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左心室のコンブライアンスについて

瑞慶覧 長 定*

On  the Contracti1e Compliance of the Left Ventricle 

Chotci Zukeran 

Summary 

It is widely don巴 thatthe compliance of th巴 left ventric1e is divided into two 

parts， an contractile and a seri巴selastic compliance. 

In this paper， giving the aortic blood f10w and the blood pressur巴 nearthe aortic 

valve obtained experimental1y to an electric equivalent circuit that describe hemo・

dynamics of the cardiac cyc1e， the contrctile compliance was computed by electronic 

computor. 

From the result obtained above， it was found that the contractile compliance 

increases slightly at the beginning of systole， then decreases gradual1y， and increases 

rapidly after the middle of systole. 

1 .諸 言

心臓は歩調とり (Pacemaker)や神経系の作用を

受けて心筋に伸縮を与え，左心室のコスプライアンス

を変化させて，血液を体の各部に送り出すポンプであ

ることは良く知られている通りである。

本研究は左心室のコンプライアンスを直列弾性要素

に依存するコンプライアンスと収縮要素に依存する能

動コンプライアンスとに分け，心臓の拍出期における

能動コンプライアンスの変化を調べたものであるの

拍出期における能動コンプライアンスを算出するた

めに，血液循環系の電気的等価回路を作れその回路

方程式に，実験で求めた大動脈弁近くの血圧と大動脈

の血流量を代入して，電子計算機を用いて結果を出し

た。

2. 血液循環系モデル

(1) 
血液循環系モデルとして高谷のモデノレを用い，各素

子の{直は表2に示すように， D.A.Robiusonの求めた

(2) 
ユOkgの犬の値を用いている。

受付:1972年11月20日

*琉球大学理工学部電気工学科

Table 1. Nortation 

Rv. the resistanc巴 of the aortic valve 

and ascending aorta. 

Rv: the fil1ing pressure in the pulmonary 

venous reSerVOlr 

Pa: the arterial pressure. 

Rs: the coefficient of myocardial 

viscosity during systole. 

Ra: the I]systemic resistanα. 

Ca: the compliance of the elastic 

windkessel of the arterial tree. 

Rp : the resistance of pulmonary veins， 

atrium， and mitral valve. 

Ce: the series elastic compliance. 

Cx: the contractile compliance. 

Table 2工. Valu巴sobtained by D.A.Robinson 1 

Rs配仲s山2叩

判吋一…Oω叩O閃3ω肌利Q引中(002WmmHg 

I Ral~ .-33mmHg…一面ムm1/mmHg
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P 

Fig.1 Equivalent circuit to describ巴 the

hemodymics of the cardiac cyc1e. 

The v巴ntric1eis conceptually 

divided into two compliances (Cx 

and Ce )to correspond to the contra 

cti1e (Ve) alld series elastic 

(Ve) volumes of myocarium. 

また，心臓の一心拍の期間をPv，p， Paの関係に

より，次の四期間に分けるの

(1) :等尺性収縮期 Pa>P>Pv 

(J) : .J1'J出期 P>Pv， P>Pa 

(3) :等R性弛緩期 Pa>P>Pv 

(4) :流入期 Pa>P， Pv>P 

これらをまとめた1'-'1路を凶工に示す。

3. 血圧および血流量測定

大動脈弁の近くの血圧および血流量を測定するため

に，ネンブターノレを麻酔した10lcgの犬の大腿動脈から

生理食塩水を満したカテーテノレを大動脈弁の近くまで

帰入して血圧計で測定した。また血流量は第 3IJJJ骨'と

第 41山骨の聞から開胸し，大動脈弓のところに電磁血

流計を取りつけて測定を行なった。これらを図 3に示

ナ。

4. 計算式

拍出期における等価1'.1J路を図 3に示す。

この回路方程式は

dVx dVe 
dt dt 

dVx Px - rRs ニ P 十 Rvi
dt 

iS 

to EI('ピtrUJllagnetIcFlowlnt'ter 

Fig.2 Measurement of the Blood Pressure 

and the Blood f10w in the Ascend-

ing Aorta 

ml/ sec 
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Fig. 3 Blood f10w and blood pressure in 

the ascending aorta. 
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Rv P 

Fig. 4 Equivalent Circuit during 

Systole 

dVe. Ve (1 -r) Rsu~:c+ ;.~= P+Rv i 
dt 'Ce 

となる。 p，i は実測された大動脈の血圧および血流

量である。

p， iを用いて，上の三つの式からVxを計算して

Cx=主主
.l:"X 

により，能動コンプヲイアンスを求めることは大変な

動力がいるので， P. iをAーD変換して，篭子計算

機で処理した.

実際にCxを計算するのに，初期条件として

t=oのとき， Px=Ve/Ce=P 

を用い， rは0.5とした，また，大動脈圧に較べて大

動脈弁による血圧降下は 1%以下であるので，無視し

である.

5. プログラム

能動コンプヲイアンスを処理するプログヲムを次に

示す.

C ON THE CONTRACTILE COMPLIACE 

C OF THE LEFT VENTRICLE 

DlMENSION KF (5)， KP (5)， F (1024)， 

2 P (1024) ， PC (150) ， 

1 CX (159) ，VC (150) ，11 (5) ，IJ (5) 

COF=0.2174 

COP=0.2306 

ZF=128.4 

ZP=46.5 

GMA=0.5 

RS=2.5 

CE=O，0256 

D=0.00075 

S=O.O 

SC=O.O 

ALFA=1.0/侭S*CE* (1.かGMA)) 

DO 10 J=1，200 

READ (5，100) (KF (1) ，11 (1) ，KP (1)， 

JJ (1) ，1=1，5) 

l∞FORMAT (2014) 

DO 10 K=1，5 

N=5事 σ-1)+K 

F (N) =σLOAT (KF (K))ーZF)*COF

P (N) =ー (FLOAT(KP (K))ーZP)*COP 

10 CONTINUE 

1=1 

CALL FIRST (F，COF，N) 

M=N+80 

1 IF (Fσ.f)ーZF)3ふ2

2 M=M+1 

GO TO 1 

3 L=M 

NN=N-10 

SV=O.O 

DO 30 J=NN，L 

30 SV=SV+F (1) +F (J+1) 

EDV=D * SV * 5.0/6.0 

CXO=EDV庁 (N-10)ーCE

DO 20 J=NN，L 

S=S+P (1) *EXP (ALFA*D本

2 FLOATσ-1) ) +Pσ+1) 集

1 EXP (ALFA * D * FLOATσ) ) 

PC(I)=GMA*RS*F (J+1) +P(J+l) / 

2 (1.O-GMA)ーGMA*ALFA*S事

1 D*EXP (-ALFA*D*FLOATα)) / 

3 (2.0車(1.O-GMA)) 

SC=SC+PC (1) +PC (1+1) -P 0+1) 

1 -P (J+2) 

CX (1) =D*SC/ (2.0*GMA本 RS

1 *PCσ) ) +CXO 

VC (1) =CX (1) * PCα〉

CX (1) =1.0/CX (わ

1=1+1 

20 CONTINUE 

NN=L-N+ll 

WRITE (6，500) 
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500 FORMAT (lH ，:'.OX， 8HPC (MMHG) ， 

2 12X， llHCX (ML/MMHG) ， 

1 10X，6HVC (ML) ，") 

WRITE (6，501) (PC (1) ，CX (1) ， 

1 VC (1) ，I=1，NN) 

501 FORMAT (JH ， 10X，F10.4， 10X，F10.4， 

1 10X，F10. 4) 

WRITE (6，502) CXO，N，L 

502 FORMAT CH ，10X，4HCXO=， F10.4，5X， 

1 2HN=， 14， 5X， 2HL=， 14) 

M=N-IO 

WRITE (6，503) (F (1) ，P、1¥I=M，L) 

503 FORMAT (lH， 2.0X， F10.4， DX， F10.4) 

STOP 

END 

C DETERMINATION OF INITIAL 

C CONDlTION 

SUBROUTINE F1RST (F，COF， N) 

DIMENSION F (1024) 

XMAX = -~.OOOO. 0 

IMAX=250 

DO 2 1=251， 750 

IF (VMAX-F (1) ) 1， 1， 2 

1 VMAX=F (1) 

IMAX=I 

2 CONTINUE 

DO 5 J=10， 100 

IML=IMAX-J-:1 

IMH=IMAX-J 

VL=O.O 

DO 3 I=IML， lMH 

3 VL=VL+F (1) / (COF* 5.0) 

DV=O.O 

DO 4 I=IML， lMH 

4 DV =DV + (F (1) /COF-VL) ホ *2

DV=SQRT (DV) /3.0 

IF (DV-5.0) 6， 5， 5 

5 CONTINUE 

6 N=IMH 

RETURN 

END 

/END 

6. 結果および結論

電子計算機で求めた心臓の拍出期における能動コン

プライアンスのf直をク.ラフにしたのが図 5である。
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Fig.5 The Contractile compliance 

curve during systole 

拍出期における能動コンプヲイアンスは初期におい

て，少し増加し，それから減少しはじめ，中期ごろか

ら念、に増加していくことがわかった。
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