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第1章　 緒 言

近年,心 臓外科手術の発展に ともない,人 工心肺

装置は広 く一般に使用 され るよ うになつたが,最 も

忌むべき副作用 として 出血傾向が注目され,多 くの

研究者によ り実験 的,臨 床的に研究 されてきたが,

そのすべてが解決 された問題とはいえない.

かかる出血傾向は術中または術後に創面か らの滲

出性出血(oozing)と して起 るばか りでな く,皮 膚,

皮下の点状出血,粘 膜 出血,胃 腸管出血,血 尿,胸

腔内出血量の増量 として現われ,は なはだ しい時 は

出血性 シ ヨックに陥 り死の転帰を とることがあ る.

著者 も体外循環 によ り出血傾向発現のため,容 易に

終熄せ しめ得ない胸壁,胸 腔 内手術創か らの出血,

術後胸腔内よ りの出血 などで失つた症例を経験 した.

このよ うな出血傾向は一度発現 した場合には治療 が

難か しく,出 血量が多 くなれば輸血量 も増加 しさら

に出血傾向を増強せ しめ,出 血 と輸血を繰返す悪循

環に陥 ること,出 血量が増大す ると正確な測定は難

か しくな り,そ の結果適正な輸血量の判定が困難 と

なつて来ること,さ らに出血傾向が発現す るよ うな

場合 は侵襲が大 きく体外循環が円滑に行 なわれなか
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つた結果 であ ることか ら考 えると手術 の予後 に重大

な影響 を与え るもの と思わ れる.

体外循環 にともな う出血傾 向発現の原 因について

は諸家にζよ り種 々議論 されているが,そ の主 なもの

としてヘパ リンの不完全中和, heparin rebound現

象1) 2) 3) 4),線 維素溶解現象の発場1) 5) 6) 7) 8),凝 固因子

の損失,変 性5) 9) 10),ヘ パ リンとは 別 に 体内で 生 じ

た循環抗凝血素 の活性化10) 11),血 小板数減少1) 5) 9),

大量輸血2) 12),毛 細血管抵抗の 減弱13)な どが 挙 げ

られてい る.本 邦におい て も,二 之宮14)は ヘパ リ

ンの過不足が術後の 出血傾向を来す とのべ,竹 内15)

は血小板の質 的,量 的低下 が主原因であるとした.

水野16)は フィブ リノーゲ ンの 極端 な 減少,血 小板

数 の減少,線 維素溶解現象,ヘ パ リン中和の不適 当

などを挙げてい る.教 室重本17)は29例 の 開心術施

行例の うち7例 に線維素溶解現象の発現をみ とめ,

線溶発現例では術後の胸腔 ドレンよ りの出血量は対

照例 よりも多 く出血傾向の一因であ るとしている.

大沢18),林19)ら は体外循環後 に 出血時間,凝 固時

間,血 小板数,プ ロ トロンビン時間,フ ィブ リノー

ゲン量,プ ラス ミン活性値,線 維素溶解現象などの

止血因子の変 化は必発するが,単 独 では出血傾向発

現 には至 らず,術 前の肝機能障害,出 血 シ ョックな

い し急性心不全, hypoxia, anoxiaな どの生体 にと

つて悪条件が 出血傾向発現 を助長するとのべてい る,

従来,出 血傾 向の原 因本態を血漿因子の欠乏また

は阻止因子の過剰によ る血液凝固障害,血 小板の障

害,血 管因子障害に求 めて種 々議論 されて きたが,

凝固因子の生化学的研究の輝か しい発展のために,

主 として凝固障害に求 めて議論 され る傾向にあつた.

しか し出血傾 向はた とえ血小板数が著 し く減少 し,

凝固因子の著 明な障害 があつて も血管に異常がなけ

れば出血 を起す とは限 らず,反 対に血管因子障害が

あ り毛細血管抵 抗の減弱 している場合には血小板,

凝固因子がいかに正常 であつても出血が起 り得 るた

め,こ こに血管因子 の変化が重視 され る.し か しこ

の面 よ り追求 した研究 にはあまり遭遇 しない現状 で

あ り,出 血傾向発現 に関す る研究で最 も遅れた分野

といえよう.

そこで著者 はKay-Anderson型 人工 心肺 を使用

し開心術を施行 した患者61例 を対象 とし,主 として

血管因子障害 の面 より体外循環後の出血傾向につい

て追求 し,さ らに血管因子障害 およびそれ と密接 な

関係を有 する血小板,出 血時間の変動 などの原 因と

してヘパ リンに一因があることに気づ き,動 物実験,

試験管内実験でその機序について解明を試 みた.

第2章　 臨床 的研究

第1節　 検査事項な らび に検査方法

(1)出 血時間　Duke法

(2)血 小板数　Rees-Ecker直 接法

(3)血 小板塊数

血 液5ccを800回 転, 10分 間遠沈 しその上清(血

小 板濃厚血 漿)に ついて トーマの計算板を使用 し,

その1/16区 画中の塊数を算定 した.

(4)血 小板機能

1)血 小板抵抗試験,遠 心沈澱鑑別法20)

2)血 小板粘着能21)

1.生 体内 血小板粘着率Borchgrevink法

2.硝 子 フィルター法

(5)凝 固時間Lee-White法

(6)毛 細血管抵抗

1)陰 圧法　佐藤紫斑計法

2)陽 圧法　Bumpe1-Leede法

(7)毛 細血管透過性　須藤氏変法22) 23)

一側の肘 静脈 より約2cc採 血(前 血)
,つ いで同側

上膊に血圧測定用マンシエツ トを 用いて60mmHg

の圧で連続15分 間圧迫 した後直 ちに加圧のまま同側

肘静脈よ り採血す る(後 血),採 血 せ る血液 は凝固

を防いで血球容積測定を行 ない,他 方 日立 蛋白計で

血漿蛋白濃度を測定 した.前 血の血球容積をC1,後

血のそれをC2と し,ま た血 漿蛋白濃度(g/dl)を

それぞれPr1, Pr2と すれば うつ血に よる水分漏 出

な らびに蛋 白逸出は初めの血液100ccに つ き次式

で示 される.

水分漏出

蛋白逸 出

(+)は 組織側への透過,(-)は 逆に血管 へ の侵

入とな る.正 常人では蛋白の逸 出はな く水分漏出は

血液100ccに つき8cc前 後である.

(8)顕 微鏡的血尿 ならびに糞便潜血反応

検尿は術後1時 間, 6時 間, 24時 間の各待期にカ

テーテルで採尿 し, 10ccを1000回 転15分 間遠沈し

液層を全部すて残 りの沈渣を取 り弱拡大(×100)

で1視 野中の赤血球数を算えた.潜 血反応はピラミ

ドン法によつた.

(6)出 血時間,血 小板数,毛 細血管抵抗 と灌流時
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間との関係

第2節　 実験方 法

体外循環にはスク リー ン型 のKay-Anderson型 人

工心肺装置を使用 した.ヘ パ リンは体外循環前に体

第1表

重kg当 り3mgを 投与 し,

ヘパ リン血 は血液100ccに 対

しヘパ リン5mg, 5%糖 液

10ccの 割合で24時 間以内 に

採血した ものを用 いた.ヘ パ

リン中和剤 としてはポ リブレ

ンを使用 し,投 与量 はPer

kins24) 25)の方法によつて決定

した.

体外循環 によ る開心術施行

患者のうちヘパ リン血のみ使

用した61例 の患者を対象 とし

(第1表),検 査 は 術 前,体

外循環が終 了してヘパ リン中

和後10分, 1時 間, 6時 間,

 24時間後に行なつた.血 小板

数,血 小板塊数は体外循環 中

も追求した.ま た対 照 として

術前検査で止血機構 に変化を

認めなかった10例 の 開胸術

症例について,術 後1時 間,

 6時間, 24時 間に検査を行 な

つた.

第3節　 験成績

第1項　 体外循環例

(1)出 血時間の変動

出血時間は術前平均値4分 で,す でに軽 度の延長

を認めて おり,心 疾患患者236例 の入院時の出血時

間を調べ ると4～10分 の軽 度延長例が33.1%と 占め

るが35.6%に 出血時間の延長を認 めた(第2表).

体外循環終了後 は中和後10分 で平均10.48分 と著 明

に延長 し,そ の後徐 々に回復 して24時 間後には大体

術前値に復する(第1図).

(2)血 小板数 の変動

血小板数はヘパ リンの静注後すでに55.8%に 減少

し,ポ ンプ回転 とともにさらに減少 して回転終了直

第2表　 入院時の出血時間

第1図　 出 血 時 間 の 変 動
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後 には37.2%と 著 明に減少す る.し か しヘパ リン中

和後の回復は急速 で, 24時 間後 には72.4%に 回復 し

た(第2図).

(3)血 小板塊数の変動

ヘパ リン血,ヘ パ リン注入後,ポ ンプ回転時,回

転終了直後,中 和後の各時期な らびに回転後の ポン

プ血の血小板塊数の変動 を調べた.血 小板塊はヘパ

リンの注入で血流中に多数生ず るが,ポ ンプ回転と

ともに次第 に減少を示 し,回 転終了直後で はほとん

第2図　 血 小 板 数 の 変 動

第3図　 血小板塊数の変動(臨 床例)

ど消失 している.ま た人工心肺装 置を満たすヘパ リ

ン血 中の血小板塊 も減少 し回転後の ポンプ内ヘパ リ

ン血中に もほ とんど認 められ な な い(第3図).同

時に血小板塊 の大 きさも調べたが,ヘ パ リン静注時

および回転前装置内ヘパ リン血 には10個以上の血小

板よりなる比較的塊の大 きな ものが認められるが,

回転 とともに減少 し塊は3～4個 よりなる小さな も

ののみとな る.

(4)血 小板機能

血小板抵抗試験では術前,

術後 を通 じて全例異常を認

め な い(第3表).血 小板

粘着能の つち硝子フィルタ

ー法ではヘパ リン中和後上

昇 し24時間後で50.8%と 上

昇す るが,生 体内血小板粘

着率では変動はな く正常範

囲内にある(第4表).

(5)凝 固時間の変動

体外循環後の凝固時間は

ヘパ リンの中和が適切であ

れば術前値 より短縮の傾向

をみ とめるが,そ の短縮 は

軽度で術前,術 後を通 じて

大体正常範囲内にある(第

4図).

(6)毛 細血管抵抗の変動

陽圧法で は検査 を施行せ

る26例 の うち術前に正常値

であつた ものは9例 のみで,

(+)の もの2例,(〓)6

例,(〓)5例,(〓)4例

と術前すでに毛細血管抵抗

の減弱 している例 が多 く約

65%を 占めてい る.体 外循

環を行な うとヘパ リン中和

後1時 間で毛細 血管抵抗の

減弱を きたすが,術 後6時

間で術前 値に復 してい る

(第5図).

陰圧法でも中和後10分 で

著 明に減弱を示 し,そ の後

次第 に回復 すちが,比 較的

時間 を要 し24時間後池は術

前値 に回復 しない(第6図)
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第3表　 血 小 板 抵 抗 試 験

第4表　 血 小 板 粘 着 能

(7)毛 細血管透過性

検査の性質上 ヘパ リン中和後6時 間, 24時 間に検

査を行なつたが,第5表 の ご と く水分漏出は血液

100ccについて術前4.1ccが6時 間後に11.6cc, 24

時間後 に11.3ccと 上昇 し蛋白逸 出 も0.01gよ り

6時間後に0.53g, 24時 間後 に0.49gと なり体外

循環後全例に毛細血管透過性 の 著明 な 亢進 を 認め

た.

(8)顕 微鏡的血尿な らびに糞便潜血反応

7例 について検査 したが, 6例 に顕微鏡的血尿を

認め,術 後6時 間に最 も著明 となり, 24時 間後 では

ほとんど消失 している.症 例57は, 24時 間後 にさら

に増加 しているが,著 明な血管因子障害を起 し術後

眼瞼結膜,胸 部 より上肢 にかけて出血斑の出現 をみ

た症例である.

潜血反応検査 は4例 に施行 したが,そ の うち2例

にタール便を認 め潜血反応(〓)～(〓)と 陽性を示

した(第6表).

(9)出 血時間,血 小板数,毛 細血管抵抗と灌流時

間との関係

体外循環例ではポ リブレンによるヘパ リン中和後

10分で出血時間の延長,血 小板数減少,毛 細血管抵

抗 の減弱が最 も著明であり,こ の値 と灌流時間 との

関係を追求 した,

出血時間が15分以上に延長 した例の うち,灌 流時

間が30分 以下の場合は5例, 30～60分 では3例, 60

分以上 は3例 で灌流時間は短か くても出血時間の著

明に延長する例があ り,出 血時間 と灌流時間 との岡

には一定の関係 は認められない(第7図).

血小板数は10万 以下 に減少 した32例 の うち液流時

間30分 以下の場 合15例. 30～60分9例, 60分 以上8

例 となつてお り,灌 流時間が短 くて も血小板数 は著
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第4図　 凝 固 時 間 の 変 動

第5図　 毛 細 血管 抵 抗 の 変動(Rumpel Leede法)

0…4以 下(-)　 1…5～9(+)　 2…10～19(〓)

3…20～29(〓)　 4…30～49(〓)　 5…50以 上(〓)
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第5表　 毛 細 血 管 透 過 性

第6表

A　 顕微鏡的血尿

明に減少 している.と くに灌流時間が30分 で32,000

と最も減少 している例がある.し か し60分以上灌流

した8例 は全例,血 小板数が10万 以下 となつてい る.

B　 糞便潜血反応

従つて血小板数減少 と灌流時間 との間には一定 の関

係 は認め られないが,体 外循環が長 くなると血小板

数減少は全例において著明とな る(第8図).

毛細血管抵抗 との関係は紫斑数 が30以上の場合は

む しろ灌流時間が比較的短い場合にみ られ,灌 流時

間が長 くなつて も毛細血管抵抗が減弱するとはかぎ

らず一定の関係は認め られなかつた(第9図).
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第6図　 毛細血管抵抗の変動(佐 藤紫斑計法)

第7図　 出血時間 と灌流時間との関係
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第8図　 血小板数と灌流 間との関係

第9図　 毛細血管抵抗 と灌流時間 との関係

第2項　血管因子障害による出血傾向発現

例

検査対象とした61例の体外循環例のうち明らかに

血管因子障害にみつて出血傾向を発現したと思われ

る2例 を経験 した.症 例 は2例 とも女性で1例 は術

直後 に, 1例 は術後4日 に無数の出

血斑が出現 し,手 術創よ りの滲出性

出血な らびに術後胸腔 ドレンよ りの

出血量の増加を認めた.

症例1　 頼○由○子　17才　 ♀

　心房 中隔欠損症

この症例は術前の凝血学的検査で

毛細血管抵抗(〓)陽 性,出 血時間

4分30秒 であつたほかは正常であつ

た. 28分 の体 外循環で欠損孔を閉鎖

したが,手 術 の終了する頃から出血

傾向が現われ,手 術創 より滲 出性出

血 があり,顔 面,頸 部,胸 部から下

肢 にかけ て 無数 の小 出血斑を 生 じ

た.直 ちにポ リブ レンを投与 してヘ

パ リンを完全に中和 し,凝 固時間は

3分30秒 と短縮 したが,出 血時間は

20分 以上と著明に延長 した.血 小板

数 も68,000と 減少 し,毛 細血管抵抗

も陽圧法で(〓),陰 圧法 も(+)

陽性 となつて毛細血管抵抗減弱が著

明であつた.他 の凝血学的検査は異

常 はない.そ の 後 も 出血時間 の 延

長,血 小板数減少,毛 細血管抵抗減

弱が著明であつたが,新 鮮血輸血,

ア ドレノクローム,メ チルヘスペ リ

ジン,ビ タミンC, K,デ キサ メサ

ゾ ンなどの治療により急速に出血傾

向を抑制 し, 24時 間後の検査では出

血時間の短縮,血 小板数の回復,毛

細血管抵抗の増強をみている(第7

表).

症例2　 永○節○　14才　 ♀　フ

ァロー四徴症

術前 の凝血学的検査では異常を認

めない. 2時 間32分 の体外循環で根

治手術を行 ない,ポ リブレンを投与

してヘパ リンを中和 し凝固時間は8

分 に短縮 した.し か し出血時間は11

分 と延長 し毛細血管抵抗の減弱を示 し,眼 瞼結膜に

小 出血斑を認めたが,そ の後の検査ではとくに異常

な く次第に回復の傾向を示 していた.術 後10時 間頃

突然Adams-Stokes症 候群を呈 し,完 全房室 ブロッ

クをきた したので胸壁外よりpace makerを 刺入 し



1044 津 田 弘 純

て経過 を観察 したが, A-V blockが 持続するので再

開胸を行 ないpace makerを 筋層に再固定 した.そ

の後の検査でもと くに異常を認めなかつたが,術 後

4日 目に前胸 部,肩 胛部よ り上肢にかけて無数の小

出血斑が出現 し,口 腔内粘膜 にも多数生 じた.そ の

時 の検査では血小板数が96,000で 回復が遅 く,毛 細

血管抵抗減弱が著明であつた.出 血時間,凝 固時間

は全 く正常であつたが,こ の時 タール便 をきた した.

そこで血管因子の障害を起 したもの と考えデ キサ メ

サゾン,ア ドレノクロー ム,メ チルヘスペ リジン,

ビタ ミンC, K,サ イクロナ ミンな どの血管性止血

剤, ε-アミノカプロン酸その他の止血剤 の併用で術

後胸腔 ドレンよりの出血量は次第 に減少 し, 1週 間

後に は出血斑 も消失 して治癒せ しめえた(第8表,

第10図).

以上の2症 例 は凝固因子 はとくに異常を認めず,

出血時間の延長,血 小板数の減少,毛 細血管抵抗の

減 弱が著明で血管因子障害を起 した症例である.

第3項　 非体外循環例

症例 は肺 結核8例,下 部食道狭窄1例,フ アロー

四徴症(Blalock手 術)1例 で輸血量 は 平均660cc

であつた.

出血時間は術前,術 後に変化を認めない.血 小板

数は術後減少を示 し6時間後 に最 も減少 して133,400

(術前値 の76%)と なるが,減 少 は軽度 で あ りか

つ一過性で24時 間後には術前値に 近 づ い て い る.

凝固時間 は体外循環例 と同様術後1時 間, 6時 間で

短縮の傾 向があ り,手 術侵襲 によ り一過性の短縮を

起す ことを示 してい る.毛 細血管抵抗 は陽圧法,陰

圧法 ともに術後に減弱す ることはな く,術 前より毛

細血管抵抗が陽性 であつ た もの(症 例1, 3)で も

術後に紫斑数はそれ以上増加 するようなことはなか

第7表　 症例14頼 ○由○子17才 ♀ 心房 中隔欠損

第8表　 症例57永 ○節○14才 ♀ ファロー四徴症
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第9表　 体外循環非 使用例の術後止血機構の変化
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第10図　 症例57永 ○節○14才 ♀ ファロー 四徴症

つた(第9表).

第4項　 小 括

体 外循環 によ り開心術を行 なつた61例 の患者な ら

びに対照群 として開胸術を施行 した10例 に対 して止

血 機構の変化を追求 した.

凝固障害 は対照群と比較 して ほとんど差がな く,

最 も著明な止血機構 の変化 として体外循環後の出血

時間の延長,血 小板数減少,毛 細血管抵抗 の減弱,

さらに毛細血管透過性の亢進,顕 徴鏡的血尿の 出現

な どの血管因子障害の起 ることを認めた.出 血時間

の延長,血 小板数減少,毛 細血管抵抗の減弱と灌流

時間の関係 を追求 したが一定の関連性を認めず,こ

れ らは灌流時間に影響 され るものでないことを認め

た.

さらに対象 とした61

例 のうち明 らかに血管

因子障害を惹起 し,出

血傾向の発現 した2症

例 を経験 しそれについ

て述べた.

第3章　 実験的研究

第1節　 ヘパ リンの

血小板,毛 細 血管

抵抗,出 血時間に

及ぼす影響につい

て

第1項　 試験管内

実験

第11図　 血小板塊

位相差顕徴鏡600×
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(1)ヘ パ リンの血 小 板 に 対 す る作用

1)実 験 方法

家兎血 液 な ら び に 人血 液 を1% EDTA-Na2液

(disodium ethylenediamino-tetra-acetate dihydrate)

で採血(血 液: EDTA=4:1)し, 800回 転10分 間

遠沈 して血小 板濃 厚 血漿 を作 成 し,シ リコン加 工 せ

る試験 管4本 に各 々1cc宛 入 れ て そ れ に1単 位,

 10単位, 100単 位 の ヘパ リン な らび に 対 照 と して 同

量の生理的食 塩水 を 添加 して,血 小 板 の変 化,血 小

板数の変動 を追求 した,

第12図　 各種ヘパ リン濃度における血小板数 と

塊形成 の関係(3例 平均)

2)実 験成綾

血小板濃厚血 漿にヘパ リンを添加 し検鏡すると,

第11図 のごとき大 きさ5～10μ,数 個 か ら数十個の

血小板 よりな る多数の血小板塊 を形成 するのが観察

された.そ こで血小板数 と血小板塊数 を算定 したが

その関係 は第12図 の ごとく,ヘ パ リンの濃度の増加

にともない血小板数の減少,血 小板塊数の増加が認

め られ た.ま た血小板数 は試験管内に放置 した場合,

シ リコン加工 していて も次第に 減少 す るの を 認め

た.

(2)各 種 ヘパ リンの血小板塊形成作

用

1)実 験方法

ヘパ リン 「タケダ」のほかにヘパ リ

ンの ナ トリユウム塩であるノボヘパ リ

ン 「ノボ社」,カ ルシウム塩で あ る ヘ

パ カ リン 「エーザイ」について も同様

の実験を行 なつた.す なわち血液5cc

を各種ヘパ リン1mgで 採血 し,血 小

板濃厚血漿を作成 してその血小板数,

血小板塊数を算定 し比較検討 した.血

小板塊数は トーマの計算板を使用 し,

その1/16区 画について血小板塊数を求

めた.

2)実 験成績

ヘパ リン,ノ ボヘパ リンでは血小板

数,な らびに血小板塊数はともに差異

は認め られないが,ヘ パ カ リンで は血

小板数の減少は少 な く血小板塊形成 も

少なかつた(第10表),さ ら に血 小板

塊の大 きさもヘパ リン,ノ ボヘパ リン

に比べて小 さかつた.

(3)各 種抗凝固剤 の血小板塊形成作

用

1%　 EDTA, ACD-B液,　 3.8%ク エ

第10表　 各種ヘパ リンによる血小板数減少ならびに塊形成
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第11表　 諸種抗凝固剤 による血小板塊形成

ン酸, 2%二 重修酸塩の各種抗凝固剤で血液を採血

(血液4+抗 凝固剤1),同 様 の方法 で血小板濃厚

血漿を作り,血 小板塊形成 の有 無を確めた.第11表

のご とくいずれの抗凝固剤で も血小板塊の形成は認

め られず,血 小板数の減少 もへパ リンよ り極めて軽

度であつた.

第2項　 実験動物

(1)ヘ パ リン静注 による血小板数,毛 細血管抵抗,

出血時間の変動

1)実 験方法

体重2kg前 後 の成熟家兎 に ネンブタール(1cc/

kg)で 静脈麻酔を行ない.ヘ パ リン 体重kg当 り

5mgと15mgを 静注 し,経 時的に血 中ヘパ リン濃

度,血 小板数,腸 間膜毛細血管抵抗,出 血時間を測

定 した.

血 中ヘパ リン濃度 はヘパ リンー プ ロ タ ミン滴定

法20)で プ ロタ ミンのかわ りにより安定な 中和済 で

あるポ リブレンを使用 した.す なわち第12表 のごと

きポ リブ レンの稀釈列 を 作 り小試験管 に被検血漿

0.1cc,ポ リブ レン稀釈液0.1cc,最 後にカルシウム

・トロンポプラスチン液(Thrombokinase "Geigy")

を0.2cc添 加 して37℃ 恒温水槽中で凝固時間を測

定 し,ポ リブレンとヘパ リンの中和比(1:0.7)25)

から血 中ヘパ リン濃度を算 出 した.

毛細血管抵抗 はRobsonの 方法に改良を加 え腸間

膜毛細血管抵抗測定装 置 を 作製 し使 用 した(第13

図).吸 引鐘を腸間膜にあて任意の 陰圧 を1分 間作

用 さ し, 3分 間血行を回復 させて出血斑の有無を精

査 し,出 血斑 の発生 し得 る最低の圧を毛細血管抵抗

第13図　 腸間膜毛細血管抵抗測定装置

値 とした.

2)実 験成績

血 中ヘパ リン濃度は静注直後に抗凝固性を示 し5

分後に最高 とな り,そ の後減少 して45分 後には1/2

とな るがそれ以後 は徐 々に減少する(第14図).

血小板数 はヘパ リン静注直後減少を示 し, 5～15

分で体重kg当 り15mg投 与群 では平均27.4%,

 5mg投 与群では平均50.5%に まで減少 した,つ い

で徐 々に回復 して90分 後には前者 では62%,後 者で

は88%に もどる.血 中ヘパ リン濃度 とは反比例の関

係があり,こ のことはヘパ リンにより一時的に可逆

性血小板数減少がみ られることを示 している.ま た

ヘパ リンの量の多いほど血小板数 の減少が著明でそ

の回復は遅れる(第15図).

腸間膜毛細血管抵抗も血小板数 と同様 の変化を示

し, 5～15分 後最 も減弱 しその後次第に回復を示 し

た.出 血時間 も5分 後著明に延長 し,血 中ヘパ リン

濃度の減少 とともに次第 に短縮を示 して90分後には

正常値に近ず く(第16図,第17図).

(2)ヘ パ リンの毛細血管透過性

第12表　 ポ リ ブ レ ン 稀 釈 列
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第14図　 血 中 ヘ バ リ ン 濃 度

第15図　 ヘバ リンの血小板数 に及ぼす影響

ヘパ リンによ り毛細血管抵抗を減弱せ しめ る作用

があるが,毛 細血管の透過性に及ぼす影響を調べ る

ためScudi民 法26)の変法 を用いた.す なわ ち家兎

の腹 部の剃毛 を行ない,一

側に各種濃度のヒス タミン

溶液,他 側には各種濃度の

ヘパ リン溶液 の そ れ ぞ れ

0.1ccあ て皮 内注射 を行な

い,し かる後 に1%ト リパ

ンブルーを体重kg当 り3cc

耳介静脈よ り注射 し,色 素

の集積程度を比較対照 して

ヘパ リンの透過性を ヒスタ

ミンのそれ と比較 した.

ヒスタ ミンは第13表 のご

と く0.05%, 0.01%, 0.005

%. 0.001%, 0.0005%,

 0.0001%の 各濃度,ヘ パ リ

ンは1mg, 0.5mg, 0.25mg ,

 0.1mg, 0.05mg. 0.01mg

の濃度のものを注入 し,対

照群 として生理的食塩水を

用いた.ト リパ ンブルー静

注2～3分 後 ヒスタ ミンの

注射部位には丘疹の輪郭に

一致 し輪状 に色素 が 沈 着

し,次 第にその色調を増 し

て来 る.丘 疹の中央部は初

め反つて蒼 白であるが,時

間の経過とともに斑紋状に

色素の集積をみ,最 後に注

射部位に広 く色素の集積を

みた.

かか る色素の集積は ヒス

タミンの毛細血管透過作用

によるもので0.0001%ま で

陽性であつた.濃 度が濃い

ほど強 く色素が周囲に拡が

る傾向が強い.

ヘパ リンでは同様の変化

を0.1cc中0.1mgま で着

色 したが"濃 度の濃いほど

色調が強 く,完 全 に着色す

るまでには4～5分 を要 し

た(第18図).す な わ ちへ

パ リンにも毛細血管透過性を亢進せ しめる作用があ

り,ヒ スタ ミンと同 じく濃度の濃いほどその作用が

強いが0.1cc中0.1mgの 濃度までで,ヒ スタ ミンほ
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第16図　 ヘパ リンの腸間膜毛細血管抵抗に及ぼす影響

第17図　 ヘパ リンの出血 時間に及ぼす影響

どその 作用は著 しくない.

第3項　 小 括

血小板濃厚血漿にヘパ リンを添加す ると血小板数

の減少,血 小板塊の形成現象を認め たが,こ の血小

板塊形成 はヘパ リンによる血 小板数減少 と反比例の

関係にあり,ヘ パ リンによる

血小板数減少 はヘパ リンの血

小板塊形成現象によるもの と

考え られる.

ヘパ リンの カルシウム塩で

あ るヘパ カ リンでは血小板数

の減少,塊 形成 はナ トリウム

塩であるヘパ リン,ノ ボヘパ

リンよ りも軽度であり,ヘ パ

リン以外 の抗凝固剤では塊形

成 は認められなかつた.

ヘパ リンを生体 内に静注す

ると可逆性の血小板数減少,

毛細血管抵抗値の減弱を惹起

し,出 血時間の延長するのを

認めた.こ の場合血小板数 と

毛細血管抵抗値は平行 して減

少 しており,両 者の間に密接

な関係のあることを示唆 して

い る,さ らにヘパ リンには毛

細血 管の透過性を亢進せ しめ

る作用 のあ ることを実験的に

証明 した.

第2節　 人工心肺装置の

み回転せる時の

血小板数,血 小

板塊数の変動

第1項　 実験方法

交叉試験を行なつた犬 より

血液100cc当 りヘパ リン5mg,

 5%糖 液10ccの 割合で採血

したヘパ リン血を用い,人 工

心肺装 置のみ回転せ しめて血

小板数 ならびに血小 板塊数の

変動 を追求 した.血 小板数の

測定 は対照 としてヘパ リン血

について も行 なつた.血 小板

塊数 の算定には トーマの計算

板を使用 しその1/16区 画につ

いて算えた.灌 流量は400cc

/minと し90分 間回転 した.

第2項　 実験成績

血小板数は,回 転後15分 で46%に 減少 しその後あ

まり減少 しないで60分 後では53%と な つている.し

か し対 照としてのヘパ リン血 も60分で66%の 減少を

示 した(第19図).血 小板塊数はポンプ回転により減
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第13表　 ヘパ リンの毛細血管透過性

第18図

1:ヒ ス タ ミン

2:生 理 的 食塩 水

3:ヘ パ リン

第19図　 人工心肺装置のみ回転 した時 の血小板数の変動

少す ることな く90分後で も回転前 と変 らない(第20

図).

第3項　 小 括

一般に体外循環後の血小板数減少機転については
,

装置によ る機械的破壊がその主因であると解釈され

てい る.も ちろんポンプのみ回転 した場合に機械的

破壊による血小板数減少は認め られ るが,対 照群で

あるヘパ リン血の血小板数減少と比較するとそれほ

ど著 しいものではな く,体 外循環における血小板数

減少の原因 としてヘパ リンを無視することはできな

い.

ヘパ リンの血小板数減少作用の原因 と考え られ る

血小板塊はポンプのみ回転 した場合にほとん ど減少

しない ことか ら装置への附着 とか破壊 され るような

ことはない もの と考え られ る.体 外循環例ではすで

に10分 で減少 し,終 了時にはほとん ど消失 している

ことはポンプ回転によ り装置により破壊 されること

な く血流中の塊 は末梢血管に抑留 されるためであろ

うと想像できる.さ らに塊の大 きな ものほど血流中

よ り消失することは,塊 の大な るほど末梢血管内に

附着ない し栓塞 し易いためであ ろう.

第3節　 血小板数を減少せ しめた正常家兎の

血小板数,毛 細血管抵

抗,出 血 時間の変動

第1項　 実験方法

正常家兎より心臓穿刺を行

ないEDTAを 抗凝固剤 と し

て採血 し, 1000回 転10分 間遠

沈 して,血 小板濃厚血漿を取

り,そ れをさらに3000回 転15

分間遠沈 しその上清(血 小板

欠乏血漿)を 血球 と混和 して

血小板欠乏血液を作製する.

正常家兎よ り50cc脱 血 して

は血小板欠乏血液 の交換輸血

を行ない同様の操 作を繰返 し

て血小板数を 術前 の17.2%

(3例 平均)に 減少せ しめた

家兎について経時的に血小板

数,毛 細血管抵抗,出 血時間

を測定 した.

第2項　 実験成績

血小板数は,徐 々に回復す

るが体外循環例と比較すると

回復は非常に遅 く24時間後で
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第20図　 血小板塊数の変動

(人工心肺装置のみ回転例)

第21図　 血小板数 を減少せ しめた正常家兎の血小板数.

出血時間.毛 細血管抵抗の変動

26.7%, 1週 間後では58.6%, 10日後で も72.6%で

術前値に回復 しない.

毛細 血管抵抗な らびに出血時 間は血小板数の減少

に より減弱 ない し延長を認め,血 小板数の回復 と平

行 して徐 々に術前値に回復 し,血 小板は出血時間,

毛細血管抵抗 と密接な関連性のあることを示 してい

る(第21図).

第3項　 小 括

血小板数を減少せ しめた場 合の血小板数の回復状

態 と比較す ると体外循環時の血小板数減少は,比 較

的短時間に回復 してい る.こ の ような血小板数の変

動 は興味あ るこ とで,体 外循環時の血小板数減少の

原因 として従来いわれている装置による機械的破壊,

輸血の影響,線 維素溶解現象では説 明 し難 く,こ の

ことか らもヘパ リンにその一因があると思われ る.

血小板数 が減少す ると毛細血管抵抗が減弱 し,出

血 時間の延長を きたすが,ヘ パ リンを静注 した場合

の毛細血管抵抗の減弱 と比較

す ると,血 小板数の減少が著

明であ るにも拘 らず減弱は軽

度である,こ のこ とはヘパ リ

ンによる毛細血管抵抗の減弱

は,血 小板数減少の結果減弱

をきたすほかにヘパ リンが直

接 に毛細血管系に作用 してそ

の抵抗減弱を惹起 すると考え

られ る.

第4節　 ヘパ リン投与時

の腸間膜毛細血管の

顕微鏡的観察(と く

に局所性血管障害に

対 す る観察.)

第1項　 実験方法

実験動物は2kg前 後の成

熟家兎を使用 した.家 兎をネ

ンブタールで麻酔 し腹部を広

く剃毛 したのち,左 助骨弓下

2横 指よ り2～3cmの 傍腹

直筋切開を加えて開腹す る.

すばや く腸管を引き出して観

察台の上に伸展固定 し,観 察

部位を選択 した らその他の露

出腸管 は38～40℃ 生理的食

塩水を滴下 して外気への露出

をできるだけ少 な くした.実

験 中は室温を30℃ 以上 に保

ち,露 出腸 管 の 冷却,乾 操 に 十 分注 意 した.顕 微鏡

は,撮 影 に便 利 な オ リンパ ス製FF TrI型 を 使 用 し,

光 熱 を さけ るた め 断熱 フ ィル ターを 用 い た. 100倍

と400倍 率 を 使 用 し, 400倍 率 以 上の 場 合 は 水 浸 と

した.観 察 す ると同 時 に35mmカ メラで 撮影 した.

第2項　 正常 腸 間膜 毛 細 血 管 所見

毛 細 血管 系 の 分 類 と 名 称 はChambers et Zwei

fach27) 28)によ れ ば, arteriole(細 動 脈), metarteriole

(メ タ細動 脈), precapillary(前 毛 細 血管). true ca

pillary(真 性 毛 細 血管), collecting veuule(集 合細

静 脈)venule(細 静 脈)な ら び にmetarterioleよ

りvenuleへ と短 絡す るarterio-nenous anastomosis

(細 動 静脈 吻 合)よ り な り,こ れ を1毛 細血 管 単位

と して い る(第22図).か か る 毛細 血 管 単位 が 多数

集 ま つて 網 球 と な り毛細 血 管 系 を構 成 し,家 兎腸 間

膜 で この よ うな毛 細血 管 網 を顕 微 鏡 下 に追 求 で きる
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第22図　 毛細 血 管 シ エー マ

(Chambers et Zweifachに よ る)

のである.

正常腸間膜毛細血管において血流 は細動 脈,メ タ

細動脈では,極 めて急速 で個 々の赤血球は識別 出来

ず,か つ間歇的で心搏に一致 して速度はやや大 とな

る.真 性毛細血管では,血 流 は遙かに緩徐 で赤血球

が かろうじて通過 しうる程 度の毛細血管内をころが

るように流れ,動 脈脈搏は認 められず時に毛細血管

分岐部の収縮で血流の杜絶が認め られた.集 合細静

脈では再 び速度を増すが脈搏 は認め られず一様に流

れでいる.

白血球は主 として血管壁 にそ つてゆ っくり流れ,

時 に2～3個 の白血 球が管壁 に附着す るが一時的で

あ り,再 び離れ る場合 もあり,血 管 外に遊 出する場

合もある.白 血球は細静脈でよ く観察 された.

血小版 は400～600倍 率 で観察 したが.血 流の比

較的緩徐 な前毛細血管.真 性毛 細血管.集 合細静脈

などて鏡筒を上下 すると血管 壁近 くを流れて いるの

が観察されたが.血 小板塊.血 小板血栓などは認め

なかつた.

血管壁は細動脈 では筋層を有 し管壁が厚 く.真 性

毛細血管では一層の内皮細胞よ り成 り所 々 にperi

cytesが存在 してい る.細 静脈では 管壁は 細動 脈よ

りずつと薄 くて一様で な く結 合組 織鞘.筋 細 胞 と

思われるものが散在 してい る.し か し生体観察 では

血管壁の微細 な構造を 識別する ことは 不能で あつ

た.

その他長 く放 置 し保温などの不十分であつた場合

以外には観察中に出血 とか.血 流停滞は認めなかつ

た.時 に吻合枝において周 期的逆流,振 子様運動を

認めたが.静 脈側よ り動脈側への逆流は全 く観察 さ

れなかつた.

第3項　 ヘパ リンによる腸間膜毛細血管 の

変化

ヘパ リンを体重kg当 り15mgを 耳介静脈より静

注 し. 120分 間腸間膜毛細血管の変化を10例 の家兎

について追求 した.

正常細静脈.細 動 脈は 第23図 のごと くであるが.

ヘパ リン注入5～10分 後に細静脈血 管内皮に白血球

が附着 し始 め(第24図)時 間とともにその数を増 し

て くる. 30分 後頃には.第25図 の ごと く白血球は

石垣状に層をな して血管内皮 に蓄積 し.血 管 内腔が

狭小 とな るとともにその遊 出 も増加す るのが観察 さ

れた.こ のよ うな白血球の膠 着現象はヘパ リン投与

例全例の細静脈に認 められた.細 動脈でも膠着現象

がみ られ るが一般に軽度であり,真 性毛細血管では

認めなかつた.

つぎにヘパ リン投 与によつて起 る著明な変化は出

血である.ヘ パ リンの静注後数分で 第26図 のごと

く血管壁の欠損な く赤血球が血管壁を通つて濾出す

る.す なわ ちper diapedesisの出血 を認めた.か か

る出血は次第 に著明となつて細静脈 のほとん どすべ

ての部でみ られ るよ うになる(第27図).ま たこの

濾出性 出血 は 第28図 のごと く白血球膠着の著明な

部に生 じた.出 血は集合細静脈.細 静脈で著 明であ

り,と くに毛細血管 と細静脈へ の移行 部を中心に起

る.真 性毛細血管で も少数例で認め られたが,細 動

脈,メ タ細動脈ではみ られなかつた.

ヘパ リンを静注す ると5～10分 後に血小板が数個

集つて血小板塊を生 じ,血 管内皮に附着 してい るの

が観察 された(第29図).血 小板塊は次第にその数

を増 して くるとともに血管内皮に附着 した個 々の血

小板塊 は血流中の血小板が附着 してその大 きさを増

して くる.つ いで時間とと もに血 中ヘパ リン濃度が

減少 して くると,血 小板塊の個 々の血小板が遊離 し

て血小 仮塊は次第に小 さくなるのが観察 された.こ

の血小板塊は血流の速い細動脈,メ タ細動脈では観

察され難 く,血 流の比較的遅い前毛細血管,真 性毛

細血管,集 合細静脈でよ く観察 され る.

比較的太い細静脈(40～60μ)で 時に第30図 のご

とき血小板白血球血栓が生 じて,血 流中をゆつ くり

流れているのが認め られ,ヘ パ リン注入後60～120

分頃に生ず るが, 10例 中2例 のみ しか認められず,

ヘパ リンによ り生 じた ものか否かははつ きりしなか
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つた.

その他血流速度,血 管運動性(局 所性血管収縮,

拡張)に は異常を認めず, sludge現 象な どは全 く認

め られなかつた.

第4項　 小 括

ヘパ リンによ り腸間膜毛細血管か ら濾 出性 出血,

白血球の血 管内皮への膠着現象,さ らに生体内で も

血小板塊の形成を認めた.白 血球の膠着現象は血管

内皮障害による ものであ り29),毛 細血管の透過性 の

亢進によ り生ず るものであるともい う30).影 山31)は

皮膚刺激剤で あるcroton油 を 滴下 し,局 所の血管

内皮の障害 を起せ しめた時 に同様の白血球の膠着現

象の生 ずることをのべている.従 つてヘパ リンは血

液の凝固阻止作用のほかに直接毛細血管に も作用 し

て血管内皮 の変調障害 を惹起 し,さ らに血管 の透過

性を亢進せ しめ る結果,白 血球の血管壁膠着現象,

白血球 の血管外への遊 出の増加,さ らに濾 出性 出血

をきたすもの と考える.白 血球の膠着現象の強い部

でよ く出血す ることからも十分 にうなずけることが

できる.ヘ パ リンによる血小板塊 は末梢血管内に抑

留 され,血 中ヘパ リン濃度の減少 とと もにその大 き

さを減ず るが,こ の ことは可逆性の塊形成を きたす

ことを示 し,こ の血小板塊形成現象がヘパ リン注入

による可逆性血小板数減少の原因となつてい るもの

と考え られ る.

第4節　 体外循環時の腸間膜毛細血管の顕微

鏡的観察

第1項　 実験方法

体外循環には小型の気泡型人工心肺装 置を用い,

股動脈 より送血 し,静 脈側は外頸静脈 より右心房 ま

で挿入 し脱血 した.家 兎 をネンブタールで麻 酔 して

外頸静脈,股 動脈を露 出 し,ヘ パ リン体重kg当 り

10mgを 静注 した後,前 述の ごとき方法で腸 間膜毛

細血管観察の準備を完 了し,毛 細血管の観察を行な

いなが ら体外循環 に移 り, 120分 の体外循環を 行 な

つてその間毛細血 管動態の変化 を経時的に観察 した.

体 外循環 中の送血 量は平均30cc/minと し,灌 流中

は送血,脱 血 のバ ランスを常に一 定に保つよ うに留

意 した.人 工心肺装置な らびに回路 を満たす血液量

は家兎の血液循環量32)と大体同量 とし平均80ccを

用いた.ヘ パ リン血 は 血液100ccに 対 し10mgの

割合で採血 し,全 血の ほかに5%糖 液,ア ミノ酸剤,

低分子量 デ キス トラン(分 子量40,000),デ キス ト

ラン(分 子 量75,000±25,000)な どをpriming

 〓olumeの30%添 加 した場合につ.た し討検較比 いて

第2項　 実験成 績

ヘパ リンによる上述 の変化のほかに,つ ぎのよう

な興味あ る所見を得た.

(1)全 血使用群

ポンプ回転 と同時 に一時血流 は全般 に速 くなり,

5分 後頃にしば しば細動脈,前 毛細血管 で局所性の

血管収縮な らびに拡張を認めた(第31図).血 流は

その後 回転前の状態 にもどり,血 管の収縮,拡 張 も

消失 して安定 した状態となる.し か し10～20分 後に

は真性毛細血管の血行杜絶を きた し,一 部では振子

様運動がみ られ る.そ の後血行杜絶は次第 に著明と

なつてほとんどすべての毛細血 管の血流は全 く停止

す る. 40～60分 後には細動脈,細 静脈で も血管は拡

張 してア トニーの状態 とな り,一 部の細動静脈で血

流緩徐化つづいて停止を認め,動 静脈吻合を通 る血

流が次第に増加 する.そ れと相前後 して,真 性毛細

血管,細 動静脈 において血球分画と血漿分画が分か

れplasma skimmingの 状態を示 し(第32図B),

 40～50分 後にはさらに進んで赤血球 のaggultination

を 生 じて,い わ ゆ るsludge現 象 を 起 して くる

(第32図C, D).か か る変 化は体外循環 とともに増

強 し, 2時 間後に中止 して も回復は困難 であつた.

(2) 5%糖 液,ア ミノ酸剤,デ キス トラン,低 分

子量デキス トラン使用群

以上 のごとく血液のみ用 いて体 外循環を行 なつた

場合 には末梢循環不全 を生 じ,血 管 の ア トニー,

 glasma skimming, sludgeが み られ,血 行障害をき

たす.こ れ らの改善を目的 として5%糖 液,ア ミノ

酸剤,デ キス トラン,低 分子量デ キス トランを添加

した結果は 第14表 の ごと く, 5%糖 液添加 群では

差を認めないが,ア ミノ酸剤,デ キス トラン(分 子

量75,000)添 加群 ではsludgeは みられ るが,そ の

形成 時間は遅 く軽度であつた.こ れ に反 し低分子量

デキス トラン(分 子量40,000)使 用群では120分 後

で も真性毛細血管に至 るまで血 流は維持され,血 管

ア トニー, plasma skimming, sludge,血 流 の停止

などは生 じなかつた(第33図).

第3項　 小 括

ポ ンプ回転 と同時 に血流が速 くな り細動脈,前 毛

細血管で強い括びれの収縮ならびに拡張がみ られた

が,こ れは体外循環により生 じた異常 な血流状態に

鳩来 るだけ適応す るよ う末梢循環 の血行調整を行な

わんがために生ず るものであ る.そ の結果血流状態

は一応安定 した状態となる.

全血使 用群では全例 に末梢循環不全を生 じ血管ア
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第14表　 未梢循環状態の変 化(3例 平均)

eludge: (〓)… …赤血球 の凝集が著明で個 々の赤

血球 の輪郭がわか らない もの

(〓)… …(〓)と(+)の 中間

(+)… …最小のもので あるが明らかに血

球塊形成の生 じたもの

トニー, plasma skimming, sludgeを 生 じ血行障害 の

起るのを 認めた.血 管拡張が 生 じ,血 液のstagna

tionの起 ることは血管の濾 出性を高め,ヘ パ リンに

よる血管障害をさ らに強める もの と考え られ る.

5%糖 液,ア ミノ酸剤,デ キ ス トラン(分 子量

75,000)を 添加 した場合は十分 な効果を期待 出来な

かつたが,低 分子量 デキス トラン(分 子量40,000)

では末梢循環は120分 の体外循環で も真性毛細血管

に至るまで維持 された.

第4章　 総括 な らびに考按

現在一般 に認め られてい る正常 の止血機構 は33),

小血管が損傷 されると,ま ず反射性に一過性の血 管

収縮が起 り,損 傷血管の血流 は緩徐とな り血小板が

附着しやす くなる.つ いでこの附着,凝 集した血 小

板の崩壊によつ てセロ トニンが遊離 して血管が持続

的収縮を起 し,血 小板,血 漿,組 織に由来す る諸凝

固因子によつて血液凝固が始 ま り,つ いで凝血収縮

によつて一時的止血がみ られる.そ の後 は余分の凝

血は溶解され,残 つた凝血は組織 化されて,さ らに

血管内皮の再生 をきた し,永 久的止血が完了す るの

である.す なわち止血機構においては血 管の収縮性,

血小板の凝集能 と血管壁への粘着能,お よび凝固系

の種々の因子に依存す るフィブ リン凝固が重要な要

素であり,結 局血管,血 小板,血 液凝固の協同作用

によつて行なわれるものである.こ の過程において

どこかに異常をきた した時止血機構が障害 されて出

血傾 向が発現す るものである.

本研究において認め るごと く体外循環後に起 る著

明かつ必発の止血機樽の変化 は,血 小板数の減少,

毛細血管低抗減弱,毛 細血管透過性の亢進,出 血時

間の延 長であろう.

血小 板数の減少は必発で しか も激減す ることより

出血傾向発現に主役的な役割をはたす ものと思われ

る.体 外循環後の血小板数減少についての報告2) 34)

 35) 36) 37) 38)は 少な くな く,そ の多 くは術前値の50%

前後に 減少す るとのべているが1) 4) 39), Wurzel5)は

開心術27例 について検査 し,平 均22.5万 か ら8.4万

(37.3%)に 減少するといい, Kendall40)は 術前値

の25%に 減少す るとのべてい る.本 邦においても

穴沢41)は20%以 下 に減少 し,榊 原42)は全例に血小

板数の減少を認め,極 端な場合は術前の8%に 減少

した と報告 している.著 者 も同様に全例 において血

小板数の減少を示 し,体 外循環中に最 も著明で術前

値の35%の 減少を認めた.

血小板数減少の機序については種 々検討されてい

るがいまだ定説 はな い. Gam38) 39)に よれば 血小板

数 は灌流時間に比例 して減少す ることか ら,装 置に

よる機械的破壊が主 因で あ ると いい,二 之宮14)も

同様機械的損傷および金属面への附着により血小板

数の減少を生ず ると した.輸 血による影響 も大 きく

血小板数の減少 した保存血液を大量に輸血す る結果

稀釈 されて血小板数の減少をきたすという2).一 方

血小板数の減少度は輸血量とは逆 関係にあり稀釈 に

よるものではな くして,保 存血中の血小板同種凝集

素 あるいは血小板抗体の存在により,ま たは血漿,

血清 中に含まれ る血小板減少物質によるともいわれ

ている36). Ellis9), von Kaulla11)ら は体外循環後 に

凝固性の亢進を認め血管内凝固が起 ると し,こ のた

め血小板数が減少するものと考えた.こ のように血

小板数減少の原因と して種々の因子をあげているが,

これだけでは説明 し難い点があ る.す なわち血小板

数の回復は急速で術後24時 間ですでに70%以 上 に

回復す ること,灌 流時間 と一定の関係を認めず灌流

時間が短 くて も血小板数の減少が著明であることな

どから機械的破壊あるいは稀釈などによつて血小板

が消失 した ものであるとすれば,実 験で認めたごと

く24時閥後の回復は遅 く,完 全に術前値に もどるに

は1週 間以上を要するであろう,血 小板数の回復に

ついては多 くは術後1週 間を要すると報告 している

が5) 14) 40), Rothnie43)は 血小板数は循環時間 と関係

な く平均33%に 減少 し, 24時 間後には8例 中5例
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は術前値に回復するのを認めた.著 者は正確に術前

値にな るには術 後1週 間を要するが術後24時 間まで

の回復 は急速 であ り,そ の後徐 々に回復す るのを認

め,竹 内15)も 同様の結 果を えている.

著者 は人工 心肺装 置のみ回転 して血小板数の減少

を認め,装 置による機械的破壊に よつて も血小板数

減少が起 ることを認めたが,同 時 に対照 として検査

したヘパ リン血 の血小板数減少 も著明で,体 外循環

時の血小板数減少の原因 としてヘパ リンを無視す る

ことが 出来ないと考 えた.

ヘパ リン血 中の血小板数 は経時的に減少す るとい

われてい る5). Kirby1)は ヘパ リン血 を前 日夕に採

血す るが血小板数 は10万 以下,時 に6万 程度まで

減少 し, in vitroで は30分 後に13万, 60分 後では

8～9万 に 減少す るとのべている. Copley44), Per

kins45)も 同様の結果 を 認 め,血 小板数減少 は ヘパ

リン添加 後最初 の5分 が最 も著明であり, 40～50分

までにほとんど減少 して,そ れ以後24～48時 間では

変化を認めないとのべている.

Coptey & Robb44)は 試験管 内実験 で ヘ パ リン1

unit/ccよ り濃度の濃い時には濃度に比例 して血小

板数が減少す ること,ヘ パ リンのみで採血 した場合

とクエ ン酸で採血 した後にヘパ リンを添加 した場合

を比較すると後者では血小板数減少が軽度であるこ

と,さ らに生体内に静注 した場合に血小板数の減少

す ることから血小板数減少 はへパ リンの直接作用で

あると してい る.そ れ に反 しPerkins45)は 血小板

数 減少 は濃度が低いほど減少は著明 で,ヘ パ リンが

不十分 であると凝集,崩 壊を きた して減少す るとし,

血 小板数 減少 は直接ヘパ リンによるものでないとし

た.著 者 も試験 管内実験で血小板数の減少を認めた

が,濃 度 に比例 して減少 した.ヘ パ リンによる血小

板塊 の形成を観察す ると,塊 形成 と血小板数減少度

とは反比例 の関係にあつて塊形成によつて血小板数

の減少す ることを認めた.

ヘパ リンを生体内に投与 した場合 も血小板数減少

の起 ることは諸家によ り認め られている46) 47).こ の

血 小板数 減少 は投与直後 に著明に減少 し,つ いで数

十分後 に正常値に回復す るものである.し か しヘパ

リンの血小板数減少の起 る機序 について解明を試み

た報告 は少ない.

Copley48), Quick49)は 血小板数減少は試験管 内と

同 じく血 小板数 の凝集,崩 壊で減少 し,つ いで起 る

血 小板数 の回復 は骨髄 よ りの再生による血小板の再

分 布のため に起 るもの と して い る. Gollub50)は 正

常人にヘパ リンを投与後急性可逆性の血小板数減少

を認 め,血 小板数減少の開始,持 続時間は凝固時間

の延長 と一致 し,プ ロタミンの 中和によ つて凝 固時

間 とともに血小板数 も正常 に回復するのを認めた.

つ いで再 びヘ パ リンの投 与 で 同様の血小板数減少

を起す ことから,血 小板数減少は血小板の破壊,崩

壊,異 物面への附着などに よるものではな く,む し

ろ血小板 の末梢血管へ の抑留が原 因であ るどのべて

いる.著 者 は試験 管内実験で認めたごとき血小板塊

が生体内で も生ず るのを観察 し,家 兎腸 間膜毛細血

管で多数 の血小板塊 が末梢毛細血管内皮 に附着ない

し栓塞 してい るのを認め,そ の血小板塊は可逆性で

血中ヘパ リン濃度 の減少 とともに個 々の血小板は遊

離 して血流中に流れ去 るのを観察 した.ヘ パ リンの

血小板数減少作用は血小板塊形成作用によ るもの と

考 えるな らば容易に説明 し得 る.

す なわちヘパ リンの投与で血小板塊を生 じ末梢毛

細血管に移行 して血流中の血小板数 は減少する.つ

いでヘパ リン濃度の減少 によつて血小板塊 の個 の々

血小板が遊離 して血 流中に もどり血小板数 の回復を

み るもの と考え る. Gollub50)の言つてい るように血

小板の単なる末梢毛細血管への抑留 によ るとすれば,

血小板の多数存在す る末梢血管の止血機構は亢進す

るもの と考 えられ るが,実 際には出血時 間は延長 し

止血 し難い.し か し塊を形成 した血小板 は血小板と

しての機能 を行な うことが出来 ない ものとす ると容

易に説明 しうる.

体外 循環時 の血小板数減少 の原 因 と してKen

dall40)はヘパ リンをその一因 とし, Rothnie43)は ヘ

パ リン血で血小板塊を生ず ることによるとい う.す

なわ ち採血後2～3時 間では塊数 も少な く,大 きさ

も4～10個 の血小板よ りなる小 さな ものであるが,

 18～24時 間経過 した ものでは塊数は多 くな り30個程

度の ものに増大 し,こ のよ うなヘパ リン血 を使用す

ると酸化槽やfilter meshな どに附着 し,血 小板数

の減少を生ず るものであ るとのべている.著 者は人

工心肺装 置のみ回転 して血小板塊数の変動を追求 し,

塊数の減少はみ られず,機 械 的破壊,装 置への附着

は少ないことを認めた.ま た体外循環例ではヘパ リ

ンの注入によ り生 じた血小板塊 も装 置内ヘパ リン血

の血小板塊 も回転中すでにほとんど消失 しているこ

とより考えて血小板塊 のすべては末梢血管 内に移行

す るものと考えた.以 上のよ うに体外循環による血

小板数減少の一原 因 としてヘパ リンを無視すること

は出来 ず,そ の機序 としてヘパ リンの血小板塊形成
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作用にあるごとを認めた.こ の血小板塊形成作用を

ヘパ リンの種類によ り比較検討 したがカル シュウム

塩であるヘパカ リンでは血小板塊 の形成は少な く,

したがつて血小板数減少 が少ない ことが分つたが,

まだ臨床的に使用 していない段階である.

体外循環による血小板数 の減少 と同時 に,そ の機

能も問題 とな る.竹 内15)は 粘着性血小板減少度 は

総血小板数の減少度 よりもさらに高度であるといい,

体外循環後残存 してい る血小板 は機能的に も貧弱な

ものであるとい う.本 研究 においては硝子ブイル タ

ー法で術後 に上昇をみ,そ の他 は変化な く機能低下

は認めなかつた.

体外循環 によ る毛細血 管低抗減弱,血 管 因子障害

に関しては,そ の重要性に も拘 らず報告は少ない.

その原因は主 として血管因子す なわち毛細血管の性

状にについての実験方法の適当な ものがないためで

ある.

毛細血管の生体観察方法51)と して 従来種 々の 方

法が試み られている.古 くか ら広 く一般に用いられ

ているMuller. Weiβ らの 爪床下 乳頭部 の観 察,

 gnisely52) 53)の 眼球結膜,瞬 膜 の観察方法などは一

般に反射光を用 い無傷のままで個体の脈管系を観察

出来るが,操 作が複雑である上に一 平面 にないから

毛細血管単位を一視野下 に観察す ることは困難であ

る.透 過光を用 いる方法 として,蛙 の蹼膜の観察,

 Fulton, Lutz54)ら の大 網膜,腸 間膜 の観察, Sandi

eon, Clark55)ら のtransparent ear chamber techni

queな どがある.こ れ らの うち腸間膜毛細血管は比

較的純粋な栄養血管で,そ の配列 も定型的であ り,

一平面にあつて細動脈よ り細 静脈 までの毛細血管単

位を一視野下にみることができ,同 一条件の もとで

操作しうるもので最 も広 く用 い られている.ま た家

兎の腸間膜は犬 のそれに比べて脂肪が少 な く,非 常

に鮮明であり,血 管壁のかな り微細な構 造まで観 察

しうる利点 があるといえ る.

Brownl3)は 開心術後毛細血管抵抗 の減弱を認め,

出血傾向の一因と して い る.堀 内56)は 術後 出血時

間が延長するに も拘 らず凝固時間は比較的正常に近

いことか ら,灌 流 によ り血 管性障害が考 え られ るが

問題の多い点であるとした.著 者は灌流後に毛細血

管抵抗の減弱,毛 細血管透過性の亢進,お よび 出血

時間の著明な延長をみ ることより血管因子障害は明

白であり57),出血斑を生 じ明 らかに血管因子障害を

起した2例 を経験 した.

大量輸血の結果毛細血管抵抗減弱を示 し,血 管性

障害を惹起することは多 くの研究者58) 59) 60)に認め

られて いる,教 室平尾61)は 大量輸血時 の 血管 因子

障害は輸血が生体に とつてstressと な り,あ るい

は アレルギー様反応によつて血管の変調障害を惹起

す るものであるとしている.も ちろん体外循環 にお

いて も大量の血液交換が行なわれ,手 術的侵襲 も大

で大量輸血 も一 因となつていると思われるが,体 外

循環下 では血流 は非生理的であ り,抗 凝固剤と して

ヘパ リンを使用す るとい う特異性よ りこれが血管性

障害の原 因とな りうるもの と推察 される.

抗凝 固剤であるヘパ リン投与 に よ る副作用 の 一

つ として 自然 出血 の あ る こ とは 衆知 の事実であ

る62) 63) 64).こ の出血は血管障害性 出血性生素因と類似

していることよ りヘパ リンには血管因子障害を起す

もの と想像 しうる.吉 村65)は ヘパ リン化 した ラッ

テで,レ ン トゲン線照射によ り血管内皮障害を起 し

た時 と同様66)に リンパ液 中の赤血球の増加 と組織

学的に肝,腸 の瀰慢性の赤血球遊 出を認め,血 管脆

弱性を生ず るものとし,プ ロタミン中和後凝固時間

が正常となつて も赤血 球は減少 しないことか ら抗凝

固性の出血傾向には関係のない もので,完 全に中和

して も出血傾向を防止ない しは回復せ しめ るには十

分 でないとのべている.

Kramar4の はヘパ リンの持続投 与で血小板数減少

と毛細血管抵抗の減弱を認め,そ の両者に密接な関

係のあ ることか らへパ リンによ る毛細血管抵抗 減弱

は血小板数減少の結果であるとした.著 者 も同様の

結果をえたが,血 小板数を減少せ しめ ると毛細血管

抵抗減弱を生ず るが血小板減少が著明であるに比 し

毛 細血管抵抗減弱は著 しくな く.ヘ パ リンを投与 し

た場 合では血小板数減少が軽度であるに も拘 らず毛

細血管抵抗の減弱が著明で,こ のことよ りヘパ リン

には直接に毛細血管抵抗を減弱せ しめ る作用がある

ものと考える.こ れを証明せんがためにヘパ リンに

よ る腸間膜毛細血管の変化を追求 したが濾出性出血,

血管内皮障害 によ る白血球の血管内皮への膠着現象

を認め,血 管 内皮の変調障害の起 るのを観察 した.

血小板 と毛細血管抵抗 とは密接な関係のあること

は臨床的に も実験的67)にも認め られてい る.著 者 も

同様の結果をえたが,血 小板 と毛細血管抵抗 との関

係はいまだ明 らかにされてい ない.血 小板に含まれ

るセ ロ トニ ンが血管壁の収縮作用を有す ることは知

られており,こ のセロ トニンの作用を もつて血小板

の血管壁に対す る作用であると解 され て きたが,

 Luscher68)はprotein Sと 称する血小板の蛋白がカ
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ル シウム塩 と して毛細血管 壁の苔被を形成 し,こ れ

を とり除 くと毛細血管の透過性が増大す るのであつ

て, protein Sの 放出には血小板のviacus metamor

phosisが 大 きな役割を演 じて い る とい う.松 岡69)

は血小板 は毛細血管壁の緊密化作用があるとし,森

田70)は血小板が毛細血管の生理的構成 に参与 してい

るとのべてい るが,今 後 に残 された問題であろう.

ヘパ リンの毛細血管透過性亢進作用についての報

告 はない.著 者はヘパ リンの皮膚毛細血管透過性を

ヒス タミン71)のそれ と比較検討 し,ヘ パ リンに も毛

細血管の透過性を亢進せ しめる作用のあることを認

めた. Domingo72)は 犬を 長時間 ヘパ リン化 し,腎

に病理組織学的に変化を認 めずに顕微鏡 的血尿 が次

第 に増加す るのを認めているが,著 者 も体外循環後

に尿 中赤血球の増加を認め,こ の ことか らもヘパ リ

ンによつて血管性障害の起 ることを示唆す るもので

ある.

体外循環に お け るmicrocirculationに つ い て の

研究は若干73) 74) 75)あ るが,血 管因子障害 の面 か ら

追求 した報告は 見当 らな い. microcirculationの研

究では人工臓器の種類,術 前のrisk,術 中の血圧下

降(シ ヨ ック)な どの諸条件 によつて影響を うけ易

く,し たがつて種 々の結果がえられ るのは 当然であ

るが.諸 家の一致 している点 は体外循環によつて末

梢毛細血管 の循環障害, sludge現 象が生ず ることで

ある.

sludge現 象は1858年Lister76)が 最初に記載 し,

 Knisely52) 53)によ りその意義が強調 された. Knisely

は正常人では認め られないと のべ, Ditzel77)は正常

人 でも認め られ高令にな るほど多 く年令 との関係を

強調 してい る.臨 床的にはマ ラリア,外 傷性または

出血性 シヨック52) 78)心 筋梗塞,低 体温79) 30)な どで

み られ るとい う.

sludge現 象の本態についてKnisely52)は,赤 血

球 の表面 に フ ィブ リン ま たは フイブ リン様物質 が

附着 しそのため赤血球の塊を形成 す る と のべ た.

 Bloch81)も 電子顕微鏡でsludgeを 起 した赤血 球を観

察 し,そ の表面 に蛋白様物質の吸着す るのを認め,

 Thorsen82)は 実験的に高分子 コロイ ドであ るデキス

トランやゼ ラチ ンを加え ると表面に吸着 し塊 を形成

す るのを認めた.そ の他多 くの研究で も血漿蛋白の

異常に よりなん らかの高分子 コロイ ド状物質が表面

に吸着 し,表 面電荷の変動を起すことが発生機序 と

考え られて い る. Knisely52) 53) 83)は,こ のsludge現

象 は単に眼球結膜 のみな らず全身に発生 し,そ の結

果全身の臓器,組 織に血流の緩徐,血 栓形成をきた

しsludgeを 起 した赤血球は機能を失つて組織の酸素

欠乏を生 し組織傷害を起す もの としてい る.

Lang & Lillehei73), Cooley74)ら は 体外循環によ

つてsludge現 象が発現す る こ と を報告 し, Lee84)

は体外循 環でいかなる種類の酸化槽を用いて も血漿

蛋白は血 液層 とガス層の表面 の電極性により接触面

で変性 を生 じ,こ の変性 した血漿蛋白が体内に入 る

とsludge現 象を起 す もの で あ る と した.さ らに

Gelin85)はsludge形 成を促進す る因子と して, 1)

血漿蛋白.赤 血球の濃度 の増加, 2)血 漿中の低分子

量と高分子量の ものの比率が変 ること. 3)動 脈圧 の

低下, 4)血 液のsuspension stabilityが 変化 す るこ

となどを挙 げてい る.

著者 も体外循環 によつて末梢血管の循環障害 を生

じ,血 管 の ア トニー,血 液 のstagnationに よつて

濾出性が亢進 し86),ヘパ リンの血管 内皮障害と相ま

つて体外循環後の血管性障害を起す もの と考 える.

またsludgeの 形成 によ り組織 と くに血管 内皮の酸

素欠乏を生 じて 血管内皮 の 脆弱性 は さら に強めら

れ,血 管の透過性が増す と血漿成分の濾 出が著明と

な り,血 管 肉では血球成分の濃縮が起 り,こ れが さ

らにsludgeの 形成を促進す るものと考え る.体 外

循環後の血管因子障害 はヘパ リンによるばか りでな

く体外循環 その ものにも起 因す るものであ る.

Dahlbaek87), Lepley88)ら に よ つ て 毛細管血流を

改善する代用血漿 として低分子量デキス トランが注

目 され, Long, Lillehei73)ら が 臨床 的 に使 用 し

antisludging効 果 のあることを発表 した,そ の作用

機序 につ いてBernstein89) 90)は 低分量 デキス トラ

ンの添加 により赤血球の負電荷が増加す るとし,細

胞における負の電荷が増加す ることによつて赤血球

問の反撥作用を生 じ, sludge形 成を抑制す るもので

あるとした.著 者 も末梢循環障害 の改善および血管

性障害の防止 を目的 とし, 5%糖 液,ア ミノ酸剤,

デキス トラン,低 分子量デキス トランなどについて

追求 したが,低 分子量デキス トランでは2時 間の体

外循環で も真性毛細血管に至 るま で 血流 は維持 さ

れ, sludge現 象は認め られないで,著 しいantislud

ging効 果のあることを認めた.

体外循環によつて 出血時間の延長す ることは一般

に認め られて いる19) 89) 56) 91).出 血時間 は灌流後に2

～3倍 に延長す る例 が多 く, 24～48時 間後には大体

回復するとい う.著 者 も同様の結果をえた.現 在出

血時間の延長 はいかな る理由に基づ くものであるか
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については十分 明らかにされていないが,主 として

毛細血管の性状(収 縮性,抵 抗性,透 過性)に 左右

され,血 小板な らびに凝固機転に も関係す るといわ

れている.血 小板数を減少せ しめ ると出血時間が延

長することは著者 も認めたが,こ れは血小板数減少

によつて血管損傷部で血小板崩壊によ り生ず る血管

収縮物質(セ ロ トニン)の 減少および血小板血栓に

よる損傷部の機械的閉塞が行なわれないためである

と考えられている33). Gans39)は体 外循環後の出血時

間の延長は血小板数減少に基因す る毛細血管抵抗減

弱に求めているが,著 者は血小板数減少 と出血時間

の延長 とは必ず しも逆相関関係を認めないことか ら

体外循環およびへパ リンによ る血管因子障害 に基づ

くものであつて,血 小板数減少がこれを助長す るも

のではないかと考える.

心疾患患者では先天性で も後天性疾患で も術前す

でに出血時間が延長 し,毛 細血管抵抗の減弱 してい

る例がかな りあ るのを認めた.田 口92)は肺高血圧を

ともなつた心房中隔欠損症,大 動脈疾患で脈圧の大

きい症例およびrheumatic valvular diseasesでrheu

matismが 再燃あ るいは活動期にあるもので は 血管

性障害 のあるものが多 く,血 管性 因子に起因 した出

血傾向が意外に頻度の高い ものであるとのべてい る

が,著 者 も同様の傾 向を認めた.し たがつて開心術

に際してはこの点に も注意 し術前検査を行 な うべき

であろう.

以上体外循環によつて血小板数減少,毛 細血管抵

抗減弱,出 血時間の延長を きた し,血 管性障害の生

ずるのを認めたが,こ れには種 々の因子が関係 して

いるけれ ども,体 外循環には不可欠であ るヘパ リン

そのものにも一 因があ り,出 血傾 向発現 の素地 とな

つていると考え られ る.出 血傾 向発現には手術的侵

襲,シ ョック,ア ノキ シア,線 維素溶解現象な どの

他の諸因子が加つて始めて出現す るものと思われる

が,体 外循環施行の際にはと くに この点 に注意 して

さらに悪条件が加 らないよ うに注意 しなければなら

ない.ま た複雑 な心臓 手術,人 工腎臓,心 不全に対

する部分循環などで,長 時間の体外循環が予想 され

る現在,へ パ リンにかわ る理想的な抗凝固剤の出現

が望まれるが今後に残 された問題 であろ う.

第5章　 結 論

体外循環にと もなう出血傾向について主 と して血

管因子障害の面よ り追求 し,そ の原因解明を試みつ

ぎの結論をえた.

1) Kay-Anderson型 人工心肺を用いて開心術を行

なつた患者61例 について術前,術 後の止血機構の変

化を追求 した.心 疾患患者で は術前 より出血時間の

延長,毛 細血管抵抗減弱など血管因子障害のあ る症

例が少な くない.ま た術後に著明かつ必発の所見 と

して毛細血管抵抗減弱,毛 細血管透過性の亢進など

の血管因子障害 ならびにそれ と密接な関係のある血

小板数減少,出 血時間の延長を認めた.こ れ らの臨

床例中には出血斑を生 じ明らかに血管因子障害によ

る出血傾 向発 現例 と思われ る2例 を経験 した.さ ら

に毛細血管抵抗減弱,血 小板数減少,出 血時間の延

長は灌流時間とは関係のないことを認めた.

2)体 外循環における血小 板数の変動をみ ると体

外循環 中血小板数は著明に減少 し,ヘ パ リン中和後

急速 に回復す る.こ のような血小板数減少の原因と

して人工心肺装 置による機械 的破壊のみな らず体外

循環に使用す るへパ リン に も一原 因のあ ることを

認めた.体 外循環後に血管因子障害 を生ずるが,こ

れは末梢循環不全す な わ ち血管 の ア トニー,血 液

のstagnation, sludge形 成 に よ る血管 内皮障害 に

起 因 し,同 時にへパ リンの作用に も一因があること

を認め,末 梢循環不全, sludgeな どによる血管性障

害 を予防するのに低分子量デキス トランが効果のあ

ることを認めた.体 外循環後の出血時間の延長は毛

細血管抵抗減弱に起因 し,血 小板数減少がこれを助

長する.

3)へ パ リンに は 血小板数減少,毛 細血管抵抗減

弱,毛 細血管透過性亢進作用のあることを認めた.

へパ リンによる血小板数減少は可逆性で,そ の機序

はへパ リンの血小板塊形成作用に基づ くものであ る

ことを実験的に証明 した.こ の血小板塊 は,カ ル シ

ウム塩であるへパ カ リンの方が軽度であ り,し たが

つて血小板数減少 も少ないことがわかつた.

4)毛 細血管抵抗の減弱はへパ リンが ひ き起す血

管 内皮の変調障害 による ものである.す なわちへパ

リンの投与で濾 出性出血,白 血球の血管内皮への膠

着現象,白 血球 の血管外への遊 出の増加を認め,さ

らに毛 細血管透過性を亢進せ しめ る作用のあること

を証明 した.

家兎 において血小板数のみを減少せ しめてみ ると

毛細血管抵抗が減弱 し,出 血時間が延長する.し た

がつて三者の間には密接な関係のあることがわかつ

たが,へ パ リン投与による毛細血管抵抗減弱 は血小

板数減少の結果起 るのみでな く,へ パ リンが直接に

毛細血管に作用 して抵抗減弱を起すものと考え る.
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Disorders in Vascular Factor in Reference to Hemorrhagic 

Tendency Following Extracorporeal Circulation

By

Hirosumi TSUDA

The 2nd Department of Surgery, Okayama University Medical School.

(Director: Prof. Terutake SUNADA)

Bleeding tendency following extracorporeal circulation was studied mainly in the view of 
vascular disturbances.

1) Pre-and post-operative changes in hemostatic mechanism were investigated in 61 pati
ents, who underwent open heart surgery under extracorporeal circulation with Kay-Anderson heart 
lung machine. After perfusion the most noticeable and constant changes in hemostatic mechanism 
were prolongation of bleeding time, decreased capillary resistance, increased capillary perme
ability and reduction of platelet count which showed vascular disturbance. No correlation was 
seen between these changes and perfusion time. Among our clinical series there were 2 cases 
with spontaneous petechiae which, with certainty, were due to bleeding tendency caused by 
vascular disturbances.

2) Platelet count was markedly reduced during perfusion and return rapidly to normal 
after neutralization of heparin. This decrease of platelet count was proved to be partly caused 
not only by mechanical destruction of heart lung machine, but also by heparin itself.

Beside vascular disturbances due to peripheral circulatory insufficiency caused by perfusion 
(atony of peripheral vessels, stagnation of the blood and erythrocyte sludging etc.), heparin was 
revealed to be a factor of postperfusional vascular damage. For prophylaxis of vascular distur

bances due to peripheral circulatory insufficiency, low molecular weight dextran was found 
effective.

Prolongation of bleeding time was considered to be developed because of decreassed capillary 
resistance.

3) Heparin was proved to have side-effects of decreasing platelet count and capillary resis
tance, and of increasing capillary permeability. The decrease of platelet count was experimentally 
found to be reversible and the mechanism of this deficiency was attributed to platelet clump 
formation by heparin.

Decrease of capillary resistance was elicited to be due to dysfunction of the vascular endo
thelium caused by heparin. Because it was found that heparin had effects to develop petechial 
hemorrhage, leucocytic sticking to the endothelium and increased extravasation of leucocytes.

Prolonged bleeding time and decreased capillary resistance were observed in rabbits in which 
only platelet count deliberately decreased. Therefore, there must be correlation among them, 
but it is conceivable that capillary resistance decreased by heparin might be not only due to 
decrease of platelet count, but also to direct influence on capillary vessels by heparin.
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第23図　 左:正 常細 静 脈,直 径40μ

右:正 常細 動 脈,直 径40μ

400×

第24図　 ヘパ リン静 注10分 後,細 静 脈(左)で

白 血球 の膠 着現 象.細 動 脈(右)に

は 殆 ん ど変 化 をみ とめ な い. 400×

第25図　 ヘ パ リン静注 後30分,細 静 脈 で

白 血球 は 石垣 状 に膠 着 し血管 外 へ

の 遊 出著 明 とな る. 400×

第26図　 細静脈 よりの濾 出性出血400× 第27図　 細静脈 よりの濾出性出血100×
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第28図　 細静脈(左)は 白血球 の膠着著明で

その中央 より出血をみ る, 400×

第29図　 毛細 血管前細動脈(直 径15μ),矢 印

の部に血小板塊をみ る. 600×

第30図　 ヘパ リン静注60分 後 に細静脈(直 径50μ)

にみ られた血小板 白血球血栓. 400×

第31図　 細小動脈で の括れ の収縮

(直径40μ)100×

第32図A　 ボ ンプ 回転 前

A:細 動脈　 V:細 静 脈　 100×
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第32図B　 ポ ンプ 回転40分 後 細 動 脈(A),

細静 脈(V)の 一 部 にplasma skinmingを

生 じ血 管 ア トニー を み る, 100×

第32図C　 ポ ンプ 回転50分 後 細 動脈Aの

血 流 は停 止 し,細 静 脈(V)でsludgc形

成 をみ る. 100×

第32図D　 細 動 脈 に おけ るsludge形 成

400×

第33図　 低 分子 量 デ キス トラ ン使 用群,

ポ ンプ回 転120分 後,未 梢 循環 は毛 細血 管

に い た る まで よ く維持 され てい る. 100×


