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7．前回からの引継

弘之

いる心筋標本として乳頭筋を用いて，その心筋張

前回は，心機能に関する様々な入門的事項の説

力（負荷）と短縮速度との関係を求めた（図 2-1）
．

明から始まり，19 世紀末の Frank の圧容積図と

この場合の負荷を後負荷（afterload）とも呼ぶが，

心仕事，20 世紀初頭の Starling の心臓法則，20

それには等尺性（isometric）や等張性（isotonic）

世紀中期の Sarnoff の心室機能曲線などに関して

等がある．等張性後負荷条件下では，収縮中の筋

分かりやすく解説をした．それらの知見や概念が

に懸かる心筋張力が一定のままで心筋が短縮する

全て過去のものとなっているのではなく，もちろ

収縮が起き，等尺性後負荷条件下では，筋長が一

ん現在でも生きている部分があることも述べた．

定のままで心筋張力が増加してゆく収縮が起き

特にスターリングの心臓法則は，正にお釈迦様の

る．

手の平の如くであり，その先見の明は今でも高く

このような後負荷条件下での心筋収縮が，一定

評価されている．それと同時に，その真の機序の

の初期長の元で起きる場合には，心筋張力と短縮

究明が進められてきたが，そのたどり着いた究極

速度との間に双曲線関係が見られる（図 2-1 太

のところが，今回述べるミオシン・アクチンから
なるクロスブリッジの単分子生理学でもある．
今回の第 2 回連載部分では，20 世紀中期以降，
心機能の対象が臓器から組織，細胞へと要素還元
の方向に向いたことによる新しい知見と概念につ
いて，更にはその限界を解説する．また，それか
らやや遅れて起きてきた心機能研究の統合レベル
への回帰とそれによる臓器レベルでの新しい知見
と概念について，分かりやすく解説する．
8．心筋張力短縮速度双曲線
1）張力と短縮速度
骨格筋の収縮の原動力が個々の骨格筋細胞の収
縮にあると同様に，心機能の原動力は心筋組織・
細胞の収縮にあるという要素還元的な考えが 20
世紀の半ば頃から流行した．この考え方で 1962
年に EH Sonnennblick ら（当時，米国国立健康
機構 NIH に所属）が心筋走行が比較的整列して
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図 2-1 心筋の張力─短縮速度間の双曲線関係．骨格
筋と異なって，心筋では静止張力が比較的高く，
後負荷としての心筋張力を無負荷やそれに近い等
張性収縮が起こせないために，張力─短縮速度間
の双曲線関係が全負荷範囲にわたっては描けない．
その部分は，図中の点線のように外挿せざるを得
ない．従って，無負荷最大短縮速度（Vmax）は外
挿による推定値である．

線）．この曲線を点線で外挿した縦軸（速度軸）

従って，骨格筋で発揮できた特性方程式の概念も

切片は無負荷条件下での短縮速度を表し，その値

生理的条件下で収縮する心筋では旨くは行かない

が短縮速度の最大値を取るので，それを無負荷最

のである．

大短縮速度（Vmax）と呼ぶ．また横軸（張力軸）
の切片は等尺性（すなわち無短縮）収縮の最大張
力（Po）を表す．

4）心筋の Vmax の問題点
このような問題点の他に，心筋では骨格筋と異
なって，必ずしも張力短縮速度関係が理論通りに

2）無負荷最大短縮速度 Vmax

双曲線関係にはならないし，弛緩状態でも心筋長

心筋初期長が増すと，等尺性最大張力が増加す

の増加により張力が発生するために真の無負荷条

るが，Vmax は不変である（図 2-1 長破線）．とこ

件は作れない．その結果，Vmax を直接求められ

ろが，陽性変力作用（カテコールアミン，カルシ

ないので，外挿によって求めなければならない

ウムなどによる positive inotropism）によって収

（ 図 2 - 1 の 点 線 部 分 ）． ま た 心 筋 長 を 変 え る と

縮性（contractility）を亢進させると，Vmax も

Vmax が少し変わってしまうことなどの問題点が

等尺性最大張力も増加する（短破線）．逆に陰性

1960 年代に心筋研究が進むに連れて浮かんでき

変力作用（ベーターブロッカー，カルシウム拮抗

た．

薬などによる negative inotropism）によって収

さらに，乳頭筋実験では Vmax を外挿によっ

縮性を低下させると，Vmax も等尺性最大張力も

て求められるが，拍動心臓内では乳頭筋やその他

減少する．このことから Sonnenblick らは Vmax

の心筋壁部分の張力短縮速度関係を求めることは

を心筋長には影響されない心筋収縮性の指標とし

現在でも困難である．その理由は，あるがままの

て提案した．それ以後 10 年間位は，Vmax が理

心筋の短縮速度は何とか求められるが，その張力

想的な収縮性の指標と考えられていた．

を直接良く求めるのは今でも不可能であるからで

3）筋の特性方程式
このような心筋で見られた張力短縮度間の双曲

ある．
5）心室最大短縮速度 Vcf

線関係は，1932 年に英国の AV Hill（ノーベル生

丸ごと心臓でのこのような問題を回避するため

理学医学賞受賞）が骨格筋で見いだした筋の特性

に，生体内拍動心を超音波計測して，拍出期間中

方程式（P ＋ a）（V ＋ b）＝（Po ＋ a）b の心筋へ

の心室円周の最大短縮速度（Vcf）をそのときの

の応用であった．ただし，骨格筋の生理的収縮は

心室内圧やそれからラプラスの法則を用いて計算

強縮（tetanus）なので，等張性収縮中では短縮

した心筋張力に対して描き，張力短縮速度関係と

速度が，等尺性収縮中では張力が一定であり，定

して心筋収縮性を評価しようと言う便法が開発さ

常状態での張力短縮速度関係が求められる．

れた．しかし心筋標本上の Vmax の問題点が明

骨格筋とは違って，心筋の生理的収縮は単収縮
（twitch）であり，等張性単収縮中の短縮速度も，

らかになるに連れて，結局 Vcf の臨床用途は徐々
に廃れてきた．

等尺性単収縮中の張力も漸増漸減であり，非定常

しかも，心筋の Vmax も心臓の Vcf も，速度の

状態での張力短縮速度関係を求めざるを得ないの

単位を持ち，力や応力の単位ではない．心拍数や

である．従って，張力短縮速度関係のデータは，

心筋温を低下させると，短縮速度は低下してくる

それぞれの一定張力条件下での単収縮の短縮速度

が，心筋張力は変わらないか，増大する．逆に，

の最大値を取っているのである．上記の特性方程

心拍数や心筋温を増加させると，短縮速度は増加

式で言えば，骨格筋では筋が与えられその筋長が

してくるが，心筋張力は変わらないか，減少する．

決まれば a，b，Po 値が一定であるが，心筋では

従って，Vmax や Vcf は心臓の強さというイメー

筋が与えられ筋長が決まっても時々刻々と a，b，

ジでの収縮性の指標としては違和感が出てきたこ

Po 値が変化するので，その最も原点から離れた

ともそれらの不人気につながっているようであ

張力短縮速度関係でもって代用するものである．

る．
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しかし，このことは筋収縮特性上の Vmax の

来るようになった．

意義を否定する物ではなく，以下に述べるような

その単分子生理学技術を応用して，杉浦清了

収縮の原動力となるクロスブリッジを形成するミ

（東大工学部教授）は心臓の収縮蛋白単分子生理

オシン頭の ATP 加水分解速度を力学的に反映し

学の成果を上げつつある（図 2-2）．その結果，ミ

ていると考えられている．

オシンのアイソザイムである V1（αタイプのホ
モで ATP 酵素活性が高い）と V3（βタイプのホ

9．収縮要素動力学

モで ATP 酵素活性が低い）では，クロスブリッ

1）滑走説

ジ 1 個当たりの発生張力は等しいが，V1 の方が

一方，骨格筋の張力短縮度曲線やその元となる

アクチン・ミオシンの解離速度が速いこと等が明

筋の特性方程式は 1957 年 A Huxley と H Huxley

らかとなった．

による別々の研究で，筋を構成する収縮蛋白のミ

今後の課題は，このような単分子生理学を，筋

オシン（myosin）とアクチン（actin）との相互

節内にある個々の分子が相互に有機的な構造を維

作用によるミオシン（太い）・アクチン（細い）

持したままで，いかに研究してゆくかであろう．

フィラメントの間の滑走モデルで説明が可能とな

心臓にはミオシン分子が 150μmol/kg ほどあり，

った（滑走説，sliding filament theory）．滑走説

100g 心筋当たり最大 10 19 個ものクロスブリッジ

に基づく Huxley のモデルでは，ミオシンが ATP

が形成されうるが，全体の中における要素間の相

を加水分解して得られるエネルギーを用いてアク

互作用がどうなっているかを今後明らかにする必

チン分子とミオシン分子間に連結橋（クロスブリ

要がある．

ッジ，crossbridge）を形成して，そこに張力を

3）X 線回折

発生して，相互に滑りあって短縮すると言う機構

このような単分子生理学時代の幕開け前の

が仮定されている．この滑走モデルは筋生理学上

1970 年初めに松原一郎（当時，東大生理助手，

のマイルストーンとして，それから 30 年余に渡

後に東北大医助教授，故人）が心筋の X 線狭角

って重宝されてきた．しかし，このモデルは，あ

散乱回折法を心筋に応用した．ネコ切り出し表面

くまで筋繊維というマクロ的な観察から考案され

潅流乳頭筋を用いて，収縮弛緩時の六角格子状に

たモデルであり，その真偽のほどを直接確かめる

並んだアクチン・ミオシンフィラメントの電子密

研究はなかなか困難であった．

度変化から，ミオシン頭部の両フィラメント間移

2）単分子生理学
筋収縮の究極的な要素還元研究として，1985
年に柳田敏雄（阪大医学部教授）は骨格筋から取
り出したミオシン分子頭部を蒔いたガラス板上
を，蛍光物質を付けたアクチンフィラメントが滑
走して行く様子の撮影に成功した．その時の移動
速度，距離と ATP 加水分解速度との関係を求め
て，無負荷時のアクチン・ミオシン滑走は，
ATP1 分子当たりクロスブリッジの約 10 サイク
ル相当分の滑走をすることが分かった．その後さ
らに小さなガラス玉にミオシン分子頭部を付け
て，それにアクチンフィラメントを付けてから，
レーザー光ピンセットでそれを引っ張って，アク
チン・ミオシン単分子間に形成されるクロスブリ
ッジの発生張力やその持続時間を求めることが出
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図 2-2 ミオシン・アクチン単分子力学・エナジェテ
ィクス．アクチンフィラメント上のアクチン分子
は 5.5nm 毎に細いフィラメント上に並んでいる．
ミオシン頭の長さはほぼ 10nm で，アクチンフィラ
メントに沿って 10nm 位首を振る．ミオシンとアク
チンが結合してクロスブリッジを形成し，1 〜 2pN
の張力を生じる．

動状況を解析し，それらを同じ心筋の静止時と硬
直時の結果とも比較している．

4）ミクロマクロ連関
心臓内には 100g 当たり最大 10 億の 10 億倍個も

松原らは同様なことを私が開発したイヌの非切

のクロスブリッジが形成され，X 線回折で観察さ

り出し血液潅流乳頭筋を用いた共同研究でも確か

れるのはそのほんの一部であるが，それでもクロ

めた（図 2-3）．その結果，ミオシン頭部のアクチ

スブリッジ数で 10 億の 10 万倍位個である．一方，

ン側への移動量を静止時には 0 ％，硬直時に

単分子生理では，1 個から数個のオーダーであり，

100 ％とすると，弛緩時には 50 ％，収縮時には

筋節半側のミオシン一本当たりのクロスブリッジ

70 ％位であった．最近では播磨科学公園都市に

数でも 100 個程度であり，マクロミクロ間の観測

ある高輝度光科学研究センター SPring8 にて上記

しうるクロスブリッジ個数のギャップは大きい．

松原一郎の共同研究者であった八木直人実験主任

ポストゲノム時代の今後は，さらにミオシン・ア

を中心にその延長線上の研究が進められている．

クチン等収縮蛋白，トロポニンなどの収縮調節蛋

ただし，この電子密度は，ミオシンがアクチンの

白，その他の細胞内骨格蛋白などの要素と有機的

近傍に有るか無いかを定量するが，クロスブリッ

統合体としての心筋や心機能との間の連関研究が

ジが形成され，張力が発生しているかどうかを直

求められている．

接示していないし，そのためには高次の X 線回

この際に有益なのは，要素蛋白のアミノ酸配列

折を必要とするが，心筋では得にくいという問題

を様々に変えた遺伝子改変動物を用いることであ

が残っている．

る．それにより，一つのアミノ酸を変えることに
より，マクロミクロの機能がどう変わるかを明ら
かにすることが出来る．また，蛋白を構成するア
ミノ酸が変わると生体内で作動中の蛋白分子の形
態も変わり，活性も変わってくるが，その対応か
ら，創薬に関するヒントが得られることも期待さ
れている．
10．心室時変弾性モデルと Emax
1）時変弾性特性 E
（t）
心臓収縮性の指標としての Vmax が衰退の兆

図 2-3 拍動心筋の収縮蛋白（アクチン・ミオシン）
フィラメントが作る六角格子構造の狭角散乱 X 線
による赤道反射回折像の逆フーリエ変換により求
められた横断面の電子密度分布．太い円形がミオ
シンのみにより形成された太いフィラメントの電
子密度．細い円形が細いフィラメントにミオシン
頭部が付いたり離れたりしている場合の電子密度．
静止時にはすべてのミオシン頭部は太いフィラメ
ント近傍に，硬直時にはすべてのミオシン頭部は
細いフィラメント近傍にある．拡張期には太いフ
ィラメント側に多くのミオシン頭があり，収縮期
には可成りのミオシン頭が細いフィラメント側に
移動する．（1,0）反射は太いフィラメントのみの反
射からなり，（1,1）反射は両フィラメントの反射か
らなる．（1,0）/（1.1）反射の強度比は，ミオシン
頭部の両フィラメント間の位置を表す．（筆者を含
む松原らの原図の転写改変）

しを見せ始めた 1960 年代末から 1970 年代初めに
かけて（筆者が東大医用電子研大学院生，東京医
科歯科大医用器材研究施設助手，東大第二生理助
手だった頃），イヌの左心室が収縮弛緩をする際
の時々刻々の圧容積関係が，時変弾性特性で説明
できることを筆者が明らかにした（図 2-4）．その
発見の経緯は，筆者自身の実験でイヌの左心室の
圧容積関係が，カエルの圧容積図でも張力短縮速
度関係のどちらでも納得できる程度には説明がで
きなかったからである．当然ながらスターリング
の心臓法則やサルノフの心室機能曲線は 1 拍ある
いは 1 分間の平均値を取り扱っているので，心室
の 1 拍内の現象とは関連づけることは出来なかっ
たし，張力短縮速度関係は時々刻々変わる負荷条
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件下での拍出心室の圧容積関係を記述する事は十

減少と心室圧増加の程度が反比例した．この現象

分出来なかったのである．

も張力短縮速度関係から定性的にはできても，定

先ずイヌ左心室の圧容積関係が，カエルの心室

量的には単純には説明できない事が分かった．

のそれと大きく異なることは 1961 年に Monroe

このような実験結果をそれまでの固定観念を離

& French が示している．カエルでは収縮期末圧

れて考察したところ，収縮弛緩する心室を時変弾

容積関係が等容積収縮で高く等圧性収縮で低くな

性特性を持つ壁で出来ている袋と考えると説明可

ることが明確で，その差も大きいが，イヌでは，

能であることが閃いた．そこで，麻酔下開胸イヌ

それらの差がほとんど無かったのであった．

左心室の圧容積関係を実験的に計測し解析してみ

これに関心を持ち，自分の実験で心拍出中に大

ると，収縮期間中の一定の時点の圧容積関係が，

動脈を短時間様々な程度に閉塞すると，電磁流量

収縮の進行に伴って反時計方向に回転して急峻に

計で計測している大動脈血流波形が一時的に減少

なり，収縮期末の時点で最も急峻に立ち上がり，

するに一致して，心室内圧波形が一時的に増加し

弛緩の進行に連れて時計方向に緩やかに回転し，

た．さらに定常状態で拡張期末容積がほぼ同じ条

拡張期末に元の最も緩やかな関係に戻ることを見

件下で，10 拍に 1 拍程度の割合で拍出期間中に

いだした（図 2-4）．

様々な程度の大動脈狭窄を起こすと，大動脈血流

図 2-4 心臓左室の圧容積変化（左図）と時変弾性特性（右図）．左図は，3 つ
の異なる前後負荷条件での拍出収縮の圧容積軌跡を示す圧容積図である．
これら 3 つの圧容積軌跡上の拡張期末の点（各軌跡の右下角）を結ぶと最
も勾配の緩やかな直線または曲線となる．収縮開始後例えば 80ms の時点の
圧容積点を 3 つの軌跡上に取り，それらを通る線を引くと勾配が急な直線
となる．さらに圧容積軌跡の収縮期末の時点（各軌跡の左上角）を結ぶと，
勾配の最も急な直線となる．この瞬時の圧容積関係の直線の勾配が，その
時点の左室の圧容積比であり，力学的には左室の弾性率（エラスタンス，
elastance）を表す．エラスタンスの頭文字 e を使ってその弾性率の時間関
数を E（t）と表した．右図には，この E（t）をこれら 3 つの収縮について描
いている．それらはほぼ重なり合っていることから，左室の収縮特性が時
変弾性特性を持つと結論できた．
（筆者の学位論文の原図の転写改変）
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2）圧容積比 Emax

また，心室内伝導障害が起きると，局所の心筋収

圧と容積の比，あるいは圧容積関係の勾配は，

縮性は正常であっても，Emax は低下する．その

物性的に容器の弾性を表すから，このような圧容

極端な場合は心室細動であり，局所心筋の収縮性

積関係の勾配の変化は，心室壁の弾性が収縮弛緩

は例え正常であっても，心室全体の圧容積関係は

に連れて変化する，すなわち心室は時変弾性率

変化せず，圧容積関係は 1 本の直線となり，収縮

（time-varying elastance）を持つと結論された．
その時変弾性を直接描くと図 2-4 のような波形と
なる．この波形を弾性 elastance の頭文字をとっ
て E（t）と呼び，その収縮期末の最大値を Emax

性は 0 となる．
3）Emax とポンプ特性
Emax はポンプ機能の重要な規定因子である．
先ずは，

と呼んでいる．この場合に，圧容積関係は容積軸

一回拍出量＝拡張期末容積−収縮期末容積であ

のある容積 Vo を支点とするように回転する．こ

る．拡張期末容積は拡張期が終了した時点で心室

の図では Vo はゼロであるが（東大での博士論文

に与えられた初期条件である．収縮期末容積は，

中），その後米国留学後の佐川喜一教授（Johns

心室が動脈に対して拍出（駆出）して行きながら，

Hopkins 大学，1990 年逝去）の元での容積精度の

それに連れて動脈圧が増加して行き，その相互作

高い実験では，Vo は 75 〜 100g 位のイヌ左心室

用が収縮期末で終了するまで続くが，その時点の

で 5 〜 6ml であることが分かった．この容積は，

心室の最小容積である．この収縮期末の時点の圧

心室が無負荷で空打ちをしても残留する容積ある

容積が Emax で決まるわけである．Emax の定義

いは押し出せない血液量に相当する．

から，

さらに陽性変力作用で収縮性を亢進した場合に
は，収縮期末圧容積関係が急峻になり，E（t）波
形は殆ど変えずに，Emax が増加し，逆に陰性変
力作用で収縮性を低下させた場合には，収縮期末
圧容積関係が緩やかになるが，E（t）波形は殆ど

Emax ＝収縮期末圧/（収縮期末容積− Vo）
であるから，これを変形すると，
収縮期末容積＝収縮期末圧/Emax ＋ Vo
となる．従って，
一回拍出量＝拡張期末容積− Vo

変わらず，Emax が減少する事が明らかになった．
この場合にも，圧容積関係は容積軸のある容積

−収縮期末圧/Emax
となる．

Vo を支点とするように回転する．心室の圧容積

この関係を図 2-5A に示す．この上式から得ら

負荷が変化しても心筋収縮性が変わらなければ

れる関係を B，C，D に示す．B は，一回拍出量

Emax は変わらないので，収縮性の指標として好

と拡張期末容積の正比例関係を表す．この場合に

都合であることが分かった．また，E（t）が与え

は，収縮期末圧，Emax，Vo が全て一定と仮定

られれば，心室圧 P
（t），心室容積 V
（t）の関係は，

してある．この正比例関係は，正に左右心に肺循

P
（t）＝ E
（t）［V
（t）− Vo］で表される．

環を加えた系でのスターリングの心拍出量関係を

心室圧容積からの Emax は，心室丸ごとの

左心室単独で表したものに相当する．しかも，勾

Emax を与えることが出来る．心室壁各部の収縮
性が均一に変化する場合は Emax は心筋の収縮性
を良く反映する．しかし，不均一の場合や，心室
内伝導障害で収縮の同期性がずれる場合には
Emax から逆に心筋の収縮性変化を推定できない
欠点がある．例えば，心筋虚血や梗塞などの場合
には，その病的部分は殆ど収縮性を失っているが，
正常部分は逆に収縮性が亢進して，心室全体とし
て心機能がそれほど低下していない場合もある．

脚注： 収縮末期（終期）と収縮期末（終点）という用語
について触れておく．共に end systole， end-systolic の和
訳である．最初に和訳された頃は，end systole は end period of systole を意味していたので，収縮末期で問題なか
った．しかし，Emax によって end point of systole を特定
することが可能となり，時期 period ではなく，時点 point
を意味する必要が生じて，収縮末期では曖昧であるので，
収縮期末の和訳が必要となった経緯がある．これは拡張末
期と拡張期末，駆出末期，駆出期末に付いても同様である．
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配が 1 であるから，この条件下では，一回拍出量

つ簡便に表現したのが砂川賢二（当時ジョンスホ

は，拡張期末容積の増分だけ増加すると言える．

プキンス大学佐川喜一教授に元に留学中，現国立

C は，一回拍出量と収縮期末圧との逆比例関係を

循環器病センター研究所循環動態機能部部長）に

表す．この場合には，拡張期末容積，Emax，Vo

よる Ea（effective arterial elastance，実効動脈

は一定の条件である．この関係の勾配は 1/Emax

エラスタンス）である．これは，拡張期末容積の

である．一回拍出量は収縮期末圧の増加と共に直

容積軸上点と圧容積図中に描かれた圧容積ループ

線的に減少するが，その時の勾配は，Emax が大

の左上肩，すなわち，収縮期末圧容積点とを結ん

きいほど小さく，Emax が小さくなると大きくな

だ直線の勾配である（図 2-6）．

る．不全心では Emax が減少するが，それに連れ

理論的には，Ea ＝収縮期末圧/一回拍出量で定

て，収縮期末圧の減増が一回拍出量の増減に鋭敏

義されている．この式の右片の単位は mmHg/ml

に影響する事を示している．これをより明確に示

であるから，Ea の単位も mmHg/ml となり，こ

すのが Emax と一回拍出量との反比例関係を示す

の単位はエラスタンス（容積弾性率）を意味する

D である．この場合には，拡張期末容積，収縮期
末圧，Vo が一定の場合を示す．Emax が大きい
範囲では，関係の勾配が小さく，Emax の変化は
一回拍出量に大きな変化を与えないが，Emax が
低下するに連れて，勾配が急になり，僅かの
Emax の変化が一回拍出量の大きな変化を引き起
こすことを示している．不全心では Emax の僅か
の改善でも一回拍出量の顕著な増加を引き起こし
うることを示している．
11．実効動脈エラスタンス
1）後負荷特性
心機能が E（t），Emax で記述されても，それは
心臓ポンプ機能の大枠を特徴づける事は出来て
も，実際に得られる一回拍出量は，上述したよう

図 2-5 収縮性の指標である心室収縮期末最大弾性率
Emax と心ポンプ機能．一回拍出量（SV）は前負
荷（拡張期末容積 Ved），後負荷（収縮期末圧 Pes）
，
Emax との関係．

に前負荷（拡張期末容積），後負荷（大動脈圧）
の関数である（図 2-5A）．前負荷は収縮の初期条
件として与えられる変数であるが，後負荷（大動
脈圧）は，心臓から拍出される拍出流量と総末梢
抵抗との積として出てくる変数であり，拍出流量
と時々刻々と相互作用を持って変化する．総末梢
抵抗が大きければ，少ない拍出流量でも大動脈圧
は大きく上昇し，拍出流量が増加しにくいまま，
収縮期末となり，一回拍出量は少なくなる．逆に，
総末梢抵抗が小さければ，大きい拍出流量でも大
動脈圧は少ししか上昇せず，拍出流量が大きいま
ま，収縮期末となり，一回拍出量は大きくなる．
2）実効動脈エラスタンス Ea
この一回拍出量と総末梢抵抗との関係を明快か
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図 2-6 実効動脈エラスタンス（Ea）．Ea ＝ Pes/SV
と 定 義 さ れ ， P e s / S V ＝ P e s /（ C O / H R ）＝ H R
Pes/CO ＝ HR TPR であるから，Ea は心拍数と総
末梢抵抗の積で与えられる．

もので，Ea が Emax と同じように何らかの袋あ

系で代謝基質を乳酸にまで分解する過程での燐酸

るいは容器の壁の物性を表していると考えること

化で産生される．そのため，通常は冠動静脈間で

が出来る．Ea ＝収縮期末圧/一回拍出量は，さら

は乳酸の摂取が起こる．

に一回拍出量＝毎分心拍出量/毎分心拍数を代入

冠循環に静脈血あるいは低または無酸素の潅流

すれば，Ea ＝総末梢抵抗・心拍数となり，結局

液を流すと嫌気的代謝系のみしか働かないので，

Ea は動脈系のエラスタンスではなく，総末梢抵

乳酸が産生され，利用されずに，冠静脈中に流出

抗を元にしている．

してくる．そして ATP 産生量が正常時の 5 〜

動脈系は太い部分には動脈コンプライアンスが

10 ％程度にまで低下するために，収縮力も 10 分

あり，細くなってくるに連れてポアズイユの法則

の 1 程度に低下し，血液ポンプとして用をなさな

に従っての粘性抵抗が出てくる．Ea はその動脈

くなる．さらに冠循環そのものを遮断すると水素

コンプライアンス部分とは理論上は無関係であ

イオン濃度増加により，pH が非常に低下し，も

る．しかも総末梢抵抗が不変でも心拍数が変われ

はや嫌気性代謝すらも停止して 10 拍位で急速に

ば Ea はそれに比例して変化するという，概念的

心収縮力は消失し，心停止を来す．これからも判

には理解しにくいものであるが，Emax と組み合

るように，骨格筋とは対照的に心機能にとっては

わせて心ポンプ機能を考える上では，非常に便利

正常な冠循環潅流下での好気的燐酸化が不可欠で

なものである．

ある．

このような理由で，Ea は収縮および拍出期間

解糖系で産生された乳酸が好気的代謝で分解さ

中の圧容積変化を全く考慮していないで求められ

れると，酸素 1 原子から ATP3 分子（P ： O 比＝

ることになる．拡張期末容積が決まり，収縮が開

3 ： 1，従って酸素 1 分子からは ATP が 6 分子産

始された後では，Ea を決めるのはあくまで収縮

生される）が産生される（好気的燐酸化）．脂肪

期末の圧容積点だけであり，そこに到達するまで

酸，アミノ酸などの好気的代謝によってもそれと

の収縮期間中の圧容積軌跡とは無関係である．た

ほぼ同様な P ： O 比で ATP が産生される．エネ

だしこれは定常心拍の場合にのみ言えることで，

ルギー的には酸素 1ml 当たり約 20J（ジュール）

不整脈の場合には，Ea の概念は適用できても，

のエネルギーが ATP に蓄えられることになる．

Ea は総末梢抵抗を必ずしも反映しなくなる．

この P ： O 比は代謝基質がグルコース，脂肪酸，

正常心では図 2-6A のように，駆出率（＝一回

アミノ酸に殆ど依存しないので，酸素 1ml 当たり

拍出量/拡張期末容積，ejection fraction，EF）

産生される ATP のエネルギーはほぼ 20J（脂肪

も 50 ％以上と高く Ea/Emax の比が 1 かそれ以下

酸の場合の 19.5J，乳酸で 20J，グルコースで

であるが，図 2-6B のように不全心では駆出率も

20.5J，グルコースの場合は嫌気性代謝での ATP

50 ％以下となり，Ea/Emax の比が 1 以上となる．

を産生も含む）の対応がある．

幸いに Ea/Emax の比は分子分母が同じ

2）酸素消費量の規定因子

mmHg/ml の次元を持つので，比の次元は無次元
となり，正常心か不全心かの判断にも有益である．

心臓は生理的条件下で拍動している折りには，
最低でも 100g 心筋当たり毎分 10ml もの酸素を冠
循環から抽出し，消費している．冠循環血流は最

12．総機械的エネルギーと心臓酸素消費量

低でも 100g 当たり毎分 80ml 前後であるから，そ

1）ATP

の動脈血酸素飽和度を 20 ％とすると，酸素含有

心筋の消費するエネルギーのは全ては ATP か

量は 16ml となり，そのほぼ 2/3 が消費されてい

ら ADP への加水分解により得られる．好気的条

ることになる．この酸素抽出率は全身の平均抽出

件下ではその ATP の殆ど全て（約 95 ％）はミト

率の 25 ％と比べて異例に高く，連続運動時の骨

コンドリア内で乳酸などの好気的代謝による

格筋と同程度である．

ADP の燐酸化で産生される．残りは嫌気的代謝

生体内心の酸素消費量の計測は冠循環動静脈血
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の酸素含有量格差と冠循環血流量の積から求めら

3）PVA と酸素消費量

れる．冠動脈血酸素含有量はどの体動脈血でも計

ところが，筆者が前述した総機械的エネルギー

測できるが，冠静脈酸素含有量は右房冠静脈洞あ

を定量すると考えられる圧容積面積 PVA（図 2-

るいはその静脈内のやや上流血でしか計測できな

8A）と酸素消費量との相関を調べて見たところ，

い．冠循環血流量は冠動脈が左右に分かれる直前

一定の収縮性（Emax）の基では，非常に高い直

での計測が必要である．右房冠静脈洞で計測する

線相関することが見いだされたのであった．すな

と心室内に直接流出するテェベジウス血流（全体

わち，心臓酸素消費量＝ a PVA ＋ b となった

の 15 ％程度で，可変）を逃すことになり，心臓

（図 2-8B）．この際に，PVA を与える圧容積面積

酸素消費量を若干過小評価してしまう．

の大きさのみが重要であって，その成分である

生体内心で心臓酸素消費量を直接精度良く計測

EW と PE の相対的大きさや，PVA の形も共にこ

するのは侵襲的である．その代わりに心臓酸素消

の直線関係には影響を与えないことが明らかにな

費量を間接的に予測できないかと，心臓酸素消費

った．

量の規定（または決定）因子として様々な心臓力

さらに心臓酸素消費量＝ a PVA ＋ b に最も大

学的因子が研究されてきた．前世紀初頭に Star-

きな影響を与えるのが収縮性 Emax であり，

ling のグループの Evans と Matsuoka が心臓の酸

Emax を増加させると，心臓酸素消費量＝ a

素消費量を心臓の機械的仕事が規定しているので

PVA ＋ b が上方に平行移動し，Emax を減少さ

はないかとの作業仮説の基で，心肺標本を用いて

せると，心臓酸素消費量＝ a PVA ＋ b が下方に

調べた．心臓の機械的仕事を増加するのに，心拍

平行移動した（図 2-8C）．すなわち，b が Emax

出量を一定のまま，動脈圧を増加させる場合と，

の増加関数（b ＝ c Emax ＋ d）であることが判

動脈圧を一定のまま，心拍出量を増加させる場合

った（図 2-8D）．

がある．結果はそれぞれの場合には，確かに心臓

これら a，b，c，d は，それぞれ生理学的意味

の酸素消費量は機械的仕事に対して増加関数であ

のある係数である．a は PVA が単位分増加する

った（図 2-7）．しかし機械的仕事を動脈圧を変え

のに必要な心臓酸素消費量を表し，PVA の酸素

て増加させた方が，心拍出量を変えて増加させた

コスト（単価の意）であり，b は PVA がゼロの

場合に比べて，酸素消費量はより著しい増加関数
を示した．この結果から，心臓の機械的仕事は一
義的には心臓の酸素消費量を規定しないことが
20 世紀初頭に早々と明らかになった．
それ以後多くの研究者達が心臓の酸素消費量の
より直接的な規定因子を求めて様々な仮説の基に
研究をしてきた．その結果，心臓（心筋）の酸素
や ATP の消費量（あるいは産生熱量）は，心拍
数，動脈圧，これら両者の積（圧拍数積または二
重積），心室圧や心筋張力の 1 心周期内の時間積
分（TTI ： tension-time integral），dP/ dtmax や
Vmax 又は Vcf などの収縮性指標に対して，それぞ
れの実験条件では良く相関することが報告された
り，それらの複数の組み合わせが酸素消費量とよ
りよく相関することが報告されてきた．しかし，
なかなか理想的な心臓酸素消費量の規定因子は見
つからなかった．
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図 2-7 心臓の外的機械的仕事と酸素消費量および仕
事効率との関係．同じ仕事量に対しても容量負荷
の方が圧負荷に比べて酸素消費量が少なくて済み，
仕事効率が高い．（Evans & Matsuoka の原図を転
写改変）

の変化分だけ酸素消費量が減少した．
さらに，PVA の内のポテンシャルエネルギー
の部分が真にポテンシャルエネルギーであるか
を，その部分から実際に機械的仕事が取り出せた
ことで実験的に確認できた．さらに別の研究グル
ープによる熱力学的実験からも PVA が心筋から
産生されてくる熱量と勾配 1 の正比例関係にある
ことが証明された．
このような一連の実験研究から，PVA は心室
が一回収縮する際に産生される総機械的エネルギ
ーであることが検証されてきた．このようなこと
図 2-8 左室の PVA と酸素消費量との関係．A ：
PVA，Emax と心室圧図との関係．B ：左室酸素消
費量＝ a PVA ＋ b．a は PVA の酸素コスト，a
PVA はクロスブリッジ運動用の PVA 依存性の左
室酸素消費量，b は興奮収縮連関用と基礎代謝用で，
PVA に依存しない酸素消費量．C ：左室酸素消費
量＝ a PVA ＋ c Emax ＋ d．Emax の増減に比例し
て ， b ＝ c Emax が 増 減 す る ． D ： b の 増 減 を
Emax に対してプロットしたもの．c は Emax の酸
素コスト．

から，PVA こそ正に Starling が想定したが実測
できなかった total energy of contraction である
と考えても良いと思われる．
13．PVA とクロスブリッジ運動
1）エネルギー効率
エネルギー保存則から考えて，PVA はクロス
ブリッジ運動によって産生される総機械的エネル
ギーを表すと考えられる．上述の a の生理学実験
的平均値は 1.5 − 2.0 × 10 −5 ml O2/（mmHg ml）で

場合でも消費される酸素量を表し，基礎代謝酸素

あった．ここで，1 ml O2 はほぼ 19.5 〜 20.5 J で

消費量 d と Emax のため，すなわち興奮収縮連関

あり，PVA の 1 mmHg ml は物理学的に 1.33 ×

に動員されるカルシウム除去用の酸素消費量の和

10 −4 J であるから，上記の a は 2.5 前後（縦横座

である．c は Emax が単位分増加するのに必要な

標とも同じエネルギー単位なので無次元）となる．

心臓酸素消費量を表し，Emax の酸素コストであ

この逆数の 0.4 は，代謝基質が酸素を使って代謝

る．

分解される時のエネルギーから ATP を経て機械

一連の実験から，PVA は非常に信頼の出来る

的エネルギーまでの産生効率が凡そ 40 ％である

心臓酸素消費量の規定因子であることが判ってき

ことを意味する．この効率は，心筋内で酸素 1 原

た．具体的には，前負荷や後負荷を様々に変えて

子から ATP3 分子が再合成されるエネルギー効

圧容積ループの形や PVA の形を様々に変えなが

率が理論上はほぼ 60 ％であるので，クロスブリ

らも，PVA は一定に保つ実験をしたところ，酸

ッジでの ATP から機械的エネルギーの産生効率

素消費量も殆ど不変であった．この場合に，

がほぼ 60 ％となる事を意味していると考えられ

PVA を構成する外的仕事とポテンシャルエネル

る．

ギーの面積の比率も大きく変わったが，酸素消費

また，PVA がゼロであれば，拡張期末容積の

量は不変のままであった．また，収縮期の様々な

大小，従って無負荷拍出の大小に関わらずほぼ無

時点で心室容積を急減して PVA の増加を中断し

負荷収縮での酸素消費量と同じであることから，

ても，PVA の大きさに比例して酸素消費量が変

クロスブリッジが無負荷で空回転滑走をしても殆

化した．さらに，圧容積ループを正常な反時計方

どエネルギーを消費しないことも明らかになっ

向回転から時計方向回転に変えて，心臓の機械的

た．この結果は上述した柳田らの無負荷時のクロ

仕事を正から負に変えたところ，その PVA の負

スブリッジの ATP1 分子当たりの滑走距離はク
LECTURES ● 213

ロスブリッジ長の 10 倍程度にもなるという知見

クロスブリッジ運動用の酸素消費量は，心臓への

と矛盾しない．

圧容積負荷に応じての PVA の増減に比例して変

2）クロスブリッジ結合解離頻度

わる．興奮収縮連関に動員されるカルシウム除去

上記の実験結果で示された PVA の酸素コスト

に使われる酸素消費量も，収縮性の変化による細

やその逆数の収縮効率を基に計算すると，等容性

胞内のカルシウム動員量の増減に比例して変わ

収縮であろうが拍出収縮であろうが ATP1 分子

る．基礎代謝の酸素消費量は生理的条件下ではほ

の加水分解に対応してクロスブリッジ 1 個当たり

ぼ一定である．

結合解離サイクルが 1 〜 1.2 回程度起きると推測

興奮収縮連関のカルシウム動員量（数 10μ

される．すなわちスターリングの法則に沿って拡

mol/L）の大半が筋小胞体からリアノジン感受性

張期末容積の大小に伴って結合解離サイクルに動

カルシウムチャネルを通じて放出され，残りが細

員されるクロスブリッジの数が増減するが，それ

胞外から L 型カルシウムチャネルを通じて流入す

ぞれのクロスブリッジは 1 心拍中に一回かそれを

る．先行する後者が前者の放出をトリガーするの

やや上回る程度に ATP を消費して結合解離する

で，カルシウム誘発カルシウム放出（Ca-induced

と推測される．

Ca release，CICR）と言われる．通常，興奮収

一方，単分子生理学から明らかになったクロス

縮連関カルシウムというと，測定のし易さから，

ブリッジ 1 個当たりの 1 〜 2pN の発生張力と，一

カルシウムトランジェントと呼ばれるピーク値が

回のクロスブリッジサイクルによる滑走距離の

1μmol/L 前後の遊離カルシウム濃度を意味する

9 〜 10nm から計算される機械的エネルギーの

が，実際に動員されるカルシウム量あるいは flux

ATP 自由エネルギーからの変換効率は 10 〜 20 ％

はその 50 〜 100 倍の数 10 〜 100μmol/kg オーダ

であるので，上述した PVA の ATP からの変換

ーである．この量は in vitro で化学的にトロポニ

効率 60 ％の 1/3 〜 1/6 でしかない．これはミクロ

ン結合カルシウム量として計測可能であるが，筆

マクロ間に一見して矛盾があるようにも思える．

者らは最近その生理学的推定法を開発した．

これらの比較から，ATP の加水分解によるク

2）細胞内カルシウム動員量

ロスブリッジ滑走距離はクロスブリッジ長に 3 〜

その方法は，細胞内カルシウム再循環率と興奮

6 倍程度であると予想される．この値は，柳田ら

収縮連関カルシウム除去エネルギーとを求めて，

が求めた骨格筋のクロスブリッジの単分子生理学

それらから計算によって，心筋細胞内外を巡るカ

から予想された ATP 当たりのクロスブリッジ滑

ルシウム量を求める方法である（図 2-9）．ここに

走距離と類似している．このことは，Huxley の

おける基本的な考えは，細胞内カルシウム除去に

モデルにおける ATP 消費当たりのクロスブリッ

関わる内外ルートの Ca ： ATP 定量比が 2 倍の差

ジ滑走距離がクロスブリッジ長と同程度とする仮

を持つことである．

定とは乖離する．今後の検証が求められている．

内回りのカルシウムは，筋小胞体から放出され，
収縮を引き起こした後，筋小胞体に取り込まれる

14．興奮収縮連関とカルシウム動態

部分である．外回りのカルシウムは，細胞外から

1）動員カルシウム除去

流入し，一部は CICR を引き起こし，内回りのカ

正常時には心臓の酸素消費量は，上述のクロス

ルシウムと共に収縮を引き起こし，収縮後には細

ブリッジ運動により加水分解される ATP の ADP

胞外に汲み出される部分である．典型的には内回

からの再合成用にその 2/3 〜 3/5 が，これから述

りが 85 ％，外回りが 15 ％程度と言われるが，固

べる興奮収縮連関に動員されるカルシウム除去時

定されているものではない．内回りの Ca ： ATP

に加水分解される ATP の再合成用に 1/5 〜 1/3

比が外回りのそれの 2 倍であることから，同じカ

が，そして残る 1/5 程度が基礎代謝（蛋白合成，

ルシウム動員除去量でも，内回りの割合が多いほ

蛋白燐酸化，H イオン濃度維持など）用である．

ど，カルシウム除去に要する ATP が少なくて済
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15．次への繋ぎ
連載第一回では，心機能の概説の後，心室の圧
容積図，スターリングの法則，心室機能曲線など，
20 世紀中期頃までの歴史的な臓器レベルでの心
機能研究について解説した．今回の第二回目は，
それ以後最近までの 50 年余の間の研究成果であ
る要素還元的な研究と，統合レベルから要素を推
測するという新しい流れの心機能の統合的解析法
を解説してきた．
ヒトゲノムも今や完全に読み取られ，研究の流
れがゲノム機能の解明，蛋白の網羅的研究，さら
図 2-9 心筋カルシウム動員除去モデル．心筋膜興奮
により細胞外から細胞内に Ca チャネルを通して Ca
が流入し，それが筋小胞体から Ca 放出を引き起こ
す．両方の Ca を合わせたものが収縮に動員される
Ca 総量である．それが大部分トロポニンなどに結
合してクロスブリッジ運動を可能とする．弛緩は
トロポニン結合 Ca などが筋小胞体の Ca ポンプと
形質膜の Na/Ca 交換機構によって除去されて起き
る．これらの Ca の内筋小胞体に取り込まれる割合
をカルシウム内分循環率（RF）という．Ca 除去の
際に ATP が消費されるが，筋小胞体の Ca ポンプ
の方が，外回りの Na/Ca 交換機構にカップルする
Na/K ポンプに比べて ATP の経済性が倍高い．Ca
チャネルの漏れにより収縮には関与しないが除去
に ATP を消費する Ca を無駄サイクルと呼び，そ
の割合を N とする．動員 Ca 総量に対しての収縮性
を Emax とすると，その比が反応性 R である．

み，外回りの割合が増すに連れて，カルシウム除
去に要する ATP が増加してゆく．
この考え方を式で表すと，
カルシウム動員量＝ 6 × 107（興奮収縮連関酸素
消費量/22400）/［RF/2 ＋（1 − RF）＋ N × RF/2］
ここで，RF ＝細胞内カルシウム再循環率，
N ＝無駄サイクル数である．
実際に，興奮収縮連関酸素消費量（100g 心筋
当たり ml/拍）と RF を求めて，カルシウム動員
量を計算してみると 30 〜 110μmol/kg の範囲の
値が心臓の様々な収縮性の条件下で得られた．こ
の値は妥当な範囲ではあるが，この方法以外に拍
動心での興奮収縮連関動員カルシウム量の計測法
がないので，今後のさらなる検討が待たれる．

にはそれらと臓器や個体レベルでの統合機能との
関連に重点が移り始めた．この 10 年間に心臓や
循環機能の分野では臓器，系や個体レベルでの統
合機能を対象とする生理学研究者が激減している
が，今後はこの分野の統合生理学の再生，再興が
待たれている．今回の解説が少しでもそれに役立
てばと念じている．
連載の最終となる次回の第三回目では，歴史的
には 20 世紀の中期に遡るが，これまで以上に統
合的なガイトンの循環平衡，そのグラフ表示であ
る戸川の 4 象限表示等について解説し，さらに人
工心臓等補助循環と心機能との関係やコンピュー
ターシミュレーションにおける心臓モデルなどを
も解説する．
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