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第1章　 緒 言

疾病に罹患 した臓器あ るいは機能 の低下 した臓器

を同種あ るいは異 種の臓器で 置換す る臓 器移植 は古

くから考え られたが, 19世 紀 においては血管 と血管

を吻合す るとい う外科技術上 の難点 か ら,全 く取 り

上げ られなかつた.し か し1902年 にCarrelが 始 め

て血管吻合法を発表 して以来,種 々の臓器 に対す る

移植の試 みが行 なわれ るよ うに なった.

血管吻合を伴 う腎臓 の移植 はUllmannが1902年

に "Experimentelle Nierentraneplantation"と して報

告 したのが最初 といわれてい る.彼 はイヌ,ブ タ,

ヤギを用いて 自家 腎移 植,同 種腎移植 および異種腎

移植を行ない,移 植 腎よ りの尿分泌 が得 られ ること

を発見 した.ま たCarrelお よびGuthrie1)も 同 じこ

ろ(1905年)腎 移植 を試 みてい る.し か し当時かれ

らは移植の手技 的な面 にのみ努力 をは らい,免 疫反

応の問題についてはまつた く考慮 していなかつ た.

したがつてその後幾多の実験が くりかえ された に も

かかわらず,長 期生存例を うることがで きず, 1940

年 ごろにいた りは じめて手技的 な面 のみでは異種 移

植はもちろん同種 移植 の成功 も不可能 であ るとい う

結論に達 した.以 上述べ た動物実験 とは別に,腎 移

植 の臨床例 は1936年Voronoyが 屍体 腎を移植 した

のが最初 であ る2).彼 は,昇 汞中毒 によ る 無尿症患

者を救 うために,屍 体 腎を患者 の大腿部 に移植 した

が,患 者 は48時 間後 に死 亡 した.そ の後同種腎移植

症例 があいついで報告 されてい るが2),3),4),いず れ

も免疫 抑制手段 が講 じ られ ていないた め, 48時 間な

い し20日 くらいで移植腎 は機能 を失な い失敗 してい

る.

この ように過 去約30年 間多 くの学者が苦慮 して き

た腎移植 のまえに立 ちは だか る厚 い 壁 も ,1944年

Medawar5)が 同種移植が不成功 に終 る機序 は宿主 の

側の外来組織 に対す る免疫学 的反応が原因 であ るこ

とを 明 らかに して以来,同 種移植の脱落機序 に関す

る研究 な らびに免疫反応 抑制法に関す る研究 が さか

ん になつた.

免疫 反応 を阻止す る方 法 としてX線 照射 が効果 の

あるこ とがLorenz6)お よびMain7)に よつて提唱 さ

れて 以来,本 法 を用いた同種腎移植 の実験成績 およ

び臨床例が報告 された8),92,10).しか しX線 のみによ

つて 同種 移植免疫 反応 を抑制す るには大量 の照射 を

必要 とし,こ のためかえつ て宿主が危険 に さらされ



602　 平 井 淳 一

るこ とが多 く,必 らず し も安全 な方法 とはいいに く

く,さ らに安全な免疫 反応 抑制法が望 まれ るように

なつ た.

1960年Calne11)が6-mercaptopurine(6-MP)を

イヌの腎移植 に用いて免疫 反応 の抑制 に画期的な 効

果 のあ るこ とを証明 して 以 来,抗 癌物質,こ とに代

謝 拮抗剤が注 目され,腎 移 植の臨床例 に も応 用 され

るよ うになつ た.し か し6-MPは 白血球 減少,肝 障

害 な どの副 作用が強 く十分量 の長期投与が お こない

に くいため,そ の後Murry12)等 が6-MPのimidazole

誘 導体で ある2-methy-1-4nitro-5-imidazolyl thiopurine

す なわ ちイム ラン(Imuran)を 使 用 し,副 作 用の著

明な軽減を はか り,長 期連続投 与に よ り極 めて優秀

な成績をあ げてか ら,腎 移植 の臨床は急速 に普 及す

るに至 つた.

現在行な われ てい る免疫 反応 抑制法 はイム ランの

経 口投 与を主体 と し,ブ レ ドニ ン,時 には ア クチノ

マイ シンCの 併用,さ らにX線 の局所 照射を併用す

るのが一般的 な方法 となつて い る.こ れ らの薬剤 の

副作 用は軽減 しつ つあ るとはいえ,イ ムランによ る

白血球 減少,貧 血,肝 障 害な ど,さ らにプ レ ドニ ン

によ る組 織癒合の障害,消 化管潰瘍,感 染抵抗 の減

弱 とと もに,大 量 の抗性 物質投与 に基 因す る菌交代

現象,真 菌の感染 による敗 血症な ど直接死 因 とな る

合併症 も少な くな い.一 方 これ らの物理 的あ るい は

薬 物学的免疫反応 抑制法 に対 して,異 種動物 を利用

して得 られ た抗 リンパ球血清 を用い ることが免疫反

応 の抑制 に極 めて有効 なこ とが注 目され,す でに臨

床 に も応用 され,良 好な成績 をあげつつ あ る13).し

か し現 在行なわれ てい る免疫反応 抑制法 はまだ完全

な もの とはいい に くく,今 後副作 用の少ない,し か

も強力 な免疫 反応抑制法 の開発が望 まれ る.

次 に腎移植の手術手 技につ いてであ るが,現 在で

はすべ ての点 で もつ と もす ぐれ てい る腸骨窩へ の異

所 性移植 が広 く臨床的 に用い ら れ て い る.す な わ

ち,提 供者の 左腎 は 右腸骨 窩 へ,右 腎 は左 腸骨窩

へ,腎 動脈 は内腸骨動脈 と端 々に,腎 静 脈は総腸骨

静脈 と端側 に,そ して尿管 は膀胱 内へ植 え込 む方式

が もつ とも一般 的であ り,こ の方法で手技 的に はほ

ぼ完成 された といい うる.

さて 腎移 植を行 な うに際 して,移 植腎 の供給 源を

ど こに求 め るか は重要 な問題 であ る.こ れ迄 行なわ

れ て きた近 親者 あ るいは無血縁 の篤志家 の腎を移植

す る方法 にはおのずか ら制限 があ り,必 らず しも推

賞 すべ き方 法 とはい えない.も し何 らか の方 法で生

きた他 の人 を傷つ けるこ とな く移植 腎が符 られ るな

らば,腎 移植が さ らに普 及す ることは明 らかである.

これ らの倫理 的,道 義 的な問題を解決す るには2っ

の方法が 考え られ る.す な わ ち,そ の1つ は分類

学 上人間 に近い動物 を利 用 す る異種移植 で あ る.

 Reemtsma14)ら はチ ンパ ンジーの腎を臨床例に移植

し,最 長9ケ 月生存 の1例 を得たが,長 期生着はな

お困難 とい う結 論に達 して いる.ま た他の1つ の方

法 は屍 体 よ り取 り出 した腎臓 を利用す ることである.

しか し屍 体腎 を利用す る場合 には腎剔 出が許可 され

るまで種 々の法律上 の制約がか らみ,新 鮮 な腎を得

る ことが困難 であ る.し たがつ て移植 まで屍体腎の

機能 を 出来 るだけ損 なわない様 にす るためには特殊

な保存 方法が必要 となつて くる.

腎臓 の保存法 と しては低温下保存が これ まで一般

的 に行 なわれて きたが,低 温だ けで組織 を保護する

場合 はおおむ ね6時 間が限界で ある15),16),17).した

がつて低 温のみ によ る屍 体腎の保存はそ の実用的価

値 に限界 があ る.腎 保 存の究極の 目的は体外に取 り

出 した 腎臓 をその まま何週 間,何 ケ月 もさらには何

年で も臓器銀 行に保存 してお くことであ る.著 者 は

この見地 よ り低 温高圧酸 素下 腎保存に関す る実験的

研究を行 なつた.

第2章　 実験材料 ならび実験方法

第1節　 実 験動物な らびに麻酔 方法

体 重8～15kgの 雑種成犬 を用いた.麻 酔はpento

barbital sodium 25mg/kgの 静脈麻 酔によ り行な つ

た.

第2節　 手 術手 技

第1項　 腎剔 出な らびに剔 出腎灌流

イ ヌを右下半側 臥位 とし,左 肋骨 弓に沿 う斜 切開

を加 えて開腹 し,左 腎,腎 動静脈 および尿管を周囲

組織 よ り遊離 し,動 静 脈はで きるだけ腹部大動脈お

よび下 大静脈 よ りの分 岐部近 くで結 紮切離 し,尿 管

は腎門よ り7～8cmの 部 で結紮切離 し,腎 を 体外

に取 り出す.剔 出 した腎はそ の重量 を測定 後直 ちに

腎動脈 にポ リエチ レンチユ ーブを挿 入 し,あ らかじ

め4℃ に冷却 して ある灌流 液で1mの 高 さより落

差灌流 を行 い,腎 静脈 よ り流 出す る灌流 液が清透と

な るまで 灌流 した.灌 流終 了後再 び腎の重量を測定

した(図1).

第2項　 剔 出腎保存

剔 出腎は灌流液 と同一組 成 の保存 液に浸 し臓器保

存 用低温高圧 酸素室 に 保存 した.保 存条件 は4℃,
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3酸 素気 圧および4℃,1酸 素気圧 の2群 に分 けて

行なつた.保 存時 間はいずれ も6,12,24時 間の3

段階を試みた.

図1　 腎 灌 流 法

灌流な らびに保 存液 は表1の 如 き組成の ものを使

用 した.

臓器保存用低温高圧酸 素室 は 当教室 考 案 の も の

で,4気 圧 まで の加圧が可能 で あ り,温 度は10℃

か ら-20℃ まで変化 し得 る よ うになつて お り,サ

ーモス タツ トによ り一定 温度 に保 ち得 るよ うになつ

てい る(図2,3).

表1　 灌 流ならびに保存液の組成

第3項　 保存腎 自家再 移植

一定時間保存後
,臓 器保存用 低温高圧酸素室 よ り

腎を取 り出し,自 家再移植 を行 なつた.自 家再移 植

を選んだ理 由は,実 験課程 よ り免疫 に関与す る諸 因

子を除外 し,保 存 のみ の影響 をみ るためで ある.

犬を静脈麻酔下 に仰臥位 と し,旁 腹直筋切開 で開

腹,左 腸骨窩 に達 し,左 腸骨動 静脈 を分 岐部 よ り

約4cmに わたつ て遊離 し,保 存腎の動静脈 と それ

ぞれ, 7-0 braid silk (日腸工 業製)を 用 い,動脈 は連

続縫合,静 脈 は結節縫合 によ り吻合 を行 なつた,血

管吻合 に要 す る時間 は30～50分 であつた.尿 管 は膀

胱よ り約5cmの 部 で,保 存 腎の尿管 と6-0 chromic

 cut gut (日腸工業製)を 用 い 結節縫合 に よ り端 々

吻合を行 なつ た.

図2　 砂田外科教室考案の臓器保存用

低温高圧酸素室

動静脈 な らびに尿管の吻合 が終 了す ると腎を側腹

壁に固定 し,手 術創 は一次 的に閉鎖 した.術 後 は1

週間 テ トラサイ ク リン,ク ロ ラムフエ ニコール な ど

の抗性物質 を投与 した.術 中,術 後の輸液,輸 血 は

原則 と して行 なわず,ま た全身のヘパ リン化 も行 な

わなか つた.

第4項　 対側腎剔出

保存腎自家再移植後3週 間を経てから第1項 と同

様の手技で対側腎剔出を行ない,保 存腎のみで生存

しうるか否かを検討した.

第3節　 検査事項 な らびに測定方法

実験犬 の一部につ いて 次の検 査を行 なつ た.

1. 腎温測定

サ ー ミス ターを用 いて測 定 した.

2. 組 織検査

10%ホ ル マ リン固定 後,パ ラフイン切片 を作製 し

ヘマ トキ シ リンエオジ ン染色を行な い検索 した.

3. 動脈造影

ア ンギ オコ ンレイ10ccを 大腿動脈 よ り注 入 し,

逆行 性動脈造影 を行 なつた.
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第3章　 実 験 成 績

第1節4℃. 3酸素気圧下保存群

第1項　 灌流および保存による腎臓の変化

第1目　 腎温の変化

4℃ に冷却 した灌流液 によ り剔 出腎を灌流 す ると,

灌 流終了時 の腎温は20℃ 前後 となる.次 いで4℃

の保存液 に浸 し4℃ に調 節 した臓器保存 用低 温高圧

酸 素室 内に保 存す ると約2時 間後に 腎 温 は4～5℃

とな る.自 家再 移植 のさい血 管吻合に要す る時 問は

30～50分 であつたが,こ の間に外気 および腹腔 内で

温め られ て腎温は20℃ 前 後とな り,血 流再 開後は

急速 に体 温 と等 し くなる.

第2目　 腎重量 の変化

5例 について灌流前後 におけ る腎重量 の変 化を検

索 したが,5例 すべて灌流 後 に 重量 増加 を き た し

た.平 均 腎重量増加率 は6.5%で あつ た(表2).

表2　 腎 重 量 の 変 化

第3目　 組織 学的変 化

各 保存群2例 つ つについて保存 によ る組織学 的変

化 を検 討 した.保 存時 間 と腎 の組織学 的変化 との関

係 は各 保存時間群 によつて異な り,保 存時間 の延長

にと もなつて尿細管 に変化が現れ て くるが,糸 球体

にはいずれ も著 明な変 化は認め られ ない.す なわち

6時 間保 存群では尿細管,糸 球体 ともほぼ正常で あ

る. 12時 間保存群で は尿細 管に軽度 の変性 が認 め ら

れ るが,細 胞 の融解脱落,尿 細管腔 の不 整,円 柱充

満 な どの所見 はない.ま た糸球体 には変 化が認 め ら

れ ない. 24時 間保存群 では,尿 細管 の変性 が一部み

られ るほか,尿 細 管腔 の不 整,円 柱の 出現が散見 さ

れ るが,糸 球体 の変化 はほ とん どない(図4,5,6).

第2項　 保 存腎 自家 再移植後 の血流 再開時

にお ける変 化(表3)

自家再 移植後 の血 流再開時 に腎が一過性 に暗赤色

に浮腫状 に腫大す る,い わ ゆるoutflaw blockと で

もい うべ き現象が発現 す るものが認め られ た.そ の

発 生頻度は, 6時 間保存群 には認 め られず, 12時 間

保 存群で は5例 中1例, 24時 間保 存群 では9例 中5

例 であつ た.

表3　 血 流 再 開時 に お け る尿 初 発 とoutflaw block

(4℃, 3酸 素 気 圧 下保 存)

この浮腫状腫大 は一 過性の もので,い ずれの場合

も30分 か ら1時 間で正 常の大 きさに恢復 してい る.

血流再 開後 よ り尿 初発まで の時 間は保存時間の延

長 にと もなつて遅延 す る傾 向にあ る.す なわち6時

闇保存群では3例 と も30分 以 内に初発尿 を み てい

る. 12時 間保存群で は30分 以 内に初発尿 をみた も

のは無 く, 5例 中3例 が1時 間以 内に初発尿をみた.

 24時 間保存群で は30分 以内 に初発尿 をみ たものは無

く, 1時 間以 内に初 発尿をみ たものが9例 中4例 で

あつ た.い ずれ の場合 も初発尿は血性で あり,極 く

微 量であつた.

第3項　 保存腎自家再移植後の経過

第1目　 生存率

第2章 で述べた4項 目の実験段階の過程を終了し

て自家再移植腎のみで生命を推持し得たものを成功

例とみなした.

(i)6時 間保存群(表4)

表4　 4℃, 3酸 素気圧 下6時 間保存群

実験例数 は3例 で, 1例 は対側腎剔 出前 に死亡 し

た. 2例 は対 側腎剔 出後保存腎のみ で生存 し,生 存

率 は100%で あっ た.

(ⅱ)12時 間保存群(表5)

表5　 4℃, 3酸 素気 圧下12時 間保存群
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実験例数は5例 で,こ の うち2例 は対 側腎別 出前

および対側腎易U出時に死亡 した.残 り3例 の うち2

例が保存腎のみで生存 し,生 存率66%で あつた, 

(iii) 24時 間保存群 (表6)

表6 4℃, 3酸 素気圧 下24時 間 保存群

実験例 数は9例 で,こ の うち対側腎別 出前 および

対側腎別 出時 に死 亡 した ものは3例 であ る.対 側 腎

易拙 後保存 腎のみで生存 し得 た ものは1例 もな く,

生存率0%で あつた.

第2目 死 因

実験 例数17例 の うち対 側腎捌 出前 および対 側腎別

出時 に偶発症 および合併 症に より6例 が死 亡 した。

その原 因は表7に 示す ごと くで ある.

残 りの11例 は対側腎易咄 に耐えたが, 7例 はその

後死亡 した.こ れ らの例 はすべて乏尿 ない し無尿 と

な り,血 中尿 素窒素の上昇 とあいまつて食欲不振,

嘔吐,無 気 力な どの尿毒症 々状 を呈 して7～10日 で

死亡 した.う ち4例 は動静脈吻合 部に血栓が形成 さ

れたた め,移 植 腎への血行が途絶 し,腎 本来の機能

を発揮 し得 ないため死亡 した ものであ る.移 植腎 の

肉眼的所見 で は 腎は そ の 硬度 が増加 し萎 縮 してい

る,血 栓形成をみた ものは6時 間保存群 にはな く,

 12時間保存群では3例 中1例, 24時 間保存群 では6

例中3例 あ り,保 存時 間の延長 に ともない増加す る

傾向にあつた,他 の3例 では動静脈吻合部 は開通 し

てい るに もかかわ らず死亡 した.そ の原因 は,移 植

腎はやや硬度が増加 し,肉 眼 的に大 きさ,色 調 な ど

はほぼ正常であつたが生命を維持す るに充分 な機能

的容量を有 していなかつたた めと考 え られ る.

第3目 組織学的考察

対側腎列後保存腎のみで生命を維持し得た例の

腎の組織学的所見は,間 質の結合織がやや増加し,

かつ尿細管細胞の一部に極く軽度の変性が認められ

るほか,間 質にプラズマ細胞 の浸潤が散見 され る

が,糸 球体は全く正常な像を呈している(図7) .

対側腎易咄 後動静脈吻合部が開通しているにもか

かわらず死亡したものの組織学的所見では,尿 細管

の広汎な萎縮ならびに間質の著明な増殖がみられ,

また糸球体の変性も高度であつた(図8) ,

表7 4℃, 3酸 素気圧下保 存群の対側腎別 前におけ る死 因

第4目 X線 学 的考察

対 側 腎 別 前 に 一部 の犬 に逆 行性大動脈造影 を行

なつ た.図9は24時 間保存群 のうちNo-205の 血管

造 影であ るが,ほ ぼ正常 に近 い造影 が 得 られ て い

る,し か し本例 は対 側腎副後 に尿毒症 々状を呈 して

死 亡 した.

また24時 間保存群 のうちNo.208は 腎血管が まつ

た く造影 されなかつ たに もかかわ らず,剖 検 では腎

動静脈 の開存が認 め られ た.

表8 4℃, 1酸 素気圧 下保存率

第2節 4℃, 1酸素気圧下保存群

腎臓の保存に酸素圧が必要であるか否かを検討す
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るための対象実験 として行 ない,生 存率のみ を検 討

し次の結果を得 た.

(ⅰ) 6時 間保存 群

実験例 数は2例 で,こ の うち1例 が対 側腎剔 出後

保存腎 のみで生存 し,生 存率は50%で あつた.

(ⅱ) 12時 間 保存 群およ び24時 間保存群

実験例 数はそれぞれ1例 づつで,対 側腎剔 出後保

存腎 のみで生存 し得 た ものはな く,生 存率は0%で

あつた.

対 側腎剔 出後死亡 した3例 は動静脈 吻合部はいず

れ も開通 していた.

第4章　 総括 な らびに考按

1903年Wentscher18)に より低 温保存 した 組 織の

再 生着 の可能性 が報告 され,次 いで1906年Carrel19)

は動静 脈の低温下保 存 を 試 み,そ の 有 用性を 認 め

た.ま た1947年Bush20)はBone bankに つい て報

告 し, 1955年Keefer21)は 大動脈片 の処 理につ いて

報告 し,ま た このさい血 管保存 の銀行 も設立 され,

臓 器保存 に対 す る関心 が深まつて きた.

腎臓保存 について もすで に これ まで幾つか の方法

が検討 され てい るが,大 別 す ると次の3つ の方 法が

あげ られ る.第1は 低温のみ によ るもの,第2は 低

温 に高圧酸素 を併 用す るもの,第3は 酸素化装 置を

用 いて持続灌流 を行 な うものであ る.今 回 は犬 を用

いて第2の 方法 によ る腎臓 保存 につ いて検討 した.

腎移植 な らびに腎保 存の前処 置と して剔 出腎 内血

液 を洗 い流す 目的で行 な う腎灌流 は,血 流再開後 の

血栓 防止 上重要な意義 があ る.し か し現 在の ところ,

これ に使 用す る灌流液 の組 成,温 度 な どに関す る定

説は な く保 存液に関 し て も同様 な こ と がいえ る.

Marchioroら22)は 乳酸 リンゲル液 を, Kiserら23)は

低分 子量 デキス トランを,Manaxら24)お よびNaka

motoら25)は 低分 子量デ キス トランと電解 質 との混

合 液を用 いてい る.し か しこれ らの間に大 差は ない

との意見 もある.26)灌 流 な らびに保存液 と してのぞ

ま しい もの は,電 解 質組成が でき るだ け血 液組 成に

近 く,また膠質滲透 圧を保持す るため に,適 当な高 分

子化合物 が混合 され た もので ある.こ の点 を考慮 し,

著者 は灌 流な らびに保 存液 と して低分子量 デキス ト

ラン加電解 質液を用 いたが,灌 流 後の腎重量増加 は

極 めて微量 であつ た.こ れは 腎臓 の間質に浮腫 を生

じない ことを示 し, Manaxら 幼 が述べて い るよ う

に低 分子量 デキス トラ ン液の膠質滲透圧 が血漿 とほ

ぼ同 じで あ るため と考 え られ る.ま た低 分子量 デキ

ス トラン液は低温 によ る血液の粘稠度増加を緩和し,

血 管外 に漏 出 しないな どの利点を有 している.

さて保存腎 自家再 移植後に腎が一過性 に浮腫状に

腫大す る,い わゆ るoutflaw blockと で もい うべ き

現 象が み られた が,こ れは もちろん技術上の腎静脈

の屈 曲,捻 転や血栓形 成に よる閉塞を除外 した上で

の腎流 出血行 障害に よる もの と考 え られ る.Dem

pster28)は 腎臓に生 じた浮腫が 流量 の低下 や赤血球

の凝集 とと もに腎静脈圧を上 昇 させ る原因になると

いい,ま たHaddyら29)は 静脈圧 の上昇が反射的に

輸 出血管 の攣縮 を きたす ことを実験 的に証明 してい

る.し たがつ て この説に よれ ば,腎 の浮腫状腫大は

腎臓 の間質 に生 じた浮腫が静脈圧 の上昇 を招来 した

た めに惹起 され たもの と考 えれ る.腎 の浮腫状腫大

の発現頻 度は6時 間保存群 では認 められず, 12時 間

保存群 に1例, 24時 間保存 群に5例 認 め られ,長 時

間保存群 にその発現頻 度が高 い とい う結果を得た.

腎の保存 液と して用い た低分 子量 デキス トラン加電

解 質液が その発生因子 とは考 え られず,む しろ保存

腎実質の 時間的因子 にと もな うanoxiaが その発生

因子 と考え られ る.

Levy30)に よ ると,犬 の 腎臓が30℃ の場合 の酸素

消 費量は正常の43%, 15℃ の場合は12%, 4～5℃

の場合 は5%と い って い る.し たが つ て 阻 血 状態

に あ る腎臓の組織障害 を防止 す るには冷却すること

が良 いのは疑い のない事 実 で あ る.著 者 は4℃ に

冷却 した灌流液で灌流す る ことによ り,灌 流終了時

に20℃ の腎温 を得,さ らに臓器保存用低温高圧酸

素室 内で4℃ の保存液 に浸 し約2時 間後に4～5℃

の腎温 を得 ることが 出来 た.自 家再移植の さい血管

吻合 に30～50分 の時 間を要 したが,こ の間に腎温

は20℃ 前後 とな る.腎 臓の組織障害を可及的少な

くす るためには,こ の血 管吻合 に 要す る30～50分

の間 もな るべ く低温 にとどあ るべ きであ ると考える.

保存 によ る腎臓 の組織学 的変化は,一 般 に糸球体

はか な りの長時間保存で も正 常に近 い組織像を示す

が,尿 細 管は保存 に対す る抵抗 力が弱 く,植 めて早

期 よ り種 々の程 度の変性像 を示 す といわれている16),

24).

著 者の成績 では尿細管 は6時 間保存群ではほぼ正

常の像を示 すが, 12時 間保存群 では軽度の変性が認

め られ るよ うにな り, 24時 間保 存群では尿細管腔の

不 整 および円柱 の 出現 などの所見を認めた.こ れに

対 し糸球体 は24時 間保存群 において もほとんどその

変 化は認 め られ なかつ た.
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以上の所見 より低温高圧酸 素下 に腎を保存 した場

合,少 な くとも12時 間以上経過 しない と特 に組織学

的変化は現われない.し か しこれ らの変化が,可 逆

的な変化か あるい は不可逆 的な変化かの区 別は明 ら

かでな く,細 胞にviabilityが あ るか 否 か の判断 を

組織学的所見 のみで 断定 す ることは極めて 困難 であ

る.

血流再開後尿初 発まで の時 間は長時間保存群 にお

いて遅延す る傾 向が認 め られ たが,こ れはStarzl31)

らの報告 とほぼ一致す る.し か し排 尿の有無 と腎が

生命を維持 しうる能力 の有無 との間には関係が認 め

られなかつ た.す なわ ち24時 間保存群に おいて も,

 4例 は微量 ではあるが排尿 を みた.し か し これ は

osmotic diuresisと も考 え られ,複 雑な機能 を営む 腎

臓をただ単 に排尿 の有 無によつてviabilityの 有無

を論ずることは困難で ある.

灌流 および保存過程で 腎臓 の受 けた傷害が可逆性

の変化で あるな らば,再 移植後時 間の経過 とともに

回復 し,ま もな く残存 した対側 腎摘 出後 も保存再移

植腎のみで生命を維持 し得 るようになる.こ の対側

腎摘 出の時期は移植腎 の保存時 間,保 存法によ り種

々異 なるため定 説はな く,報 告者 によ り移植 と同時

の ものか ら数ケ月まで とかな りの変動 があ る.

Calne16)は12時 間保存例では移植 と同時 に, 24時

間保存例では36～83日 後に, Manaxら24)は1～4

週後に, Mandelら32)は3週 後に対側 腎剔 を 行なつ

てい るが,い ずれ の場合 もその根拠 に示 されていな

い.

著者は6, 12, 24時 間保存 群いずれ の場合 も3週

後に対側腎剔を行なつた.

対側腎剔後 に保存再移植腎 のみで生存 し得 た もの

を生存例 とみなす と,生存率 は6時 間保 存群で は100

%で あり, 12時 間保存群 では66%, 24時 間保存群 で

は0%で あつた.こ の結果 よ り著者 の方法で低温高

圧酸素下 に腎を保存 した場合,そ の保存時間 の限界

は12～24時 間の間 と考え られ る.低 温のみの保存で

は6時 間が限界であ ることよ り高圧酸 素が腎保存 に

効果があるもの と考え る. Lilleteiら24), Mandeら132),

 Bernardら39)は 著者 と同様 の 方 法 に よ り24時 間 保

存 に成 功 して おり,い ずれ も腎臓 の長期保存 には

高圧酸素を必要 とす ると述べ てい る.し か し,こ の

高圧酸素が腎保存に有効であ る理 由は判明 して いな

い. Lilletei24)らは低 温に よつて低下 した 腎 の残 存

代謝機能 に必要な酸素が,腎 内へ直 接浸透す る こと

により阻血 による組織障害 を防止 す るので あろ うと

述べている.し かしMatloffら34)は 保存腎組織の

pO2を 測定し腎内へ酸素が直接浸透するという説に

は疑問を示 している.Rassatら35)は 低温高圧酸素

下に腎を保存し,保 存後に腎内の乳酸,カ リウム量

を測定し,対 象群に比べてその増加率が低いことよ

り,被 膜を通して腎組織内へ酸素の浸透があると述

べている.腎 保存における高圧酸素と低温のはたす

役割についてはなお今後の研究にまたねばならない.

対側腎剔後死亡したもののうち血管の閉塞による

ものが11例中4例 あり,こ れは必らずしも手技上の

過誤によるものとは断定しえず,灌 流および保存に

よつて腎内末梢血行枝に攣縮を生じ腎内血管抵抗の

増加,さ らには血流量の低下をきたし,そ の結果血

栓形成が生じたことも考えられる.

血管の閉塞によらず,ま 動脈造影によりほぼ正常

の腎陰影を得たにもかかわらず死亡したものの組織

学的検索では,間 質結合織の増生と尿細管の萎縮が

認められた.こ のことは保存再移植腎がすでに生命

を維持するに必要な能力を喪失 していることを示

す.換 言すれば腎臓の細胞にすでに不可逆性の変化

が起つていたことを示すもので,さ らに時日を経過

しても腎機能の回復はのぞめないものと考えられ

る.生 存例の組織学的所見でも間質の結合織の増加1

尿細管細胞の軽度の変性が認められることにより,

やはり保存中に腎の一部には不可逆性の変化が起つ

たが,可 逆性の変化までにとどまつていた部分が多

かつたため,生 命を維持し得たものと思われる.

腎動脈造影像は必ずしも腎機能を反映するとは限

らず,生 命を維持するに充分な機能があるか無いか

は大動脈造影所見のみで正確に判定することは不可

能と思われる.す なわち腎動脈造影で移植腎の動脈

およびその分枝の明瞭な造影が得られたにもかか

わらず,対 側腎剔出後にその移植腎のみで生命を維

持するに充分な機能を発揮し得なかつた例もあり,

また逆に移植腎の明瞭な動脈造影像が得られなかつ

たにもかかわらず対側腎剔後に充分機能を発揮し得

た例もある.つ まり長時間保存した腎を移植した場

合は移植腎はその機能を回復するまでは特殊な病態

経過をたどるものであり,長 期間の観察を必要と

する.

そのため保存腎移植の場合,移 植後の腎動脈造影

像の所見と移植腎機能との問には必らずしも一定の

関連を見出しえず,腎 機能回復には動脈の開存性は

もちろん絶対必要な条件ではあるが,さ らにより複

雑な過程と機構が関係するものと想像される.
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第5章　 結 語

雑 種成犬 を用い4℃, 3酸 素気圧下 に腎を6, 12,

 24時 間保存 し次 の結 論を得 た.

1) 灌流 な らびに保存液 は低分 子量デ キス トラン

加 電解質 が腎 の間質に浮腫 をきた さない点で優 れて

い る.

2) 保 存腎の組織学 的所 見 の み で 腎 のviability

の有無 を判定す るのは困難 であ る.

3) 4℃, 3酸 素気圧下 に腎を保存す る場合,高 圧

酸素 は腎保存 に有効 であ るが,そ の保 存時間 の限界

は12時 間 と24時 間 の間 にある.

稿 を終 るに のぞみ,終 始御懇篤 な御指導ならびに

御 校閲をいただ いた恩師砂 田輝武 教授な らびに稲田

潔 助教授 に深 く感謝致 します.ま た 日夜御 教示,御

鞭達 いただ いた 田中聰講師,勝 村達 喜講師,大 塚康

吉 博士に心 か ら御礼 申し上 げ ます.

(本論 文の要 旨は第2回,第3回 日本移植学会総

会に おいて発表 した.)

本研 究は文部省科学 研究費 の援助 によつた.
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Experimental Studies in Viability of the Kidney Preserved 

Under Hyperbaric and Hypothermic Condition

By

Junichi HIRAI

The Second Department of Surgery, Okayama University Medical School 

(Director: Prof. Terutake SUNADA)

Experimental studies on viability of the kidney preserved under hyperbaric and hypothermic 

condition were performed on dogs. The left kidney was removed and perfused with refrigerated(

4•Ž. )low molecular weight dextran in electrolytic solution containing heparin. Immediately 

after perfusion, the kidney was immersed in a same solution as used for perfusion and stored 

in a hyperbaric chamber for 6, 12 and 24 hours, respectively under 3 atmospheres of oxygen 

pressure and 4•Ž. Following the storage, the kidney was reimplanted in the left iliac fossa 

of the original donor. The contralateral kidney was removed 3 weeks after the renal autotrans-

plantation. Following results were obtained.

1) Perfusion of the kidney with low molecular weight dextran in electrolytic solution 

resulted in no significant increas of the kidney weight and in no development of interstitial 

edema.

2) There was no correlation between the histologic appearance of the preserved kidney

 and its viability.

3) After the contralateral nephrectomy all two kidneys preserved for 6 hours and two out 

of three kidneys preserved for 12 hours were able to sustain life but all 9 kidneys preserved 

for 24 hours were unable.

4) The precise role played by hyperbaric oxygenation in these experiments was difficult 

to asses but hyperbaric oxygenation has beneficial effect on renal preservation and limitation 

of preservation time was considered between 12 and 24 hours.
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平 井 論 文 附 図

図3　 臓器保存用低温高圧酸素室 内部 図4　 4℃, 3酸 素 気 圧6時 間保 存 直 後 の 組 織 像.

尿細 管,糸 球 体 と も ほぼ 正 常.

(H・E染 色,×100)

図5　 4℃, 3酸 素 気 圧12時 間保 存 直後 の 組 織 像.

尿 細 管 に 軽度 の 変性 あ り.

(H・E染 色,×100)

図6　 4℃, 3酸 素 気 圧24時 間 保 存直 後 の組 織 像.

尿 細 管 腔 の不 整 あ り.

(H・E染 色,×100)

図7　 No. 105の 対 側 腎 剔 後3週 目 の 組 織 像 .間 質

の 結合 織 が 増 加 し て い る.

(H・E染 色,×100)

図8　 No. 205の 組 織 像,尿 細 管 の 広 汎 な 萎縮 と 間

質 の 著 明 な増 殖 あ り.

(H・E染 色,×100)
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図9　 No. 205の 逆 行 性 動 脈 造 影 像.


