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食道癌術後凝回線溶系に対するメチルプレドニゾロン術前投与の効果
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石田  薫

はじめに

侵襲時における臓器障害発生の機序 として,cytO_

kine networkを介 した好中球系の過活性化の機構が

解明され,systemic inflammatory response syn‐

drome(SIRS)の 概念1)が一般的 とな り, さ まざまな

cytokine modurating therapyが模索されている。同

時に,術 後合併症,臓 器障害発症時には高率に凝回線

溶系の異常が認められ,病 態の進展悪化に関与するこ

とが知 られている。

近年,食 道癌手術侵襲に対するメチルプレドニゾロ

ン術前投与の効果が報告されの3ち多面的な検討が展開

されているが,メ チルプレドニゾロン投与による血管

内皮細胞傷害の制御機構から凝回線溶系におよぼす効

果が期待される。そこで,本 稿ではメチルプレドニゾ

ロン術前投与の効果を主に凝回線溶系の変動に注目し

て検討したので報告する。

対象と方法

対象症例は胸部食道扁平上皮癌に対 し,1996年 11月

から1998年2月 までに右開胸開腹操作による胸部食道

切除に,食 道癌取扱い規約。によるR IIIの郭清 と,後
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縦郭経路による頚部食道胃吻合術を施行予定の忠者 と

し,術 前照射例,術 前化学療法例および術前臓器障害

併存例は除外 した。

適格症例には日頭で比較対照試験であることを説明

し,同 意書への署名を得た後にメチルプンドニゾロン

(ソルメドロール①)術 前投与群 (以下,MP群 ,10例 )

と対照群 (以下,C群 ,10例 )に無作為に割付を行った。

メチルプレドニゾロンは麻酔開始30分前に10mg/kg

を生理食塩水100mlに 溶解 し,約 30分で静脈内投与 し

た。

輸液循環管理。は心係数 を術直後か ら心拍数100/

minの 条件下で,術 前値以上に保つことを目標に,細

胞外液組成液を術中15m1/kg/h,0病 日5m1/kg/h,1

病 日以 降 は3m1/kg/hの 投 与 を行 い,dopamine,

dobutamineを併用で持続投与 とした。呼吸管理は全

例人工呼吸管理を行い,栄 養管理611ま
術後早期から経

腸栄養を主体 とし,第 3病 日から経腸栄養剤の投与を

5kca1/kg/dayから開始し,10～14病日にfull strength

(30kca1/kg/day)になるように漸増した。

採血を術前(pre),術後 1時間(DO),第 1病 日(Dl),

第 3 病 日 ( D 3 ) , 第5 病 日 ( D 5 ) に行 い, 血 中の

interluekin‐6(IL‐6)を enzyme■inked ilnmunOsOr‐

b e n t  a s s a y ( R & D  S y s t e m s , I n c  M i n e a p o l i s , M N )

食道癌術後には過大侵襲により凝回元進状態が生 じ術後合併症,臓 器障害の発生に関与することが

知 られている。食道癌術後凝回線溶系に対するメチルプレドエゾロン (MP)術 前投与の効果を検討す
る目的で胸部食道癌20例を対象として,MP lomg/kg投 与群10例 (MP群 ),対 照群10例 (C群 )を無
作為に割 り付け検討を行った。術後 C群 では血小板数の低下,APTTの 延長,AT III,Pigの 低下 と

凝固元進,線 溶抑制状態を認めたが,MP群 ではAPTTの 延長 とAT‐IIIおよび Plgの低下が有意に

抑制されていた.IL‐6,CRP,尿 中 NAGは MP群 で有意に低値で推移 し,人 工呼吸期間,SIRS期 間
も短縮 していた。食道癌手術侵襲に対する術後凝固元進状態は MP術 前投与により制御可能であり,
凝回線溶系上からも術後臓器障害および手術侵襲の軽減に関与するものと考えられた。

Key words: preoperative administration of methylprednisolone, postoperative coagulation and
fibrinolytic status, esophageal cancer surgery
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Sex (male : female)

Operative time(min)

Intraoperative bleeding (g)

Blood transfusion (ml)

Administered FFP(ml)

pTNM
classincation
(case)
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Table l Clinical characteristics of the patients       に より測定 した。

血液
一般,血 液凝回線溶系,尿 化学検査は当院中央

臨床検査室 にて行 い,prOthrombin time(PT),

activated partial thromboplastin time(APTT)は

凝固時間法,antithrombin III(AT‐III),plasml■Ogen

(Pig),α2plaSmin inhibitor(22 PI)は発色合成基質

法, fiblinOgen and fibrin degradation prOducts

(FDP),D‐ dimerは ラテックス凝集反応法で測定 し

た。

統計処理はアップルコンピュータ社製マッキントッ

シュコン ピュータ用統計 解 析 パ ッケージ Stat Vi‐

ew4.5(Abacus Concepts,Inc.)を 使用した.Figure

中の 2群 間の値はmeanttstandard error(S.E)で 表

し,有 意差の検定 はMann・Whitney testで行い p<

0,05を有意 とした。

結  果

1.対 象の臨床的背景因子

対象の組織学的進行度(pTNM),年 齢,性 差,手 術

時間,輸 血量に差は認めなかった。術中出血量はMP

群で,FFP投 与量はC群 で多い傾向を認めたが,い ず

れも有意差は認められなかった (Table l).

2.血 小板数の変動

血小板は術後両群 とも減少し,第 3病 日に最低値を

示 し,第 7病 日には術前値以上に増加 していた (Fig.

1).

3.PT,APTTの 変動

PTは 両群 とも術前から変動な く推移 した。APTT

は C群 で術後延長 し,第 2病 日に最高値を示した.MP

Fig. 2 There was no appreciable change in prothrombin tillle Pr01ongatlon of

activated partial thromboplastin tilne (APTT)was obsewed in the contrOl

group ln the MP grOup,prolol■ gation of APTT was reduced も indicates

■ormal range

NIP

group

6 0±7

9 : 1

3 1 1±2 8

6 6 4±2 9 2

7 6 0±4 7 9

6 7 2±1 8 2

Fig. 1 Operation led to a decrease of platelet

counts in both groups. After reaching the bottom,
rapid recovery was observed.
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群では術後の延長が軽度で,C群 より有意 (p<005)

に低値で推移 した (Fig。2).

4.AT IIIの 変動

AT IIIは C群 で術後減少 し,第 3病 日に531%と 最

低値 を認め以後漸増 したが,第 7病 日で もなお68.9%

と低値であった。MP群 では減少が有意 (p<0.05)に

軽度で第 2病 日に66.4%と 最低値 を示 し,第 7病 日に

は88.6%と 正常値に回復 した (Fig.3).

5.Plgと し PIの 変動

Plgは C群 で術後減少 し,第 2病 日に76_5%と 最低

値 を認め以後漸増 した。MP群 では減少が軽度で有意

(p<0.05)に 高値で推移 した.砲 PIは 第 1病 日に低下

Fig。 3  0peratiOn  ied  tO  a  decrease  in

antithrombin III(AT‐III)levels Administration

of hrIP resulted in a higher AT_III level 鰯indi

cates normal range

(%)

D2  D3  D4  D5  D7

_ (meanrs.E..,
uays

* : p<0.05, Mann-Whitney test
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した後に増加する傾向を認め,両 群間に有意差は認め

なかった (Fig。4).

6.IL 6の 変動

IL‐6は C群 で術後著増 し,第 1病 日に最高値を認め

以後減少した。MP群 では術後の増加が少なく,有 意

(DO p<o o5,Dl p<0.01)に 低値で推移 した (Fig.

5 ) .

7.CRP,尿 中 NAGの 変動

CRPは 両群 とも術後増加 し,第 3病 日に最高値を認

めたが,MP群 が有意 (p<005)に 低値で推移 した。

尿中 NAGも 両群で術後増加がみられ,C群 で第 3病

日,MP群 で第 4病 日に最高値を認めたが,MP群 は有

意 (p<005)に 低値で推移 した (Fig.6).

8.術 後人工呼吸期間および SIRS期 間

術後人工呼吸期間,SIRS期 間 はいずれ もC群 で

MP群 より有意 (p<005)に 長期におよんだ (Table

2 ) .

考  察

近年,侵 襲に対 して引き起 こされる生体反応の背景

に高サイ トカイン血症が存在することが解明されの,

さまざまな cytokine modurating therapyが模索され

ているゆ～1い。食道癌手術は外科手術の中でも高度侵襲

手術に属 し,術後高サイ トカイン血症,SIRSが 高頻度

に認められ,各 種臓器障害発生の潜在状態を呈 してい

る11)1幼
.ゎれわれはこれまで,この過剰な生体反応の制

御を目的として,メ チルプレドエゾロンの術前投与に

よるprospective randomized studyを 行↓ゝ,炎 症性サ

ミ
■
卜
く

Fig. 4  Plasminogen was decreased in the contrOl grOup There M′ as no appre―

ciable difference between the twO grOups in alpha 2 plaslllin inhibitor や
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イ トカインおよび白血球の過活性化の制御による術後

臓器障害の軽減効果を認め報告してきたり.
一方,食 道癌術後には高度侵襲にともない血液凝固

系が活性化されいわゆるhypercoagulable stateと呼

ばれる状態が生じ術後合併症発生に関与することが報

告されている1ゆ
.術 後凝固克進状態を生 じる原因 とし

て,手 術操作による出血に対する止血 という生体防御

反応に力『え,炎 症性サイ トカインなどの活性化白血球

に由来するメディエーターが血管内皮細胞を傷害 し,

組織因子 (dssue factor,TF)誘 導による外因系凝固

やキエンーカリクレイン系誘導による内因系凝固を元

進させる機序が挙げられる。さらに,術 後凝固元進状

態 と白血球の活性化は互いに協調し,血 管内皮細胞傷

Fig. 5  Postoperative changes of interleukin 6

Postoperative increase of IL‐6M/as significantly

blunted by ad■linistration ofい/1P

(pg/mL)

DO D] D3 D5

(meatS.E.)
Days

* : p<0.05, *r : p<0.01,Mmn-Whitney test

Fig. 6 Postoperative increase of
glucosamidase were blunted by
range.
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害や微小血栓形成,さ らには臓器障害 といった一連の

反応を担っていると考えられる。そこで,食 道癌術後

に有意な cytokine modurating effectが認められたメ

チルプレドニゾロン術前投与の影響について,凝 回線

溶系の病態から解析を行 うことを目的に,prospective

studyで比較検討を試みた.

外因系血液凝固の活性化はTFの 発現により開始さ

れるが,TFは 血管内皮上には通常発現せず,手術侵襲

により傷害された血管内皮細胞下組織内の線維芽細胞

や平滑筋細胞から直接遊離されるほか,血 管内皮細胞

や血球細胞上にLPSや サイ トカイン刺激によりTF

遺伝子が活性化され TF蛋 白が細胞表面に生じ発現さ

れる1り.TF遺 伝子の発現に関係する細胞内シグナル

伝達反応では核内因子の nuclear factor kappa B

(NF χB)の 活性化が重要 とされている19。この NF

χBの 活性化 はサイ トカインの遺伝子発現 にも関与

し, グルコヨルチコイドヤこよるT渉 が認められること

から,ス テロイ ド投与効果の機序 として考えられてい

る10～1的
.本研究でもTF発 現の低下を介した外因系凝

国の活性化の抑制効果を期待 したが両群 ともに PTは

変動なく推移 していた,術 後外因系凝国について教室

の細井 ら1りが,可溶性 TFの 変動について検討を行い,

TFは 侵襲局所では高値を示 したのに対 し血中 TFは

術後低値で変動する事を証明した。さらに,手 術侵襲

による局所的凝固元進状態の全身波及を抑制する機序

の存在を示唆しており,本 研究においても末梢血中で

は外因系凝固系に差が生 じなかった もの と考 えられ

た。

C-rective protein and
administration of MP

urinary N、acety卜β‐D―

お indicates normal

…H E 3  t  c O n t r o l

一 :MP(mg/dめ

25]

Ｌ
堂
Ｏ

PRE  Dl   D2  D3  D4  DS  D6

Dtts  (mean ltS E)

pく005,Mann―Whitney test
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Table 2  The postOperative duratiOns Of intratra‐

cheal intubatiOn and SIRS a;median (range)

= :p<005, NIann‐Whitney test

内因系凝回反応は陰性荷電表面 との接触や,炎 症に

よる血管透過性の元進により血装成分が血管外に滲出

することにより,プ ロテオグリカンや組織プロテアー

ゼなどによるXII因 子の活″
性化が起 こリカ リクレイ

ンーキエン系を介 して活性化される。本研究では内因

系凝固を反映するAPTTは 術後延長 し,こ の反応は

メチルプレドニゾロン投与により抑制されていた。 こ

の反応はメチルプンドニゾロンによる血管内皮細胞傷

害の軽減に加え,AT‐IIIはトロンビン以外にも内因系

凝回因子であるIXa,XIa,XIIaの 不活化作用 も有 し

ており2り
,後述するAT‐IIIの術後低下の抑制 も関与 し

ていると推察された。

AT‐IIIは分子量65,000で,主 に肝臓 と血管内皮細胞

で生成されるセリンプロテアーゼィンヒビターであり

血液凝日系の重要な制御因子である。血中 AT‐III濃

度の低下は敗血症や多臓器不全時に認められ,そ の低

下 の程度 と予後 とに関連 が あ る と報 告 され て い

る21ルリ.食 道癌術後にもAT‐IIIの低下が認められ,手

術時間の長いほど低下が著 しいことが報告されてい

る231本
研究では,術 後 AT、IIIは対照群で低下が認め

られ,メ チルプレドニゾロン投与によりその低下は有

意に抑制されていた,こ の機序 として,AT― III低下の

原因には トロンビンによる消費,肝 臓での産生抑制,

血管内皮透過性元進による血管外分布の増加,エ ラス

ターゼによる分解,不活化などが考えられており2り
,メ

チルプレドニゾロン投与による炎症性サイ トカイン,

自血球の活性化を介した血管透過性元進の制御 と類粒

球エラスターゼ放出の抑制りによって効果が得 られた

と考えられる。

以上の凝固元進状態制御の結果,線 溶系では Plgの

低下が抑制されており,プ ラスミンの捨抗物質である

22‐PIは 両群間に差を認めず術後の線溶抑制状態 も軽

減される傾向を認めた。
一方,こ れまで食道癌術後凝固克進状態の対策 とし

て,蛋 自分解酵 素 阻害剤 の効 果 が報 告 され てい

る29～2つ
。しかし,現 在使用可能な蛋自分解酵素阻害剤

は保険診療における制約 もあり,凝 固制御をもたらす
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容量では高額を要 し,予 防的投与が困難である。メチ

ルプレ ドニゾロン術前投与 により蛋自分解酵素阻害剤

と同等の効果が期待できるならばi costの点か らも有

用性が期待 される。

本研究では MP,Cの 両群 とも重篤な術後合併症 は

認められず,IL‐6,CRP,尿 中 NAGの 抑制に加 え,人

工呼吸期間,SIRS期 間に差 を認め,臓 器障害の軽減効

果が得 られた。 この効果に対する凝固元進状態制御の

直接的な意義は不明であるが,臓 器障害の主因を血管

内皮傷害 と考えると白血球系 と互いに協調 し侵襲の軽

減 に関与 していると考 えられた。

以上の結果より,メチルプレドニゾロン術前投与 は,

凝回線溶系の病態の狽」面からも効果が認められ侵襲軽

減へ関与することが示唆 され,外 科侵襲 に対する新た

な対策 として期待 される。

本論文の要旨は第51回日本消化器外科学会 (東京)におい

て発表した。

稿を終えるにあたり岩手医科大学第 1外 科学講座代謝研

究室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」班 (主任研究者下山正徳)の 助成によった。
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Effect of Preoperative Methylprednisolone Administration on Coagulation and Fibrinolytic
Status in Patients Undergoing Esophageal Cancer Surgery

Keisuke Koeda, Nobuhiro Sato, Kenichiro Ikeda, Kouki Otsuka,
Yusuke Kimura, Kiichi Aoki, Nobuyuki Hosoi, Takeshi Iwaya,

Kaoru Ishida and Kazuyoshi Saito
Department of Surgery r, Iwate Medical University, School of Medicine

We often experience a hypercoagulable state after esophageal cancer surgery, and it is well known
that this state is related to development of postoperative complications and organ dysfunction. To
investigate if preoperative infusion of methylprednisolone (MP) could modify the disorders in coagulation
and fibrinolytic status, we randomized 20 thoracic esophageal cancer patients to two equal groups
preoperatively. 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, C group). In the C group,
prolongation of activated partial thrombin time (APTT) and decreases in platelet, antithrombin III
(AT-III), and plasminogen (Plg) levels were observed postoperatively. In the MP group, prolongation of
APTT was shorter, and the lowest levels of AT-III and Plg were higher than in the C group (p<0.05).
Postoperative changes in interleukin 6, C-reactive protein and urinary N-acetyl-B-D-glucosaminidase
were less in the MP group (p(0.05). The durations of intratracheal intubation and SIRS were also
shortened in the MP group. These findings suggest that we could control the postoperative hypercoagula-
ble state and relieve surgical stress and postoperative organ injury by preoperative infusion of Mp.

Reprint requests: Keisuke Koeda Department of Surgery I, Iwate Medical University, School of
Medicine
19 1 Uchimaru, Morioka, 020-950b JAPAN


