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要 旨

肺移植 の普及 と共に,ド ナー不 足は深刻 な問題 と

なってい ます.も し心停止 ドナーか らの肺の使 用が

可能 ならば,ド ナー の増加 に大 きく寄与す るもの と

思われます.し か しなが ら死体肺移植に関 しては,

温阻血時間に伴 う術後早期 の移植肺機能不全が,大

きな問題 になると予 想 され ます.今 回私達は,死 体

肺移植 において,温 阻血時間の延長及 び呼吸機能の

改善に対す る一酸化 窒素(NO)吸 入 の有効性 と,更

にその至適投与時間につ いての実験 的検討 を行 いま

した.雑 種成犬 を用 い,ド ナー をヘ パ リン化す るこ

とな く,心 停止後3時 間室温にて放 置の後,左 片肺

移植 を行 いま した.移 植 後対側肺動脈 及び気管支 を

結紮 し,移 植肺機能 を6時 間評価 しま した.100%酸

素換気下 に,再 潅流直前 よ り評価終 了時 までNO40

ppmを 持続吸入 した群(group 1, n=6),評 価

開始後1時 間 までNO40ppmを 持続 吸入,以 後終

了時 まで,Saturationを 一致 させ るため に,窒 素40

ppmを 同 じ く持続吸入 した群(group 2, n=6)

及び,再 潅 流直前 よ り評価終 了時 まで,窒 素 を持続

吸入 した群(group 3,n=6)と を比較検討 しま

した.生 存時 間,動 脈血酸素 分圧(PaO2),動 脈 血二

酸 化 炭 素 分 圧(PaCO2),湿 乾 燥 重 量 比(W/D

 ratio),気 道 内の吸 引量の結果 よ り,NO吸 入 に よ り

虚血再潅流障害軽減に よる呼吸機能の改善並 びに,

肺水腫の抑制が示唆 され ま した.ま たmyeloperox

idase activity (MPO)の 有意 な低下 と,肺 血管抵抗

(PVR)の 低下 が認め られ ました. group 1とgroup

 2の 間 には,こ れ らの結果 につ いて特 に有意 な差 は

認め ませ んで した.従 って,NO吸 入が,死 体 肺移

植 において,温 阻血時 間の延長及 び呼吸機能の 改善

○ プロフィール ○
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に対 し有効であ り,し かも再潅流直前より短期間の

吸入で持続吸入と同様の効果が得 られるものと思わ

れます.

目 的

現在欧米では肺移植は急速に普及 し,末 期の肺疾

患に対 して確立 した方法 となってきています.し か

しそれと共に,ド ナー不足は深刻な問題 となってい

ます.も し心停止 ドナーからの肺の使用が可能なら

ば,ド ナーの増加に大きく寄与するもの と思われま

す.死 体肺移植における温阻血時間に関 しては種々

の研究が行われていますが1-5),それらを総合すると,

特に処置を加えない場合,温 阻血時間が2時 間以上

になると,虚 血再潅流障害によると思われる術後早

期の移植肺機能不全が頻発 しています.そ の原因と

しては,肺 血管内皮細胞の障害 と好中球の活性化な

どが挙げられてぃます6).一方, NOに 関する研究 も

種々行われていますが, NOは 血管平滑筋に直接作

用 しての血管拡張作用 と共に7,8),好中球および血小

板の凝集及び活性化の抑制による血管透過性の維持

作用があることが判明しています9,10).最近,犬 の生

体肺移植モデルにおいて,再 潅流直前よりのNO持

続吸入にて, PVRの 低下 と好中球の凝集及び活性化

の抑制により呼吸機能の改善が得 られたという研究

結果が報告 されました11).そこで今 回私達は,死 体肺

移植において,温 阻血時間の延長及び呼吸機能の改

善に対するNO吸 入の有効性 と,更 にその至適投与

時間についての実験的検討を行 いました.

方 法

雑種成犬 を用 い,ド ナー をヘパ リン化す ることな

く, KCL静 注 による心停止後3時 間室温にて放置 し

ま した.そ の間 レシ ピエ ン トに対 し,右 鼠径 部 よ り

動脈 ライン及 びスワンガンツカテー テルを挿入 し,

更に左 片肺摘 出 と対側(右)肺動脈及 び気管支へ のテー

ピングを行 い ました.そ の際 レシ ピエ ン トの左肺 の

一部 を, MPOの コン トロールサ ンプル として摘 出 し

ました.心 停 止3時 間後,フ ラ ッシン グす る事無 く

ドナーの心肺ブ ロッ クを摘 出,ト リ ミン グの後,左

片肺移植 を行 いました.ま ず再 潅流の後BL (baseline

 assessment)を 測定,更 に再潅流20分 後対側肺動脈

及 び気管支 を結紮 し,移 植肺機能 を6時 間評価 しま

した.ま た, 6時 間の評価期間 中定期的 に挿管 チュ

ー ブ内 を吸 引,総 吸引量 を計測 しました.犠 牲死後,

移植肺 のW/D ratioと, MPO12,13)を 測定 しました.

 100%酸 素換気下 に,再 潅流直前 より評価終 了時 まで

NO 40ppmを 持続吸入 した群(group 1, n=6),

評価 開始後1時 間 までNO 40ppmを 持 続吸入,以

後終了時 まで, Saturationを 一致 させ るために,窒

素40ppmを 同 じく持続吸 入 した群(group 2, n=

6)及 び,再 潅流直前 よ り評価終 了時 まで,窒 素 を

持続吸入 した群(group 3, n=6)と を比較検討

しました.吸 入気中のNOとNO2の 濃度 を持 続的

に計測, NO2の 濃度 を4ppm以 下に維持す る様 に,

 NOの 吸入濃度 を微 調整 しま した.更 に,動 脈血中

の メ トヘ モグロ ビン濃度 を, BL測 定 時 と,対 側 肺動

脈及び気管支 を結紮3時 間後に測定 しま した.ド ナ

図1　 対 側肺 動脈 及 び気管 支 を結 紮後 の 生存 曲線

group 1及 びgroup 2の 生 存 時 間はgroup 3に 対 し

有 意 に延長 を認 め ま した(P<0.01).

表1　 W/D ratio及 び気道 内の 吸 引量

＊ (groups 1 and 2 versus group 3)
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ー及び レシピエン トの体重 と
,移植 に要 した時間は,

各群 間に有意差 はあ りませ んで した.

図2　 PaO2

6時 間 の 評 価 期 間 中, group 1及 びgroup 2は, group

 3に 較 べ て 良 好 な値 を 示 して お り,15分 値 か ら120分

値 に か け て有 意 に 差 が 生 じて い ます. group 1とgroup

 2の 間 に は 特 に 差 は 認 め ま せ ん で した.

#: P<0.05 *: P<0.01 (group 1及 びgroup 2

対group 3)

図3　 PaCO2

6時 間 の評 価 期 間 中, group 1及 びgroup 2は, group

 3に 較 べ て 良 好 な 値 を示 し て お り, 120分 値 で,有 意

差 が 生 じて い ま す.

#: P<0.05 (group 1及 びgroup 2対group 3)

結 果

対側肺動脈 及び気管支 を結紮後 の生存時間 では,

 group 1及 びgroup 2は 全例6時 間生存 したものの,

 group 3は6例 中1例 しか6時 間生存せず,生 存時

間 も, group 1及 びgroup 2: 360±0分, group

 3: 227±34分 と有意 に差が あ ります(P<0 .01).

PaO2は, 6時 間の評価期 間中, group 1及 びgroup

 2は, group 3に 較べて良好 な値 を示 してお り, 15

分値か ら120分 値 にかけ て有意 に差 が生 じて い ます .

尚,動 脈 血ガス分析値 と血行動 態に関 しては, 120分

値以降, group間 のNの 数が異 な るので,統 計処理

は120分 値 まで行 いま した. PaCO2もgroup 1及 び

group 2は, group 3に 較べて良好 な値 を示 してお

り, 120分 値 で,有 意差が生 じてい ます(P<0 .05).

尚, group 2はgroup 1に 較べ て, 60分 値 以降 も

PaO2及 びPaCO2は 特 に悪化す る事 はあ りませ んでし

図4　 PVR

group 1及 びgroup 2は, group 3に 較 べ て 低 い 傾

向 を示 し て お り, 15分 値 で 有 意 差 を認 め て お り ま す.

 #: P<0.05 (group 1及 びgroup 2対group 3)

図5　 AoP

6時 間の 評価 期 間 中,各 群 間 で特 に差 を認 め ませ ん で

した.
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た. PVRは, group 1及 びgroup 2は, group 3

に較べ て低 い傾 向 を示 してお り, 15分 値 で有 意差 を

認 めてお ります(P<0.05). group 2はgroup 1

に較べ て, 60分 値 以降軽度の上昇 を認め ました.体

血圧(AoP)及 び心拍出量(CO)は,各 群 間で特 に

差 を認め ませ んで した. W/D ratioはgroup 1及

びgroup 2は, group 3に 較べ て低 く,有 意 に差が

出てお ります(P<0.05).ま た,気 道 内の吸 引量 も,

 group 1及 びgroup 2は, group 3に 較 べて少な

い傾 向を示す ものの有意差 を認め るには至 ってい ま

せ ん.評 価終 了時の移植肺のMPOで は,本 測定値

は好 中球 の凝集及 び活性化の程度 を反映 しますが,

 group 1及 びgroup 2は, group 3に 較べ て著明

に低 く, group 1及 びgroup 2とgroup 3の 間に

は有意に差があ ります(P<0.01).一 方 コン トロー

ル肺 に対 しては,有 意に上昇 を認め ました(P<0.05).

血 中メ トヘ モ グロビン濃度 は, NO吸 入後 も6%以

上 を示 す事 はあ りませ んで した.図6　 CO

6時 間の 評価期 間 中,各 群 間 で特 に差 を認 め ませ んで

した.

図7　 MPO

group 1及 びgroup 2はgroup 3に 較 べ て 著 明 に 低

く,有 意 に 差 が あ り ます(*: P<0.01).一 方 コ ン

トロー ル 肺 に対 して は,有 意 に 上 昇 を 認 め ま した(#:

 P<0.05).

考 察

肺移植 の普及 に伴 い,ド ナー不足 は深刻 な問題 と

な ってい ます.現 在 まで,種 々の研究者 によって,

心停止 ドナーか らの肺の使 用 につ いての研究が行わ

れて きま した.そ れは,肺 組織は他 の臓器 と異 な り,

例 え血液循環が停 止 して も気管支 壁 を通 じて直接酸

素 を取 り込む事が可能であ り,ま た肺 胞内に酸素 が

存在すれば好気性代 謝活動 が維持 され るとい う事実

に基づ いてい ます14). 1991年Eganら に よって初め

て,犬 を用 いて死体肺移植 が行 われ ました3).そ の報

告 による と,温 阻血 時間1時 間の場合,全 てのレシ

ピエ ン トが, 8時 間の評価期 間中生存 しました.温

阻血時間2時 間の場合, 5匹 中2匹 の レシ ピエ ン ト

が,良 好な呼吸機能 にて生存 しました.一 方,温 阻

血時間3時 間の場合, 4匹 中1匹 の レシ ピエ ン トの

み,劣 悪な呼 吸機能 にて生存 しま した.ま た当科の

萱野 らの報告 では,温 阻血時間2時 間の場合,全 て

の レシピエ ン トが, 6時 間の評価期間 中生存 しま し

た.一 方,温 阻血時間3時 間の場 合,何 も治療 を加

えない と, 6匹 中2匹 の レシピエ ン トのみ,劣 悪 な

呼吸機能 にて生存 しま した4).以上種 々の研究報告 を

総合す る と,何 も治療 を加 えない場合,死 体 肺移植

におけ る温阻血時間は2時 間が限界 と思 われ ,更 に

温阻血時間 を延長すべ く,温 阻血時間 中の100%酸 素

による ドナー肺の膨張4),フ ラ ッシン グ液 中へ のウロ

キナーゼ注入5),レ シ ピエ ン トへのoxygen radical

 scavengerの 投与15)など種 々の試みがな され ,有 効

な結果が報告 されてい ます .ま た,現 在 生体 肺移植

において, 10-20%の レシピエ ン トに発 生す る と言
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われている,虚 血再 潅流障害の防止が大 きな問題 と

なっています.そ の メカニ ズム として,肺 血管内皮

細胞の障害 と好 中球 の凝集及び活性化 が,中 心的 な

役割 を果 た して いることが報告 されてい ます6).種 々

の研 究報告 によ り, NOは 血管平滑筋に直接作用 し

ての血管拡張作用 と共に7,8),好 中球 お よび血小板 の

凝集及び活性化の抑制に よる血管透過性 の維持作 用

があ るこ とが判明 して います9,10).活性化 された好 中

球は, superoxideを 産生,組 織 を障害 します16). NO

は,好 中球の接着因子であ るCD 11b/18を 抑制す る

こ とに より,好 中球 の凝集並 びに活性化 を抑制,血

管内皮細 胞の障害 を防止 します6).最 近,岡 林 らに よ

って,犬 の生体肺移植 モデルにおいて,術 後早期 の

NO吸 入 にて, PVRの 低下 と好中球 の凝集 及び活性

化の抑制 によ り呼吸機 能の改善 が得 られた とい う研

究結果が報告 されました11).更に当科の伊達 らに よっ

て,人 間の生体 肺移植 において もNO吸 入が有効 で

あった との報告がなされています17).今回我 々の研究

は,組 織 の不可逆性変化 を伴 い,よ り条件の厳 しい

死体肺移植 にお いて も, NO吸 入に より,虚 血再潅

流障害の防止に よる呼吸機能 の改善,更 には温阻血

時間の延長が得 られ るどうかにつ いて,実 験的検討

を行 いま した.ヘ パ リン化 な どの前処 置を特に加 え

ない,温 阻血時間3時 間の犬の左片肺移植 モデル を

使用 しま した.生 存時間, PaO2, PaCO2, W/D ratio,

気道内の吸引量の結果 よ り, NO吸 入 によ り虚血再

潅流障害軽減に よる呼吸機能 の改善並 びに,肺 水腫

の抑制が示唆 され ました.ま たMPOの 有意な低下

と, MPO程 著 明ではあ りませんが, PVRの 低 下が

認め られ ました.従 って, NO吸 入の効 果は, PVR

の低下 と好中球 の凝集 及び活性化の抑制 に よるもの

と思われ ます.一 方副作用 に関 しては, 40ppmの 吸

入濃度 では特 にAoPの 低下及び血 中メ トヘ モ グロ

ビン濃度 の上昇 は見 られ ませんで した.更 に,虚 血

再 潅流障害が再潅流後1時 間以内にほぼ完成 され る

ことより18,19),再潅流前後の短時 間のNO吸 入にて,

持続吸入す るの と同等の効果が得 られ るのでは と考

え, group 2を 設定 しました. NOに 対す る安全性

が完全に確 立 されていない こと,ま た コス ト面 を考

慮す ると,よ り短期 間の吸入です めば と言 うのが も

う一っの 目的で した.死 体肺移植 ドナーの大部分 は,

交通事故などにより突然死亡 した場合が殆 どであ り

ます.従 って,何 らかの前処置を ドナーに加える事

は困難です.レ シピエン トに対するNO吸 入が,死

体肺移植においても温阻血時間の延長及び呼吸機能

の改善に対 し有効であ り,し か も再潅流直前より短

期間の吸入で持続吸入と同様の効果が得 られるとい

う本研究の結論は,大 変意義深いものであると思わ

れます.
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