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第1章　緒 言な らびに文 献

肝は各種 の物質代謝 を司どるのみならず,体 内に

侵入 した有毒物質や体 内に生 じた老廃物 の解毒,分

解,排 泄 のほか胆 汁分泌,体 温調節な どの作用をな

し,そ の機能は複雑で広範囲にわ た りきわめて重要

な役割を演 じている.し たがつて生体機能の変化に

伴つて肝機能 もしば しば障碍 されやす いが,そ の反

面肝は機能的余裕 の多 い臓器でたとえ障碍を うけて

も残 され た1/4が 正常 な機能を営 む間 は代償力がき

わめて旺盛である といわれている,最 近の胸部外科

の発展のかげには,麻 酔 の進 歩,手 術手技の向上,

各種抗生物質,大 量輸血輸液を中心とした手術前後

処置の改善な どが あることはいまさら贅言を要 しな

い.し か しなが らそれにつれ て大量出血を伴 う手術

侵襲あるいは麻酔,こ とにエーテ ルな どによる肝機

能障碍,そ の像 か 麻 酔 に伴 うAnoxiaな どが一層

重大な問題 となつてきた.そ もそ も肺結核患者にお

ける肝機能障碍については,桃 井,永 島,長 尾,川

瀬 らの報告があ り,空 洞を有す るものあるいは病巣

の範囲も広 く腸結核 などを合併 しているものには大

多数が陽性 で,全 体的にみて障碍率 は10%あ るいは

41～56%と 報告 されてい る.要 す るに肺結核患者 の

肝機能障碍は滲出性病変を示すものにおいては,い

ずれの検査法によるも陽性度は大で,増殖性病変お

よび硬化性病変を呈す るものでは小 であるか陽性 を

示さないとい うのが一致 した見解 である.

肝機能におよぼす肺区域 切除術 の影響について塩

沢2)はつぎのごと くのべている. BSP試 験,モ イレ

ングラハ ト指数,高 田反応, Hijman van den Bergh

反応などの成績か ら見 るとほ とん ど常に一過性 の肝

障碍 をお こす ことはあきらかであるが,そ の程度は

軽 く,大 体2週 間で回復す るとしている.肺 葉切除

の場 合とやや ことな るのは障碍の出現が早 く,し か

も長び く傾向があることで, BSP験 では 血中停

滞濃度が30分 値10～30%,そ の回復 は1～3週 後に

み られる.肺 葉切除術の場 合は第7病 日までに最高

値を とり, 30分値7～20%程 度で概 ね2週 後に回復

する.胸 廓成形術では第1～3病 日に最高値 を示 し

(30分値13～20%),第7病 日に復帰 する.血 清高田

反応は弱陽性程度に出現す るのみで,出 現時期は肺

葉切除術 よりも早い.モ イレングラハ ト指数 による

血清 ビ リル ビン量は第1～7病 日に高 く,概 ね2週

で回復する. Hijman van den Bergh反 応 は 直接

反応,間 接反応 ともに陰性であつた と報 じている.

麻酔が肝にお よぼす影響,こ とに麻酔剤でも日常

もつともしば しば使用され るエーテルの影響につい

てはすでに諸家に より報告 され,肝 機能を障碍 し,

肝 グ リコーゲンは5～6分 以内に15～20%低 下 し1

時間後に50%以 上 となり,血 糖 は100～200%上 昇 し,

胆汁及び胆汁塩の分泌も抑制 され るといわれ てい る.

お よそすべ ての麻酔剤は,局 所麻酔で も,麻 酔中及

び麻酔中止後一定時間は肝グ リコー ゲンの減少を招

来す る.こ の減少の一原因は麻酔剤の肝細胞こ対す

る直接作用及び副腎 よりのエ ピネフリン遊離であつ

て,両 側 副腎を除去 し,肝 に入 る神経を切断すれば

グ リコーゲンは増加す るといわれている.渡 利3)は

麻酔導入時誤つて液 体 エーテル約10ccを 気管内に

注入 し,肺 炎症状をお こして術後3日 目に死亡 した

症例の剖検所見の中で,肝 では急性循環障碍,中 心

性脂肪変性を認めたといい,ま た家兎をもちいたエ

ーテル気管内注入例 とエーテルガス吸入例の動物実
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験 で,肝 には脂肪変性はないが中心性鬱血の状 態を

認 め,こ とに注入例ではそのほかに星芒細胞のかな

りの腫脹及 び空胞化がみられ た との べ ている.永

井4)は エーテル麻酔 犬の肝 グ リコーゲンは点滴麻酔

でかな り減少 し,気 管内麻酔で もこれを完全に防 ぐ

ことはできないが,軽 度で ある とのべている.な お

サ イクロプロペ インは肝にほ とんど障碍 を与えない

点が特徴 といわれ,笑 気は無酸素症がなければ肝に

影響 を与 えないというのが多 くの見解である,バ ル

ピツール誘導体の肝機能に与える影響については,

現今 その見解は一定 しないが,一 般的に,肝 は,短

時間作用す るバルピツール誘導体の破壊には必要で

あるが,長 時間作 用す るバルピツールの場 合にはそ

の代謝に必要でないと考 えられ ている.な かんず く

ペン トタールは組織及び血液中で破壊 され ると主張

す る者 もあ るが,肝 が これ を無毒化するという報告

が 多い.

さて人為低 血圧下手術が肝機能におよばす影響に

つ いては,肝 の変化が比較 的早 くあらわれ,し か も

みやすいので多 くの人が注意をむけてい る.最 高血

圧が50mmHg以 下になる と肉眼 的に暗色が強 く

な るし硬度が増す ことがいわれてい るが,こ れ らの

変化 は低血圧時においてのみ一過性に認め られるに

すぎない.清 水5)ら は肝流血 量を実測す ると低血圧

の割 には肝流血量, BSP排 泄率 の低下 はす くな く,

肝動脈,門 脈に よる肝血行 の病態生理上興味深い と

のべ ている.森 安6)ら はArfonadに よる低血圧 下

手術25例 について,心,肝,腎 などの機能 を追求 し,

肝機能 はBSP試 験,高 田反応,尿 ウロビリノーゲ

ン反応 により検査 をお こなつたが著変を認めなかつ

たとのべた.羽 石7)はC6に よる人 為低血圧下手術

例 で術前,術 中,術 後にわたつてチ モール混濁反応,

 BSP排 泄試験により肝機能に お よぼ す影響を追跡

したが,ほ とんど変化を認 めていない.大 谷8)ら は

C6による人為低血圧下手術例について検索してい

る.すなわち全身状態が不良で肝機能障碍のあるも

のでは不利 な影響がやや強 いが,全 身状態の良好 な

ものでは肝血流量,肝BSP排 泄率な どの変動は血

圧 の低下に較べて意外にす くない といつ ている.桑

原9)は つぎの ごとく紹介 している.す なわ ちP. R.

 Bromageの 結 論は(1)人 為 血 圧 低下に よつて,

肝には,いちはやく,他の臓器にはいまだこれとい

う肉眼的変化のないときに,す でに局所的の乏O2

状態を証 明す る. (2)17例 中14例 において肝にチ

ア ノーゼを証明 した.他 の部位では これは証明され

なかつ た. (3)低 血圧の最低は60mmHgに とど

むべきである,と い う こと である.ま たPaton及

びZaimis夫 人等はC5剤 を発見 した人であるが,

それを大量使用 しても剖検の結 果,肝 に実質性変化

を証明 していない.遠 藤10)らはとくに胸部手術を中

心 とした人為低血圧下手術 について肝機能検査をお

こない,相 当低血圧を示 した例でも著変を認めたも

のはなかつた(術 前に肝 障碍のみられなかったもの

ばか りである).ま た重 篤 な 非可逆性低血圧ともい

うべき症 例では肝 のanoxic damageの 危険 は当然

考え られ るのであるが,こ の例でも回復後の検査で

は異常を認めていないとのべている.

低血圧下の肝循環についてはFreis, Reynolds,

大 谷,羽 石等の報告が あるが,羽 石11)は25頭の犬実

験 につ いて,肝 流血量の態度に より3群 に分類した.

す なわ ち分類1は 肝流血量が不変あるいは増加する

もので, 25頭 中3頭(12%),分 類2は 肝流血量が低

血圧後平均32%の 減少を示すが,そ の後3%の 減少

までに回復す るもので, 25頭 中19頭(76%) ,分 類3

は肝流血量がいち じる しく減少 し低血圧の持続とと

もにその回復の遅延 をみ るもので, 25頭 中3頭(12

%)で あつた.こ れ を要するに低血圧下において心

搏出量,肝 流血量はその大部分において一過性に悪

化す るが60分 以内に正常値に近 く回復する.ま た循

環画 よりみ て低 血圧下手術時の血圧下降の限界は低

血圧前血圧 の40%以 上 であるとのべている.

また気管 内麻酔 中に異常な血圧の上昇,脈 搏数の

増加等は多少にかかわ らず経験す るところであり,

はなはだ しき場合にはチアノーゼ,血 液黒変等をみ

る ことがある.す なわ ち肺切除術中の出血あるいは

エーテル等 による肝 障碍 のほかに さらに麻酔による

Anoxiaが 加われば肝機能 障碍 は一層倍加されるも

のと考えられ る.大 脇13),矢 毛石14),池 尻16)らは肝

にお よぼすAnoxiaの 影響について研究 し, anoxic

 anoxiaが 肝機能 に お よぼ す 影 響 を比較的高度な

anoxiaの 場合につ いて観 察 した(家 兎)と ころに

よると,肝 機能 に急激か っ 高 度 な障碍が認められ

(血清高 田反応を除 く),完 全に回復するのにかなり

の時 日を要するといい,組 織呼吸の面 より検討すれ

ば,犬 に高度のanoxiaを 起 させ ると酸 素利用率

(QO2)は 心,大 脳 皮 質,肝 の順に抑制 され,腎 で

は ほ とん ど変 化 な く,こ れ を 要 するに, anoxic 

anoxiaが 高度になれば,延 髄,心,肝 の組織呼吸
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が強く抑制 され,重 要臓器 に重篤な る悪 影響をお よ

ぼすにいたることが推察 され るとのべてい る.し か

しながら肝 ともつ とも関 係 の 深い ものはstagnant

 anoxiaで あろ う.血 圧下降,有 効循環血量の減少,

粗織への酸素供給の減少,す なわちstagnant anoxia

は手術,出 血,熱 傷,外 傷,麻 酔 などにしば しば と

もなう病態現象であつて, McMichael20) 21)をは じめ

として諸家の研究に よつ てあき らかなように, 60～

70%の 酸素を静脈血である門脈にあおいで いる肝 と

してはstagnant anoxiaを 起 す ようなシ ョック性

過程においては静脈圧や 静脈血の酸素飽和 度が強 く

減少し,ま た循環の集中化が起つて生 命維 持に必要

な脳,心 肺へ血流を送るため肝の血流は当然減少す

ることなどによ り,肝 では容 易に高度のanoxiaが

招来される.肝 に高度のanoxiaが 惹起 されると考

えられる大量出血 の場合には,諸 臓器に比 し肝では

特異的に酸素利用率が低 下 し,肝 機能,蛋 白中間代

謝も強 く障碍され ることを矢毛石 らは認め,ま た従

来のエーテル麻酔ではanoxic anoxiaやhistotoxic 

anoxiaが 混合 してあらわ れ る と考 えられ るが,十

分酸素を供給 しうる閉鎖循環麻酔 器を使用 してエー

テル麻酔をお こなえば,肝 の組織呼吸 には著変が認

められなかつた とのべてい る.無 酸素症が肝に対 し

いちじるしい影響 をおよぼす ことに関連 して,悪 性

貧血では肝小葉の中心静脈周囲の細胞 の萎縮がお こ

り,動 物を酸素のす くない大気中においても同様の

像が発生す る.な お肝疾 患では動脈 血中の酸素飽 和

度が著明 に減少 し,慢 性肝 障碍では軽度の無酸 素症

すら調節が困難になるといわれている.

以上,文 献的 にみて も肺切除術 におけ る肝機能障

碍の様相は複雑 であり,出 血,輸 血,麻 酔剤,麻 酔

時のhypoxia乃 至anoxia等 に よる影響,さ らに

これ らに人為低 血圧が加わ ると一層複雑にな ると考

えられ る.今 日まで多数の報告が あるが,か か る各

函子により惹起され る肝機能 障碍 の姿を追求 し,し

かも臨床的に肺切除術の術 前,術 中,術 後の短 期間

にわた り,正 常血圧下手 術群 と低血圧下手術群 の肝

機能を比較検討 した報告はいまだみない.し たがつ

て私はかかる見地 より両群の肝機能 を追求 し一応成

果を得たので,こ こに報告する次第で ある.

第2章　 検 査 方 法

第1節　 検査材料

検査材料は昭和28年12月 より昭 和31年7月 にいた

る間,国 立岩国病院 に入院 し手術を うけた患者 より

選 んだ.正 常血圧下手術群19例,低 血圧下手術群10

例につ いて比較検討した.両 群 とも,全 例肺結核患

者に対 する肺切除例で,閉 鎖循環式気管内麻酔 のも

とにお こない,低 血圧群ではさらにC6使 用 と手術

台傾斜を応用 した.体 位は全例側臥位である.

第2節　 肝機能検査法の撰択な らびに検査

方法

肝は身体諸臓器中もつ とも複雑 なる機能を有す る

器官で,し たがつてその機能検査法 も多種多様であ

る.こ れ に 関 してはBurger, Oppenheim,今 永,

福 田,上 田,金 井 らの分類があ り,金 井17)は各機能

に対応する主要な検査法 をつぎの ごと く分類 してい

る.

A.糖 質代謝機能

1)ガ ラク トーゼ試験(Bauer)

2)果 糖試験(Strauss)

B.蛋 白質代謝機能

1)血 漿 蛋 白質 分 劃(ア ルブ ミン定量, γ-グ

ロブリン定量, A/G比)

2)赤 血球沈降速度

3)血 清高 田反応

4)チ モール混濁反応(Maclagen)

5)セ フ ァ リ ン ・コ レ ステ ロール 累 状 反 応

(CCF-test)

6)コ パル ト反応(井 上,雲)

7)プ ロ トロビン値測 定

8)沢 田宋昇汞反応

C.脂 質代謝機能

1)血 中総 コレステ リン濃度及 びコレステ リン,

コレステ リンエステル比

D.水 分代謝機能

1)生 理食塩水負荷試験(Hydraemiaの 測定)

E.解 毒機能

1)馬 尿酸 合成試験

2) Santonin試 験

F.胆 汁生成 排泄機能

1)血 清 ビリルビン測定

2)ビ リル ビン負荷試験

3)尿 屎 ウロビリン体測定

G.異 物排泄機能

1) Azorubin S試 験

2) Bromsulphalein試 験(BSP-test)

H.酵 素機能
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1)血 清アルカ リフォスフ ァターゼ測定

I.血 球再生機能

肝機能検査は各種肝機能を代表す る数種の検査 を

同時 におこなつて綜 合的に判断すべ きで あることは

諸家 の一致 した見解であるが,臨 床的には全機能の

検査 による綜合的判断をす ることは困難 な場合が多

い.し たがつ て私は肺切除術の術前,術 中,術 後に

わた り血清 ビリル ビン定 量をお こなつたほか,比 較

的短時間に してお こる変 化 を 追 求 す るためと くに

BSP試 験に 重点 をお き検討をすすめた.

1)血 清 ビリルビン定量

これはJendrassik-Cleghorn法 に したがい,光

電比色法に よる変法 で定量 した.

2) Bromsulphalein試 験(BSP-test)

本法 も光電比色法 によ り判定 した.

第3章　 検 査 成 績

第1節　 血清 ビリル ビンの変化

血清 ビ リルビン定量は手術前 日,術 中3期2相,

覚醒後の3回 にわた り測定 し,数 例について とくに

術後3日, 7日 の2回 にわ た り追加測定 した.術 中

とは手術全経過のほぼ中頃をさし,覚 醒後 とは手術

後翌朝の意味で,こ れらは正常血圧群 ならびに低血

圧群 に共通である.

A)正 常血圧下肺切除群

正常血圧群 の血清 ビリルビンの態度 は表1,図1

に示す通 りである.す なわち術前に比べ,術 中の総

ビ リル ビンが増加す るもの19例 中12例(63%) ,減 少

す るもの19例 中5例(26%),不 変2例(11%)で,す

でに術中において増加を示すものが半 数以上を占め

ているが,一 般 に正常値 とされ ている総 ビリル ビン

量0.2～0.8mg/dlの 上限界よ り大なる値 を示 した

ものは2例 にす ぎない.そ のうち1例 はすでに術前

よ り0.86mg/dlを 呈 して い た も の である.こ れ

に 反 し覚 醒 後 は 術 前 に 比 し全 例 増 加 を示 し,

 0.8mg/dl以 上の値を示 したものが39例 中11例(58

%)で ある. 5例 につ いて術後3日, 7日 まで追求

した ところ,術 後3日 目において5例 中3例 は覚醒

後 より減少 し, 1例 は不 変, 1例 は増 加を示 した.

術後7日 日においては5例 中4例 は3日 目の値 より

さらに減少 し, 1例 は不変 であつた.し か し術 後7

日目においてもなお, 5例 とも術前値 よ り高値 を呈

している.

B)人 為低血圧 下肺切除群

低血圧下肺切除群の血清 ビ リルビンの変化は表2,

図2に 示 す通 りであ る.

すなわ ち術前に比 し,術 中の総 ビリルビンが増加

す るもの10例 中6例(60%),減 少 す るもの4例

(40%)で 低血圧群で も術 中ですでに増加するものが

半数以上を占めてい るが減少するものもかなり認め

図1　 正常血圧群血清総 ビリルビン(mg/dl)

図2　 低血圧群血清総ビ リルビン(mg/dl)
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表1　 正常血圧群.血 清ビ リルビン(mg/dl)　 G… 総 ビ リル ビン　D… 直接 ビ リルビン

I… 間接 ビ リル ビン
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表2　 低 血圧 群 血清 ビ リル ビン(mg/dl)

G… … 総 ビ リル ビ ン

D… … 直 接 〃 〃

I… … 間 接 〃 〃

た.覚 醒後は10例 中8例(80%)が 増加 し
, 2例

(20%)が 減少 してお り,正 常 血圧群とややことな

る点 である.な お3例 について術後3日, 7日まで

追求 した ところ,術 後3日 目においては3例 とも覚

醒後の値 より減少 し,さ らに7日 目になると一層減

少 してお り,正 常血圧 群と ことな り術後7日 目の値

は術前値 より3例 とも減少 を示 した.

C)正 常血圧群 と低血圧群の血清ビリルビン値

比較

正 常血圧群 と低血圧群との血清総ビリルビン平均

値を比較す ると表3,図3の ごとく,両群 とも術中はや

表3　 血清総 ビ リル ビン平均値(mg/dl)

図3　 血清総 ビ リルビン平均値比較

や増加 し,覚 醒 後に最高 とな り, 3日 目, 7日目になる

に したがつて次第に減少する傾向にあるが,術 中は

低血圧群の方が増加 の割合が大で,正 常血圧群より

高値 を示すが,覚醒後,術 後3日, 7日になるとすべて

正 常血圧群の方が高値を呈 した,し かしながら両群

の総 ビ リル ビン及び直接,間 接 ビリルビンの術中,

術後 における増 減例数を術前に比較すると,図4の

ごと く,術 中総 ビ リル ビンの平均値は低血圧群が大

で あるにかかわ らず,増 加例はむしろ正常血圧辞の

方が63%で 多い.さ らに覚醒後は正常血圧群の平均

値が低血圧群 よ り大であると同時に増加例も正常血

圧群は100%で,低 血圧群 より大で,術 後3日, 7

日ともに正常血圧 群では増加例100%で あるにかか
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わ らず,低 血圧群では3

日洞増加例100%で あ る

が7日 目は全例減少 して

いる.ま た総 ビリルビン

の平均値 の態度は大体 に

おいて直接 ならびに間接

ビリルビンの増減数 と平

行 している.す なわち図

4の ごと く,直 接な らび

に間接 ビ リルビンの術 前

に比べた増加例 数は,正

常血圧群,低 血圧群 とも

に術中よりも覚醒後が多

く80～100%で あ る.術

中におけ る間接 ビリル ビ

ンは両群 とも増 減ほぼ半

々である.し たがつて術

中における総 ビ リルビン

の増加は両群 とも直接 ビ

リルビンの増加にお うと

ころが大である.し か し覚醒後 の総 ビ リル ビンの増

加は両群 とも直接な らびに間接 ビ リル ビン両方の増

加によるものといい うる.ま た直接な らびに間接 ビ

リルビンの術中及び覚醒後 におけ る減少例は正常血

圧欝より低血圧群にやや多 い傾向があ る.こ の傾向

は術後3日, 7日 も同様で あつた.

D)小 括

1)血 清総 ビリルビンは両群 とも,術 前に比 し術

中はやや増加 し,覚 醒後 もつ とも増加 し,術 後3日,

 7日 になるにしたがい漸次減少 する傾向にある.し

かしなが らその平均値は術 中においては正常血圧群

より低血圧欝が大な る値 を示すが,術 後はすべて正

常血圧群の方が大な る値 をとつた.

2)術 前値に比べ た増減例数か らいえば,両 群 と

も術 中の血清総 ビ リルビン平均値 は増加す る傾向に

あるとはいえ, 26～40%の 減少例をみ るに反 し,覚

醒後においては増加例が80～100%で あ る.し か し

て術中の総 ビ リル ビンの増 加は直接 ビ リル ビンの増

加におうところが大であるに反 し,覚 醒 後のそれは

直接ならびに間接 ビリルビン両者の増加 に よるもの

である.

3)術 中 より術後7日 目にいたるまで,直 接お よ

び間接ビリルビンとも,し たがつて総 ビ リル ビンも

術前に比べた減少例数は低血圧群の方に多い傾向が

図4　 術前値に比 した各 ビリル ビンの増減例数(%)

ある.

第2節　 Bromsulphalein試 験の変化

術中お よび覚醒後の比較的短時間 の肝機能変化を

み るために とくにBSP試 験 を お こなつた.本 試験

も他の検査 と同様に術 中は手術経過 の中頃で,覚 醒

後は手術翌朝にお こなつた.以 上は正常血圧群,低

血圧群に共通で あ り,ま た こ こに示す値はすべて

BSP静 注30分 後 の血中停滞量(%)で ある.

A)正 常血圧下肺切除群 について

正常血圧群10例 について検す るに,表4,図5の

ごと く,全 例,術 中において著明な血中停滞 を認め,

表4　 正常血圧群BSP試 験(%)
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図5　 正常血圧群BSP試 験(%)

ことに術前に20%を 示 していた症例 は術中50%に お

よび両群 を通 じて最高 を示 した,し か し覚醒後 にな

ると異物排泄機能は著明に回復す るが,そ れでもな

お相 当の機能低下が しのばれる,

B)低 血圧下膝切除群について

低血圧群10例 について検するに,表5,図6の ご

とく,低 血圧群の一般傾向 も正常血圧群 と同様で術

中は金例排泄機能砥下が高度 とな り,覚 醒後はかな

り回復 してい る.

C)両 群 のBSP試 験 の比較

両群のBSP試 験の平均値 を比 較する と表6,図

7の ごと く,両 群 とも術中は著明に排泄機能の減弱

を認 め,覚 醒後 はか なり回復を示 した。 しか し術 前

表5　 低血圧群BSP試 験(%)

図6　 低血圧群BSP試 験(%)

表6　 両群のBSP試 験平均値(%)

図7　 両 群のBSP試 験 平均値(%)
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に比べて,術 中のBSP血 中停滞 量の増加は正 常血

圧欝の25.7%に 比 し低血圧群 は22.5%で,む しろ正

常血圧群の方において異物排泄機能低下が大 である

傾向を認め る.し か し両群の間に著明 な差はな く,

覚醒後はほ とん ど同値であつ た.

D)小 括

1)両 群 とも術 中のBSP血 中停滞量は著明 に増

加 し,術 前に比 し平均22.5%乃 至25.7%の 増加量を

示す.し か し覚醒後はかな り著明 な回復を示 す,

2)術 中は正常血圧群の方がBSP血 中停滞量増

加がやや大 なる傾 向を有す るが,低 血圧群に比 し著

明な差はな く,覚 醒後はほ とん ど同値で ある.

3)し たがつて異物排泄機能の点 のみか らみれば

両群の間に著明な差はない といえる.

第4章　 総括な らびに考按

前章でのべた検査成績を総括 し,正 常血圧群 と低

血圧群 との比較検討を試み ようとおもう.

1)血 清 ビ リル ビンについて

両群に共通 な血清総 ビ リル ビンの態 度は,術 前に

比 し術中はやや増加 し,覚 醒後に もつ とも増加 し,

術後3日, 7日 にいた るに したがい漸次減少する傾

向がある,ま た術 中の総 ビリル ビンの増加は直接 ビ

リルビンの増加 にお うところが大 であるが,覚 醒後

のそれは直接ならびに間接 ビリルビン両者の増 加に

よるものである ことはすでにのべ たとお りである.

すなわち両群とも,術 中,間 接 ビリル ビンは増 減相

半ばするに反 し,直 接 ビ リル ビンの増加例は70～79

%を 占め,な んらかの原因による胆管破綻,こ とに

肝細胞索の毒物 による破壊があつ て再び血行 に逆流

したもの と考えられる.し か し高橋19)らものべ てい

るごと く,健 康人で も直接 ビ リル ビンは全 く0の も

のが1/5,あ とは0.05～0.10,最 高0.23で 平 均

0.07mg/dlで あるところから み ると,私 の例 にみ

る両群の直接 ビリルビン0～0.41,平 均0.16mg/dl

は驚 くほどの増量とはい えず,肝 細胞索 の軽度な破

綻が存するのであろうとお もわれ る.直 接 ならびに

間接ビ リル ビン,し たがつ て総 ビリル ビンのもつ と

も増量す るのは覚醒後であ り,こ の点はBSP血 中

停滞が術中にもつ とも多 く,覚 醒後はかな り回復す

る点 と一致 しない ようであるが,覚 醒後 も, BSP 試

験で認め られ るごと く,な おか な りの肝細胞の排 泄

機能障碍があるし,こ とに覚醒後は術中に比 し間接

ビリルビンの増加が著明であ る.す なわ ち この現象

は正常血圧群 に強 く,肝 以外の因子つ まりビリル ビ

ンの生成過剰に由来 するもの と考 えられる.し たが

つて血清総 ビ ル ビンがもつとも増量するか らとて

ただちに覚醒後においてもつとも肝機能障碍がある

と即断はで きない.肺 切除術 におけ る徳 中,術 後 の

輸血が1000ccを 超過す ることは しば しばであ り,

ことに保存血を使用す ることが多いので,血 液の検

査,管 理,操 作 な どに不備が あれば血清肝炎その他

の肝 障碍を起す可能性があ り,輸 血 された血球の破

壊によつ て,輸 血後のある時期に貧血を伴つて肝障

碍 を 起 し う る わ け で あ る,今 村22)は輸血後血清

Meulengracht値 の上昇, Urobilin体 排泄 の増加を

認め,こ れ らは輸血量の多いほ ど早 くかつ強 くあら

われる とのべた.ま た赤井23)は保存血の溶血 と副作

用に関す る研究で,こ とに血色素に よつて起 る病態

生理 につ いて報告 し,輸 血 のもつ とも重篤な副作用

は溶血反応であ り,肝 機能 は比較的に強 い障碍をう

け(高 田反応, Thymol反 応 など),血 漿Amino酸

曲線は肝の酸素欠乏 を示すとのべ,一 方保存血の溶

血度は保存 日数とともに増大 し,と くに保存 日数が

1週 をす ぎると溶血度が急速 に増加する.し たが つ

て受血者体内で強力な振盪攪拌を受けると考えられ

る保存血中の血球の溶血につ いて十分 な考慮を払 う

必要が あると指摘 している.術 後の肝 障碍は,手 術

侵襲,麻 酔 ことにエーテルな どに よつてもお こるし,

結核患者の長期化学療法も関与 しうる.ま た輸血す

るだけで ブイルスの存在なしに血清肝炎類似の病変

をおこしうる といわれ る,異 型輸血のごとき不適 合

輸血があれば溶血のため術後ただちに黄疸があらわ

れる し,輸 血 操作上の不手際に よつても肝障碍が生

じうる.畑 中24)らは肺切除患者200例 における術後

(輸血後)の 肝機能 障 碍 につ いてつぎのごとくのべ

ている,す なわ ち黄疸 発生例は手術(輸 血)直 後に

始まり, 1～2週 でおわ る前期群(3例)と,術 後

6～7週 に始まり9～10週 におわ る後期群(15例)

に大別でき,前 期群の症状は比 較的急激で流行性肝

炎 に類似するが,手 術,麻 酔,輸 血 などの直接影響

による肝障碍 とお もわれ るに反 し,後 期群の症状は

緩徐で,血 清肝炎をおもわせ るものが ある という,

なお血液中のヴイルスを完全に消毒する方法がない

ので確実な予防法はないが,交 叉試験 を励行 し,輸

血器具の消毒及び輸血操作 を改善 し,低 血圧手術 に

より輸血量を減少 させ ることによつて,ま た肝庇 護

剤の予防的投与,肝 障碍の早 期発見治療に よつて好
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結果 をえた とのべている,要 す るに私の成績 にみ る

覚醒後 の総 ビ リル ビンの増加は直接 ならびに間接 ビ

リルビン,こ とに後者 の増量に よるもので あり,そ

の原因は肝細胞索の破綻 に加 うるに術 中,術 後にわ

た る保存血輸血にもとず くビ リル ビン生成過剰に由

来す るもの と考 えられ る.こ の傾向は大量輸血 を必

要 とす る正 常血圧下手 術群に強 い点か らみてもうな

ずけ る.

以上要す るに両群の間には, BSP試 験 でもわかる

ごとく大 なる差異はないもの と考えられ る.し か し

なが ら術中の比 較的短時間の肝機能変化を肝 以外の

因子 をさけて端的に追求するには血清 ビリルビン定

量 による方法 はやや不十分 とおもわれ る.

2) BSP試 験について

BSP試 験については,す で に の べた とおり両群

とも術中のBSP血 中停滞 量は著明に増 加し,術 前

に比べ低血圧群で平均22.5%,正 常血圧群で25.7%

の増加を示す.し か し覚醒後はか なり著明な回復を

示す.す なわ ち術中のBSP血 中停滞 量の増加はむ

しろ正常血圧群の方がやや大なる傾向を有す るが,

低血圧群に比 し著明な差はな く,覚 醒後 はほ とん ど

同値 である.以 上の ような結 果は低血圧の割には肝

流血量, BSP排 泄率 などの 低 下はす くないとす る

清水,森 安,羽 石,大 谷,遠 藤 らの成績 とほほ一致

す る.遠 藤 は重篤な非可逆性低血圧 ともいうべき症

例では肝のanoxic damageの 危険が当 然考えられ

るのであるが,こ の例でも回復後 の検査では異常 を

認 めていな い.羽 石は低血圧下において心搏 出量,

肝流血量はその大部分 において一過性に悪化 するが

60分 以内に正 常値近 く回復する.ま た循環面 よりみ

て低血圧下手術時の血圧下 降の限界は低血圧前血圧

の40%以 上で あるとしている.私 の行 つた低血圧手

術 例のC6平 均使用量63mg,血 圧最大下降度平均

-34%に あっては平均 出血量は正常血 圧 群 の1/2以

下 に著減す る満 足すべ き効 果 をえ,な おかつBSP

試験で も判る ごとく肝機能障碍 も両群の間に著明な

差はみ られず,術 中のBSP排 泄機能 低下 の程度に

む しろやや正常血圧群 に大 なる傾向す らうかがわれ

るので ある.大 量出血の場合には諸臓器に比 しと く

に肝は酸 素利用率 が低下 し,肝 機能,蛋 白中間代謝

も強 く障碍 され ることを矢毛石 らは認めているが,

か かる見地 よりみれば 出 血量が1/2以 下 に減少する

低血圧下手 術の方が正常血圧下手術 より有利である

ことはあきらかである.そ のほか手術時間の短縮,

ひいては麻酔剤 ことにエーテ ル の 節約, C6の 気道

分泌抑制作用はwet caseに おけ る気道確保を容易

とな し,大 手術侵襲に相応 した基礎代謝の低下,不

快な反射の抑制な ど麻酔管理に際 しきわめて有利で

ある.し か しなが らすでに前編でものべた ごとく,

人 為低血圧 麻酔の欠点は必ず しも適正な低血圧をえ

がた く,ま た血圧が限 度以下 に下降するとショック

に移行 する危険 も包蔵 され,と くに低血圧状態では

Hypoxia及 びHypercapniaの 症状が隠蔽せられる

ので十分な る注 意が必要である.以 上,人 為低血圧

麻酔に習熟 し,必 要以上の過低血圧 とそれより派生

す る合併症 とを未然に防止 し,そ の利点を生し,欠

点に細心の注意を払 うならば,肝 機能の面からみて

も低血圧下手術は有効かつ安全に遂行することがで

き,こ とに胸部手術には有意義であると考える.

第5章　 結 論

閉鎖循環式気管内麻酔 のもとに施行 した正常血圧

下肺切除群 と人為低血圧下肺切除群について,術 前,

術中,覚 醒後にわ たり肝機能 にお よぼす影響を追求

し,両 群を比較検 討してつぎの ような結果をえた.

(1)血 清総ビ リル ビンについては,両 群とも,術

前に比 し術 中はやや増加 し,覚 醒後にもつ とも増加

し,術 後3日, 7日 にな るにしたがつて漸次減少す

る傾 向にあ る.し か しながら,そ の平均値は,術 中

においては正常血圧群よ り低血圧群の方が大なる値

を示すが,術 後においてはすべて正常血圧群の方が

大 なる値を とる傾向にあ る.

(2)術 前値に比べた増減例数からいえば両群とも

術中の血清総 ビリル ビン平均値は増加する傾向にあ

るとはいえ, 26～40%の 減少例をみる.し かし覚醒

後 は増加例がほとんどで80～100%を 示 した.な お

術 中の総 ビリルビンの増 加は直接 ビリルビンの増加

にお うところが大であるに反 し,覚 醒後のそれは直

接な らびに間接 ビリルビン両者の増加に よるもので

ある.

(3)術 中 より術後7日 目にいたるまで,直 接及び

間接 ビリル ビンとも,し たがつて総 ビリル ビンも術

前に比べた減 少例数は低血圧群の方に多い傾向があ

る.

(4) BSP試 験につては,両 群 とも術中のBSP血

中停滞 量は著明に増 加し,術 前に比 し平均22.5%乃

至25.7%の 増加量を示す.し かし覚醒後はかなり著

明に回復する傾 向にある,



人 為低血圧下手術に関する臨床的な らびに実験的研究 1599

(5)両 群のBSP試 験の結果を比較すると,術 中

はむしろ正常血圧群の方がBSP血 中停滞量の増加

が大なる傾向を有す るが,低 血圧群に比 し著明な差

はな く,覚 醒後はほとん ど同値 である.

擱筆するに臨み御懇篤な る御指導 と御校閲 を賜つ

た恩師陣内教授に深甚なる謝意を捧げ,終 始御鞭撻

を頂いた田中助 教授ならびに国立岩国病院長渡 辺博

士 に謝意を表す る.
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Part III.

Comparative Studies of Surgical Operations under Normal

 Blood Pressure and Hypotension with Measuring 

of the Liver Function.

By

Toshimi Nakagawa

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

The influences of endothracheal anesthesia upon the liver function in the preoprative 
stage, during the operation and after the recovery was estimated measuring the serum 
bilirubin and BSP test and the results in both groups were compared.

1) The total serum bilirubin increased in both groups slightly during the opeartion and 

mostly after the recovery. It showed a tendency to decrease gradually at the third post-



1600 中 川 俊 美

operative day. But its mean value was larger in the hypotensive group than in the normal 

group during the operation. After the operation, however, it was rather more in the normal 

group.
2) The increase of the total serum bilirubin during the operation was mostly dut to the 

increase of the direct and indirect bilirubin.

3) BSP-test during the operation showed an increase of 22.5%-25.7% in the blood, but 
it showed a marked restoratation after recovery in both groups. BSP in the blood of the 
normal group during the operation seemed more than that of the hypotensive group, but not 

different after recovery.


