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臨床

開頭術後の上部消化管出血例の検討ならびに

シメチジン静脈投与の有効性について

京都大学医学部脳神経外科学教室

森竹浩三，新島 京，賓子丸稔，

絹田祐司，半田 肇

〔原稿受付：昭和57年 1月9日〕

E妊ectof Intravenous Administration of Cimetidine, an 

H2 Receptor Antagonist, on Postoperative 

Gastrointestinal Bleeding in 

N eurosurgical Cases 

Kouzo :¥loRITAKE, Kvo NIIJIMA, MrnoRu HosHIMARu, 

YUJI KINUTA, HAJIME RANDA 

Department of Neurosurgery, Kyoto University Medical School 

In 22 patients with postoperative upper gastrointestinal bleeding, cimetidine, an H2 receptor 

antagonist, was given intravenously. Ten cases had subarachnoid hemorrhage following rupture 

of cerebral aneurysm or cerebral arteriovenous malformation, or hypertensive intracerebral 

hemorrhage. Eleven other cases had mass lesions located close to the hypothalamus and/or brain 

stem. The remaining one had posttraumatic intracranial hemorrhage. In 13 of 22 patients, 

upper gastrointestinal bleeding occurred within 3 days after craniotomy. The efficacy of intra-

venous administration of cimetidine was assessed in terms of the interval between the start of its 

administration and the cessation of gastrointestinal bleeding. Cimetidine was very effective in 

almost all cases with acute gastrointestinal mucosal lesions (AG ;¥TL), but poorly effective in older 

patients with chronic lesions. '.¥i o side effects of intravenous cimetidine administration were 

found, nor did bleeding occur after the discontinuation of cimetidine. In conclusion, intravenous 

cimetidine administration was found to be effective for acute postoperative gastrointestinal 

bleeding in neurosurgical cases. Cimetidine administration might be effective as a prophylaxis 

Key words: Gastrointestinal bleeding, Postoperative, Cimetidine, Intravenous administration, Intracranial lesions. 
索引語：消化管出血，術後，シメチジン，静脈内投与，頭蓋内病変．
Present address: 54 Shogoin Kawahara-cho，怯ikyo・ku,Kyoto, 606, Japan. 
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against gastrointestinal bleeding if cimetidine was started immediately after neurological events 

in patients whose cerebral lesions are located close to the hypothalamus or brain stem and in 

patients with anamnesis of upper gastrointestinal lesions. 

緒 弓量e
jS 

に有効な薬剤jとして注目されている ll,!2,J7,!9,20品加．

最近，我々も術後の上部消化管出血例にシメチジン

脳神経外科ではしばしば脳病変と関連した中枢性機 注射剤の投与を行ない，認むべき止血効果を得たので，

序を背景に上部消化管出血が発生する．そのほとんど 症例分析結果と共に治療成績を報告し，今後の関頭術

は術後間もない時期で，またステロイド剤の投与中で 後の治療方針ならびに予防対策を検討する．

ある乙とから日．一歩その対策を誤ると手術の成果を く対象〉

無にするような事態も招きかねない．そとで種々の予 昭和55年12月から昭和56年11月までの 1年聞に．開

防あるいは治療対策が試みられてきているがその効果 頭術後に上部消化管出血を来した22例について，種々

は十分とは云い難い，，，，7,a，仙仙凶、 の観点、から分析を試みた．そして全例lζシメチジンを

近年，ヒスタミンの H2受容体措抗剤として cime- 静脈投与し，その止血効果を検討した．

ti dinが新たに開発され， その強力な胃酸分泌抑制作 〈シメチジン投与方法〉

用により各種上部消化管病変ならびにそれからの出血 静注用シメチジン 1アンプノレ（200mg）を生理食塩
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水または20%ブドウ糖注射液lとて 20mlIC希釈し， 1

日4回6時間間隔で緩除に静脈内に投与した．注射剤

の使用期間は原則として 3日以上7日以内とし，止血

後はシメチジン錠を経鼻管あるいは経口で退院時まで

投与した．

く効果判定法〉

シメチジン投与開始後は吐血，下血およびシ司ツク

の有無，血圧，脈拍および胃液中の血性の頻度を毎日

3回以上チェックし，経過を観察した．以上の臨床所

見をもとに止血日を推定し，次l乙述べる基準で止血効

果を判定した．

著効・投与後 3日以内に止血したもの

有効：投与後4ー 7日の聞に止血したもの

やや有効：止血までに 8日以上要したもの

無効・止血効果を認めなかったもの（治療期間中の

再出血も含む）

疾患の重篤性を鑑み，街j酸剤，抗潰場剤，止血剤な

ど他の薬剤jの併用は制限しなかった．血液学的検査な

どの臨床検査はンメチジン投与前，投与中そして投与

中止後 2週以内（こ実施し，薬剤投与の影響を調べた．

結 果

1. 症例分析

男性13例，女性9例で年令は10才から79才まで，平

均48.3才であった．脳神経外科的原疾患の内訳けは，

脳血管障害10例，脳腫蕩11例，頭部外傷 l例である．

脳血管障害10例中 8例が脳動脈溜破裂例で，その他脳

動静脈奇形と高血圧性脳内血腫が各 1{JIJであっfこ．脳

動脈癌の発生部位は内頚動脈後交通勤脈分岐部4例，

中大脳動脈分岐部2例．前交通勤脈2例である．脳腫

場11例の内訳けは聴神経臆蕩 3例，傍鞍部腫蕩 2例，

小脳・脳幹部腫蕩4例，そして後頭蓋寓に大きく伸展

した天膜髄膜腫と斜台髄膜腫l例である．

上部消化管出血を原因別にみると，胃内視鏡検査で

陳旧性病変が認められたもの，あるいは上部消化管病

変の既応歴があり慢性再燃による出血と考えられたも

のが5例で，残る17例は急性胃粘膜障害によるビラン

あるいは急性潰湯，すなわち Menguy山の云う acute

gastric m ucosal lesion （以下 AGMLと略す）と診断

した．

上部消化管出血の発症時期についてみると，関頭術

後 3日以内の発症が13例と過半数を占め， 1週を過ぎ

ての発症は 5例に過ぎなかった．我々の施設では関頭

術後ほぽ全例にステロイド剤を使用しているが，本研

究対象例でも，術後34日目に出血を認めた慢性再燃の

症例 4を除く全例で投与されていた．出血状態IC関し

ては22例中吐血を来したのが5例， 19例でターJレ便を

認めた．緊急内視鏡検査は6例で施行され， 4例が胃

・12指腸潰蕩， 2例がビラン性胃炎と診断された．次

に発症後シメチジン投与開始までの回数について検討

すると， 20例が2日以内，本研究開始当初の症例であ

第2表 シメチジン効果の年令別比較
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る2fYIJがそれぞれ発症後4日， 6日と投与開始がやや

遅くなっている．吐血を伴なわなかった症例16例のう

ち3例で静脈投与と併行してシメチジン錠（ 1錠 200

mg）を 1錠ずつ 1日4回投与している．

2. シメチジン投与成績

止血効果によりシメチジン静脈投与の成績を検討す

ると，著効10例，有効5例，やや有効4例，無効3例

であった．無効例3例のうち， 1例は脳動脈癌破裂に

よるクモ膜下出血後の強度の脳血管祭縮により，他の

1例は脳腫場摘出部位K術後出血を生じ呼吸不全のた

め死亡した．残る 1例は胃全摘術で軽快し退院した．

シメチジンの止血効果をまず年令別にみると第 2表

の如くであった.61才以上の高令群では6例中 2例が

無効， 1例がやや有効となり約半数において満足すべ

き効果が得られていなし、．これに対し40才以下の若干

群， 41才以上， 60才までの中年群ではそれぞれ6例中

4例， 8例中 7例が著効あるいは有効という好成績か

おさめられている．

次IC脳外科的原因疾患別にみる脳血管障害では10例

中無効，やや有効が各1例のみであったが，脳腫蕩で

は11例中 5例が効果不満足例であった．次に出血の原

因別に検討してみると，第3表lζ示すように AGML

であった17例中14例が著効あるいは有効であったのに

対し，慢性再燃5例中著効，有効に合わせて 1例に過

ぎかなった

関頭術後上部消化管出血までの期間と止血効果の関

係を調べると，第4表の如く術後早期，すなわち術後

2日以内に発症した例では 6例中 3例と半数が効果不

満足で，効果不満足例全体の半数は 2日以内lζ発症し

たものであった

併用薬剤に関しては，制酸剤併用例 6例はすべてシ

メチジン有効あるいは著効例に属した．しかし経鼻管

あるいは経口で制酸剤投与を行いえた例は比較的軽症

例が多かったことから，本研究では制酸剤自体の効果

については判定は下しえない．シメチジンの静脈投与

をさいしよから経口投与とあわせて行なった 3例中著

効，有効，やや有効が各1例ずつであった．

さいどに副作用に関しては，臨床症状および臨床検

査上の異常所見で，シメチジン投与との因果関係が疑

われた例はなかった．

次lζシメチジン静脈投与が有効と考えられた症例と

無効例各1例を選び呈示する．

3. 症例呈示

症例 6 K. N. 63才男性

第 1図

第 1図B

第 1図症例 6 K. N. 

術前右頚動脈撮影．右前交通動脈分岐部K糞
状動脈痛を認める．周辺の前大脳動脈（A,,
A, segments）には著明な脳血管箪縮をみる．
A ：前後像， B 側面像

昭和56年10月11日突然頭痛を覚えひき続き15分間の

意識消失をきたした．同年10月20日入院し脳血管撮影

を施行した（第 l図）と ζろ前交通動脈痛が見出され，
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周辺動脈に著明な脳血管製縮を認めた．入院時意識レ

ベルはJI-1であったが，次第に回復し I-2となったた

め10月29日開頭術により動脈痛のネッククリッピング

を施行した．術後 2日目よりタール便が認められたた

め直ちにシメチジン静脈投与を開始したと乙ろ 7日後

には止血効果を認めた．しかし乙の頃より意識レベル

が再び低下し，左半身不全麻療がみられたため CT検

査を施行したところ，右前頭葉内と右側頭後頭葉内IC

多発性の出血性硬塞と，号、われる所見を認めた．しかし，

その後次第IC上記症状は改善し，特IC神経学的欠損な

く，上部消化管出血の再発もなく退院した．

コメント 出血後30日聞にわたりシメチジン投与が

続けられ，クモ膜下出血後の脳血管準縮による出血性

脳硬塞が加わったにもかかわらず消化管出血の再発を

~ .... ,A 

第 2図B

第2図症例20 討 T.

術前 CT像（造影），右斜台に発生し，中頭蓋寓および後頭蓋軍事lζ伸展する巨

大な髄膜服を認む．厩場は右内頚動脈や脳神経を巻き込み．脳幹部を左方IC
圧排している. A：水平断，B：冠状断
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みなかった，脳血管堕縮を伴った症例lζ対するシチメ

ジンの予防的ならびに治療的効果の有用性を示唆する

症例と考える．

症例20 S. T. 65才男性

数年前胃潰場の診断の下に投薬治療を受けたことが

ある．歩行障害，尿失禁を主訴として昭和55年10月22

日入院した.CT検査（第2図），脳血管撮影等で斜台

髄膜腫と診断し，周年10月29日開頭lとより腫携の部分

摘出術を施行した．術後抗潰湯舟lの投与を続けていた

にもかかわらず， 11月15日（術後17日目）に多量のタ

ーノレ便と吐血を来した．翌日より シメチジンの静脈投

与を開始したが，ターノレ便は消失せず、2日後の胃内視

鏡検査で胃小轡側lζ高度の陳旧性潰君事性病変が見出さ

れその底面の動脈より出血がみられたため同日胃切除

術を施行した．術後の経過は良好で，再出血もみず軽

快退院した．

コメント：シメチジン以外の制酸剤などの抗潰湯剤

が予防的｛ζ投与されていたにもかかわらず，大量の消

化管出血を来し，シメチジン投与によ っても出血はコ

ントロールしえなかった．慢性上部消化管病変の再燃

例で大量出血を来したあとでは，シメチジンの止血効

果IC限界のあるととを示す症例と思われる．上部消化

管病変の既応のある症例IC対してはシメチジンの予防

的投与が必要なことを示唆する症例である．

考 案

我々の症例について脳神経外科的原疾患を検討する

と，半数が脳卒中例で，その大部分は脳底クモ膜下槽

IC出血を来す脳動脈痛破裂の例であった．脳卒中lζ合

併する胃・ 12指腸病変lζ関しては，いくつかの観点か

ら研究されている.Karrh14＇の2206伊lの剖検例を対象

とした研究では， クモ膜下出血の 11.7%と全体の7.2

9611'.:比べやや高い上部消化管出血性潰蕩の合併を認め

ている KitamuraらIS＞も胃内視鏡検査を入院中のタ

モ膜下出血例30例に施行し， 18例（60劣） ＇こ胃病変を，

5例 (16.7%) Iζ顕性消化管出血を認めている．彼ら

はクモ膜下出血症例のうち，内頚動脈鏑症例で胃病変

の合併率が高く，次いで前交通動脈癒lζ頻度が高いと

述べている．江沢』〉もクモ膜下出血剖検例のうち前交

通勤脈繍症例では14例中6例（37.5.Sぢ）と他の部位の

動脈癒25例中6例（24%）と比べ上部消化管病変の合

併頻度が高いことを指摘している．その理由として

Ki白剤師官ら仰はこれらの部位の動脈痛からの出血は，

直接視床下部へ影響をおよぼす他IC，後交通勤脈や前

脈絡動脈IC血管紛縮をひきおζ し，視床下部支配動脈

lと循環障害をもたらすためと考えた．我々の症例では

内頚動脈癌が8例中 4例ともっとも多く前交通勤脈痛

2例，中大脳動脈溜2ffe!Jとなったが，いずれも CT上

脳底クモ膜下槽lζ出血が認められ，また 1部の例では

脳血管撮影で脳血管雛縮の確認されたことから， 全例

視床下部lζ何らかの機能障害をきたしていたと推測さ

れる加．

次iζ我々の脳腫君事症例の検討で注目すべきは大脳半

球の占拠性病変が含まれていない点である．腫湯はい

ずれもトルコ鞍近傍から後頭蓋寓！とかけて存主Eする例

i亡限り出血を来している．前述のクモ膜下出血例とあ

わせて考えると，いずれも視床下部や脳幹部iζ影響を

およぽし易い部位に病変が認められた．熊谷16＞は脳出

血剖検伊jで，血腫が間脳，橋lとおよぶ例では潰蕩，出

血性ビランを合併し易く，基底核のみに限局した例で

は胃病変は少なかったと報告している．また山口ら2わ

も高血圧性脳出血lζ合併する胃12指腸病変の臨床病理

学的検索で，脳幹lζ障害のある症例IC胃12指腸病変の

発生頻度が高いことを見出し，血腫局在と胃12指腸病

変の発生頻度の聞に強い相関を認めている．我々の高

血圧性脳出血の例は基底核被殻部の出血であるが，大

量IC出血した結果脳室内出血を来し，クモ膜下出血を

ひきおζ した症例である．

このような視床下部や脳幹機能と上部消化管病変発

性の関連性についても様々な観点から研究がすすめら

れている. Fre町 Aらωは実験的研究の結果lζ基づき．

出血性ビランは視床下部前部の破壊により交感神経が

興奮した状態で発生するのに対し，潰療は視床下部後

部の破壊ICより副交感神経が輿脅した状態で発生する

と主張した.Kitamuraら叩 iま脳卒中患者の内視鏡所

見，尿中／ノレアドレナリン，アドレナリン， 17-0HCS

排池量，血中ガストリ ン濃度らの測定結果から，急性

上部消化管潰蕩の発生には交感神経系と副交感神経系

の両者の機能元進が関与し，一方多彩なビランや点状

出血の発生ICは交感神経系と下垂体・副腎系の機能充

進が関係すると述べている．彼らは急性潰蕩や多彩な

ピラ ンの発生には攻撃因子である胃酸やガス トリ ンよ

りも，胃粘膜血流の低下を重要な因子と考えている．

しかし上部消化管病変の発生における攻撃因子の重要

性を否定するものはな く，山口ら2勺ま実験的lζ，胃酸

分泌を抑制するととでその発生が予防できる ζとを示

している．また Kitamuraら出は胃内 pHと血液凝

固機転の関係を，とくに血小板凝集能を指標として検
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討し， pH5以下の酸性下では凝集能が著るしく阻害

されることを明らかにし，止血のうえでも胃酸度のコ

ントロールの必要な点を強調している．

シメチジンはその優れた胃液分泌抑制効果lとより胃

12指腸潰蕩のみならず逆流性食道炎や Zollz"nger-Ellz二

son症候群の治療薬として，欧米で用いられ，すでに

その有効性は広く認められるに至っている ll.!7>. 我々

の症例でもいわゆる AGMLと考えられた症例17例に

対しては 9例で著効， 5例で有効とその止血効果は極

めて良好であった．しかし，とれとは対照的に慢性再

燃例では 5例中満足しうる止血効果が得られたのは1

例のみであった．とのととは一般にシメチジンが胃12

指腸潰場や禰慢性出血には効果があるが，主血管から

の出血に対する有効性は乏しいとされていることと一

致する山．今回我々がシメチジンの有効性を検討した

のは出血例に限っており，出血lζ対する予防的投与の

効果についても今後再燃例やまたクモ膜下出血例，脳

幹近傍の占拠性病変などを選んで試みるべきであろう．

Halloranら9＞は重症頭部外傷患者を対象として，シメ

チジンの予防的投与の効果を二重盲検法で検討し，シ

メチジンがこれらの患者で通常認められる表在性の胃

粘膜病変を軽減させるととを確かめている．

通常制酸剤のみで常時胃内 pHを一定値以上に維

持するととは実際問題として困難で，夜間分泌の問題

を考えると不可能に近い．乙の夜間分泌の問題を解決

したのがシメチジンであると云われる．本邦では三好

ら加が， 12指腸潰蕩患者の夜間分泌量は常用量のシメ

チジンを就寝前に服用するととで，ほぼ完全に抑制し

うることを報告している．シメチジン静脈投与法は，

さらに胃酸分泌抑制効果を確実にしうることから，本

研究の対象とした術後患者や重症例に適していると考

えられる．通常シメチジンは制酸剤と併用されるが，

最近 St<nルrgら22＞は健康人を被験者として制酸剤の

ンメチシン血中濃度におよぽす影響を調べ．市j酸剤投

与がシメチジンの吸収を抑制するという結果を得てい

る．との点でもシメチジン静脈投与は確実な制酸手段

と云えよう．

とれまでのところ，シメチジン投与によると思われ

る重篤な副作用は報告されていない．しかしシメチジ

ン投与中断により再出血が生じやすくなると報告され

ている6却．我々の症例では，止血後も投与を続け，

退院以後は服用を中止した．再出血例は今までのとこ

ろ生じていないが，止血後の性会、な投薬の中断は避け

るべきであろう．

ま と め

過去1年間，我々の施設で関頭術後IL発生した上部

消化管出血の22症例について，シメチジンの静脈投与

の止血効果を含めた臨床的分析を行なった．症例はす

べてクモ膜下出血を来した例または脳幹あるいはその

周辺の占拠性病変を有した例で，脳神経外科的原疾患

の局在と上部消化管出血の発生の聞に密接な関係があ

るととが示唆された．術後出血は22例中13例と過半数

が3日以内の早期に発生していた．シメチジン静脈投

与による止血効果は acutegastric m ucosal lesionと

みなされる例では極めて良好であった．しかし上部消

化管病変の再燃による出血と考えられた症例ではシメ

チジンの投与効果は不良であった．以上の結果より，

クモ膜下出血例や脳幹部やその周辺に病変を有する症

例では，関頭術の前よりシメチジン投与を開始し，消

化管出血の予防に努めるべきであると考えられた．シ

メチジン投与によると思われる副作用を認めた例はな

く，退院時に投与を中止した後の再出血例もなかった．
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