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第1章　 緒言な らびに文献

近年気管内麻酔の普及発達に伴い,胸 腔内操作が

安全かつ容易とな り,手 術に よる治療成績は格段 の

向上を示すに至つたが,適 応範囲の拡大,侵 襲の増

大に伴い,術 中な らびに術後の合併症 も決 して少 く

ない.こ とに心臓,肺 臓な らびに食道等に直接メス

を加える結果,術 中,術 後,呼 吸循環 系に重大な る

障碍を与 え,急 性肺水腫 を惹起 し不幸な転帰 をもた

らすことは しば しば経験 され るところである,し か

しながら,こ の術後急性肺水腫 の病態生理 について

はまだ疑問の点が多 く,治 療法等 も検討を要す るも

のが多いが,私 はその発生機序 を解明せん とし,ま

ず本編においては,わ れわれが 日常手術 にお いて経

験する程度の出血が肺水腫発生にいかなる態度を と

るかをしろ うとした.

かつ て, 1752年Malaetは 臨床的に肺水腫を最 初

に記述 して斯界の注意を喚起 したが,そ の後,臨 床

的あるいは実験的にその発生因子に関して長いあい

だ論爭が行われてきた.もつとも長く支持されてき

たのは,体 循環 と肺循環のバランスの破綻か ら起 る

とい う左心不全による後方障碍説であ る.こ の考え

は, 1842年Hopeに よつて提 唱 され たもので,そ

の後Starling(1897年)お よびHarrison1)に よつて

修正 され,左 室が衰弱し右室が健全 であれば左右の

心力に不均 衡を生 じ,肺 毛細管圧上昇が肺水腫の原

函になると説明 されてきた.し か しなが ら,肺 水腫

が,脳 障碍,肺 の炎症あ るいは循環障碍,さ らに毒

物による障碍等種 々な病的 状態の もとに 発生す るこ

とがあきらか とな り,こ の後方障碍説のみではその
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発生機序を説明できない ようになつた.こ れら臨床

経験に さらに疑問を投 じたのは一連の生理 学者 であ

る.す なわち, Luisada2), Henneman3)等 は従来 の

報告を1)肺 毛細管 透過性の変化 を強調す るもの,

 2)左 心不全 を主体 とす るもの, 3)血 管神経性因子

に重点をお くもの,等 三大別 し,急 性肺水腫が一元

的 に発 生 す る もの で な い こ とを 強調 した.ま た

Altschule4)は, Luisada2), Henneman3), Gameron5),

 Beattie6)等 の見解をま とめ,肺 水 腫 は 多数の複雑

な相互関係 を有す る生理的現象を綜合 した結果生 ず

るものであるが,そ の根本的な障碍は,肺 毛細管 よ

りの血漿 の濾出速度が肺 リンパ管の再吸收能力よ り

大 きい ことにあると唱えている.

一体,手 術に際 しては,多 かれ少かれ 出血はさげ

られないものであ り,手 術侵襲が生体 に及ぼす影響

の うちで出血は もつ とも重要な ものの一つである,

元来,肺 は水分代謝に重要な役割 をもち,渋 沢7)は

大 量の急性 出血後2週 間 もする と循環血漿量は正常

よ り多 くな るが,血 漿滲透圧維持 のために余分の水

分 は肺に集 り,呼 気 の水分含量は増大 し,肺 自身は

浮腫状 にな り血液の過度の稀釈を防止す るとのべて

い る.ま た出血性シ ョックにつ いても,彼8)は,シ

ョ ック時 の肺変化の大部分を占め るものは循環障碍

で,早 期に,高 度に 出現す るのは急性鬱 血および血

漿靜止で あるが,浮 腫,白 血球靜止な ども少な くな

く,往 々出血 もみ られ るとい う, Drinker9)も 手術

によ る急性大量出血で肺の血管 内被細胞の破壊を認

めてお り,ま た, Eaton10)は 犬 をもちい、て全血量の

25%に 及ぶ急性出血 を起 させた結果,外 見上動物に

異常がな くとも一定時間後 に著 しい肺水腫が起 るこ

とを認め,そ の原因は肺 毛 細 管 内 被 細胞の出血性

anoxiaに よる透過性 亢進で ある とのべ てい る.ま

た,柿 坂11)も同じ く犬を使 用して全血量 の25%に 及

ぶ急性出血を起 させ, 4時 間後, 24時 間後, 3日 後,

 5日 後, 7日 後に屠 殺 し, 24時 間から5日 までのあ

いだにに著しい肺水種の起 ることを認めている.し か

し,こ れ らEaton10),柿 坂11)等の実験は,き わめ て

短時間に全血の25%と いう大量の出血を起 させ るこ

とによつ て肺水腫の起 ることを実験 した ものであ る

が,実 際,わ れわれは 日常 の手術において,短 時間

に この ような大量の出血をみることはほ とんどな く,

しか も,輸 血,輸 液によつ てたえず これ らの出血を

補つている現状であ る.

そ こで私は,日 常手術に際 して遭遇す る程 度の出

血で肺水腫が起 るか否かを調べ,も し惹起しえない

とすれば,ど の ような条件を加えれば肺水腫を起し

うるか とい うことにつ いて以下実験 してみることと

した.

第2章　 実 験 方 法

第1節　 実験動物

実験動物 として体重7～15kgの 健 康 な成熟犬10

頭を選び,一 定 の飼料に より1週 間以上飼育し,実

験前は半 日間絶食せ しめた.

第2節　 麻酔法

全例に2.5%ラ ボナール5～10ccを 靜 注 して麻酔

し,麻 酔深度3期1相 乃至2相 にいたらしめ,覚醒

すれば少量ずつ追加 して麻酔深度を可及的一定なら

しむ るよう努めた.

第3節　 出血法

実験動物は水平固定台上に背臥位に固定し,麻酔

深度3期1相 乃至2相 にいたつた後,一 側股動脈よ

り7～10cc/kgの 採血 を10～15cc/m/kgの 急速度

で1時 間おき2回 行い,第2回 採血後2時 間して屠

殺 した.

第4節　 屠殺法

実験の性質上,肺 の呼吸な らびに循環に及ぼす影

響 のもつ とも少い屠殺法を検討 した結果,ラ ボナー

ルの急速大量靜注が もつ とも目的にかなつた方法で

あることを知 り,も つ ばらこの方法によつた.

第3章　 肺水腫判 定の基準

急性肺水腫 とい う言葉 の意味は,肺 胞内への漿液

の濾出によつて,急 激 に呼吸困難,泡 沫性喀痰の排

出をきた し,一 般 状態重篤な る症状を呈するものと

解釈 され てい るが,臨 床的に重篤な症状を呈さなく

て も病理組織学的 に肺水腫を証明することがあり,

臨床症状 と組織学的所見の一致 しないことがしばし

ばある. Jordan12)は,犬 による肺水 腫実験におい

て,組 織学的所見 ならびに肺重量をもつて判定する

ことは不適であつ て,肉 眼的所見 と肺含水量が肺水

腫判定の条件であるとのべ,割 面所見によつて肺水

腫 を4度 に 分 類 し て い る. Drinker等13)は 組織学的

検索に よつ て,肺 胞内水腫を認めな くても血管およ

び小気管枝 周囲の リンパ管拡大 と肺胞壁肥厚があれ

ば程度の軽 い肺水腫 となし,重 症にな ると,リ ンパ

管拡大 のほかに肺胞や小気管枝 内に リンパ管の内容

と同樣 に染 まる液体が 出現 し,ま た肺胞毛細管には

著明 な鬱血をきたす とのべ, Altschule4)は,肺 胞内
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水腫の有無によつて間質期 と肺胞 期に分け てい るが,

石川等14)はこの間質期を肺 水 腫 準 備 状 態 とし,笹

本15)は,間質期は典型的な肺水腫症状を示 さず,い わ

ゆる肺水腫傾向 として一定期間経過 してから急激な

る症状発現に移行す るとのべてい る.し た がつて,

私は臨床症状ならびに肉眼的所見は主観によつ て左

右されやすいので参考 までにとどめ,組 織学的 に肺

胞内水腫を認めた場合を肺水種 とした.

なお,組 織学的には量的 差別 の表現は困難である

ので,主 として変化の起つた範囲 を対象 としてつ ぎ

のように表現記載す ることにした.す なわち,切 片

の全視野 について変化のないもの(-),肺 胞内水腫

を認めないが,血 管 および小気 管枝 周囲 の リンパ管

拡大 と肺胞壁肥厚のあるもの(±),肺 胞内に漿液濾

出のあるものを陽性 とし,そ の 程 度 に よつ て軽度

(+),中 等度(〓),高 度(〓)と し,そ のほか,出 血,

鬱 血,肺 胞構造破壊,細 胞浸潤 についても同樣の記

号で示す ことに した.

第4章　 血圧ならびに脈搏数の変化

第1節　 実験方法

血圧の測定には,出 血反対側 の股動脈に観 血的に

カニ ューレを挿入し,水 銀マ ノメー ターを連結 して

直接測定した.

脈搏数の測定は実測 および心電図 によつて行つた.

第2節　 実験成績

股動脈血圧 ならびに脈搏数の変化は第1表 に示す

第1表　 血 圧 な ら び に 脈 搏 数 の 変 化(上 段　血圧　下段　脈搏数)
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ごと くであ る.

す なわち,第1回 出血に よつて,血 圧はいずれ も

急激に下降 し,平 均45mmHgの 下降を 示すが,時

間の経過 とともに上昇す る,し かし,第2回 出血 に

よつて,第1回 出血後 にも増 して急 激に低下 し,次

第に回復の傾向をみせ るが,第1回 出血後の上昇 よ

りも緩徐で,屠 殺 前においては平 均49mmHgの 下

降で ある. No. 3お よびNo. 8は 血 圧 下 降 した まま

で上昇の気配をみせず,シ ョック状態が継続 した.

脈搏数は,出 血後一時減少 する例 もあ るが,屠 殺

直前 においては出血前に比 して最高38%の 増加を示

した.

第3節　 小 括

股動脈血圧は一般 に第1回 ならびに第2回 出血 と

もいずれ も出血直後 に急激なる低下 の谷をつ くり,

漸次上昇線をえが くが, 2回 目後は上昇 も緩慢で あ

る.脈 搏数は出血 直後徐脈を呈す るもの もあるが,

一般 に増加 の傾向を示す.

第5章　 呼吸機能の変化

第1節　 実験方法

気 管 内 チュー ブ 挿 入 の もとにKnipping気 管

支肺 容 量 測 定 器 を使 用 し(容 積約5000cc,死 腔

3500cc), 100%酸 素 を呼吸 させつつ,出 血前,第1

回出血直後,第2回 出血直後お よび屠殺 前に呼吸数,

換気量,酸 素消費量の測定 を行つた.な お,ラ ボナ

ールに よる麻酔においては覚醒が比 較的早 く,呼 吸

状態の判定 に困難な ことが多いが,麻 酔深度は可及

的一定なら しむるように努力した.

第2節　 実験成績

成績は第2表 の ごとくである.

1.呼 吸数 および換 気量の変化

呼吸数は,出 血を重ねる ごとに漸次増加の傾向が

認められ るが,シ ョック状態 を 呈 しNo. 3お よび

No. 8に おいては,第1回 お よび第2回 出血後著明

に減少した.し か しいずれ も屠殺 前においてはかな

りの増加を きた し,出 血前に比し平均40%の 呼吸数

増加を示 している.

換 気量は全例増加 を示 している.出 血直後数呼吸

に1回 の大呼吸の山をえが くものが多 く,呼 吸はむ

しろ不規則で呼吸 困難 をお もわせるが,分 時換気量

は全例増加 し,屠 殺 前には出血前 に比 して平均53%

の増加 である.

2.酸 素消費量の変化

10例 の平均値 は,第1回 出血後11.5%,第2回 出

第2表　 呼吸機能の変化

第1段 出血 前第
2段 1回出血後

第3段 2回出血後
第4段 屠 殺 前
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血後20.5%と 逐次減少 し,屠 殺前 においては出血前

に比 して29.2%の 減少であ る.減 少の程度は必ず し

も出血量と一致 していな い.

第3節　 小 括

出血によつてシ ョック状態を呈 したNo. 3お よび

No. 8を 除き,い ずれ も呼吸数は増 加 し,呼 吸は不

規則ではあるが1回 換気量 の著明な増加 と分時換気

量の激増 と,こ れに反して酸素消費量 の著 しい減少

とが認め られ る.

第6章　 心電図の変化

第1節　 実験方法

福田製三誘導心電計を もちい,標 準肢誘導 によつ

て出血前お よび屠殺前に測定 した.な お,肢 誘導に

は注射針に よつて針電極 に代 え,こ れを誘導 コー ド

の端子に接続 した.

第2節　 実験成績

屠殺前心電図に病 的 所見 を認めた ものはNo. 2,

 3, 5, 8の4例 であつた. No. 2はT平 低お よび陰

性を示 し, No. 3, 5, 8に は肺性Pが 認められたが,

他の6例 には特別な病的 所見 を見 出しえなかつた.

 No. 2お よびNo. 8の 心電図 は第1図 に示す ごとく

である.

第1図　 心 電 図 の変 化No. 2 10kg 〓

No. 8 11kg 〓

第3節　 小 括

病的変化を認めたものは4例 で,そ の変化は肺性

P, T平 低 または陰性 であ る.肺 性Pは 肺循環系に

おける抵抗増加による右心房の過剰負担を示す もの

であつ て,出 血後 の肺におけ る変化を暗示す るもの

である.心 筋障碍 と してのSTお よびTの 変化を

きた したものは1例 であつて,本 実験の程度 では重

大な心 筋障碍 をきたした ものはほとん どなかつた.

第7章　 肺の病理学的変化

第1節　 実験方法

屠殺後ただちに肺を とりだし,肉 眼的所見を観察

した のち,切 片は原則 として両側下葉をとり,他 葉

に変化 ある場合 は各葉につ いて変化のもつ とも大な

る部位か らもとり,型 の ごと くフォルマ リン固定,

パラフ ィン包埋を行い,ヘ マ トキシ リン ・エ オジン

染色 を施 した.

第2節　 実験成績

1.肉 眼的所見

全例 とも下葉底部は正常 時の淡紅色光沢ある色調

は失われ て紫褐色を呈 し,赤 色肝化の状態であつた.

その割面 よ りは暗赤色の血 液の流 出が認められ,一
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部には斑状の出血斑 を認めた.以 上の変化は主 とし

て両側下葉であるが,他 葉に おいても,こ とに底部

では部分的に紫褐色 を呈す る部分 があるが一定 の部

位を示 さな い,両 側 上葉は一部を除き肉眼的にはほ

とん ど正常 とかわらなかつた.

2.組 織学的所見

認 められた主なる変化は高 度なる鬱血,実 質化で

あつ て,部 分的 に出血 を梓 うところも認め られた.

変 化 の 大 要 は 第3表 に 掲 げた ご と くで あ る.

第3表　 第2回 出血後2時 間におけ る肺組

織学 的所 見

写真1はNo. 3の 左 下 葉で, 血 管拡 張,鬱 血,出

血があ り,肺 胞上皮は膨化肥厚 し,一 部には上皮細

胞が剥離 し,正 常の肺胞構造 を認めず,鬱 血,出 血,

細胞浸潤等による間質の増殖 によつて実質化 してい

るが,肺 胞 内水腫はいずれに も認められなかった.

写真2は もつ とも変化の少かつたNo. 9の 右下葉で

あるが,こ の例 においても間質の増殖に よつ て実質

化の傾向が認められ る.

第3節　 小 括

病理学的に変 化をきた した部位は主 として両側下

葉 であつて,上 葉にはほ とん ど認むべ き所見はなか

つた.し か もその変化は鬱血を主 とし,少 数例 に出

血斑が認め られ た.組 織学的 に肺胞構造破壊の如き

高 度な所見を呈するものもあつたが,一 般に実質化

の傾向が強 く,肺 胞 内水膜は全然認め られなかつた.

第8章　 総括な らびに考按

術後合併症 としての肺 水腫は従来か ら報告 されて

いたが,出 血 と肺水腫のあいだに密接な関係のあ る

ことを警告 したのはEaton10)で ある.彼 は 犬に対

し全 血量 の25%に も及ぶ急性大量出血を起させると,

 1時 間か ら1時 間半の うちに肺含水量が急激に上昇

し,肺 水腫 の起 ることを実験的に証明 しているが,

その説明 において,か かる大量の虚液量喪失は必然

的に心送血 量の減少を招 き,脈 管圧の低下とともに

循環系のanoxiaを きた し,そ の結果,毛 細管内被

細胞の透過性は亢進 し,肺 胞内へ急激な濾出をきた

す とのべている.し か し,こ のように全血量の25%

にも及ぶ大 量 の急 性 出 血では, Walcott16)お よび

Johnson等17)の 実験か ら考 えても大部分が出血性シ

ョックを起して いると考えられ るが,シ ョックに陥

れば当然 毛細管透過性は亢進 し,水 分代謝に重要な

る肺においては血漿が肺胞内に移行 し,肺 水腫を招

く こ とが 考 え られ る.そ こで 私 は,シ ョック

に陥 らぬ程度のはるかに少量 の出血 で肺水腫が起り

うるものか どうかを追求する ことが術後急性肺水腫

の立場か ら必要 であると考えて本実験を行つたので

ある.

急激なる血液量喪失は心送血量減少に伴う脈管圧

低下に基 く血圧下降を きたし,そ のために起る循環

系のanoxiaを 防が んとする防衛反応 として脈搏数

の増加を招 くことはい うまでもない.し かし.大量

の血液量喪失に よる循環血液量減少はやがて組織液

の血流 への附加に よつ て補われるが,赤 血球数の回

復はほとん ど望 めず, Barcroft等18)の いうanemic

 anoxiaの 状態をきたす.さ らに,呼 吸 数増加なら

びに換気 量増大はanoxiaに 対し酸素摂取につとめ

る生体の反応 であ る. Brannon等19)は,出 血 により

酸素消費量が増加す るとのべ ているが,本 実験にお

いてはいずれ も程度の差 こそあれ漸次減少の傾向を

示 している.こ の成績は,過 呼吸にもかかわらず酸

素摂取量の少い ことを示 しており,肺 における何ら

かの換気障碍 をきたす変化を推測 させるものである.

また,出 血 によりanemic anoxiaを きたすことは

当然考 えられ るところであつて,換 気量増大にもか

か わ らず 呼 吸 が 不 規 則か つ 努力性であるのは, 

Saklad等20)の いわゆ るalveolar anoxiaに 相当する

ものであろう. Price等21)によると,酸 素消費量は酸

素利用に関係す る諸 因子 の総和であるが,単 位時間

内に肺から吸入 された酸素 はその時間内に消費され

た酸素量 に等 しい とのべてお り,こ の点からも肺に

おけ る病変が十分考 えられ る.

心 電 図 に お け るSTお よびTの 変化は心筋の

anoxiaに よるもの と考え ら れ るが,か かる変化を
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呈 したものは10例 中1例 であ るので,本 実験の程度

の急性出血ではあまり重大な心筋障碍は起 らないよ

うである. P波 の変化を認めるものがかな りあるが,

これは肺循環 系における抵抗増加であつて,後 述 の

肺病理学的所見 と一致す るものである.

Eaton10)お よび柿坂11)は全血量 の25%に 及ぶ急性

出血により肺水腫 を証明 しているが,本 実験の ごと

く, 7～10cc/kg(全 血量の8～12%)の2回 の出血

においては,組 織学的に高度の肺鬱血な らびに出血

は認められ るが,肺 胞内水腫を認める ことはできな

かつた.出 血 に よつて起 りうるanemic anoxiaあ

るいはHypoproteinemia等 による毛細 管透過性亢

進,肺 血液量増加は肯定で きるが,肺 水腫像を認め

えなかつた.し かしなが ら,本 成績は第2回 出血後

2時 間までであるので,そ の後起 る変化については

言明の限 りでないが,本 実験 の程度 の出血でも肺循

環における抵 抗 増 加, anemic anoxia,肺 血液量増

加などによつて肺 水腫発生の誘 因 となる可能性は十

分考えられた.

第9章　 結 論

急性大量出血に よつて急性肺水腫が起 るか否かを

解明せんとして,犬 を 使 用 し, 7～10cc/kgの 急性

出血を1時 間お き2回 繰返 し, 2時 間後屠殺 し,血

圧,脈 搏数,呼 吸数,換 気量,酸 素消費量,心 電図,

肺病理学的 所見 などの検索 を行い,次 の結論をえた.

1.脈 搏は頻数 とな り血圧は出血後次第に回復す

るが,屠 殺までには出血前値にもどらない.

2.呼 吸数お よび換気量は著明な増加を示 したに

もかかわらず酸素消費量は漸減する.す なわち,肺

においてなんらかの換気障碍 をきたす変化が起つて

いるためと考え る.

なお一般に高度の呼吸困難は示 さなかつた.

3.心 電図においては,心 筋 のanoxiaに よるT

平低 または陰性,な らびに肺循環における抵抗増大

に よる肺性Pが 少数例であるが認め られた.

4.組 織学的変化 としては鬱血な らびに出血であ

り,肺 水腫像は全 く認 められなかつた.

5.上 記の ごとき出血によつ ては肺水腫を惹起し

えなかつたが,肺 循環における抵抗増加, anoxia,

肺血液量増加な どよりみて,こ の程 度の出血によつ

ても肺水腫発現の準備状態となつているとい うこと

ができる.
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Experimental Studies on the Post-operative Acute Pulmonary Edema

Part 1

On the Influence of an Acute Blood Loss on the Development 

of the Post-operative Acute Pulmonary Edema

By

Masashi Sakamoto

Department of the let Surgery, Okayama University Medical School, 
(Director: Prof. Dr. D. Jinnai)

Ten normal adult dogs were subjected twice to the acute loss of 7-10cc/kg blood at 
the intervals of 1 hour and killed 1 hour later and pathological changes in the respirato
circulatory system and lungs were investigated. The results were as follow:

1) Although the pulse became rapid and weak, and the arterial pressure fell abruptly 
after the acute blood loss, they gradually tended to recover, but not quite up to the normal 
until killing.

2) The respiratory rate and tidal volume markedly increased, but oxygen consumption 

gradually decreased. These findings suggested the occurrence of changes disturbing the effective 
ventilation in the lungs.

3) Electrocardiographically, the P-pulmonale by the increased resistance of pulmonary 
circulation were observed in few dogs.

4) Microscopically, congestion and hemorrhages in the lungs and the partial breakdown 
of alveolar structures were observed, but pulmonary edema was never found.

5) Pulmonary edema could not be caused by the acute blood loss mentioned, but the 

preparatory conditions of it were considered, regarding the increased resistence of pulmonary 
circulation, anoxia and the increase of the blood volume of the lungs.
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坂 本 論 文 附 図

写 真1　 H. E. ×100 No. 3左 下 葉(第2回 出血 後2時 間肺 所 見)

写真2　 H. E. ×150 No. 9右 下 葉(弟2回 出血 後2時 間 肺 所見)


