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長時間心保存における酸素加GIK液の有効性

― ラ ッ ト 心 移 植 モ デ ル に よ る 形 態 的 研 究 ―

新潟大学医学部第二外科 (主任 :江口昭治教授)

大 関 一

Myocardial Protective Effect of Cold Oxygenated GIK Solution 

―Experimental Study with rat Heart Transplantation Model―

Hajime OHZEKI

SecondDeLlaTtmentOfSurgery,

Ntz'gataUniversz'tySchoolofMedl'ct'ne

(Director:Prof.ShoJliEGuCHI)

Inordertoevaluatethelongterm effectsofcoldoxygenatedGIKsolution,Weperformed

heterotopiccardiactransplantationinratsofisogenicstrain. Ihnorheartswereseparated

intofourgroups:Gr.Ⅰ,transplantedimmediatelyaffter4℃ Salineperfusion (n-15),Gr.

Il,transplantedimmediatelyafter4℃ GIKsolutionperfusion(n-15),Gr,ⅡⅠ,咲)minutes

preservationinnon-oxygenated4℃ GIK solution(n-ll),Gr.IV,90minutespreservation

in oxygenated4℃ GIK solution(n-ll). InGr.IandGr.ⅠⅠ,transplantedheartswere

removedatvaryinginteⅣalsaftersurger-y(7days,14days,30days)andanalyzedfor

morphologicalchange. InGr.IIIaLndGr.IV,threetransplantedheartswereremoved

at1hourand24hours andanalyzedbymeansofelectronmicroscopy. Theremaining

fiveheartswereremovedatday7andanalyzedformorphologicalchange. Wemadea

quantitativeevaluationofmyocardialfibroticchange(%fibrosis)bythepointtounting

method.ElectronmicroscopicallytheGr.Illheartsshowedmoresevereischemicchange

comparedwithGr.IVat24hours. InGr.ⅠⅠIandGr.ⅠV,theLV%fibrosismeans

were25±3.4% (sutxndocardiallayer25±2.5%,midmyocardiallayer21±3.4%,epicardial

layer23.4±4.2% ) and14±2.7%(su b n docardiallayer12±3.0%,midmyocardiallayer

16±4.0%,epicardiallayer14±2.1% ) re spectively.The%fibrosisoftheLVandthe

sutkndocardiallayerwassignificantlylowerinGr.V一(P<0.05). Weconcludethatcold
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GIK solutionwithoxygenationimprovesmyocardialprotection.
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は じ め に

近年,potassium cardioplegia法を主体とする心筋

保護法の進歩により,開心術が安全,確実におこなわれ

るようにな り,手術成練 も向上 したl).potassium

cardioplegia法の虚血心筋に対する心筋保護効果につ

いては,これまで多数の動物実験や臨床的研究がなされ,

その効果が報告されてきた2)~5). しか し心筋保護効果

の評価にあたって,その多 くは,虚血後30分から60分と

いった急性期の心棟能,心代謝,心の倣細形態より評価

したもので,遠隔期に心筋に対する影響を機能的,形態

的に論 じたものは少ない6)Ilo). したがって,急性期に

ほぼ満足すべき血行動態や心代#,心形態を示す心筋保

護法が,遠隔期においてもJ山東能や心赦細形態上問烏が

ないかどうかについては明らかではない.今回著者は.

potぉsium cardioplegia法のひとつであるグルコース ･

イソスリン･カリウム液 (以後 GIK液と略す)を用い

て 1)冷却 GIK 液そのものが心筋に対 し障害を与える

かどうか,2)冷却 GIK 液の酵素加が長時間心保存に

有効か,の2点につき,近交系ラット間の異所性心移植

モデルを用いて,遠隔期に形態的に検索 した.

1.実験動物と実験方法

近交系 Fisher344ラット 体重 150gから 250g

のものを用いた, 心臓移植は Ono-Lindseyの方法11)

に従い,レシピェソトの腹部大動脈と下大静脈に, ドナー

の上行大動脈と肺動脈をそれぞれ端側に吻合した. ドナー

には体重が小さめのものを用い,まず r杷ntObarbital30

衷 l GIK液の組成

Components

5% Glucose

KCl(lmM/ml)

lo鋸 NaCl

8.5%Calcium gluconate 1.5ml

7% NaHCO3

Regularinsulin

Hepari∩-Na

PH7.8,0smolarity435mOsm
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mg/kgを腹腔内投与 し,十分に麻酔 したのち開腹 した.

下大静脈より-パリソ2mg/kgを静注 したのち開胸 し,

直ちに上大静脈,下大静脈,ついで肺静脈を結集 LL練

を摘出 した.掃出した心牌は4℃生理的食塩水中に浸 し,

4℃生理的食塩水,あるいは後述する4℃ GIK 液 20

ml/kgを大動脈より 100cmH20 の圧で落差漣流 し,

心停止させた.表 lに心筋保護液 として用いた GIK

液の組成を示す. 5%ブ ドウ糖液 500mlの中に塩化カ

リウム (lmM/ml)10m1,10%塩化ナ トリウム 20m1,

7%炭酸水素ナ トリウム 5m1,8.5%ダルクロン敢カル

シウム 1.5ml, レギュラーイソスリソ10単位.へバ リ

ソナ トリウム250単位を混 じたもので,pH7.8,浸等

圧は 435mOsm,Na+70mEq/1,氏+19mEq/1.Ca2+

0.6mEq/1である.心筋保護液 としてこの GIK液を

4℃に冷却 して用いたが.初回のみ心停止を速やかにす

るために2%塩酸プロカイン6.8ml(lmM/1)を添加

した GIK 液を用いた.また,GIK 液の酸兼加は100%
酸素を bubbling して行い,酸素分圧を ∝0-700 mmHg

前後とした.このとき LeⅩ02COnTL (Lexington杜)

を用いて酸素含量を測定すると4℃の敢素加 GIK 液で,

酸素含量は 3.0-3.4ml/100mlであった. ドナー心は

摘出後直ちにプロカイソ添加4℃GIK 液を用い心停止

し,15℃の恒温室に空中懸垂 し,その後20分毎に 20ml/

kgの4℃ GIK液あるいは,酸素加4℃ GIK 液を間

欠的に 100cmH20 の圧で落差港流し90分間の心保存

を行った.保存中の心筋温は保存中を通 してほぼ12℃に

維持された.

実換群を以下の4群とした.

Ⅰ群 (n-15):4℃生理的食塩水潅流後直ちに心移植 し

た群.

Il帝 (n-15):4℃ GIK 液潅流後直ちに心移植 した

群.

ⅠⅠⅠ群 (n-ll):4℃ GIK液を用い90分間保存 した後

に心移植 した群.

Ⅳ 群 (∩-ll):酸素加4℃GIK 液を用い90分間保存

した後に心移植 した群.

以上のように保存 した ドナー心をレシピエソトの腹部

に移植 した.手術時間は30分から35分を要 した.手術中
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は特別の心筋保護法は講 L<なかった.移植後の心臓は血

液再濯流後30秒から80秒で自然に除細動 し拍動を開始 し

た.移植心は腹部からの触診と心電図でその摸能を経時

的に観察 した.また移植後 5日間は感染予防のために

Penicillin{,2000単位を連 日筋肉内注射 した.

移植心は,Ⅰ臥 ⅠⅠ群ではそれぞれ5頭ずつ7E]後,

14日後, 1/r月後に摘出 Lた.ⅠII群,lV 群では遠隔

期の形態的検索のため,それぞれ5頭ずつ7日後に摘出

した.摘出 した心臓は2.3%'ブル タ,L17JLデヒ ドで潅流

固定後,ヘマ トキシリン･エオジン染色およびマ､ソソソ

三重染色にて光政的に検索 した.更に III群,lV 群で

は急性期の形態的検索のため移植 1時間後,24時間後に

それぞれ 3頭ずつ移他心を摘出し2.3%■グルタルアルデ

ヒド潅流固定後,左室心内膜下心筋をオスミウムで固定

しエポン包埋,ウランおよび鉛による二重染色の後に電

顕的に検索 した.急性期の電顕所見は ScIlaperらの

"injuryscore"12)に したがい評価 した.また遠隔期の

心筋の線維性変化は,福田F)の方法13､に従い,マ､ソ､/

ン三重染色による標本を,顕微鏡下に石室,左室 (左室

は心内膜側,中間,心外膜側に3分割)に分けで草真撮

影 し,その写真を直接 100ポイン トの ブリ､ソド上に投影

して線維性変化のあるグり､リドの交点を数え, その 100

分率を心筋線維化の程度を現す ものとし,心筋線維化率

(%fibrosis)とした.また Ⅰ群,lI群において移植14

日以降に左室心筋の萎縮を認めたので,萎縮の程度を知

るため心筋横径を Pe【lDigitizerComputerSystem

(Oscon)を用い計測 した.心筋線維化率および心筋横

径は平均 ±SEM で表示し,Student●sT-tcstを用い､

危険率5%以下をもって有意差ありとした,

2.結 果1) Ⅰ群の組織所見

7日後左室心内膜下および左室心外膜下にわずかに線

維性変化を見 血管周囲にわずかな単核球様細胞浸潤を

認めたが,右室の心筋に線維性変化は少なく,心室内血

栓は認めなかった.14日後には左室,石室に更なる心筋

の凍死,線維性変化の所見はなく,血管周囲に見られた

細胞浸潤 も軽減 した. 1ケ月後には心内膜下,心外膜下

にわずかな線維性変化を見るのんで左室JL､筋に萎縮が明

らかに認められた.血管の内膜肥厚や血管周田の線維性

変化などの所見は見られなかった.

2) ⅠⅠ群の組織所見

7日後,Ⅰ群と同様に心内膜下,心外膜下にわずかに

線維性変化を認めた.Ⅰ群と同様に血管周囲にわずかに

細胞浸潤を認めたが,明らかな相違点はなかった.14日

a

図 1 Il群移植心の･光節倹 (H.E 染色,倍率×4)

a:移植後7日 b:移植後 1ケ月

後の組織所見は,はば7日後と同様で血管周囲の細胞浸

潤は軽度となった. 1FT-j]後には心内膜下,心外膜下に

わずかな線維性変化を認め.左室心筋の萎縮が明らかに

認められたが,血管内膜肥厚や血管周囲に有意の変化は

認めなかった (図 1).

3) Ⅰ群,Ii群の7日後,14日後, 1ケ月後の心筋横

径の比較

表 2にその結果を示す. コントt7-′Lにはレシピ]L･

ソトラットの石室,左室の心筋を用いたが,コン トロー

ルおよび移植 7日後の左室心筋に比 し,移植14日後, 1

ケ月後の左室心筋構径は Ⅰ群.II群とも有意に小さかっ

た. しか し右室心筋横径はコソトローールおよび移植 7日

後.移植14日後,移植 117-月後に差は見られなかった.

4)ⅠⅠⅠ群,IV群の組織所見

a)ⅡⅠ群,ⅠⅤ 群の急性期の組織所見

90分心操存 した lIl群と ⅠⅤ 群で,再潅流1時間後
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と24時間後に左室心内膜側心筋を比較 した. 1時間後の

電顕所見では,ⅠⅠⅠ群.IV 群とも ScllaPerr'の言う正

常からわずかな虚血性変化を示すのみで,不可逆的な変

化を示す所見はなかった.24時間後の電顕所見では ⅠⅠⅠ

群で contractionband,細胞内浮陸, ミト二･tンドり-Jj'

の強い障害像と核の濃縮など強度の虚血性変化かLL)不可

表 2 移植心心筋細胞構径の推移

石室心筋細胞横径

7day(〟) 14day (FL) lmonth (〟)

RV Contro一Ⅰ群 19.5±2.418.5±2.4 19.6±2.0 19,4±2.0

左室心筋細胞横径

7day(〟) 14day(p) 1month (扉

LV Control王群 18.2±一.417.1±1.4 15.0±0,7単戦 13.7±1.7戦鞍

ニト…圭 帯 T黒 L告 ､i..I::･- ∴ .-､
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逆的加温血性変化が認められ (図 2), 光腐的にも ⅠⅠⅠ

群で心内膜.円こ散在性に小心筋壊死巣とそのまわりに好

中球の浸潤が見L干｡)れたが.lLII群に比 しⅣ く群では上

記のような変化は軽度であった.

b)1ⅠⅠ群.IV 群の遠隔期 (移植 7日後)の組織所見

Ⅰ群,ⅠⅠ群に一二)いても心筋線維化率を計測 し. それ

図 2 丁ⅠⅠ群移植心24時間後の電顕僚 (倍率×3200)
細胞内浮腫,C｡ntraeti｡nband, ミトコン

ドリアの障害像が認められる.

図 3 移植 7E]後の左室心内漠側の光節倹 (H.E染色 ,倍率×100)
A:ⅠⅠⅠ群 強い線維性変化を見る.

B:lV群 変化は少ない.
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産室 心筋線維化率

Ⅰ群 :群 Ⅲ群 Ⅳ群

(Mea∩±SEM.∩-5)

%
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表 3 遠隔期 (移植7日後)心筋線維化率

(Mean±SEM,∩-5)
RV:rightventricle,LV:leftventricle
END:sutxndcardiallayer,MID:midlayer,
EPI:epicardiallayer
※ⅢvsⅣ .p<0.05

を移植手術操作中の温阻血による変化と考えた.左重心

筋線維化率は Ⅰ群 10±1.1%,Ⅲ 群8.0±1.2%であっ

た.ⅢⅠ群,Ⅳ 群では Ⅰ群,ⅠⅠ群に較べ右室,左室と

も心筋の各層に滞慢性に線維性変化が認められた.左室

の心筋線維化率は ⅢⅠ群25±2.5%,IV 群 14±2.7%

図 4

MID EPI

(Mea∩±SEM.∩ -5)

となり,酸素加 GIK群で左室の心筋線維化率が有意に

少なかった (p<0.05)(図 3).左室心筋の各層につい

て検討すると,温度変化を受けやすい心外膜側はいずれ

の群でも心筋線維化率は同程度に認められたが,中間層

に比し心内膜側で高い値を示 した.ⅠⅠⅠ群と IV 群の比

較では ⅠⅤ 群で心内膜側で有意に心筋線維化率が低かっ

た (p<0.05).一方,右室心筋の線維化率を見ると,90

分保存の ⅠⅠⅠ群,IV 群で共に心筋線維化率は高い値を

示し,ⅠⅠⅠ群と IV 群での有意差は認めなかった (表 3

及び図 4).

3.考 察

potassium Cardioplegia法は1955年,Melroseらに

よ()初めて臨床に導入されたが14)高ヵt)ウムによる心

筋障害のため広 くは用いられなかった. しかし1970年

代に入 り KirshlS),Gay,Ebertら2)による改良によ

り再び臨床応用 されるようになり,今 日 potassium

cardioplegia法は,開心術中の虚血心筋保護法として

広く用いられている.病的心筋や乳児の心筋保護法に関
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しては,保護液組成や投与法などについて今なお様々な

検討がなされているが17卜 191,一般的にはこの高カリrラ

ム液を主体とする potassium cardioplegia法を用いる

ことで,2時間前後の大動脈遮断が安全に行えるように

なった4).事実,関心術後急性期の血行動態が良好に保

たれ 死亡率が低下 し,術後の心室性不軽脈発生頻度の

減少などが得られた201. 大動脈遮断中,心筋温を下げ,

心筋保護液を用いて心筋保護を行うとはいえ,長時間虚

血にさらされた心筋が,遠隔期にどのような形態的,機

能的変化を呈するのか,さらに,高カリウム,高浸等圧

などの特長を有する potassium cardioplegia液そのも

のによる遠隔期での冠血管や心筋への影響の有無につい

ては尚,明らかでない.

potassium cardioplegia法のひとつである GIK 液

の心筋保護効果について,Lolleyらがその心筋保護効

果を報告 しているが21),今回用いた GIK 液は低ナ ト

リウムによる心筋障害や22)23),Calcium-par･adox24)の

報告に注目し,ナトリウム,カルシウムを添加しNa+70

mEq/1,K+19mEq/1,Ca2+0,6mEq/1としたもので

ある.

まず心筋保護液そのものによる細胞障害 の 有無につい

て検討 した.心筋保護液そのものによる細 胞 障 害 の 可能

性を論 じた報告は少なく,Carpentierら25)は 血 管 内皮

細胞と線維芽細胞の培養細胞を用いた実験 で 心 筋 保 護液

に細胞毒性があったとし,また Hooverらは potassium

cardioplegia液を用いて保存した大伏在静 脈 が遠隔期

に静脈内膜肥厚と外膜の結合織増生を認め た とし26l,

心筋保護液の特に高カリウム液による障害の可能性を示

唆している.今回の実験結果では GIK液 1回だけの濯

流で,心筋虚血時間が30分から35分という限られた条件

下であるが,移植後30日までの光顕的検索では,生理的

食塩水湾流群と比べ,心筋障害の程度,部位に明らかな

差異は認めず,血管内院肥厚や血管周囲の線維細胞の増

生等の所見は認めなかった.これより 20mEq,/1程度

の心筋操護液カリウム濃度では問題がないものと考えら

れるが,更に長時間心保存時の細胞障害の有無について

は今後の検討が必要と考えられた.

つぎに心筋保護液を用いて保存した心臓を遠隔期に形

態的に検討 した.常温で心筋保護液を用いない心停止の

実験ではあるが,Bujaら27)や Herman ら28)は常温

で40分から45分の虚血とし遠隔期に心練の磯能および形

態を検索 した.その結果心筋は不可逆性変化を起こし.

遠隔期に心筋の線維化が明らかとなり,心筋の線維性変

化は乳頭筋,左室心内膜下に強く認められ,また心機能
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も低下 したと報告 した.一方 Brodyら61はイヌを用い

た実験で,低温で心筋保護液を用い60分間の心停止とし

遠隔期に心形態,心機能を検索 した.その結果左室拡張

末期圧の上昇と Maxdp/dtの低下,左室心内膜下の

線維性変化をふたと報告した.Schrautら10)もrx)tassium

cardioplegia法による60分間,90分間の心停止実験を

行 い,60分心停止群との比較で,90分心停止群では,安

静時の心境能では有意差はないが , 心負荷時に心機能の

低下が見られ,また90分心停止群に左室心内膜下と左室

中間部に有意の心筋線維性変化が認められたとした.逮

隔での′L機能上差異はないとする報告もあるが,Roseら7)

も急性期に明らかでない心故能の低下が遠隔期に認めら

れたと述べている.これらの実験結果は,たとえ低温と

LJL筋保護液を用いても一定の虚血時間を経過すると不

可逆性の心筋障害を生じ,遠隔期には形態的には心筋の

線維化,機能的には心機能の低下として明らかとなるこ

とを示している.ここで注目すべきことは 1)心筋障害

や心故能障害を惹起するとした心筋保護液を用いた心臓

の虚血時間が90分前後と決 Lて長時間でないこと.2)つ

ぎに心機能障害も安静時の血行動態では明らかでなく,

負荷をかけ初めて明らかになるものもあること.3)さ

らに,心機能障害が明らかでないときにも心筋に有意の

心筋組織障害が存在する可能性があることなどである.

したがって,Lurieらの言うように29)心筋保護液の真

の評価のためには急性期の心棟能の評価だけでなく遠隔

期の形態をも検索すべき理由が存在すると考えられる.

低温,心筋保護液心停止下の心筋といえども代謝は進

行 しており,もし十分な酸素が供給されなければやがて

ミトコソドリアにおける ATP の産生が停止し,Na-

Kポンプによる膜の維持が不可能となさ.),Na+の流入

による細胞内浮腫,細胞内-の Ca2+流入による心筋

線維の拘縮という不可逆的な心筋細胞障害を惹起する30).

安全な心保存時間の延長を図るには心筋温を今回の12℃

より更に低下させた()31),嫌気性代謝では ATP の産

生に限i)があるので,心保存中も何らかの方法で好気性

代謝をできるかぎり維持することが必要となる.心停止

中に酸素を供給する方法としては,晶質液の代りに血液

を用いる Bloodcardioplegia法32)33)や人工血液を用

いた Fluosolcardioplegia法34),さらに晶質液を酸素

加した OxygenatedcⅣstalloidcardioplegia法35~38)

などが考えられている.Bloodcardioplegia法は低温

での赤血球の sludging39)や酸素供給に問題があるとの

論議があり40),Fluosolcardioplegia法もまた生体内

での代謝や生体への影響が明らかではない.そこで今回
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著者は晶質液である GIK液の酸素加の効果を.遠隔胡

i.こ形態的に検索することにした.

今回の rat異所性心移植モデ′Lを用いた9()分心保存

群で.再潅流 1時間後の左室心内陸側心筋の電薗所見の

比較では,lIⅠ群.1＼′r群とも心筋の微細構造は比較的

もこ良 く保たれ 24時間後に ⅠⅠⅠ群で強い微細構造の障

筋壊死が明らかとな った.これはただ単に壊死が時間経

過と共に明l二っかに在 っただけではなく,再潅流 1時間以

後も心筋障害が進 展す る可能性を示 している.再濯流に

よ･')心筋細胞障害 が増強す ることは,Reperhsioninjury

とLてよく知 11-'J･tており..11㌧ 心虚血後に再潅流すると

著明な心筋浮腫と心筋拘縮が惹起される.心筋細胞と血

管内皮細胞の浮腫.腫大は末櫓循環の障害をひきおこし,

さらに心筋細胞障害を増強する.再潅流による活性酸素

の産生とそれによる血管内皮細胞や心筋細胞の障害'12､,

心筋細胞内 lysosomeより遊lL:lけ-る Iysosom;1lenzym e

の関与もまた心筋細胞障害の進展に影響を及は す で あ 7-

うと考えられている13)･‖､.こか吊こよE)再潅 流 時 に は

障害を受けていないようにふえた心筋細胞が 再 潅 流 後 に

--1･部は壊死に陥っていくものと考え仁)かる.(二心ale い 5､三

はラ､ソト心移植を用いた実験で,組織障害が啓潅流24時

間から48時間後に最大になったと報 L+ているが,今回の

結果ともよく--･･･････一致する.

r)igerLneSSら401は低温では酸素加晶質液は 13100d

eardioplegia液よE)多くの酸素を供給 しうるとした.

酸素加晶質液の心筋保護効果は 130denhallleri/-.)の報告

や38),特に心筋保護液の溶存酸素の塵要性を明l､二'かiこ

LlこOgtlma〔･-の報告により明己:'かなようであるt161.

横将は pyruvI:.lteの心筋保護効果に関する実験で,心

筋保護液の便乗加は Iactateの産生魔を減少させ心機

能の回復率を改善した<L･_L.酸素加に｡･Lり嫌気性代謝は

抑制され高:T1-ネ′いI∴-燐酸化合物が好気的に産生された

ためと述べている仰.1g程度のう.･′卜心が15℃で心停

止して いるとき酸素消費巌は 1lJy間あたり 0.003ml程

度と仮 定 すると,20分間の酸素消費-鼠は O.06Illlと計

算されるこ18). 一方 room airで瑚容存酸素巌は5̀Cで 100

ml当り 0.5ml程度なので,4mlの心筋保護液に含

まれる酸素量は 0.02mlとなi)必要酸素鼠L')I:/3でしか

ないが,酸素加した GIKに含まれる酸素すべてが利用

されるとすると 4ml心筋保護液では 0.12ml(L_なり

必要量をまかなえることとなる.酸素加90分保存の ＼･′Ⅰ

群でで心筋線維性変化の少なかったのは,間欠的に授与

される溶存酸素iこよi.),保存中心筋がよ･')好気的条件で,

良好に保存されたために再潅流後の心筋障害の進展が軽

減されたためと推察された.

今回の実験では遠隔期の評価に移植後7日目の心筋を

用いた.Ⅰ群,fI群の実験で,移植 7日以後明らかな

心筋障書の進展のないこと.また移植心が Nonworking

batinght-_Tartとなるたれ 移植14E]以後左室心筋の萎

縮が進むこと,また Ⅰ.ⅠⅠ群,rV 群などで心内挟壊死を

伴う症例に左室内壁在血栓を有する症例もみられ この

様な症例では冠状動脈の血栓症の危険も増すためである.

移植7i-:l後の線維性変化の程度を較べると,Ⅰ群,II

群に比 し,Ill群,IV 群で心筋線維化率が増加 し心筋

群ではその程度が′i,,なか一･一た. lIl群では特iこ左宰心

内膜側に強い障害がム1､)わたが,心外膜下,中間層にも

血に対し,最も障害を受けやすい部分として知られてい

るがLIgT.TV 群ではその変化が軽度で.心停止中の間欠

的ではあわ酸素加GIK液による酸素投与が有効であっ

たものと考えられた.

･･･一方右室心筋は l'群,II群でも移植操作に伴う温阻

血時間の影響で軽度の線維性変化を呈するが,保存時問

が延長するに従い線維性変化が増強 した.日常臨床でも

右室の保護に関しては特別の配慮を払う施設は少ないと

思われるが,左室に比べ壁厚の薄い石室は温度による影

響を受けやすいものと考えL.:凍 るので,長時間の大動脈

遮断時には局所冷却を十分に行うなどの右室心筋保護対

韻を講 じる必要があると考え1.--Jlた.

4. 結 論

I) 生雅的食塩水潅流群と GllK 液濯流群を1ケ月後

に組織像で光顕的に検索 し,GIK 液に特有の組織変化

は認めず.GIK 液の組織毒性を示す所見は得られなかっ

た.

21GIK液の心筋保護効果を形態的に検索 し急性期

に明らかでない変化の遠隔期出現を認め,遠隔期におけ

る心筋変性の重要性が示唆された.

3) 遠隔期における形態的検索により,長時間心保存

において GIK液の酸素加の有効性を認めた.
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