず，bufferの緩衝作用によるchemical

contro1やneurogenic　contro1（主に20μ以上の血

管）など複数機序が相互に作用12・13）するためと考

えられる．したがって，CO　2吸入負荷法で行われ

ているように，脳血流の反応性をPaCO2や終末

呼気炭酸ガス濃度の変化率を基として評価するの

1111

は適当でないと考えられた．PHは，　CO2吸入負

荷の場合は低下するが，炭酸水素ナトリウム負荷

の場合7．43から7．56と逆に増加した．PHの増

加は脳血流が低下する方向に作用するとされてい

るが，PHのこの範囲の変動幅に対する脳血流の

変動幅は，CO　2やbufferの緩衝による脳血流増

加作用に比しきわめて軽微である14）．そのため，

PH変動に起因する脳血流増加作用は相殺され，

見かけ上，脳血流はPHと正相関を示す結果にな

ったと考えられる．しかし，炭酸水素ナトリウム

負荷による健常部の脳血流の変化率は，血中の

HCO3一やPHの変化率とは比較的良好な相関を

呈した．したがって，HCO3一やPHの変化率を

負荷の程度の指標とし対比することにより，脳血

流反応性を定量的に評価できる可能性が示唆され

た．

　今回は，炭酸水素ナトリウムの投与量を3．5m〃

kg体重とし，投与法も一定としたが，投与量依

存性については検討しなかった．また，脳血流の

反応性については，健側だけの基礎的な検討にと

どめ，患側（虚血部）の反応性には触れなかった．

これらの事項は，脳血流予備能評価への応用上不

可避であり，今後の課題としたい．

V．結　　語

　1．炭酸水素ナトリウム負荷による血中HCO3一

とPHの増加率はほぼ同率であったが，　PaCO2，

終末呼気炭酸ガス濃度および健常部の脳血流の増

加率は大きくばらついた．

　2．健常部脳血流の増加率は，血中HCO3一の増

加率やPHの増加率と有意に相関したが，　PaCO　2

や終末呼気炭酸ガス濃度の増加率とはまったく相

関しなかった．

　3．したがって，PaCO　2や終末呼気炭酸ガス濃

度に対する脳血流反応性の評価には難点があり，

むしろ血中HCO3一やPHに対する脳血流の反応

性評価の方が適当と考えられた．
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Summary

Effects　of　Sodium　Bicarbonate　on　the　End－tida1　CO2，　PaCO2，

　　　　　　　　HCO3－，　PH　and　Cerebral　Blood　Flow

Akio　KoMATANI＊，　Tooru　AKuTsu＊，　Michihiko　YosHIDA＊，

　　　　　　　Koichi　YAMAGucHI＊　and　Hiroshi　SEo＊＊

＊1）epart〃ient　of　Radio～bgy，口1）epart〃lent　6ゾS〃rgical∧reuro～b8ツ，

　　　　Ya〃lagata　Uni昭rsity　SchOO1　Ofルfedicine，　Ya〃lagata

　To　estimate　the　quantitative　reactivity　of　cere－

bral　blood　flow（CBF），　the　effects　of　sodium

bicarbonate　on　the　end－tidal　CO　2，　arterial　PaCO2，

HCO3“’，　PH　and　CBF　were　examined．　The　CBF

was　measured　by　133Xe　inhalation　method　with

ring　type　SPECT（HEADTOME）．　Activation
study　with　sodium　bicarbonate　administration　was

Performed　after　30　minute　of　resting　study，　and　the

reactivity　of　each　parameters　was　investigated．　The

arterial　HCO3－－and　PH　increased　with　similar

reactivity，　but　PaCO　2，　end－tidal　CO2　and　CBF　in

the　non・injured　hemisphere　changed　with　irregular

reactivity．　The　excellent　correlation　between

PaCO2　and　end－tidal　CO2　was　vanished　by　the

administration　of　sodium　bicarbonate．　The　reac－

tivity　of　CBF　did　not　correlate　with　reactivity　of

PaCO　2　and　end－tidal　CO2，　but　correlated　with

arterial　HCO3－and　PH．　Thus　the　measurement　of

arterial　HCO3－and　PH　may　be　indispensable　to

estimate　the　CBF　reactivity　with　the　administra－

tion　of　sodium　bicarbonate．

　Key　wordS：Cerebral　blood且ow，　Sodium　bi－

carbonate，133Xe　inhalation　SPECT，　Cerebral
blood　flow　reactivity．
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