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BSP試 験 は肝臓 の色素排泄機能 を応 用 した鋭敏

な肝機能検査 として, 1925年Rosenthal1)に より創

始 されて以来広 く臨床的に応用 されてい る.又,そ

の後Popper2)は 肝炎患者のAspiration Biopsyを

行ない,そ の組織像 と各種肝機能検 査を比較 した結

果,肝 細胞障碍の程度 が著 るしい場合BSP試 験 が

他の検査 に比 して最 も強 く陽性 にあ らわれ ることを

報告 している.教 室の小 林は ビールス性肝炎 の治癒

期においてBSPの み陽性 を示す 場合 の意義 につい

て検討 した結果,肝 細胞機能の低下 と関係 が最 も強

いこと,お よび組織学的にはなお遷 延性ないし進行

性病変を有す ることを示す点 を明 らかにして いる.

そこで著者 らは,こ の ような容 易に治癒 をみ ない症

例 にATPを 使用 して, BSP試 験 の経 過を 観察 し,

あわせて肝 循環血流量 に対す るATPの 影響を検討

したので発表す る.

観察対象ならびに観察方法

観察対象腹腔 鏡検査及 び肝生検 により診断を確認

し,し かも他の循環器 疾 患を有 しないBSP試 験 陽

性の,慢 性肝炎16例,肝 硬変症6例,計22例 をえ ら

んだ.特 に慢性肝 炎例で は,他 の肝機能検 査が陰性

もしくは陽性 に 近い にも抱 らず, BSP試 験 のみ改

善 され に くい症例 を え らんだ. ATPは 興 和新薬提

供のアデボス コーワを使用 した.使 用方法 は, ATP

注射1筒10mgを 皮下 もし くは筋 肉 内 に1日1筒

3～4週 間注射 し,使 用 前 及 び3～4週 後 のBSP

試験値並びに肝生検 による肝組織像 と比較検 討 した.

なお, BSP試 験 は体 重1kgあ た り5mg肘 静脈 よ り

注射 し, 45分 後,他 側 肘静脈 よ り採血 し,そ の血清

をコンパ ラトール法によ り判定 した.

又,別 に慢性肝炎3例,肝 硬 変 症2例 に中村 ら3)

の創案 したガ ラク トース持続注入法 による肝血 流量

測定 を行ない,血 中ガ ラク トース濃度が一定 になつ

てからATP 10mgを 徐 々に肘静脈 よ り注射 し,以

後 の血 中ガ ラク トー ス濃度の変 動を観察 した.

研 究 成 績

1. ATPのBSP試 験 値 に 及 ぼ す 影 響 に つ き

ATP使 用前 及び 使 用3～4週 後のBSP試 験値の

推移 をみ ると(図1), ATP使 用後BSP試 験値の

不変 乃至悪化をみ たものが,慢 性肝炎16例 中6例,

肝硬変症6例 中2例 に認 め られ た.こ の不変 乃至悪

化例を肝組織像 と対 比 してみ ると(図2),そ の全

例 に肝細胞 の変性又は壊死を中等度以 上に認 めた症

例であつた.肝 細胞の変性.壊 死 を中等度以上 にみ

とめた肝硬変症 の1例 ではBSP試 験値 の改善を認

めたが, BSP試 験値が30%よ り20%に 改善 され た

程度 であつた.一 方BSP試 験値が 改善乃 至正常化

した13例 はすべて,肝 組織像上,肝 細脚 の変性.壊

死 が軽度 な症例で あつ た.又, 23例 中8例 に肝循環

動態 の検索 を お こな つた が(表1),肝 細胞 の変性,

壊死 が軽度 な肝硬変症1例 では,肝 内短絡血流 を証

明 したがBSP試 験値は改善された.

2. 症例別の検討

第1例(図3a)は 慢性 肝炎 で,約3ヵ 月間かな り

BSP試 験値 の悪化 をみてい たが, 13日 間のATP投

与 で改善 され た.肝 組織像には著明な肝細胞 の変性.

壊死 は認 めなかつ た.

第2例(図3a)は 肝 硬 変 症 で,約2ヶ 月間BSP

試験値 は陽性で あつたが,肝 組織像に高度 の肝細胞

の変性,壊 死を認めず, ATP投 与 によ りBSP値 は

一時上昇 したが,そ の後改善,正 常化 した.

第3例(図3b)は 慢性肝炎で肝細胞 の変性 を中等

度以上を認 めた例で, ATP投 与 に も抱 らずBSP

試験値は改善 されずむ しろ悪化 したため, 42時 間の

投与後中止 した.

第4例(図3b)は 肝硬 変症 で肝細胞 の変性,壊 死
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と もに高度で且 つ肝 循環動態の異常を認 め, ATPの

投与 に も抱 らず, BSP試 験値 は 改 善 されず19日 間

の投与 で中止 した.

図1　 ATP投 与に よるBSP試 験値の推移 図2　 肝組 織像 よりみたATP投 与によるBSP

試験値 の推移

図3a　 ATP投 与に よるBSP試 験値の変動

ATP注 射 開始

図3b　 ATP投 与によるBSP試 験値

の変動

表1.　 肝組織像,肝 循環動態 と, ATP投 与前後 のBSP試 験値の関係

3. 肝循環血流量 に及ぼすATPの 影響

肝循環血流量の測定 に引続 き直 ちにATPを 静注 し,

以後の血 中ガ ラク トー ス濃度の変動を調べてみ ると,

表2の 結果がえ られた.即 ち第1例 の慢性肝炎で は

10分 後末梢動脈血 濃度上昇,20分 後減少 したATP

静注 前には肝 内短絡血流量 はなかつたが, 10分後に

肝静脈血 中ガ ラク トースが 出現 し, 20分 後更に上昇

した.即 ち,総 肝血流量,有 効肝血流量共に増加を

示 した.

第2例 の慢性肝炎では肝 内短絡血流 を証明 してい

たが, 10分 後,末 梢動脈血,肝 静脈血中ガラクトー
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ス濃度 は共に上昇 し,総 肝血流量 は増加,有 効肝血

流量は減少 した.

表2.　 肝 血 流 量 に 対 す るATPの 影 響

第3例 の慢性肝炎では, 10分 後末梢動脈血ガ ラク

トース濃度は上昇, 20分 後低下 をみ とめた.即 ち総

肝血流量,有 効肝血流量は共に10分 後減少, 20分 後

増加 した.

第4例 の肝硬変症で は肝内短絡血流 を証 明 してい

たが, 10分 後,末 梢動脈血,肝 静脈血 中ガ ラク トー

ス濃度は ともに上昇, 20分 後やや減少 した.即 ち10

分後,総 肝血流量はやや増加,有 効肝血流量 は減少

し, 20分 後,総 肝 血流量 は低下,有 効肝血流量はや

や増加 した.

第5例 の肝硬変症で は肝内短絡血流を証 明 してい

た例であ るが, 10分 後,総 肝血流量減少, 20分 後再

び増加 した.た だ,有 効肝血流量 は大 した変動を示

さなかつた.

総 括 並 び に 考 案

BSPは,肝 細胞 によりSinusoidか ら摂取 され,

Microvilliか ら胆管系 に 排泄 され る.平 山 ら4)は,

肝細胞 におけ るBSP運 搬系 の障害が如何な る機序

によ り招来 され るかは 不明 であ るが, BSP抱 合機

序によつて表徴 され る肝のBSP代 謝系 の障害 より

も肝細胞の形態学 的変化が より重要な意義を もつ も

ののよ うに思われ ると述べて いる.織 田5)はBSP

試験 は第1に 肝細胞が この色素 を摂取す る能力 に関

係 してい ると述べている.

さて著者 らは肝疾患時 におけるBSP試 験 陽性例

に対 し3～4週 間 以上ATPを 使 用 し, 63.4%に

BSP試 験値の改 善を み と めた.一 方,改 善 されな

かつた症 例 の肝組織像を みると,す べて肝細胞の変

性,壊 死 を中等度以上 認 め た.従 つて, ATPは 肝

細胞の形 態学的変 化が 著 る しくない 場合にはBSP

排泄の障害に対 しその改 善を促進す ることがわか る.

この作用機 序が織 田 らの い う摂取能力の賦 活にあ る

か どうかは不 明であ るが,著 者 らが検討 したATP

投与 による肝血流量への影響で はその増加 をみとめ

た こともあずか つて効果が あつ たもの と思 われる.

結 語

1. 22例 の肝 疾 患 例 にATPを 使 用 して, BSP

試験値 の改善14例,不 変 乃至悪化8例 を認 た.

2. 悪化例はすべて肝生検に より肝 細胞 の変性 乃

至壊死 が中等度以上存在 した例であつた.

3. 肝循環血流量 に対 するATPの 影響 を検討 し

た結果, ATPの 静注後一時血流 量 の減少 をみ,次

で血流量の増加を認めた.

(終 りに臨み,ご 指導,ご 校閲をいただいた小坂

教授に深謝 します.又 本研究に使用 したATPの 提

供 を うけ た興和新薬株式会社 に深謝 します.)
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The effct of ATP on excretion of BSP in liver disease.

by

Yosihiro Simada, Hideki Namba, and Hiroyuki Hasimoto.

The first department ot Internal Medicine, Okayama University Medical school.

(director: Professor Kiyowo Kosaka, M. D.)

BSP retention and hepatic blood flow were determined after administration of ATP in 
liver disease, and the following results were obtained.

1) 14 cases out of 22 with liver disease having, administration of ATP improved in
BSP retention, and on the other hand, 8 cases of the remainder showed no changes or 
aggravation in that test.

2) Considerable grade of hepatic cell degeneration or necrosis was found in liver biopsy 
tissue of the all aggravating cases.

3) After the intravenous injection of ATP hepatic blcod flow decreased temporarily and 
was followed subsequently by an increase.


