
はじめに

食道癌に対する拡大手術の周術期管理の進歩に伴

い，術後合併症の発生率や直死率は減少した1）．しか

し，術後呼吸器合併症の発生は依然として高率との報

告もある2）．食道癌症例は高齢，栄養不良，担癌生体と

いう宿主側の生体防御能の低下に加え，長時間に及ぶ

3領域郭清などの拡大手術により，より生体防御能が

障害され，他の疾患に比較して術後合併症が発生しや

すい状態にある．今回，著者らは食道癌症例における

術後生体防御能を免疫，栄養学的観点から検討し，術

後合併症とくに，呼吸器合併症の発生に及ぼす危険因

子を retrospective に検討したので報告する．

対象と方法

1994年 4 月から1998年 3 月までの 4年間に横浜市立

大学医学部第 2外科において，右開胸開腹により切除

後，胸骨後で亜全胃管再建し，切除度 II 以上，根治度

II 以上が得られた胸部食道癌26例（年齢67.2±9.8歳，男

女比22：4）を対象とした．郭清範囲は 2領域郭清13

例，3領域郭清13例であった．組織学的進行度は I 2 例，

II 8 例，III 8 例，IV 8 例であった．合併症発生例は呼吸

器合併症 5例（19.2％）であった．術直死例はなく，在

院死を 1例に認めた．手術は 3人の外科医が専任し，

気管支動脈の温存，迷走神経心臓枝，肺枝の温存，気

管固有鞘の温存は一律に行った．術中輸液量は4.0～5.0

ml�kg�hr とした．なお，術後呼吸器合併症の定義は術
後 1週間以上の呼吸器管理あるいは 2週間以上の酸素

投与を必要とした事とした．術後呼吸器管理は pres-

sure support ventilation；PSV，次に continuous posi-

tive airway pressure：CPAPの順で行い，PaO2�FiO2
が300以上となるように適宜設定を変更した．抜管の基

準は半生食での咳嗽反射試験が陽性であること，

PEEP2―3cmH2O で PaO2�FiO2が300以上であることと
した．生体防御能の評価は，栄養学的因子と免疫学的

因子に分類し，術前 3日の時点の値を用い評価した．

1．栄養学的指標

1）血液学的検討

rapid turnover protein（prealbumin；PA, retinol

binding protein；RBP, transferrin；Tf）を測定し，さ

らに岩佐による栄養評価指数（NAI：nutritional as-

sessment index）3）を算出した．

2）体重減少率

減少体重�健康時体重×100を算出した．
3）間接熱量測定計による検討

術前に resting energy expenditure；REE�basal en-
ergy expenditur；BEEおよび消費栄養基質の割合を

算出した．

4）超音波を用いた脂肪，筋肉量の測定
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Table 1　Postoperative course

p-value
respiratory complication

（－）（n ＝ 21）（＋）（n ＝ 5）

0.504921recurrent nerve palsy

0.250511tracheotomy

0.56695.2 ± 1.36.6 ± 2.3duration of intubation （day）

0.03262.8 ± 1.34.5 ± 1.2peak total bilirubin （mg/ml）

0.02609.5 ± 3.315.6 ± 4.6 SIRS （day）

Echogenic muscular nutritional index（EMNI）＝（胸

鎖乳突筋横断面積＋上腕三頭筋横断面�4＋腹直筋横断
面積�2＋大腿四頭筋横断面積�4）�m2，Fat thickness
index（FTI）＝上腕二頭筋中間部脂肪厚�m2と定義し測
定した．

2．免疫学的指標

細胞性免疫（Bcell），液性免疫（IgM），補体系（CH50,

C4），血清因子（α1-antitrypsin；α1-AT, α2-macro-glo-
bulin；α2-MG）を測定した．
3．術前呼吸機能

％VC, FEV1.0％，MMF,�25, VC�m2, FEV1.0�m2を測定し
た．

4．術中因子

手術侵襲として手術時間と出血量を検討した．

なお，術前投与エネルギーは35～40Kcal�kg�day
とした．経口摂取量が少なく，体重減少の認められる

症例では消化態栄養剤，半消化態栄養剤を利用し，術

前 7～10日間の経腸栄養による補給を行った．術後の

栄養管理は術後経過とともに経腸栄養の割合を増加さ

せ，投与エネルギーの設定は間接熱量測定計を用いて，

REE×1.2Kcal�day とした（Fig. 1）．
術後呼吸器合併症発生 5例と非発生21例の 2群間で

単変量解析とロジスティック回帰分析を行い，呼吸器

合併症の危険因子を検討した．

ロジスティック回帰分析の独立変数は，各項目で 1

因子を選択した．すなわち，各項目が 1因子の場合に

はその因子を，複数の因子の場合には単変量解析をし

た際の p値のより低い因子を選択した．従属変数は術

後呼吸器合併症の有無とした．

統計学的有意差の判定は Student's t test または χ2

test を用い，p<0.05をもって有意差があるとした．計算

には StatView J-4.5, SPSS for the Macintosh 6.1J を 用

いた．

結 果

1．術後経過

術後最高ビリルビン値と systemic inflammatory re-

sponse syndrome；SIRS の持続日数は術後呼吸器合

併症発生群と非発生群間で有意差を認めた．反回神経

麻痺，気管切開施行，挿管日数は差を認めなかった

（Table 1）．

2．術後呼吸器合併症

i）単変量解析

a．栄養学的因子

間接熱量計で測定した各栄養基質の消費割合で，合

併症発生群では炭水化物が減少，脂肪が増加，蛋白が

減少し，それぞれ有意差を認めた．また，rapid turn-

over protein の中で retinol binding protein が低値を

示す傾向があったが，他の因子は差がなかった（Ta-

ble 2）．

b．免疫学的因子

合併症発生群でCH50のみが低値を示す傾向があっ

たが，他の因子は差がなかった（Table 3）．

c．術前呼吸機能

合併症発生群ではFEV1.0�m2のみが有意に低値を示
した（Table 4）．

d．術中因子

手術時間，出血量とも差がなかった（Table 5）．

ii）ロジスティック回帰分析

独立因子としてFEV1.0�m2，間接熱量測定計上の消
費栄養基質の割合（脂肪），EMNI, RBP, Bcell, IgM,

CH50, α1-antitrypsin，手術時間の計 9項目を選択した．
うち，脂肪，手術時間，α1-antitrypsin, RBP の 4 項目が
有意な危険因子として選択された（Table 6）．

さらに，この 4項目を用いて解析すると，RBP（p

=0.0016）＞脂肪（p=0.0029）＞α1-antitrypsin（p=0.0251）
＞手術時間（p=0.0392）の順で重みがあることが判明し

Fig. 1 Management of perioperative nutrition
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Table 2　Univariate analysis of preoperative nutritional assessment

p-value
respiratory complication

（－）（n ＝ 21）（＋）（n ＝ 5）

0.151525.0 ± 7.519.4 ± 8.2prealbumin（mg/dl）

0.09834.30 ± 1.612.98 ± 1.17retinol binding protein（mg/dl）

0.1937226.1 ± 32.3202.2 ± 50.3transferrin（mg/dl）

0.850352.0 ± 21.353.3 ± 35.6NAI（Iwasa）

0.31017.6 ± 4.38.6 ± 3.2weight loss（%）

indirect calorimetry

0.59910.92 ± 0.070.90 ± 0.11RQ

0.30821.01 ± 0.151.09 ± 0.16REE/BEE

nutritional substrate（%）

0.025159.9 ± 16.541.1 ± 11.8carbohydrate

0.009028.3 ± 16.652.1 ± 18.1fat

0.016810.78 ± 3.446.08 ± 4.74protein

0.478511.02 ± 1.7410.4 ± 1.51EMNI

0.83710.25 ± 0.080.25 ± 0.12FTI

Table  3　Univariate  analysis  of  pre  o  p  erative im m n o  l o   gi c a l a s s e s  m e nt

p-value
respiratory complication

（－）（n ＝ 21）（＋）（n ＝ 5）

0.6924236.1 ± 114.5212.7 ± 127.5B ell （/mm3）

0.499374.7 ± 36.487.4 ± 40.8IgM （mg/dl）

0.4957243.5 ± 93.0 213.4 ± 50.9 α 1-antitrypsin （mg/dl）

0.1403177.5 ± 61.7 133.0 ± 39.3 α 2-macroglobulin （mg/dl）

0.092742.8 ± 6.1 37.0 ± 9.5 CH50（U/ml）

0.583534.7 ± 13.731.0 ± 12.2C4 （mg/dl）

Table 4　Preoperative respiratory function 

p-value
respiratory complication

（－）（n ＝ 21）（＋）（n ＝ 5）

0.5651108.5 ± 12.1 103.8 ± 28.7 %VC

0.3002 78.0 ± 10.3772.7 ± 8.15FEV1.0%

0.23462.47 ± 1.311.73 ± 0.76MMF

0.40840.978 ± 0.7370.694 ± 0.213V
�
25

0.42650.379 ± 0.497 2.15 ± 0.796VC/m2

0.0443 1.90 ± 0.502 1.38 ± 0.439FEV1.0/m2

Table 5　Univariate analysis of operative peocedure

p-value
respiratory complication

（－）（n ＝ 21）（＋）（n ＝ 5）

0.1503626.5 ± 77.3 692.6 ± 130.5duration of surgery（min）

0.37901,740 ± 792  2,090 ± 720  bleeding volume（ml）

Table 6　Logistic regression analysis

p-valueodds ratioSEcoefficientvariables

0.32080.8640.142－ 0.146FEV1.0/m2

0.00261.0110.003　0.011fat（%）

0.05380.91940.040－ 0.084EMNI

0.02930.89490.046－ 0.111RBP

0.56710.99970.001－ 0.0003272B cell

0.37680.9980.002－ 0.002IgM

0.97020.99960.010－ 0.0003667CH50

0.02800.99800.001－ 0.002α1-antitrypsin

0.02331.0020.001　0.002duration of ope.

0.25430.641　0.758constant

た．

考 察

食道癌手術は他の消化器癌の手術に比較し侵襲が大

きく，呼吸器合併症を初めとする術後合併症の発生が

多い4）5）．とくに，術前からの併存疾患を有する症例で

は術後合併症が増悪し，多臓器不全に陥る可能性も高

い．今回，著者らは術後合併症を予防する目的で栄養，

免疫機能（細胞性免疫，液性免疫，食細胞，補体系）に
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代表される術前の生体防御能が術後合併症，とくに呼

吸器合併症に及ぼす影響を retrospective に検討し，そ

の危険因子を明らかにした．

対象は均一性を高めるために，右開胸開腹により切

除し，胸骨後で亜全胃再建した胸部食道癌症例に限定

した．また，周術期管理は統一されたプロトコールに

従った．

免疫，栄養学的観点から食道癌術後合併症の発生を

検討した報告はあるが6）7），各施設毎に手術適応や術

式，郭清範囲さらには周術期管理が異なるために，合

併症発生の危険因子が異なっているのが現状であり，

一定の回帰式などが普及しにくい原因と考えられる．

今回の著者らの検討では，従来の検討と異なり，間

接熱量計による測定値を用いた．この間接熱量計では，

real time の消費熱量と消費栄養基質の割合が把握で

きることが大きな特徴と言える．したがって，この測

定値を用いた検討は術前の栄養動態を把握する上で意

義があるものと考える．

単変量解析からは呼吸器合併症は栄養学的因子とし

て間接熱量計での炭水化物，蛋白の酸化減少と脂肪の

酸化増加が合併症発生の危険因子となった．これは栄

養代謝が脂肪異化に傾いている症例では合併症が発生

しやすいことを示している．さらに，ロジスティック

回帰分析でも脂肪が独立した危険因子として選択され

たことはその重要性を示していると考える．

一般的に，飢餓時には脂肪酸の代謝は亢進し，遊離

脂肪酸の酸化と中性脂肪の再合成，ケトン体の産生増

加が生じるとされる．今回の結果からは術前の体重減

少は合併症発生群と非発生群間で明らかな差を認めな

かったものの，合併症発生群では生体内では円滑な栄

養代謝がなされておらず，潜在的な飢餓状態にあると

考えることができる．脂肪酸化亢進の機序として飢餓

のみならず，癌組織によるTNF（tumor necrosis fac-

tor）などのサイトカインの産生増加に伴う代謝異常も

考えられる．すなわち，TNFにより LPL（lipoprotein）

活性低下が生じ，高脂質血症と貯蔵脂肪減少などの脂

肪酸化が惹起されると考えられている8）．

また間接熱量測定計は生体内のエネルギー動態を詳

細に把握することが可能であり，術後にもエネルギー

消費量，呼吸商を real time で測定しながら栄養管理を

行うことが可能である．とくに，重症例ではエネルギー

投与の許容範囲が狭いとされ9），重症であるから多量

のエネルギーを投与すれば良いという安易な考え方は

呼吸不全，高血糖などの副作用をもたらす可能性があ

り，術後呼吸器合併症を予防するためにも個々の症例

に合わせた慎重な栄養管理が必要となる．

今回の検討からは呼吸器合併症発生の危険因子とし

て rapid turnover protein の一種であるRBPが選択さ

れた．その半減期は10～12時間と他の rapid turnover

protein であるTf の8～10日，PAの1.5～2.0日に比較

し著しく短期間である．すなわち，その時点での蛋白

合成能を最も鋭敏に反応する指標と考えられる．その

因子が単変量解析で傾向差を認め，ロジスティック回

帰分析で独立した危険因子として選択されたことは蛋

白合成能が術後呼吸器合併症発生に強く関与すること

を示すものである．したがって，蛋白合成能の低下し

ている症例では術前からのきめ細かい栄養管理が重要

である．また，RBPは岩佐の指標3）でも栄養評価の有意

な因子として選択されており，その有用性は認められ

ており，周術期管理の指標になるものと考えられた．

従来から上腕周囲径や上腕三頭筋皮下脂肪厚などが

栄養の指標として扱われており，栄養評価としての体

脂肪量，筋肉量の重要性が示されている．しかし，以

前から用いられている skin caliper などの計測法では

主観的な要因が強く，より客観的な検査法としての超

音波検査が期待される．この超音波検査を用いた検討

が有用であるという報告10）11）はあるが，著者らは独自

の計算式を考案した．今回の検討では，EMNI, FTI

は呼吸器合併症発生の有無で有意差は認めなかった

が，他の栄養学的因子との関連性など，有用性に関し

てさらに症例を増やし検討していく必要があると考え

る．

また，血清因子の α1-ATは serine protease inhibi-
tors の一種であり，先天的欠損は肺気腫をもたらすと

される12）．標的 protease が顆粒球 elastase であるこ

とから肺における顆粒球 elastase の制御に重要な機能

を果たしていると考えられる．術前から α1-ATが低下
している症例で術後合併症を発生しやすいという今回

の結果からは，手術侵襲に伴う肺の顆粒球 elastase の

上昇に対応しきれないため，呼吸器合併症が発生しや

すい病態にあるものと考えられた．したがって，術前

から α1-ATが低下している症例に対しては，術中から
の protease inhibitor の積極的投与が必要である．

次に，呼吸器合併症に影響を及ぼす危険因子として

手術時間を選択した．他にも手術時間が術後呼吸器合

併症の危険因子になるとの報告は多い13）14）．手術が長

時間に及ぶと生体に過大侵襲が加わり，高サイトカイ

ン血症となる．サイトカインにより肺に集積した好中
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球や血管内皮細胞上の接着因子の発現が増加し，相互

に接着する過程で protease，活性酸素，サイトカイン，

アラキドン酸代謝物などを産生し，血管内皮細胞の障

害，透過性亢進，血管収縮などをもたらし，肺水腫か

ら呼吸不全へと進展していく．したがって，呼吸器合

併症予防のためには手術時間とくに，開胸時間を短縮

させる努力が必要であるとともに高サイトカイン血症

を抑制するステロイド剤の投与15）の投与も考慮すべき

である．

著者らは経口摂取が不十分な進行食道癌に対して

は，経腸栄養を中心とした nutritional immunomodula-

tion が必要と考えている．経腸栄養は経静脈栄養に比

較し安価であること，生理的投与経路であり，代謝異

常や手技的な合併症が少なく安全に施行しうるという

利点以上に，腸管の粘膜保持や bacterial translocation

の抑制効果さらには腸管粘膜からの catecholamine,

cytokine の放出を防ぎ，術後合併症の発生を抑制しう

るとされ16）17），周術期の栄養管理として最適であり，

術後も早期から開始することが重要であると考える．

したがって，術後呼吸器合併症予防のためには経腸栄

養などによる栄養代謝動態の改善，手術時間の短縮に

よる手術侵襲の軽減などの手段を講じる必要があると

考えられた．
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Risk Factors of Postoperative Respiratory Complication after Esophagectomy
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To clarify the risk factors of postoperative respiratory complications for patients with esophageal cancer,
nutritional status and immunity were assessed in 26 patients with thoracic esophageal cancer undergoing
curative resection with right side trans-thoracotomy and laparotomy. Postoperative respiratory complications
were observed in five patients（19. 2％）. In univariate analysis, the proportion of fat measured by indirect calo-
rimetry significantly increased and that of carbohydrate and protein significantly decreased in complicated
patietns. FEV1. 0�m2 significantly decreased in complicated patietns. In logistic regression analysis, retinol bind-
ing protein, the proportion of fat in indirect calorimetry, α1-antitrypsin, duration of surgery were selected as
the independent risk factor for postoperative respiratory complication. These results suggest that patients
who move into fat catabolism, or starvation status, and patients with reduced retinol binding protein and α1-
antitrypsin activity have a higher postoperative morbidity rate. To prevent postoperative respiratory compli-
cations, we need appropriate nutritional support to improve nutritional immunomodulation and reduction of
duration of operation.
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