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関心術における低体温の応用に関する研究

第 l編 エタノ ールの低体温によっ て誘発される心室細動に

対する阻止効果／三 らびにエ タノ ール投与による超低

体温下循環停止の限界

山口大学医学部外科学教室第l講座

（主任 ：八牧力雄教皮）

藤 井 康 rイーP
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〈原稿受付 昭和147年7月14日コ

Studies on Inc1.uced Hypothermia for Open He21t Surgery 

Part I Effer:.t of Ethanol on Hypothermic Heart in the Dog 

by 

Y ASUHIRo Funr 

The 1st Surgical Division, Yamaguchi University School of Medicine 

(Director・ Prof. Dr. R1K10 YAMAKI) 

1) The purpose of this paper i::; at first to re examine the BIGELOW’s result::; in 

which ethanol well protects the hypothermic heart from ventricular fibrillation and 

secondly to determine the safety perio【lsof complete circulatory arre::it during deep 

hypothermia induced with this agent. 

2) Mongrel dogs weighing between 5 and 13 kg were anesthetized with pentobarbital 

sodium (40mg/kg) intravenously and breathed with room air by positive negative 

pressure respiration under intratracheal intubation. Throughout experiments mid-

esophageal temperature, systemic arterial and central venous pressures were measured. 

The needle EKG leads wer巴 attachedto the extremities and standard lead II was 

recorded. 

The dogs were immersed in an ice-water bath after receivin3・20mg of heparin 

and infused with a solution containing 13.7 g of ethanol in 100 ml of 5 per cent 

glucose, drop by drop, through the cannulated femoral vein until body temperature 

fell to 20℃. They were classified into three groups according to the dose of 

ethanol, i.e., 1.5, 2.0, and 2.5 g/kg, respectively. Cooling wa::; continued until ventri-

cular fibrillation occured and mid-esophageal temperature 2,t which th巴 ventricular

arrythmia began to take place was recorded. As a control, some other dogs were 

cooled in the same manner巴xpectfor the infusion with ethanol free solution. 

With continued temperature fall the electrocardiogram began to show the typical 

effects of cold with A V dissociation, a slow ventricular beat, and long repolariza-

tion time. At last the heart went into ventricular fibrillation (Fig. 1), which be~an, 
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to occur at the lowest temperature with a statistically significant difference when 

ethanol was given at the rate of 2.0 g/kg (Table 1). 

Consequently, it is concluded that ethanol may fairly well protect the hypothermic 

heart from ventricular fibrillation in proper dosage. 

3) The dogs were cooled with continued infusion of ethanol of 2.0 g/kg until mid 

esophageal temperature fell to 20℃ and subjected to complete circulatory arrest for 

40, 50, and 60 minutes, respectively, produced by occlusion of both caval and azygos 

veins through the right thoracotomy. Then they were connected to extracorporeal 

circulation in a usual manner and rewarmed by hot water of 42℃ or lower circulated 

through heat-exchanger until mid-esophageal temperature rose to 35℃ or higher. Some 

other dogs were revived after they were perfused by pump-oxygenator with a suffi-

cient flow for 60 minutes in the same hypothermic state instead of being subjected 

to complete circulatory arrest. The blood buffer base was determined on revival. 

The longer the period of circulatory arrest, the lower the value of blood buffer 

base was observed (Fig. 2). In view of the changes of buffer base, moreover, there 

was little difference between the group subjected to the circulatory arrest for 40 

minutes and that done to the perfusion for 60 minutes. Accordingly, circulatory 

arrest of 40 minutes or less is thought to be desirable even under deep hypothermia 

of 20℃ or so. 

緒
」＝＝』＝ E司

心臓外科における低体温の応用は Bigelowsi

Lewis3ll, Swanss1，榊原町等によって研究されて米た

が，冷却の限界は30℃前後で，安全な血流遮断時間も

8分が限度とされていた この厳に低体温法の進歩を

限んだ最大の原因は， 28℃以下では心室細動発生の危

険が増大することと，循環停止後の心蘇生が困難なこ

とであった60＞.しかるに岡村等は40).41).42）自律神経遮

断剤の投与を行い，エーテル深麻酔下に表面冷却を行

えば， 20℃に体温が下降しても心室細動が発生せず，

1時間の循環停止も安全に行い得ることを立証した．

しかし，現在では，関心術の補助手段として人工心

肺装置による体外循環法が主流となった観があるが，

重篤な心疾患を有する体重lOkg未満の乳幼児に対して

は，体外循環下の関心術は必ずしも安全ではないので

屡々単純低体温下に関心術が行われている．

Bigelow32l等は実験的IL，エーテル麻酔群と，

Nembutal静注後，笑気と酸素で麻酔を維持し，冷却

中1価のアルコール溶液を点滴静注した群とを心室細

動が発生する迄冷却し，両群を比較検討したどころ，

エタノールの投与はエーテル麻酔に略々匹敵する心室

細動阻止効果のあるこどが判明した．

著者は上記の Bigelowの実験結果を再吟味すると

共IC:，臨床応用の立場から，低体温下循環停止の生体

に及ぼす影響を知る目的で本研究を行った

I エタノールの低体温によって

誘発される心室細動阻止効果

1) 実験方法

体重5.0～13.0kgの雑犬を用い， Nembutal(sodi-

um pentobarbital) 40 mg/kgを静注し，気管内持管

後，室内空気による陽陰圧人工呼吸を行った．次いで

heparin 20n涯を静注し，一側の大腿動・静除より，

それぞれ大動除および右房に細いビニール管を挿入

し，これらにより動肱圧ならびに中心静除圧浪u定ヒ補

液を行った．

先づ，冷却時におけるエタノールの効果を検討する

ため，犬を 3群（各群6頭宛）I己分かち，氷水による

浸漬冷却を行った．この際，中部食道温がWCIこ下降

する迄， Bigelow32＞等に従い5%糖液 lOOml中にエ

タノール 13.7gを含有する様に調製したものを体重

11包あたりそれぞれ l.5g,2.0g, 2.5gの割に略々均等

な速度で点滴静注し，以後は心室細動を来すまで冷却

を続行した対照として6頭の犬を用い，食道温が

WC  i乙下降するまで， 5%糖液のみを点滴静注し，上

記の3群と比較した．エタノールの影響のみを知るた

め，昇圧剤，強心剤， tranquilizer，自律神経理断剤
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等は全く使用しなかった．体温は経鼻的l乙中部食道迄

サミスターを挿入し，電気温度計で測定し，動脈圧は

水銀マノメーター，中心静脈圧は右房の高さを O点ヒ

し，水柱圧で測定した．実験中は連続的IL心電図（第

I肢誘導）を記録した．

2) 実験成績

j) 心室細動発生温度

エタノール投与群と対照、群について，心室細動発生

体温を比較するに，エタノール 2.0g/kg投与野地114.6

土Llcど最も低〈，次いで L5g/kg投与群 15.3::'.:2.3

'C，対照群 17.4士2.0C, 2.5g/kg投与群 18.l士3.5C

の順となった．対照醇とエタノール 2.0g/kg投与群で

は平均2.8'Cの温度差を示し，統計学的に有意の差異

(P<0.05）を認めた（Table.1), 

Table I. Relation of ethanol dosis(gm／同）
to esophageal temperature （℃） 

at which ventricular fibrilla-

tion occurred 

iControlj 

」__J

Ethanol, gm／匂
Group 

Esophageal 
Temperature, 
εC 

Mean 

16.5 I 

20.5 I 

14.3 : 

16.0 ! 
18.2 

18.4 

L5 

14.5 

17.1 

12.2 

16.5 

18.7 

13.3 

15.3 

土2.3

ii) 冷却に併う心電図の変化

: 2.0 ' 2.5 

1s.s I 14.9 

12.8 I 24.Q 

13.9 16.3 

14.1 2LO 

15.0 ! 15.0 

16.l I 16.9 

14.6 I 

土1.1

18.1 

:::3.5 

冷却に従い，心拍は次第に緩徐となるが， 20～16℃

の間で大多数が房室解離を示してから心室細勤IL移行

した（Fig.1). 

房室解南置を来した11:1:,,lを比較するに，エタノール

2.0g/kg投与群が平均 17.1土L5℃と最も低く，次い

で 1.5g/kg投与群 17.7土1.4c. 2.5g／均投与群 19.4

土1.9c，対照群 19.9土2.4℃のn買となった．対照群と

2.0g/kg投与群の聞には平均 2.9Cの差が認められた

が，統計学的に有意義ではなかった（Table.2). 但

し，対照群，エタノール l.5g/l屯注入群，同 2.5g/l屯

注入群の各2例は冷却の進行とともに房室解離を来す

ことなく，心室細動に移行したが，これらの場合はこ

の時の体温を房室解脱発生の体温と見倣した．この地

DoQ-;'/12 
Ch司noes of Electrocardiography (Lead II l 

during Cooling 
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Fig. I. This is representative experiment 
sowing changes of electrocardiog-

raphy (Lead II) during cooling. 

Table 2. 

Group 

Relation of ethanol dosis(gm/kg) 

to esophageal temperature ( C) 
at which A-V dissociation 

occurred 

!co E no!, gm/kg Control 
L5 i 2.0 I 2.5 

I 18.9 ：…15.8 I 
19.o I 18.7* 15.5 I 

Esophageal 
Tempera tu re, 
c 

25.0 I 15.6 I 16.l I 

20.7* I 20.0 I 16.0 

18.5 ! 19.5 I 20.0 

21.0 

16.3本

2L5 

18.0 

21.。ホ

18.4* i 16.0 I 16.2 
一一一一一一一一一 一一一一一一ーし一一一一一一一一一一一一」
Mean 

i 19.9 i 17.7 i 17.1 : 

｜土2.4 Iι4  I土L5 I 

18.5 

19.4 

土1.9

In the dogs marked with asterisks, cradiac 

arrest was induced with out foregoing A-V 

dissociation, when it was considered that th号

dissociation occurred, 



146 日・外・宝第41巻第2号（昭和47年10月）

QRS-complex, T波の変化（逆転または平低化）に

ついても比較検討したが各群の間に差異は認められな

かったー

小括

冷却と共K心拍動は緩徐となり，大多数は心室細動

に移行するのであるが，エタノール 2.0g/kgを投与す

ると，最も低い体温迄心拍を維持することが出来，次

いで l.5g／均投与群，対照苦手のl順となり，2.5g/kg投

与府では，心室細動が最も高い体温で発生し，この時

の体温のばらつきも大きかった．従って，｛！£体温に伴

う心室細動防止にはエタノール 2.0g/kgを静注するの

が最も有効であると云える

JI 低体温下循環停止と血液

buffer bas~ との関係

1) 実験方法

既述の如くエタ ノーノレ2.0g/kgの投与が低体温によ

って誘発される心室細動阻止に最も有効であることが

判明したので，本法による表面冷却下に循環停止実験

を行った．即ち，冷却は中部食道ilfi',23'Cで中止した

が， その後体温は更に下降し18～20℃に達した．

右第4肋闘で開胸し，綴隔膜神経の前方で， これに

1［＿）い心膜を縦切開した後，上，下大静除ならびに奇静

除をテープで緊縛遮断し，所定の時間放置した．然る

後，血行遮断を解除し，心臓7 ッサージを行い

つつ， 40Cの生理的食塩水を胸腔内IL滋流して

加温し，蘇生を試みたが成功しなかった．そこ

で蘇生時のみ持t＼；；く換器を内臓した小型人工心肺

装置を用いて灘流加温を行った 人工心肺装置

は1基の sigmamotor pumpと気泡型人工

肺よりなり，動防く側回路に Brown-Harrison

型熱交換器を掃入した． 人工心fliliの充射には実

験の2時間前l乙J采取した同程血と，その20%の

乳酸化リンゲル液を用い，合計約 1,000mlを

'll'したが． 重¥lri,THAM，その他の薬剤の使

用は避けた．蘇生に1~： しては，上述の如く人工

心llitiを用い，上，下大静肱に挿管し， ？？与芹吸引

により脱血し， 大腿動除より送血した．

流：，：：は平均 50ml/kg/minであった． 熱交

換容には40～42℃の温水を瀦流し， ft道服が

35°C以上となり， J血圧が安定し，活発な自発呼

吸が出現するのを作って，人工心Miをり止し

た．人工店Iiへは 3//minの割に純酸素を吹送し
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犬は3群（各群5頭宛） IL分かち，既K述べた方法

で，それぞれ40分， 50分， 60分間循環停止を行ったが，

他の2頭では所期の低体温達成後循環停止を行わず，

60分間の完全体外循環（流量は平均 4lml／同／min)

を行った後，既述の方法で加混蘇生せしめた．

実験中，動・静詠圧，心電図（第2肢誘導） を連続

的に記録すると共fC，冷却前， 冷却終了時， 加1昆蘇生

時に動除血を嫌気的l己採取し， C02含有量， へマト

クリット値， pHを測定し，これらの値より Singer

and Hastingsss＞の nomogram を用いて血液の

buffer baseを求めた C02含有量（vol%）はVan

SI yke and Nei !le66＞法，ヘマトクリ ット値（%）は毛

細管ヘマトクリット計（AdamsReadacrit micro 

hematocrit centrifuge), pf’値は電磁pr言十（堀場製作

所， F-5型）を用いて測定した．動除血のpHは採血時の

食道温において測定し，この値より RosenthaJSO＞の

換算式で37cのそれに換算した． C02含有量は Vol

%に 0.45を乗ずることにより， mM/Lどした．

2) 実験成績

循環停止を行った3群の血液 bufferbaseを比較

するに，加温蘇生時では， 60分間循環停止群は 28.4土

3.58mEq/L ( 5頭平均，以下同じ）' 50分間停止群は

29.1士l.99mEq/L,40分間停止哲学は 32.5士3.43mEq/L

であった （Fig.2). 冷苛終了時ヒ加温前生時の血液

Blood buffer base soon after resuscitation 

5 Dogs 2 Dogs 

同
マ
．同
制
回

N
同

曲
目
白同

制
世
田

N

n
N
判
0
・N
円

明
白
－
一
4
－
酢
N

。
40min. 50min 60min. 

Tim e。fCirculatory Arrest Control 

Fig. 2. This graph shows the alteration in mEq/L 

of the blood buffer base immediately after 

revival following circulatory arrest for 40, 

50 and 60 minutes, respectively, during 

deep hypothermia. In a control group 

resuscitation was performed following total 

perfusion for 60 minutes under the same 

condition instead of circulatory arrest, 
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buffer bareの差は60分間停止群が 9.1mEq/L, 50 臨床では低体温導入時，好んでエーテル麻酔が行わ

分間停止群は 8.9mEq/L,40分間停止群は6.lmEq/L れているが，エーテルは他の薬剤に比し， 毒性が少

と，循環停止時間が延長するに従い大きくなった． く，安全域が広いため充分な麻酔深度を得るこどが出

犬2頭を用い，低体温下循環停止を行わないで， 60 来るとともに，血中 cathecolamineの上昇を来すた

分間の完全体外循環（流量平均 41ml/kg/min）を行 め，心機能の維持に好適と思われている．

1.>，しかる後加混蘇生せしめた． 一方，Bigelow32＞等は l価のアルコール，特IL:エタ

その時の血液bufferbaseは1例では 34.SmEq/L, ノーノレを投与して表面冷却を行うと，心室細動防止

他の1例では 29.5mEq/Lで，平均 32mEq/Lであ 上，エーテルの代用どなり得ることを主張したが，こ

った．これは40分間循環停止の場合l乙略々等しく，ま のことはアルコール投与によりJfil糖および血中エピネ

た冷却終了時と加温蘇生時の差は 3.BmEq/L となり， エフリンならびにノルエピネ占フリンが増加すると云

40分間停止の時よ りさ らに小さく，これは統計学的に う Klingman加の報告や，充分な呼吸管理を行う限

も有意（Pく0.01）であった． り，アルコールを投与しても心機能が障害されないと

小括 云う Webb67＞等および Haggard17＞等の実験成績か

犬を用い，ムタノール 2.0g/kgの点滴静注で心室細 らも肯定出来る．

動発生を予防しつつ，表面冷却を行い，中部食道温20 Nembutal麻酔下にエタノ ーノレを点滴静注した著

℃前後で所定の時間循環停止を行い，その後人工心肺 者の実験では，心室細動防止の点で， 2.0g/kgの割に

による濯流加温によって蘇生せしめ，その時の血液 投与すると最も有効であったが， 2.5g/kgでは逆効果

buffer baseを測定した． を来した．

循環停止時闘が40分， 50分， 60分と延長するにつれ 次に問題となることは，何度の体温でどれ程の時間

て血液 bufferbaseは減少するが， 40分間循環停止 安全に完全循環停止が出来るかど云うことである．

をした場合の血液 buffer baseは同様な低体温の状 Bigelow刷等によれば表面冷却時の酸素消費量は，体

態で，循環停止は行わないで60分間の完全体外循環を i！，β4Cでは常温の75°(,,28℃で55°;,,25℃で39°0,

行った後，加混蘇生せしめた時のものに略々等しかっ 20 Cでは18°0と，冷却と共に略々直線状に低下する．

た．従ってこの点よりみれは20c前後の超低体温下と 岡村刷等は循環状態，組織呼吸，病理組織学的検索よ

いえども， 40分またはそれ以下の循環停止を行うこと り総括的IL:,25Cで30分， 20℃で60分， 15cでは120

が望ましい． 分の循環停止が可能であると述べている．しかし，表

考 按
面冷却では冷却の程度に白から限度があり， Blair8>,

船木山は低体温時の循環動態より，その限界を25～23

低体温による心室細動発生の原因として， i）呼吸 Cとしている．

障害， 酸塩基平衡の異常，または電解質の変動に基因 一方体外循環を併用した滋流冷却では，酸素消費量

する心筋被刺戟性のl）・45).59）増大， ii）冷却に伴う房 は30Cて常温の60°o, 20・ Cて36°0,1σcて16°0と減少

室関刺戟伝導時間と心筋不応期との不均衡に原因する するが4）， 完全循環停止の安全限界は， 10℃で30～60

異常利戟IL対する心筋の反応（circusmovement 分， 7.)29).37)2～4 c で60～90/j51h とされ，表面冷却

theory)l2>, iii）異所性刺戟の頻発（ectopicfocus の場合とは大きな差異がみられる 泌流冷却では心機

theory）相等が挙げられているが， 最近では後の2説 能の有無に拘らず所期の体温下降まで血流を保持出来

が有力となった．即ち， Covino9川ζよれば，体温が るが，体内に混度勾配を生ずるため， Belsey3＞等は冷

25℃以下に下降するど房室伝導H寺聞は次第に延長する 却を可及的ゆっくり行うと共に， Pco2を常！L:40mmHg

杭不応期は左程延長せず，この際 cathecolamine 以上に保つこどにより脳ならびに末梢循環を良好に維

を投与することにより，伝導時間の延長を防止し，心 持すれば，食道混lOCで2時間の循環停止も可能であ

室細動の発生を予防することが可能であると述べてい ると述べている．

るが， Mouritz印刷 等は20℃迄は伝導時間と不応期 著者は犬を用い，エタノール 2.0g/kgを点滴静注し

との聞に不均衡を認めず， Angelakos2＞等は伝導時間 て表面冷却を行い， .0:j.Q 11,.[20 c前後で40～60分の完全

よりも不応期の延長の方が著しいことより，心室細動 循環停止後，休外i川町により IJ!lil,,l峠生せしめる実験を

の原因を異常性刺戟の頻発に求めている． 行った． これによれば血液 bufferbaseの変動より
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みて，完全循環停止は40分またはそれ以下が望まし

〈，このことは BigelowG>,Bernhard4l等の低体温

における酸素消費量の減少の結果とは一見矛盾するよ

うであるが冷却中は過換気となり，呼吸性アルカロー

ヲスが酸素ヘモグロビン解離曲線を左方へ偏位させ，

組織の酸素摂取率が減少するため，実際の酸素需要量

t消費量との聞にギヤ ヴプが生じるためと思われる．

教室の研究によれば21l,24l.36l,47）印刷， 脳温，食道

温，直腸湿のすべてがlO'C以下になる迄濯流冷却行っ

た犬，および Andjusの方法で表面冷却を行い，直

腸湿2～3℃まで冷却した小動物（ラッテ，ハムスタ

ー）のいずれにおいても生存率，血液 bufferbaseの

変動，組織呼吸，病理組織学的所見よりみて，完全循

環停止の安全限界は60分であった．従って，関心術に

際し，低体湿のみを応用することは必らずしも有利で

はなく，比較的長時間を要する手術の場合には人工心

肺の併用が必要ヒ思われる．

総括ならびに結語

1) 犬を用い低体温における心室細動を防止する目

的で，表面冷却時エタノールを それぞれ 1.5g/kg,

2.0g/kg, 2.5g/kgの割p:静注し，しからざるものど比

較検討した．

心室細動発現時の体温は，エタノール 2.0g/kg投与

群が 14.6士1.1℃ど最も低し次いで 1.5g/kg投与群

(15.3土2.3℃），対照群（17.4土2.0℃）' 2.5g/kg投与群

(18.l土3.5°C）の順であった．

2) エタノール 2.0g/kgを投与しつつ，食道温が

20℃に下降する迄表面冷却を行い，それぞれ40分， 50

分， 60分間の完全循環停止を行った後，人工心肺によ

る濯流加温で蘇生せしめた。別に対照犬を同様な低体

温下で循環停止を行わないで， 60分間略々 40ml/kg/

minの流量で完全体外循環を行った後加混蘇生せしめ

た．各群の冷却前，冷却終了時， 加温蘇生時における

血液 bufferbaseの変動を検索したところ，蘇生時の

血液 bufferbaseは40分間循環停止群ヒ対照群が略

々相等しく，他の2群はこれよ りも著明に減少してい

た．従って，体温20℃前後の超低体温下においても循

環停止を行う場合， 40分またはそれ以下が望ましい

（参考文献は第2編の末尾に一括して付した）




