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食道癌手術侵襲に対するメチルプレドニゾロン

術前投与の効果に関する検討

岩手医科大学医学部第 1外科
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メチルプレドニゾロン (MP)に よる手術侵襲軽減効果を検討する目的で,食 道癌患者を対象として

MP 10mg/kg術 前投与群10例 (MP群 ),対 照群10例 (C群 )に 無作為に割 り付け検討を行った,MP

群において術後末梢血中の IL‐6,IL 8,頼 粒球エラスターゼは低値で推移 し,白 血球数が高値で推移

した.M CSFと 非特異的免疫能,NK細 胞活性の変動には両群に差はなかった.呼 吸係数,NAG

Index,血 清総 ビリルビン値を指標 とした術後臓器障害はMP群 が軽度だった.両群に術後感染症,縫

合不全,在 院死亡は認めず,遠 隔成績,再 発状況にも差はなかった。MP術 前投与は炎症性サイ トカイ

ンと好中球の過活性化の制御により術後臓器障害を軽減するものと考えられた。
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はじめ↓こ

cytokineネットワークは自己防御応答の中心的な

反応であるが,そ の過剰な誘導はショックや多臓器不

全,あ るいはその準備状態 とも密接 に関連 してい

る1ン
L過 大侵襲手術の 1つ である食道癌術後において

も末梢中の interleukin 6(IL‐6),interleukin‐8(IL‐8),

interleukin l receptor antagonist(IL‐lra)な どが高

値 を示 す ほ ど臓 器 障 害 が 重 篤 化 して お り,

proinaammatory Cytokineと その制御機構 との均衡

が術後病態 に大 き く影響 していることが推測 され

る"41こ のため,食 道癌手術をはじめとする大侵襲手

術では非制御状態 となった侵襲一生体反応への対策が

模索され始めている。

現在 までのところ,侵襲下の cytokine反応を修飾す

る研究の多 くは途上であるが,severe sepSsを始め人

工心肺下手術,消 化器外科手術 においてもcytokine

moduradng therapyの 有用性 を示唆する報告が見 ら

れるいゆ.本 研究は食道癌手術侵襲に対するメチルプ

レドニゾロン術前投与によるcytokine modurating

therapyを探索的に検討するために計画 した。
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対象と方法

研究期間は1993年6月 から1996年6月 までの 4年 間

で,症 例の転帰については1996年8月 15日までを観察

期間 とした。

対象症例は食道扁平上皮癌に対 し,右 開胸開腹操作

による胸部食道切除に,頚 部,上 縦隔,腹 部の リンパ

節郭清を加えた食道癌取扱い規約
9)によるRIIIの郭清

と,後 縦隔経路再建による頚部食道胃管吻合を行 う予

定の患者 とした。なお,以 下の条件に該当する患者は

除外 した。1)手 術に先行する化学療法,放 射線療法,

免疫療法施行例.2)76歳 以上.3)肝 硬変,イ ンシュ

リン使用中の糖尿病,ク レアチエ ンク リアランス60

m1/min以 下,%肺 活量80%以 下,一 秒率70%以 下など

の術前合併症併存例.4)HBs抗 原,HCV抗 体陽性例.

5)重 複癌症例.6)明 らかな陳旧性結核病巣を有する

症例.

適格症例には口頭で比較対照試験であることを説明

し,同 意書への署名を得られた後に乱数表によリメチ

ルプレドニゾロン(ソルメドロールの 術前投与群 (MP

群,10例 )と対照群 (C群 ,10例 )に無作為割 り付けを

行った。メチルプレドニゾロンは麻酔開始30分前に10

mg/kgを 100mlの 生理食塩水に溶解し,約 30分で静脈

内投与 した。
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栄養管理は,術 前は経回摂取,経 管栄養を併用して,

術前日夕方まで絶食状態 とならないように管理 した。

術後は経静脈的にグルコースを5g/hrで投与 し,第 3

病 日より空腸慶か ら経腸栄養剤の投与 を5kca1/kg/

dayか ら漸増 し,10～ 14病日に30kca1/kg/dayの full

strengthを投与 した11).

輸液管理 は細胞外液組成剤 を術 中12～15m1/kg/

hr,術 当日5m1/kg/hr, 1病 日以後1_5～25m1/kg/hr

を投与 し,術 後は人工呼吸管理を全例に行った。

末梢血中の IL‐6,IL‐8,macrophage colony stimu

lating factor(M‐CSF)は enzyme linked immunosor‐

bent assay(R&D Systems,Inc帥 Iinneapolis,MN)

により測定した。採血は術前日(PRE),胸 腔内操作終

了時 (OP),術 後 1時間 (DO),術 後第 1病 日 (Dl),

第 3病 日 (D3),第 5病 日 (D5),第 7病 日 (D7)の 午

前 7時 に行った。PMN elastaseは αl‐プロテアーゼイ

ンヒビターとの結合体 として enzome linked im―

munosorbent assayにより測定 した。natural killer細

胞活性 (NK活 性)は target cellとして K‐562を使用

し,51Cr releasing assayで測定 した,

血液,血 清生化学検査,尿 中 NAG,レ ーザーフロー

サイ トメ トリーによるリンパ球分画,血 液ガス分析,

スパイログラムによる肺気量分画 と一酸化炭素を指標

ガスとした肺胞拡散能 (DLCO)測 定は当院中央臨床検

査室 にて行った。肺酸素化能の指標 として Respira‐

tory lndex(RI)を 以下の式から算出した。

RI=(F102× (760-47)一PaC02/08〉/Pa02ま た,

尿細管障害の指標 として NAG Indexを 以下の式から

算出した。

NAG Index=urine NAG/urine creatinine

統計処理はアップルコンピュータ社製マッキントッ

シュヨンピューター用統計解析パ ッケージStat View

4.5(Abacus Concepts,Inc。)を 使用 した。Figure中

の 2群 間の値についてはmeanttstandard errorで 表

し,有 意差の検定 はMann―Whitney testで行 い p<

005を 有意 とした.

結  果

1.背 景因子

対象症例の組織学的進行度の内訳には明らかな差異

はなく,年 齢,性 比,手 術時間,術 中出血量,術 中輸

液量 も両群間に差はなかった (Table l).

2.IL‐6と IL‐8の変動

C群 において IL‐6と IL、8は術直後か ら著明に上昇

し,術 直後に最高値を示 した後漸減 した。MP群 では

ドニゾロン術前投与の効果  日 消外会誌 30巻  8号

Table l  Clincal characteristics of the patients

Control  group

p′「Nヽ1

classincation

(case)

1

2

3

4

age ry/

sex (case/

male

female

operat ive t ime (min)

blood loss(g)

fluid administered
intraoperatively (ml/kglh)

61±8

9

1

327±57

613±324

1 4 2 ±4 5

SD:standard deviat ion Meantt SD

IL‐6と IL 8の術中,術後の増加が少なく,C群 より有意

に低値で推移 した (Fig.1).

3.末 梢血好中球数 とPMN elastaseの 変動

C群 の第 1病 日の末梢血好中球数は6,209±456/μl

であり,MP群 が C群 より有意に高値だった。しかし,

第 3病 日以降は両群に差はなかった。PMN elastase

は C群 においては第 1病 日に最高値を示 したが,MP

群では術後の増加は少なく,術 直後 と第 1病 日はC群

より低値で推移 した (Fig。2).

4.末 梢血 リンパ球数 とCD4/CD8比 の変動

リンパ球数の変動は両群間に差を認めず,両 群 とも

に術後末梢血 リンパ球数は術前値にくらべ低値で推移

していた。 リンパ球数は第14病日には増加傾向を認め

るが,両 群 とも術前値には回復 していなかった。CD4/

CD8比 は MP群 が術中に有意 に低値であったがその

後は両群 とも正常範囲内で推移 した (Fig。3).

5,M‐ CSFと NK活 性の変動

M―CSFの 変動は両群点に差を認めず,両 群 ともに

術後増加 して第 3病 日に最高値を示 した。NK活 性は

両群 ともに大きな変動を示さなかった (Fig.4).

6.免 疫グロブリンIgGと IgMの 変動

両群 ともに IgMと IgGは 術後 3病 日から5病 日に

かけて最低値を示し,そ の推移は両群間に差を認めな

かった (Fig.5).

7.呼 吸機能

術後呼吸係数はC群 では第 5病 日まで漸増 したが,

MP群 では第 1病 日午後 まで増加 した以後は大 きな変

動なく推移した.第 1病 日午後から第 5病 日まで MP

群が有意に低値で推移 した。術後30病日に行った呼吸

機能検査は肺活量, 1秒 率の変化に両群に差はなかっ

61±12

8

2

312±41

544± 236

1 4 8±2 7
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たが,DLCOは 術前値 を100%と した低下率 はC群

25。5±11%,MP群 11.3± 5%で MP群 で DLCOの 低

下が少なかった (Fig.6).
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Fig. 1 Operation led to an increase in plasma IL-6 and IL-8 levels. Administra-
tion of MP reduced the IL-6 and IL-8 levels.
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Fig. 2 Neutrophil counts were significantly higher in the MP group in the early
postoperative period, and administration of MP resulted in a lower PMN
elastase level.
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8,総 ビリルビン値と腎機能 (NAG Index)の 変動
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Fig. 4  There was no appreciable difference between the t、vO groups in serum

M‐CSF levels and NK cell activity.

Dt Days D3

Fig. 5 There was no appreciable difference between the two groups in serum
immunogloblin levels.
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Fig. 6 Postoperative increase of RI was blunted by administration of MP.
Operation caused a decrease in DLCO, but the decline of DLCO was mild in the
MP group. Comparison was made with the changes from preoperative values in
each patient.
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後早期においてMP群 で低値で推移したが,第 3病 日

以降は両群に差は認めなかった (Fig.7).

9.手 術成績

術後感染性合併症,縫 合不全,在 院死亡は今回の研

Days
nt={FtOz x (76G47) - PaCOz/O.Al / P^Oz

pre  30 days after

operation

米pく】い,MttnWhney Ⅲ 苺

(HEaniS E.)

究対象症例には認められなかった.遠隔成績をみると,

C群 は観察期間中央値736日(70日～1,099日)で原病死

1例,再 発生存 1例,MP群 は観察期間中央値709日

(136日～1,092日)で原病死なく,再 発生存 2例 であっ

X  X  X  x  t t  x
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Fig. 7 Postoperative increase of total bilirubin and NAG
administrat ion of MP.
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考  察

食道癌術後合併症発生母地には過大な third space

lossや,縦 隔操作に伴う循環抑制,気 管周囲の徹底郭

清による迷走神経損傷,気 道粘膜虚血など多 くの要因

が関与 しているl ll~1め
。このような病態の対策 として,

呼吸循環動態の正確な把握に基づ く細胞外液組成輸液

剤,カ テコールアミン剤の積極的投与,術 後予防的人

工呼吸管理などの基本的管理方針が確立され14ち手術

死亡は近年まれなものとなった。 しかし,こ れらの対

策は侵襲に対する防御反応から進展する2次 , 3次 的

病態への対症療法であるため,食 道癌術後に深刻な多

臓器不全準備状態が潜在 している状況は現在 も変わっ

ていない。

近年,生 体内の情報伝達,自 己防御応答の中心的な

反応であるcytokineの過剰な発動が時 として DICや

多臓器不全,あ るいはその準備状態 と密接に関連 して

いることが明らかとなってきた1)り
。食道癌術後におい

てはIL 6,IL 8,IL lraな どの末梢血中濃度 と臓器障

害 との間に相関が指摘されてお りω4),侵襲一生体反応

相関がもたらす臓器障害への新たな対策が模索され始

めている。すでに,敗 血症性ショックや再潅流障害に

た V すゝ る IL‐lra,抗 TNF抗 体,抗 IL 8抗体 による

cytokine反応制御の有用性が示唆されてお りD,そ の

理論的裏付けもWakabayashiら lD,Sekidoら 1的の検

討により確立されている。このような状況のなかで,

教室では食道癌手術成績が最近 5年 間で縫合不全発生

率 3%,在 院死亡 2%と 安定していること10を
背景 と

して本研究を企画した。

欧米では特異的サイ トカイン措抗物質 として組み替

えIBlra,抗 TNF抗 体の臨床試験が行われたが,術

35

30

25

20

15

10

5

0
pre  DO  Dl  D3  D5  D7
NAG index=urine NAG/urine creat nine

(いoanttS E)

後臓器障害に対する予防的投与 としては安全性が確立

されておらず,costに も問題がある.本 邦においては

非特異的 cytokine modurating therapy agentとして

応用可能な薬剤はステロイ ドや各種プロテアーゼイン

ヒビターなどである。プロテアーゼインヒビターは侵

襲下の生体で血中 PMN elastase値 を低値で推移 さ

せ,肺 血管抵抗上昇抑待」などの作用が認められてい

るlr l。
 しかしな力さらcy t o k i n e  m o d u r a t i n g  e f f e c tとし

ては,in vitroにおいてマクロファージの cytOkine産

性を抑制することが示されてはいるものの,そ の効果

を発現するためには通常の臨床使用量で得 られる血中

濃度よりも高い濃度が必要である1ゆ1的
.実際,手術侵襲

下でのプロテアーゼインヒビター投与による末梢血中

の炎症性 cytokine濃度への影響には一定の見解は得

られていない191

グルココルチコイ ドは細胞質でグルココルチコイ ド

受容体 と結合 した後,核 内に移行 し,cytokine転写因

子であるactivating protein‐1(AP‐1)や nuclear fac‐

tor kappa B(NF‐χB)と 反応する。その結果 これら

の転写因子はcytokine遺伝子のエンハ ンサー領域に

結合することができず,cytokine分泌が低下するもの

と考えられている2い
。in Vitroでの検討では,hydrocor‐

dsoneは わずか107g/mlの 濃度で腹腔マクロファー

ジの LPS刺 激下 TNF,IL‐ 1および IL 6の特定遺伝子

の転写 RNA数 を減少させ,TNF,IL‐ 1の分泌を有意

に抑制 す る21)。_方
,臨 床 において は Boneら 2のゃ

Slotmanら 23)のsevere sepsisとseptic shockを対象

としたメチルプレドニゾロン大量療法の大規模多施設

研究では,その効果を否定する結果が報告されたため,

各種侵襲に対するステロイド投与には否定的な見解 も

みられる。しかし,cytokineネ ットワークの解明とス

Ｈ
ヽ
い

―
ト

ヽ
Ｃ
く
と
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テロイドの作用機序が明らかになるにつれて,ス テロ

イ ドの薬理学的性質に合わせた投与時期や併用化学療

法を十分に考慮 した再評価が行われている24)。

食道癌手術例を対象とした検討 として,佐 山ら3)は
,

メナルプレドニゾロン投与例 は術後の IL‐6や IL‐8な

どの末梢血中濃度が有意に低値で推移 していたことを

示 し,食 道外科におけるcytokine moduraばng ther‐

apyの 可能'性を示唆 した。しかし,メチルプレドニゾロ

ン投与による明らかな副作用は認めなかったものの,

メチルプレドニゾロンの投与量や術後臓器障害,合 併

症発生率の低下が期待されうるかどうか見解は定まっ

ていない。本研究では文献的考察から,メ チルプレド

ニゾロンの投与時期,投 与量を設定 し症例の背景因子

を統一 した prospective randamized studyを行った。

メチルプレドニゾロンの投与時期 としては,術 前,

術中,術 直後のほか臓器傷害が一定の基準を越えた段

階などが考えられる。安井
2Dはリンパ球幼弱化反応の

系でメチルプレドニゾロン添加時期が遅いほど抑制率

が低 くなることを示 し,い ったん分裂を開始した リン

パ球にはメチルプレドニゾロンの効果はほとんどない

ことを報告 した.ま た,グ ルココルチコイ ドは AP‐1や

NF‐χBの 活性 を干渉 しcytokine産性 を抑制するた

め,こ れら転写因子が活性化 しTNFの 合成が行われ

た後では十分な効果は発揮できないと考えられる。事

実,エ ンドトキシンショックの動物実験モデルでは,

致死率低下に対する有効性はエンドトキシン暴露前投

与にのみ認められている2o。したがって,メチルプレド

ニゾロン投与の時期は侵襲が加わる直前か,極 めて早

期の段階での投与が適当と考えられた。

メチルプレドニゾロンはコルチゾールを 1と すると

抗炎症作用は5倍 ,電解質作用は0.5倍以下で,血 中半

減期は2.8時間である2の
,30mg/kg静 注での健康成人

の最高血中濃度は約20″g/mL 4時 間後約10″g/ml,

1,000mg/bOdy静 注では最高血中濃度は約10″g/ml,

4時 間後約5/g/mlと 報告されている2o2り
.in Vitroの

実験系では10″g/mi以 上の濃度では リンパ球幼弱化

反応,免疫グロブリン産性能,NK活 性などが有意に抑

制される2o。また,健康成人への投与で認められるリン

パ球数の低下は1,000mg/body以 上では24時間以降 も

回復が遷延するため2",術
前の予防的投与量は上限 と

して1,000mg/bodyま でが妥当と考えられた。 こ れら

の報告から本研究ではメチルプレドニゾロン投与量を

10mg/kgと し,麻酔導入30分前に投与するプロトコー

ルで検討を行った。術後臓器障害の指標として術後呼
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吸機有と,ビ リルビン値,NAC Indexを 評価項目とした

他,ス テロイ ド投与により懸念される非特異的免疫能

への影響や再発形式,縫 合不全発生状況についても検

討を行った。

本研究では術前メチルプレドニゾロン投与は食道癌

術後の末梢血中の proinaammatory Cytokineで ある

IL‐6,IL、8の術中から術直後にかけての上昇を抑制す

ることが認められた。 これらの結果は従来の報告 と一

致 していたがめ,さ らに,術前メチルプレドニゾロン投

与により,術後早期の末梢血好中球数が高値で推移 し,

PMN elastaseが 低値で推移することが認められた。

食道癌術後の末梢血好中球数は他の消化器外科手術に

比べて低値を示すことが多 く,こ のような相対的好中

球減少は過剰な proinaammatory Cytokineに よる好

中球 の消費,sequestradonが 原因 と考 えられ てい

る3の
。また,食道癌術後早期の低酸素血症の一因 として

活性化好中球や トロンボキサンによる肺毛細血管内皮

障害が指摘されている1ゆ
。本研究ではMP群 において

呼吸係数や NAC Indexを 指標 とした臓器障害が軽減

しており,メ チルプレドエゾロンはproinaammatory

cytokineの産生や接着分子の毛細血管内皮上での発

現抑制を介して好中球機能を制御 している可能性が考

えられた。すなわち,術 前のステロイド投与は術後早

期の活性化好中球による臓器障害を軽減 し,特 に肺臓

においてはその修復過程におけるDLCOの 低下をも

抑制 したものと考えられた311

-方
,ス テロイ ドによる副作用 として非特異的免疫

能や創傷治癒への影響が懸念される.今 回のステロイ

ド投与法では M‐CSFや 免疫グロブリン,リ ンパ球数

の変動に差を認めず,マ クロファージ増殖活性化因子

や液性免疫にはほとんど影響がなかった. リンパ球サ

ブセットの CD4と CD雛 ヒはMP群 で術中のみ一過性

の低下が認められたが,手 術翌日からは両群間に差は

認めず正常範囲内で変動 していたことより細胞性免疫

にも影響は少ないものと考えられる。臨床的にも感染

性合併症,縫 合不全の発生 も認めず,術 後再発状況や

生存期間にも両群間に差は認めなかった。

以上の結果からみて,食 道癌手術のような過大侵襲

ではcytokine moduradllg therapyの意義は大きいも

のと考えられる。 しかし,手 術手技や呼吸循環管理に

起因するような基本的合併症の潜在はその効果を不明

瞭 とする可能性 もあり,状 況によっては病態を悪化さ

せる危険性 も危惧される。また cytokineに よる情報伝

達は生体防御反応の根幹を形成 しているためその人為
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的待」御 には未解決な paradoxも 含 まれている。これ ら

の課題 に対 して多面的な検討が展開されてお り,今後,

侵襲下臓器不全 に対する予防 と治療 に新たな方向が提

示 されるもの と思われる。

稿を終えるにあたり岩手医科大学高次救急センター 遠

藤重厚博士,岩 手医科大学第 1外科学講座代謝研究室 久

保居真奈美氏,藤原幸子氏に深謝いたします。なお,本研究

の一部は厚生省がん研究助成金による指定研究 「回形がん

集学的治療の研究J班 (主任研究者 下 山正徳)の 助成に

よった.
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Effect of Preoperative Methylpredonisolone Infusion on Stress Response
in Patients Undergoing Esophageal Cancer Surgery

Nobuhiro Sato, Keisuke Koeda, Kenichiro Ikeda, Kouki Otsuka,
Yusuke Kimura, Kiichi Aoki, Yasunori Yaegashi, Takeshi Iwaya,

Kaoru Ishida and Kazuyoshi Saito
Department of Surgery 1, Iq'ate Medical University, School of Medicine

We conducted a study to investigate if methylpredonisolone (MP) could modify the cytokine response
and immunity and to determine whether premedication with MP helps to ameliorate postoperative organ
disfunction after esophageal cancer surgery. Twenty patients were randomized preoperatively into two
equal groups. One group received an infusion of MP (10 mg/kg) 30 minutes prior to the induction of
anesthesia (MP group) and the other received a placebo infusion (control group). The peak postoperative
plasma level of IL-6 and IL-8 were significantly lower in the MP group than in the control group (p{
0.05). Peripheral blood neutrophil counts were significantly higher in the MP group in the early postoper-
ative period, and administration of MP resulted in a lower plasma polymorphonuclear leukocyte elastase
level. These results suggest that migration or adhesion of activated neutrophils was less intense in the NIP
group. No differences were noted between the groups with respect to variances in immunogloblin
fractions, M"CSF, and natural killer cell activity. Postoperative changes in serum bilirubin, the N-acetyl-
B-D-glucosaminidase index, and the respiratory index were lower in the MP group (p(0.0b). Postoper-
ative complications, such as infection or anastomotic insufficiency, did not occur in either group. Based
on these findings, the 10 mg/kg injection of MP prior to esophageal cancer surgery did not greatly affect
postoperative wound healing or immunity. The postoperative course of the MP group was satisfactory,
and this was believed to be attributable to improvement of tissue injury induced by excessive proinflam-
matory cytokine-release.
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