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食道 静 脈 瘤 治 療前 後 の Child分 類 の

変 動 と そ の 臨 床 的 意 義
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Therapy for the Patient with Esophageal Varices
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(Director:Prof.Terukazu MUTO)

Prognositic significance of Child's classification determined after treatment was

studied in 98 patients with esophageal varices treated by esophageal transection (sur-

gical group) and 66 patients treated by endoscopic sclerotherapy (EIS group). Underly-

ing disease was liver cirrhosis in all patients.

in the surgical group, postoperative deterioration of Child's grading was seen in

25% of preoperative Child's A group and 34.3^ of Child's B group. Most important

contributing factor to this postoperative deterioration was blood loss during surgery.

On the other hand, postoperative improvement to Child's B or A occurred in 52.6^ of

preoperatively determined Child's C group. Overestimation of hepatic dysfunction

immediately after variceal hemorrhage seemed to contribute to this postoperative

change in Child's grading. As the result, postoperative grading showed more faithful

correlation to prognosis than preoperative one.

On the contrary, no posttreatment change in Child's grading occurred in the EIS

group. Endoscopic sclerotherapy seemed to give little damage to the patients by itself.

For more strict comparison of the results of surgical and endoscopic treatment of

esophageal varices, more precise criteria than Child's classification seemed necessary

especially in emergency cases because estimation of hepatic functional reserve was often

difficult immediately after hemorrhage.
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要 旨

食道静脈療症例の直達手術例98例,内視鏡的硬化療法

症例66 例を対象として,治療 前後の Chi且d分額をこよる

評価を行い, その意義を検討 した. 厳達手術例の術前

Child 分腰 による評価ではA ,爵群をこ比較 し C 群の予

後は不良であ り,術前 Chi豆d 分類に-定の評価が認め

られた.術後 ∈約 旦カ月)の Ch豆は 分燦の再評価では

A , Ⅰう.C こi群問に各ヤ重症度に応 し∴ 長駅牛存率に

有 意 差 が 認 め ら れ , 直達手術の最期予後の推定をこぼ術後

の再評価がさら に歯周であると思われた.C 払主星d分短の

術後変動を予測する因子としてはA群では Ch-E, Kl

1(: (;,I-i群では T l川.(J群で亡:iAll -1.( lll･:て㍉串い､

た, また,術後変動を穿たず要因として,術中出血魔が

濃密であった.Child B 群 となる項 目数の少ないもの

は,術後A 群 となる可能性が大 きかった.-鳳 内視鏡

的硬化療法では治療前後の Child分類の変動は少な く,

治填前 Lllild 分類が f･後ろ上しく反映 した.

Ⅰ. 緒 言

肝硬変症を基礎疾患とする食道静脈癖の治療成鏡は,

肝予備艦に大 きく左右 されることは周知の通 りであ る 書

肝予備能の正確な評価を得 るため多 くの研究があるが,

門脈下太静脈シャソト手術の適応のため授唱された Child

分筋目は簡便をこ判定でき,かつ術後殿短期予後,最期予

後を反映すろ上 t.世界的に広 く用し､上､､,11ている.

著者は直達 手術例及こ丹勺視鏡的硬化療法 (l十卜 硬化

不i二,丁逆的と考えlL-わた肝硬変症にも直連 手術や硬化療法

前後で Cllil( 1分犠(])饗動があるこ上を托し､出 し,他の

肝機能検査を加え,Ch豊玉d 分類の変動の骨梁因子を以下

に検討 した.

tI. 対象及び方法

1. 検討対象

1989 年 1月までの治療前後で肝機能検査が十分可能で

あった.肝硬変症直逮手術98 例,硬化療法66 例を対象 と

し 胃疾患合併のため,胃全摘取 噴門側 腎切除が施行

された り,肝癌を合併 した,症例は除外 した.硬化療法

例においては, 手術後症例を除外 した,

直達手術 例 全体の内訳は男性79例,女性19 例 ,年齢は

25才から7 1 才 ,平均 5i.6才であ り,術前の Child 分類

の検討ではA群竣4例 (男 性36例,女性 8 例),B群35例

(男性29例,女性 6 例 ),C 群 19 例 (男性14 例労身性 5

例)管,平均年齢は各々,4凱7 歳,54,0 鼠 51. 6歳であっ

た.

治療畔 粧 し~tT･防手f桔i11例 けーllildA群 1'｣例,l用1r:r T例.

Jl例),緊急 手術2こi例 (八群 1作り､1用fll岬 り, C群 12例)

でチ手術術式別では, 経胸的食道離断術35例 (A 群12鳳

Ⅰ3群11f矧 ぐ'群 11'例1,経的軽侮的食道離断術5封列 L;1

群29 例,B 群 18 例, C 群 5例 ),胃上部切除術11例 (A

群 3 f札 I描帰 帆 (｢群 1'例1てか -､た しTabItl 1.2) .

硬化療法例の内訳は,男性服観 女性2禎例であ り,年

齢は31 歳から82歳で,平均 55.9 歳であった.施行前 Child

鎗軒別ではA 群m例 (男性13例,女性 ア例), B 群21例

澗 性 lL刑 . 女刊二11例1, C 群25 例 (LJ3性 1岬 り, /i-性･_6

例)管,平均年齢は各々,56.7 鼠 57,6 歳,53.8歳であっ

1･J∴

治療時期別には,予防治療封例 (A評 8観 B群 9例 ,

(/群 ･1例l,待斯治療二.'(潮 LA 群 H例, Ⅰミ群 7 例. C 群

5例),緊急治療朗例 摘 群 4 徴 B 群 5軌 C 群16 例)

て慶一-､た しTab]t:I:l).

硬化療法は59 61TlrrJ/--Iレl-''ミン十L⊥rl 卜を用し､.

原則]二して静脈境内直接注入法上 し, 1本L')静脈癌に 3

-5Illl 注 入した.

2. 検定噴 口 (背斜 朴千1

血清総 ビり′L,ビン濃度 (′r- 13ill,血清-)･Jl･.ブ ミソ濃

TableI nirect･InterruptingOpamtion

Child'sCriteria Procedure
transthorac.ic transthoraCO prOXymal

esophagealtranse(Ttion abdominal esophagealtranseCtion gastreetomy

A (n-鶴) 12 29 3

B (n-35) ll 18 6

C (n-19) 12 5 2

tota一 35 52 ll
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Tablp2 r)irectInterruptingOperation

Child'Sぐriteria operativeindication

prophyl&chei壷 etive pmer即nt

A (∩-44) 24 19 1

B (n -35) 7 ま8 一0

a (孤-19) 3 4 12

total 34 41 23

Table3 Endoseopiclnjeeti()nSelerotherapy

indication
Child'seriteria

prophy laetiC plectiv emeTgenも

A (n-20) 8 8 4

B (nニ二2漫) 9 7 5

C (n=-25) 4 5 16

痩 (Alb) , 血清 コリンエステラ-ゼ活性 (Ch-E3,

Kummkel 硫酸亜鉛混濁試験 (ZTT) ,血清総コレステ

ロ一一ル濃度 (T-Cho l),ICG 血中消失率 (KICG)杏

検討項目とした.理学所見とし 腹丸 脳症の看取 時

に腹水については利尿斉uの使用状況を検討し,難治性,

非難治性を決定 した.

術中出血量は重量法により算出した.二期的拳術の場

合は腹部または胸部手術の各々について比較検討を行っ

た.

Ch掴 分額は T-Bi t,A 晦 鷹取 脳症の4 項目に基

d3いて決定されるものであり,各項酢も 最も悪い項目

で決定 した.なお,治療後の畢魔 は退院時 (約 1カ月)

とした.

Ⅰく-IC G は l(r'0.5mgkg 1 回注入法により求めた.

3. 統計学的処理

累積生存率は Kapl;ln-Meier 法によった.

生存率LI')差の決定には generaeiz,edWilroxon 検定

をfHL､､Child 分煩規定の項酎熟こおける有意差の検定

かこは 諾2検定をもちいたや臨床換変値および術中出血量

は me 弧±SD で表し,各群間の検定は t検定 (unpa豆Ted)

でおこなった.

ⅠⅠⅠ. 成 績

1. 直達手術症例の遠隔成績

1) 術前 Child 分類からみた遠隔成績

手術死亡 (1 カ月以内)は9 例 (9.200 1-であった.
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Fig.I Cu111ulat.il･esurviv.･llratesbnsed on
preoperativeehild′seritel,ia(dirpet
int･erl･LlPtillgOPeration)
A ～,sB NS .A vsC p く--0.01 ,
B vs C NS

Fig.2 Cumulat-iresurvivalratesbastュd on
postoperati＼･pChild'S(､riteria
((iireCtint( I-.ru pt ingoperation)
A vsB p1 0.O l.A vsC p･0.001 ,
B vs C p ･0.001

手術死亡例ならびに勉病死8例を除く露逮手術症例81 例

ハ Child 分規則:-)年累硫生存率はA 群髄.6%,B 群 70.0

,9,,0',C 群 35.7% で.累積lO年生存率はA 群 50.8 q｡.B

群 28.5 00,C 群 28.6% ~であり,A ,C 群間に有意差は

みられなかったが,A ,B 群,盟,C 群間をこぼ有意差を

認めなかった (F呈臥 l).

2) 術後 Child 分類からみた遠隔成績

術後 Cllild 分類各群の累積生存率を検討した.

累積 5 年生存率は,A 群 74.6% ,B 群 40.0%,C 群

16.0,0 /.′であり,累積10年生存率はA 群 48.3 9,b'.B 群 20.6

%.C 群 12.0 %'であった.A ,B 群問,A ,C 群間,

B,C 群間に各々有意差を認めた (Fig. 21.
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Fig.3 し ｢um ul11tiv(I sul･Vivalr･,lteSbllSed on
(｢hil(ir.< Llritltril-I (lt_､teI･mineLi i)(I(ore

t-ndLqCOPiciTljt､ctionscl(,roth(ImPy
A ＼･SB NS,A vLqLT Iト O.OO l,
r3＼･s e p 0.OOl

Fi g.√t eulllulIitil,tlSur vivalratesbased on
(二hit(lps LTit.eri n determined aft.er

C,ndscopieinje L･tionsclerot,herapy
A ､･sliNS ,A vs(.｢ pl0.OO l,
I3vs e p､O.()Ol

2. 硬化療法症例n遠隔成績

い 術前 Child 分頓か1､-ふた遠隔成績

硬化墳法症例6紳IjLl)術前 (､11il( i/JI規L-LI)jtた累積 5

年生存率は八群 8().･lOo､lミ群 70.30 0. C 群 20.80 0で,

A,B 静間には有意差は認めない汎 A ,C 静間, ら,

C 群問には有意差を認めた tFig.31.

2. 退院時 Child 分類からみた遠隔成績

累積 5 年生存率はA 群 83.5 JQt.I Ⅰ3群 55.TO O.C 群3)7.6

% であり,A,B 評に有意差はみられないが亨A ,C 群

間,B ,C 群問に有意差を認めた (Fi宮. 姑

3. 術前,術後で Child 分類の変動 した症例の検討1)直達手術症例

術 前 C h闇 A群と判断 きれた舶例中予退院時 もA 群

の 澄 渡 経 過 した症例は33例 浮5%)であり (以下術後

A-̂ 群十∴卜:亘 li群､リ こp守二i_了-ごま･l倒 し9.loo)

(以下術後 A-B 群とずる∋, C群となったものは ア例

(15.9Or.トで詰･､上 廿日く一術後 .･.＼1∵､群..L∵いい.

術前B群35例動 退院時A群 ∈術後 欝-A 群)となっ

た屯のは17例 摘凱8%)やB群 (術後 B-B 群)のまま

経過 Lた阜)CT)は 6 倒 しlT.10(上 し'群 (術後 Jト( l群L)

となったものは12例 摘4.3 %)であった,

術前C群は19 例率同様をこA 群 (術後 C-A 群)となっ

た屯の3例 日5.8%),B群 (術後 C--B 群)となった

屯の軍側 (36. 8% ),C 群 (術後 C-C 群)のまま経過

し-,JJ_もL'lt )例 日T.,IQ い てあ-I,-/'･/_(Ta hlLILい.

2タ 直逮 手術前後で Child 分解の変動と背景因子

背fi'(f裏目■上 して,首ヤ叫洋て術前cLf)T ･liil‥ll h.Z'ly r.

(a) 術絹A 群で術後 A-A 群と術後 A宣二欝では T-

たが,Ch-E をこ有意差を認め,KICG が術後 A-C 群

で低い傾向が認められた.

術後 A-A 群と術後 A-B 群では術中出血塵に有意

差を認めた.

術後 A-B 群と術後 A-C評を Ch掴 分輝上の低下

群とし,一括 して術後A群と比較すると,有意差をもつ

項 目はなくたるカこ.1く--I('G 及び (~､hll:か低下群に低

い傾向がみられた.

(b) 術前迅群をこ私同様の検討を行った. 術後 B-A

群と術後 Bぺこ群の比較では T-B il をこ有意差がみられ

術後 B-B 群と術後 B-C 群でも T-B in,に同様の傾向

を認めた.

術後 B-B群および術後 B-A 秤を---括 した群と術後

B宣三野を比較すると,TIBi l.に有意差を認め,他の項

目では差はみられなかった.

(C) 術前C 群では術後 C-A 群が 3例と少な(,千

分な検討はできないが,術後 C-B 群と術後 Cぺ二群で

は CトE に有意差を認めるはか.Alb ,術中出血最iこ
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Tilblc5 Labomtorydatllandoperativei)loo(1lossintl-pcE,lSCSOfdirect･
inteI･ruPt.ingoperation

8(ミ5

Child'seT主もeTia T-Hil 八仙 汰-1し'G Ch-氏 ZTT T-ぐhol Blood

pTeOP毒postop 川一打/d い 豆/dい 十Ⅰnl十 (王ujl) (iU/i) (mgゾdl) 且oss(ど)

A B 1.13ヒ0.望9 乱391...0. 75 2,9-1二7.4137ケ34.Li1961.525

A C Ll Ot0,39 3.95十0.34 15.3→二11京 65.湖 1303十1551

B A ｢上2卜いぶ｢ 3.76十0｣5bL 三,.oG…ニ00.,36冒pb …:4896三書芸 0, 070十0.025 3727十1396 1且.7号p-5.81壕まう二37 1454t874
打 ≡ 0.09 6十0.037 3260.本789 10.7十1.0119十11. 1893ト11890.070七0,013 3925十1063 jl0.9ヰ-後.嶺∃ 1嶺.34二24 1563垂且.061

wr_上 蓋 J.1 3十2.8Ll 3.48七 1.06 0.O6310.027 3612十913 12,ホ十-5.0≡ 137卜38｢錦94397
3.朗....ヒ ム3.05 旨3.78+1,02 0.060十0.027 ∵ ､∴ ミ∴ 旦2,34.6.9且43-←39b 857ヰ-450｢a L1830._998｣

a:p <0.01 , b:p< 0.05,C:p<0,1

Table6 (lhallgeOfChild'.i(･rltPri{･1とtfterpn tlscopic
injectionselerothempy

Titble 7 I.ahor‡lt-Orydatainthe(､ヱ1StゝSOfen(ios(､opieinjectionsL,lerothptてIP.V

ChildlsCriteria

A

A

A

B

ら

B

C

C

C

A

a C

A

B

C

A

B

C

(mRT/(ll)

O.92 I0.37

1.6

/

了 ､:､- 'l.､ 二

a

L呈.75±0,82

1.7

4.26⊥4.60

4.26⊥5.91

A呈b
(g′dl)

LIh-.E
(IU/i)

4.02±0.39

3.8

/

3.36十0.66

3.4 3±0.56

3.･13ナ0.48

2,9

3.28十~0.55

2.92.I.0.59

n:p<O. ol, h:p く0.05

有意差が認められた.

術後 C-A 群と術後 C-B群を一括 した群と術後 C-

C 群の検討でも,Ch-E と術中出血量をこ有意差があり,

Ⅰく-lC G など,他tT)項目に差はなか--､た (Table.r:)1.

3) 硬化療法症例

硬化療法例で治療前A群20例中,治療後もA群 (治療

Zrllrl､
(王U/i)

(I.086ーn.029

0.OLl16

/

0.〔167̀Ll.022

0.085十0.047

0.086I0.043

/

0.()315

〔).()67I().()59

3806~~-1777

2･19O

/

2593± 982

2726 ~十1123

29O7･919

3200

21(泊 i337

2082ト1300

7

./

16.546.5

13.2..13.6

Ill.2I2.6

8./i

lO.8-3.5

15.2ト7.7

L111g/(ll)

167±39

2し)7

ノ■

135†38

1;16(:81

176.83

106
i

132⊥~~5(I

後 A洩 群とする)のまま経過 したものはま9例 髄 %)

管,以下,治療後 A-B 群となったものは 1例 (5%)
のみであり,治療後 Aイニ群は認められなかった,

治療前選評は21 例であり,このうち治療後 EトA 帯と

なったもLTl10例 (47.60｡ 1.B 群のまま経過 したもの 8

例 (38.1% ),治療後 Bペコ群となったもの 3 例 月4.3
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001であー-､た.

治療前C 群25例では,治療後 C-A l例 (損%),治

埴後 トli群 5 倒 しlOOo ､),甜顔後 し1-C 群l醐 ji.7(iOlい

千:iF‥,た (Tabl t･tい.

治療前A 群全体で治療後 A-B 群となった魁酌は 且例

の晶であった.治療前B群では治療後 迅-A 群と治療後

B-B群の間に rY-Bil で有意差を認めた.

治療後 B-B群と,術後C群を--括 Lた群とき治療後

a-A 群の比較でも T-B鉦 に有意差がみられた.

治療前B群で T-賀il.の低値の鮎のが治療後 B-A

群となる傾向がありきこれは直達手術例の検討と間接U)

結果であった.

治子師摘(_'肝では 術後L')各群問に.こし:'')項Flても行故

差はJAiL,,ナ1 7L〔し､tTable71.

5. ehild 分概I!:決定する項H数別検討

1) 直達手術症例

TIB il,̂1 t).腹水.阻症〔T) :･1項lH ･Lllild 分校を決

定するうえで,いくつかの項目数によりこれが決定され

ているか,項 目数の差と Child 分輝の変動との関連性

を術前Ⅰ3群及びC群i･ニー)いて検討 Lだ.

術前B群で術後A 群となった術後 B-A 群17 例中,魂

項目中, 1項目のみでB群と評価されたものは1且例であ

り, 6 例は 2 項目以上でB群と判断された.

術後C 群となった術後 B一一震 群12 例車, 1 項目のみで

B 群になったものは2例であり,2 項目以上でB 群となっ

たものは10 例であった.術前B 群では Child 分校を決

定する項目数が少ないもの程,術後,改善する傾 向が強

かつた (x2-3.84, pく0.05).

窮後 B-B 群を解凍 吏トA 群をこ加えた検討でも同様の

帆･'-Jを示した (xL1-6.63. I.卜､().()1日 Fig.,rJl.

術前C群についも同様の検討を行ったが,項田数と術

前後の変動をこぼ有意な閑適は認められなかった.

L)) 硬化埴法症例

直達 T･術症例とIIJ-1し■く項u教則検討を試/JLたが.rllil(i

若き野, C 群率に,項目数と術前後の変動とは有意な閑適

は得られなかった.

11'. 考 察

鮎鋸酬繍拾朝肝硬変症(･･二村しては 従来L')手術療法1'31

に加え,内視鏡的硬化療法53や隊旗経肝門脈塞栓療法6)

などの非観血的治療法の発達をこより,治療法の選択は多

岐に/11た-;Lr､さ弓二. しかし,食道静脈療治樽は,肝病変

の董症度に応 じた最大限の予後を確採するものであり,

これらの治療法の選択遊撃は未だ明らかでない.各始療

法の効果を,長期生存率や,啓出血率の面から対比 し

適応基準を検討する上で,対象症例の肝予備能の正確な

評価が蜜すまず必要となっている.このため,肝予備能

の評価には数多くの研究がなされている7)-H) . しかし

文献上,諸施設における治療成績を比較する上では,よ

り簡便で繁用される共通性の高い指標が望ましい.その

ための藍症鹿骨額は,種々の問題 12)はあるが,肝硬変

の予後とよく相関を示すため,手術治療成績のみならず,

保存的治療成績の報告にも広 く利用されており,今なお

歯周性を失っていない.

新潟大学第-外科では,直達手術として,197 2年以降,

食道離断術を標準術式とし,手術不能例や緊急例に対し
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ては 1980 年以降,高瀬ら13)の方法に準じた硬化療法を

採用 してきた,

直達手術例の術前 Child 分類による検討を行いきす

でに高野郷 により,A ,B 群間には生存率をこ有意差を

認めないが,C 群は明らかに予後不良であったことを報

告している.今回,退院時,術後 Ch闇 分館を行って,

その有周性を検討 した.直達手術例では術前後で,Ch掴

分撃の変動が多く認められており,変動後再評価した m id

A ,盟,C 3 群間に各々有意差が認められた.後でも

述べる手術侵襲としての術中出血や肝機能などの背景因

子の違いにより,各群間の差異が明らかになったと思わ

れ,術後 Ch掴 分額をこよる再検討は予後を予測するた

めに有周であると考えられた一

Ch呈呈d 分類の変動を治療法別に,術前 Child 分類別

にみると,硬化療法例では,治療前A 群で治療観 悪化

したのは A-B 群となった者は 1例のみであるのに対し,

直達手術例では11例 (25%)が術後 A-B,A -C となっ

た,肝予備能良好としたA 帯でも,このように低下する

例は Ch-E 低値例,醍-ICG 低値例に多 く,直達手術

により術後悪化の可能性があることが示された.

一方肝硬変を基藤疾患とした手術例では府中出血量の

多いものほど,術後肝不全,出血傾向を示す症例が増加

するとの報告15)16)があるが,著者の検討でも術中出ぬ

畳の多いものほど Child 分類の悪化例になることが認

められた.直遠手術のよい適応であるとされる肝予僻能

良好例にあっても術中出血量を軽減させるなど手術術式

の工夫がさらをこ必要と考えられる.

一方,B 群の検討では,術前B群より術後 B-A 群と

なった改善例は,直達手術例,硬化療法例とも約50% に

認められた.

塚田17)は門脈圧先進症をこおける IC G 肝除去率の検

討より. 経胸的食道離断術では術前後LJ.r)KllC G の平

均健の変化は認めないが,個々の症例における術前後の

K伽ⅠC G の変化慶と IC G 肝除去率との間に有意の正の

相聞を示し.lL-_' G 肝除去率52 0｡以 1二LJl症例では K-1CG

の術後の改善が認められるとした一著者の検討でもB群

において約50% の改善が認められており,従来臨床的をこ

ぼ不可避的と考えられやすかった肝硬変症をこおいでも,

1項目のみでB 群と判定されるような,ある摘まT-ョil.

濃度が比較的A群に近い肝予備能を持つB群では,豪速

手術でも硬化療法でも,治療自体,特に手術侵襲が肝予

備能を悪化させうるということを割 り引いて屯,食道静

脈癖とい･'7遠肝性副血行路を遮断することを契棟に.Chi一d

867

直逮手術例と硬化療法例の,遠隔生存率を比較すると,

(､llil(iA. 13群においては行意差がなく rtlild(∵群 に右

いては,硬化療法例の予後が不良であった. 厚生省特選

叛旭門脈血行異常症調査研究鮎 ･'十青tLh に . い :､全回 調

査をこよれば,予防,待期,緊急のいずれ の 治 療時期にお

いても硬化療法例の農期生存率は,直達手術 例のそれを

下回っている.手術適応外となる poorr呈sk 症例への

活周が期待された非観血的治療法としての硬化療法の成

績は不本意と言わざるをえない｡その原因の まつとして

再出血率の差を理由にあげ,蒋出血を防止すべく硬化療

法の向上が因られている書 しかし,著者らの経験症例で

は,硬化療法後の再出鹿には致命的な転のぼ少なく,そ

の都度,硬化療法を追加 し適齢 こ対応すれば,予後に影

響することは少ないこときまた青木の調査結果において

も遠隔時出血死の頻度は両症例問に有意差が無いことよ

り,Chi且° C硬化療法例の予後不鼠 過に言えば Child

C の直達手術例の予後良好の背景には菅再出血以外の

因子が存在する可能性があると考えられる.

さらに,ChiidC 群の中では直達手術後 Ch朋dA ,盟

群となる,桁後 c-A,C-B 群は約半数を越えていた.

この改善するC 群は比較的 Ch-E,AIぬ ,の高値の例で

あった. しかし さきに述べたごとく,硬化療法例にお

ける改善例は直達手術例と比較 し 24% にすぎなかった.

B群では直逮手術群と同程度改善 したのに対し,C群で

は低値であるが,この現象を説明可能な背景因子として

は,日 直達手術自体が肝予備能を改善させる可能性の

有観 2)比較の前提である肝予備能の評価すなわち Child

分類の判定法に問題があるか,の 2 点が考えられる.冒

について†硬化療法と比較 し生体-の侵襲が高度である

直逮手術でも,手術侵襲と出血などの魚の要素に対 し,

腹壁切開や,食道離断,血行郭清等をこよる側副血行路の

減少などの正の要素が考えられるため,一概に肝予備健

に与える影響を魚と判定することはできない.従来より

著者らは直逮手術の手術術式をこ開し,経淘操作のみの経

胸的食道離断術では.術後 卜吊汗)KICG の低 TIは

認められなかったが,腹部操作をともなう術式では K-

ICG の低下を認めることを報告 してきた.これは摘牌

や胃上部血行郭酒等の操作により,結果的をこ門脈への血

流減少も--つの原因と推測 している.そこで術前C 群の

改善例と悪化例(11手術術式別の背景を見ると Tablt18

をこ示すようをこす前者では経胸のみの症例は6例 ,腹部操

作例は/1例 (経胸的食道離断術6 例.経胸寺邑腹的食道離

断術3 倍リ,冒_i-二部切除術1例)であり,後者では同様に

6 例. 3 例 (各々6 f札 2 例, 1 例)であE),術式間の
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Table8 (l･hangeinC,hild'sCriteriaafterdirectinterrupting
operat･ioninChit(iCeat･egory

Tabtp9 lnt ervとIIofbleedi ngand
hl.1 111 0 Stati(二trClltme nt

背景に差は認められなかった,さらにB群とC群との 間
に解式に霧を認めなかった.直達手術の術式自体の姦策

那,肝予備機の改善に差を生ずる原因となりうる可能性

は低いと考えられた.次に,2)の Ch掴 骨癌Q消噌別法

の問題点についての検討では,著者等帽)はすで軒こCh豆は

C 群において硬化療法例と直連手術例の緊急治療成績を

比較 し上左小で､′トtミ i l .Alb. 晦丸 昏睡度を各々てく

こげ 化 した磯督,緊急硬化療法の 1 カ月以内死亡例と耐

解例では前著の方が有意に高い鰻を示すことを報告 して

おり,また術前処置などで影轡を受けやすい Aib. 杏

除外 した 3項目の検討を行ってもき硬化療法例の 1カ月

以内死亡例には.硬化椴法例n 卜付け人L牛存例はもち

かに重症度の毒し､例か認ふ')吊 llJILL.報告した.今【[･.1の Cllild

c群で行-.)た改善例∴酎 ヒ例叫司様の検討では.統計学

上有意差は認められなかったがタChiidC 群を決定する

項u数では,悪化例(･こ比較 し即日､'かに改善例でCT)項t≡=~l数

は少なかった. また Tabte9 にも示すよp-)に.蘭達手

術例では,初回出血時と治療までの期間が,改尊例は非

改善例に比較 して著しく短い例が阜かった.,Lt沌L嵐 手

術までの保存的治療の期間が長 く,肝予備能を含む全身

状態の把握が充分におこなえた非改善例とは鼎なり,改

善例では出血から手術までの期間も短いため,出血後早

期の高ビリノしビン血症,低アルブミン血症等,に修飾さ

れた-一過性のC 群が混在 している屯のと思われた,以上

のth･-)に特に出lttL時Ll')Chit(IC群三上 〔L'hild :'t､L71い

う deadend にぎわめて違いも鞘か訪う,ほとんどB群

と呼べるもの蜜で,かな吟の範囲を占めていると考えら

れた.これらの点から急性期をこぼ,-時止血率に優れた

硬化療法などを第---選択とし,採青的治療後に充分な肝

予備艦の判定をすることが,各治療成績を正確に客観的

をこ比較検討する上でも,その治療法を決定する上でも蚤

粟と思わ丸紅

1㌧結 語

肝硬変症直逮手術粥例と硬化療法66例を術前後の Child

分類より評価 し,以下の結論を得た.

日 置達手術例の術前 Child 分輝ではA,B 群をこ比

較し C 群に予後が悪 く,A,B 群間に有意差を認めな

か 守二. しかし.術後 (llild 分筆針では▲:＼. 臥 C 3群

間に各々の盛症度に応 じ,生存率に着意差を認め,術前

Child 分願に比較 L,術後 Child 分類が長期予後の予

測にLL吊 ;;輔度か高か 言二.

那 覇締後の変動U)背景囲予の検討では,A 群では Ch-

E,K-iCG 低値のものが術後悪化する傾向にあり,B

群では ′rrt川.濃度及こド(､hil( 1分fiTiを規tJi:すが壬汗‡数

が塵要であった一C 群では Ch-E,A蟻 に農をみた.

31 L紅蓮手術後 ('hild /'I鰍 ･り悪化例に｣欄 irt7tLiL,L白1範

が有意に多く,悪化の第 まの要因は手術侵襲であると考

えられた.

射 硬化療法症例では直達手術症例と異なり,術前後

の Chiid 分類の変動は軽教であった.T-Bi L が高値

を示す例では術後C 群になる傾向が認められた.

5) 出血時早期の ChildC 群の判定は困難であり,

充分な保存的治療後の判定が必要と思われる.
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