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Glucosekineticsstudiesusing6-3H-glucose,andmeasurementsorserum concentration

orfreerattyacidandtotalketonebodywereperformedinbothsham operatedand70%

hepatectomized dogs, Serum glucoselevelwasmaintained 24hoursafterhepatectomy

by240% increaseofgluconeogenicactivityofremnantliver,ratherthandecreaseorglucose

utilizationofperipheraltissue. Glucoseutilizationofhepatectomizeddogswasmoreen-

hancedthanthatofsham operateddogs 120hoursaftertheoperation. Inbothhepat-

ectomizedgroupandsham operatedgroup,asignificantlinearcorrelationbetweenserum

concentrationoffreefattyacidandtotalketonebodywasfound. Themolecularratioof

totalketonebodytofreefattyacidindogsreceivedhepatectomywassignificantlysmaller

than thatorsham operated dogs. Theresultsorpresentstudy-particularly,thedataof

hepaticglucoseproductionratedeterminedbytheglucosekineticsmeasurement-suggested

that intravenousadministrationof2.1-2.6mg/kg/minofglucoseisthesu瓜cientamount

immediatelyafterhepatectomyindogs. Present studyalsoindicatedthat thedecreased

molecularratiooftotal ketonebodytofreefattyacidispartlyduetotheincreasedutilization

ofketonebodies.
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富山: 70%肝切除犬におけるブドウ糖代謝回転の実験的研究

肝悪性腫癖に対する外科的治療として広範囲の肝切除

を必要とする場合,肝硬変のない肝では3区域までの切

除は可能となったが,いまだに肝切除後の栄養輸液管理

については未解決の問題が残されている.たとえばブド

ウ糖投与に関しても,その必要性には異論はないものと

思われるが,高カロリー輸液を勧める報告や1)2),また

遊離脂肪酸を低下させるブドウ糖投与は極力控えるべき

だと述べる報告もある3).現在のところ,ブドウ糖投与

量は各施設において経験的に決定されていると言っても

過言ではない.

肝の大量切除時には一般腹部外科の手術侵襲に伴う種々

のブドウ糖代謝変動に,ブドウ糖のホメオスタシスに大

きな役割を担う肝自体の体積減少の影響が加わる.肝再

生因子に関連 して牌ホルモン動態の研究や invitroで

の酵素学的な研究は数多 くなされている.しかし in

vivoでの肝切除後のブドウ糖代謝回転速度の変化を経

時的に追った研究は少なく,わずかに Petenusciら 4)

による肝切除後24時間後までの報告をみるのみである.

本研究は 6-3H-glucose の primed constantin-

fusion法を用いて肝におけるブドウ糖産生童と末梢組

織におけるブドウ糖消費の変化を示すブドウ糖の代謝回

転速度と遊離脂肪酸濃度およびケトン体の濃度の術後変

化を測定することにより,肝切除後のエネルギー基質利用

の変動を知 り,肝切除後早期のブドウ糖投与量の指標を

求める目的でおこなわれた.

対象及び方法

当大学の動物実験施設にて検疫を行い,1週間以上の

観察で全身状態良好であった 8.5kg～11.1kgの雄性雑

種成犬を実験に用いた.2昼夜絶食とし,ペントバルビ

タール (25mg/kg)麻酔下に気管内挿管し呼吸管理下に

内頚静脈および総頚動脈にカニュレーション後, Sigel

の方法5)で約70%の肝切除を施行した群を肝切除群とし

た.また同様にカニュレーションを行なった後,1時間開

腹のままとL sham 群とした.両群とも術後は 4.5%

ブドウ糖を含む生理的食塩水を 4.Oml/kg/hrで投与 し

た.手術時を除いた実験期間を通 じ測定は無麻酔下で

行った.カニュレーションしたチューブはヘパ リン加生

食 (ヘパ リン 1,000単位/500ml生理的食塩水)で ロッ

クし,測定の90分前にチューブ内のヘパ リン加生食を抜

き生理的食塩水のみで満たした.術後 2日間は経静脈的

に抗生剤を投与し,実験期間を通じ経口的に水および飼

料投与を行わなかった.
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〔予備実験-1.〕ブ ドウ糖投与中止による血糖値

の変化

sham 群.肝切除群各々 2頑ずつ術後24時間後に輸

液をブドウ糖を含まない生理的食塩水としその後の血糖

値の変化を30,60,90,105,120分後に測定した.

〔予備実験-2.〕腎動静脈ブ ドウ糖漉鹿較差

両群 2頑ずつ前述の手術に加えて,左精巣静脈よりカ

ニュレーションを行いカテーテルの先端を腎静脈に置き

以統同様に管理した.24時間後に輸液を生理的食塩水に

変更後より,頚動脈および腎静脈から各々9回の採血を

行い血糖値を測定した.

(実験 Ⅰ-1.〕ブ ドウ糖代謝回転の測定

70%肝切除後24,72,120時間目に 6-3H-glucoseを

用いた primed constantinrusion 法によるブドウ

糖代謝回転の測定を行った.測定の90分前より輸液をブ

ドウ糖添加生理的食塩水から5% ブドウ糖に換え,ブド

ウ糖が 3mg/kg/minとなるようにア トム社製持続注入

ポンプを用いて投与した.6-3H-glucose(Amersham

礼)を priming dose 5LLCi/kg で行った後,con-

stantrate(-F)0.06LLCi/kg/minで投与した.ラジ

オアイソトープ注入開始から90分,105分,120分に氷冷し

た試験管に-バ リン採血を行い,ブドウ糖投与下におけ

るブドウ糖代謝回転速度測定用とした.次いで輸液をブ

ドウ糖を含まない生理的食塩水とし,同様の速度で投与

を続けた.再度のアイソトープの primingは行わず,

そのまま constantrateinfusion を継続 し,輸液交

換後の90分,105分,120分にブドウ糖投与時と同様の採

血を行い,ブドウ糖投与中止期間の測定用試料とした.

血菜分離後,血糖値 (BS)を酵素電極加速度法にて測

定した.Exton-Park変法6)にて抽出したブドウ糖液

0.5mlをカウンティングバイアルに取 り,減圧下で加

熱乾燥させた後,ACS-Ⅱ (Amersham 社)10mlを

加え,液体シンチレーションカウンター (Packard社,

Tricarb)にてブドウ糖放射能を測定した.クエンチン

グは外部標準-チャンネル比法で補正した.ブドウ糖放

射能を血糖値で除してブドウ糖比活性 (SA)を求めた.

ブドウ糖投与速度は,持続注入ポンプの実際の注入速度

を 1日の測定の最後に実測して換算した.また constant

infusion した 6-3H-glucose溶液についても血莞

ブドウ糖放射能と同様に溶液よりブドウ糖を抽出し放射

能測定を行い,算出に正確を期した.

肝再生の時期はイヌではラットと異なり3日目にピー

クを迎えることより7)肝切除後24時間目の残存肝重量は

手術時の残存肝重量と等しいと仮定し.切除された肝を
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全肝の71%として残存肝重量を計算した.120時間後の

実験終了後に実験犬をペントバルビタールを過量投与 し,

犠死させ.残存肝を摘出し重量を判定した.また sham

群においては,肝重量を体重の2.7%5)として推定した.

〔実験 Ⅰ-2.)避難脂肪葡及び総ケ トン体

濃度の測定

実験 Ⅰのブドウ糖投与時の 120分の採血の際に遊離脂

肪酸 (以下 FFAと略す)および総ケトン体 (以下 TKB

と略す)濃度測定用の試料を氷冷した試験管に採取し血

祭分離後 -20oCで保存した.また,インスリン (以下

IRIと略す).グルカゴン (以下 IRG と略す)値測定

用の試料を氷冷した トラジロールを加えた EDTA入り

の試験管に採取し血焚分離後 -20oCで保存した.ブド

ウ糖投与中止期間におけるブドウ糖代謝回転の測定の最

後の 120分に同様の採血を行った.

FFA および TKB は24時間以内に測定した.FFA

は ACSACOD (NEFA CTEST和光)で測定を行

い.TKBはジアゾニウム法 (ケトンテス ト三和)で測定

ng/ml

した.IRIおよび IRGは一連の実験終了後にまとめて

大塚アッセイにて測定した. IRIは固相法で IRG は

OAL-123を用いた二抗体法で行った.

〔棄故 lI.〕ケ トン体消費速度の測定

実験 Ⅰと同様に手術及び術後の管理を行った24時間後

にブドウ糖を3mg/kg/hrで90分投与 した後,5分毎に

3回採血を行い,3点TKB値を測定しその平均を TKB

の基礎値 (KBbasal)とした.引続いて DL-3-hy-

droxybutyrate(Sigma社)を 40FEmOl/kg/minの

速度で10分間 primingした後,持続投与速度 20JLmOl/

kg/minで90分間持続投与した後に5分毎に3回採血し

TKBbasalと同様に 3点の平均を,ケ トン体注入時

TKB(KBimf)とした.

〔速度の計算及び統計学的手法】

ブドウ糖産生速度 (Ra),ブドウ糖消費速度 (Rd)及

びブドウ糖代謝クリアランス速度 (MCR)は Steele

の steady state の式8) (Ra-F/SA, Rd-Ra,

MCR-Rd/BS)より計算し,90分から120分までの3点

5%glucosesolution 0.9%salinesolution

0 30 60 90 105120
0 30

図 1 予備実験 1における血糖値の経時的推移

●二Sham 群,▲:肝切除群

ブドウ糖投与速度 3mg/kg/minから
生理的食塩水に変更

60 90 105120
mュn
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の平均より求めた.この場合 Raは外部より投与され

たブドウ糖をも含めた値であるため,ブドウ糖投与中の

内因性ブドウ糖産生速度は,得られた値よりブドウ糖投

与速度を減じて計算した.

ケ トン体消費速度はケ トン体代謝 クリアランス速度

(MCR XB)XTXBbasalで計算した.

MCR KB-(20〟mol/kg/min)/(KB inト KB

basal)20JLmOl/kg/min-ketonebodyinfusionrate

数値は平均値±標準偏差で表わし,各群間の比較には

Studentの t-testを用いて検定し,危険率 p<0.05の

場合を有意とした.また回帰直線は最小自乗法で求め,

pearson相関係数を算出した.二本の回帰直線の回帰

係数の差は共分散分析を用いて検鼠し,p<0.05を有

意とした.

結 果

予備実験における輸液変更後の血糖値の変化を図-1に

示す.血糖値は投与中止後6(粉でほぼ一定になり steady

m9′m1

2.00
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stateに至ると考えたので,実頃 Iでは,アイソト-プ

投与開始後90分以降,および輸液変更後90分以降の値を

もってブドウ糖代謝回転率の測定を行った.

術後24時間目の総頚動脈および腎静脈の血糖値を表-1

に示す.両群とも動静脈の濃度間には,有意差は認めら

れなかった.

Ⅰ-1. ブ ドウ糖代謝回転

図-2に各群における血糖の変化を示す.肝切除群術後

24時間目の血糖値はブドウ糖投与中止期間中 sham 群

に対し低値をとる傾向を示したが有意差は認められず,

表 1 腎動静脈ブドウ糖濃度較差

肝 切 除 群 Sham 群

動脈血濃度腎静脈血濃度 ;6'.:21::8.'.987.j NS9967'.0563-I;10.-.;6]NS

NS:notsignificant

●▲ ●▲ ● ▲

24 72 120

Hours
図 2 血 糖 値 の 術 後 変 動

●:sham群 ブドウ糖投与期間 n-5, ○:sham群 ブドウ糖投与中止期間 n-5
▲:肝切除群 ブドウ糖投与期間 n-5, △:肝切除群 ブドウ糖投与中止期間 n-5

Mean±SD



394

mgh g/min

-1.00

新潟医学会雑誌 第 101巻 第 6号 昭和62年 6月

24 72

図 3 内因性ブ ドウ糖産生速度の術後変動

●:sham群 ブ ドウ糖投与期間 n-5, ○:sham群

▲:肝切除群 ブ ドウ糖投与期間 n-5, △:肝切除群

… p<0.02vssham 群 書p<0.05vssham 群

ng/min/gliveT-

24 120 Hours

hepatectomy sham hepatectomy Sham

120

Hours

ブドウ糖投与中止期間 n-5
ブドウ糖投与中止期間 n-5

Mean±SD

図 4 単位肝重量当りに対するブ ドウ糖産生速度

hepatectomy:肝切除群 n-5
sham :sham群 n-5

♯♯p<O.olvssham 群
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肝切除後早期の肝細胞実数の減少 している時期において

も,血糖値は維持されていることが示された.72時間以

降の血糖値にも両群間に有意差は認められずに経過 し

た .

実際の内因性ブドウ糖産生速度 (Ra)の変化を図-3に

示す.24時間目及び72時間目におけるブドウ糖投与期

間中の Raは,sham 群24時間値 0.829±0.670,72時

間値 0.419±1.040,肝切除群24時間値 0.378±1.261,72

時間値 0.228±0.671mg/kg/minとブ ドウ糖投与によ

り抑制されていた.しかしながらブドウ糖投与中止期間

での Raは sham 群24時間値 2.674±0.398,72時間

mghg/min
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値 2.727±0.795,肝切除群24時間値 2.067±0.457.72時

闇値 2.575±0.979mg/kg/minと両群間に有意差なく

推移 した.両群の 120時間値を比較すると,ブドウ糖投

与期間の Raは sham群 0.212±0.908と抑制されるの

に対 して肝切除群 1.774±1.127と上昇 し有意に高値を

示 した (p<0.05).またブドウ糖投与中止期間中におい

ても,sham群 2.222±0.438に対 し肝切除群は3.289±

0.639mg/kg/minと有意の高値を示 した (P〈O.02).

アイソトープによる解析により得られた Raに体重を

乗 じブドウ糖投与中止期間の wholebodyでのブドウ

糖産生量を求め推定肝重量当 りに換算すると (図-4)

24 72 120

Hours
図 5 ブ ドウ糖 消 費 速 度 の 術 後 変 動

●:sham群 ブドウ糖投与期間 n-5, ○:sham群 ブドウ糖投与中止期間 n-5
▲:肝切除群 ブドウ糖投与期間 n-5, △:肝切除群 ブドウ糖投与中止期間 n-5

Mean±SD
榊 p<0.02vssham 群
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sham 群の24時間後は 0.099±0.148,120時間後は

0.084±0.005であ った.一方肝切除群では24時闇値

0.240±0.056,120時間値 0.268±0.065mg/min/g肝と

(P〈O.01)有意に肝切除群が高値を示した.

ブドウ糖消費速度 (Rd)の推移を図-5に示す.術後72

時間目まではブドウ糖投与期間中およびブドウ糖投与中

止期間中の各々で両群間には有意差は認められなかった.

一万 120時間目になると両群問に消費速度にも差がみ

られた.sham 群 の ブ ドウ糖投与期間では 3.256±

0.838,ブドウ糖投与中止期間は 2.222±0.43声であるの

忙対し肝切除群のブドウ糖投与期間は5.059±1.020,ブ

ドウ糖投与中止期間は 3.289±0.639mg/kg/minと

sham 群に対して有意に高値であった (P〈O.02).

ブドウ糖代謝クリアランス速度 (MCR)で両者を比

較すると,ブドウ糖投与により上昇 した血糖値の影響

が排除され,両群の傾向がより明かとなる (図-6).

24時間後,72時間後ではブドウ糖投与の有無に関わ

らず両群問には有意差は認められなかったが,120時

ml/kg/min

間後の MCR は sham 群 ブドウ糖投与期間2.401±

0.187,投与中止期間 1.979±0.509であったが,肝切

除群 ブドウ糖投与期間 3.767±0.772(p<0.05),投与

中止期間 3.630±0.853ml/kg/min(p<0.01)と肝切

除群で有意に高値であった.

Ⅰ-2.IRI,IRG,FFA および TKB濃度

ブドウ糖代謝に大きな影響のある IRI値,IRG値の

変化を図-7に示す.IRI,IRG ともに肝切除群が高値を

示し,IRIでは24時間値のブドウ糖投与中止時に (図-7

上段),IRGでは24時間値のブドウ糖投与中および投与

中止期間中 (図一7下段)に有意に肝切除群が高値を示し

た .

FFA の濃度変化は図-8上段に示されるように,術後

24時間値で肝切除群,特にブドウ糖投与中止期間中では

高値を示したが,個体差が大きく有意差は認めなかった.

TKB濃度は肝切除群が低値のまま推移した (図-8下段).

FFA と TKB濃度の相関を取ると sham 群と肝切除

群の差が一層明瞭となり (図-9),術後120時間目までの

一一一一一一 一 一

24 72 120

Hours
図 6 ブドウ糖代謝クリアランス速度の術後変動

●:sham群 ブドウ糖投与期間 n-5, 0:sham群 ブドウ糖投与中止期間 n-5
▲:肝切除群 ブドウ糖投与期間 n-5, △:肝切除群 ブドウ糖投与中止期間 n-5

Mean±SD

… p<O.olvssham 群 書p<0.05vssham 群
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〝U′ml

pg/m1
6DD

120

Hours

24 72 120

Hours

図 7 イ ンス リ ン値,グ ル カ ゴ ン値 の 変 動

●:sham群 ブドウ糖投与期間 n-5, ○:sham群 ブドウ糖投与中止期間 n-5
▲:肝切除群 ブドウ糖投与期間 n-5, △:肝切除群 ブドウ糖投与中止期間 n-5

Mean±SD
上段 動脈血インス リン濃度の術後変化を示す

下段 動脈血グルカゴン濃度の術後変化を示す

書p<0.05vssham 群
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図 8 血堂遊離脂肪酸と総ケ トン体濃度の変動

●:sham群 ブドウ糖投与期間 n-5, 0:sham群 ブ ドウ糖投与中止期間 n-5
▲:肝切除群 ブドウ糖投与期間 n-5, △:肝切除群 ブ ドウ糖投与中止期間 n-5

Mean±SD

上段 動脈血遊離脂肪酸濃度の術後変化を示す

下段 動脈血総ケ トン体濃度の術後変化を示す

(総ケ トン体-acetoacetate1-β-hydroxybutyrate)
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図 9 術後 120時間までの遊離脂肪酸と総ケ トン体濃度

●:sham群 ブドウ糖投与期間 n-15,
▲:肝切除群 ブドウ糖投与期間 n-14,

FFAとTKB濃度は sham 群 Yニー186.10+0.5171Ⅹ

r-0.8995(p<0.01)肝切除群 Yニ ー7.4563+0.0901Ⅹ

r-0.8827(P〈O.01)と,両者とも有意の正の相関が得

られたが,直線の傾き (sham 群 0.5171,肝切除群

0.0901)は有意に sham 群が高値であった (P〈O.01).

FFA 1Eqに対する TKB の Mol比をとり FFA

に対する TKB濃度の経時的変動を図-10に示す.ブド

ウ糖投与の有無にかかわらず,24時間後および72時間後に

おける肝切除群は sham 群に対して有意に低値であり,

120時間値ではブドウ糖投与期間に肝切除群が有意に低

値であった.

蓑 2 術後24時間目におけるケ トン体消費速度

* :0.1>P> 0.05
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○:sham群 ブドウ糖投与中止期間 n-15
△:肝切除群 ブドウ糖投与中止期間 n-14

実験Ⅱにおける TKBの消費速度は (表-2),sham 群

3.744±1.871肝切除群 6.233±1.649〟mol/kg/min と

肝切除群で高値の傾向を示した (0.05<p<0.1).

考 察

肝悪性腫癌に対する外科的治療の根本は,腫傷を残さ

ぬ局所の十分な切除である.2区域以上に亘る大きな腫

壕の場合はもとより,肝はその解剖学的な血管構築の特

異性より,単発の小さな腫癌であっても広範囲肝切除を

必要とする場合がある.術前後の管理の改善から肝硬変

のない肝の場合では 3区域までの肝切除は可能となって

いる.しかしながら,いまだに肝切除後の代謝変動に関

しては不明な点も多く,術後の輸液栄養管理についても

各施設における経験的な方法でおこなわれているにすぎ

ない.

肝切除後におけるブドウ糖投与の必要性には異論はな

いものと思われるが,その投与量に関してはいまだに同

意を得ない点がある.たとえば肝再生促進のため,高カ

ロリー投与の必要性を推奨する報告がある1)2).また-
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●:sham群 ブ ドウ糖投与期間 n-5, 0:sham群 ブ ドウ糖投与中止期間 n-5
▲:肝切除群 ブドウ糖投与期間 n-5, △:肝切除群 ブドウ糖投与中止期間 n-5

Mean±SD

++P〈O.02vssham 群 +p<0.05vssham 群

方では,肝切除後早期における遊離脂肪酸の酸化元進を示

唆し,ブ ドウ糖投与は控えるべきであると述べる報告も

みられる31.

肝切除後のブ ドウ糖代謝の研究は既に数多く行われて

おり,肝切除後の病態生理の解明が進められてきた.肝

切除早期からの残存肝における糖新生能の元進9日 0)が示

され,インスリンやグルカゴンといったブドウ糖代謝に

重要なホルモンも,肝再生因子と関連 してその動態の変

化が明らかにされている11)-16).肝機能低下時や大量肝

切除後の耐糖能の低下は肝 energychargeと深く関わる

ことが示されており17),耐糖能が臨床上肝機能の指標の

一つとなっている.しかしながら,肝切除後の生体にブ

ドウ糖はどれほど必要.とされるかという点は現在でも明

かではなく解決すべき問題として残されている.

近年高カロリー輸液が盛んになる一方,その適応を再

度見直す傾向にあり,nutritionalstress18) とい う考

えから,いたず らに過剰なエネルギー基質の負荷はか

えって有害であ り,至適カロリー投与を考える必要があ

ることが示されている.大量肝切除後には手術侵集のみ

ならず,ブドウ糖のホメオスタシスに大きな役割を担う肝

そのものの体積の減少と,その再生という問題が生体に

加えられる.生体のエネルギー消費量と肝再生に必要な

各エネルギー基質の量的あるいは質的変動といった面か

らブドウ糖の利用を明らかにすることが重要となってい

る.

これまでも肝切除後における各種代謝物質の濃度変化

の測定が行われている.しかしながら.肝切除後の研究

でブドウ糖の代謝回転を産生速度と消費速度といった点
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から行った実験は少なく,肝切除後24時間後迄の測定し

か行われていない4I.そこで本研究は,肝切除後24時間

目より開始し.イヌにおけるDNA合成のピークを迎え

る72時間目7)の測定を行い, 120時間目までを実験の期

間とした.ブドウ糖の生体における消費速度および肝で

の産生速度,同時に血祭 FFA および TKB 濃度の変

化を測定することにより,ブドウ糖と脂肪酸という二つ

の重要なエネルギー基質の点から肝切除後の代謝変動を

解明し,臨床における術後管理上の問題点となるブドウ

糖投与量の指標を求める目的で実験を行った.

ブドウ糖の代謝実験を行う場合のいくつかの留意点が

あげられている.ラットにおける実験で糖代謝に関連す

る酵素には食物摂取に大きく影響される日内変動が示さ

れている19㌧ またブドウ糖産生速度の測定にはグリコー

ゲンからのブドウ糖が,実験結果に影響を与えることが

知られており,術前の栄養状態の差による肝のグリコー

ゲン量の差が術直後のブドウ糖産生速度に大きな影響を

与える.以前行った我々の実験で雑種成犬では食物の消

化吸収の違いを含めて.経口摂取から肝へのグリコーゲ

ン蓄積までに個休差を認めた.その結果一晩の絶食では

sham 群で術後24時間後にグリコーゲン分解によると

思われるブドウ糖産生速度の増加が認められた20㌧一方

肝切除群では早期より肝グリコーゲン量が低下することが

知られており21),両群間でのこの差が,ブドウ糖産生速

度の測定結果の解析を困難とすると考えたため,術前の

2昼夜の絶食とし,グリコーゲンによる影響を少なくし

た.

また術後には食物を自由摂取とした場合,手術後に飼

料の摂取量に差を認め,たとえ測定前に一晩絶食として

も両群間に差を生ずる.仮に pairedredとしても肝切

除後の門脈圧の上昇する期間22)では,消化吸収に差を生

ずる可能性がある.今回は,術後の経腸的な飼料の投与

は行わず,輸液のみで術後管理を行った.三科らの研究

23)によると,空腹時の雑種成犬におけるブドウ糖産生速

度は,約 3mg/kg/minであることが示されている.

今回の実験ではブドウ糖投与中止期間の測定時を除き,

この速度でブドウ糖が持続的に注入されるような輸液投

与速度とし.3mg/kg/minのブドウ糖負荷時における

代謝回転の測定とブドウ糖投与中止時における代謝回転

の測定を行った.

invivoでのブドウ糖代謝回転を捉えるために,これ

まではしばしば経静脈的ブドウ糖負荷試験を行いその消

失率 (K値)よりブドウ糖の消費を推測することが行わ

れてきたが,K値にはブドウ糖の消費のみならずホルモ
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ン環境の変化など複雑な要因が絡む.増加したブドウ糖

プールと上昇した血糖値自休の masseffectが加わり,

半定量的なものとしか言えず,その数値の不正確さから病

的状態下では全く逆の結論を導くことがある24).

放射性同位元素でラベルしたブドウ糖の oneshot 注

入法により得られる減衰率の測定により,消費速度を測

定することができるが,そこにもブドウ糖プールの複雑

性から解析には困難性があり.アイソトープのリサイク

リングにより,そこで得られた数値には大きな誤差を伴

う25).

Wolfe らの行 っている 6-3H-glucoseを用いた

primedconstantinfusion法は invivoにおいて各

種ブドウ糖代謝回転の動的な変化を経時的に捉えること

の出来る方法である.Wolreは種々の位置にラベルした

ブドウ糖を比較し,糖新生を測定する場合には 6-3H-

glucoseが最も適しているとしている25).今回の実験

では予備実験での結果より,血糖値の安定した90分以降

より採血し,そのブドウ糖比活性からSteeleの steady

stateの式81を用いて計算した.

腎の関与 (extrahepaticgluconeogenesis):長期の

飢餓状態では腎でのブドウ糖産生が wholebodyでの

ブドウ糖産生に関与する割合が大きくなるといわれてい

る26).また大量肝切除後でもブドウ糖の腎静脈濃度の増

加27)や腎皮質のブ ドウ糖新生に関わる酵素系の活性上

昇9)28)がみられ,血糖値の維持に加わっていることを示

唆する報告もみられる.

6-3H一glucoseを用いた Raの値は肝でのブドウ糖

産生のみならず,腎におけるブドウ糖産生や,あるいは

体外より投与したブドウ糖の速度をも含めた値である.

今回の実験系で腎の糖産生が著しく高い場合,肝のブド

ウ糖産生能を誤って評価する可能性がある.腎のブドウ

糖合成に関与する程度を明らかとするために,予備実

戟-2の如く腎動静脈ブドウ糖濃度較差を求めた.動脈血

濃度,静脈血濃度間には両群とも有意差は認められなかっ

た.今回の実験で腎動静脈較差に有意差を認めない理由

の一つには腎皮質での糖新生の元進は血糖値の低下時に

みられ28),本実験のように術後ブドウ糖を持続的に投与

した場合,腎皮質での糖新生-向かう酵素系の誘導が進

まず,ブドウ糖投与中止後わずか90分ではその差が明ら

かに現れないと考えられる.今回の実験では本予備実験

の結果より,得られた内因性ブドウ糖産生は,肝で合成

されるブドウ糖の合成速度を表現すると考えた.

しかしながら血流量の多い腎では腎動静脈較差が見ら

れない場合でも腎静脈でのブドウ糖比活性は動脈血の比
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活性に比べ低下していることが示され,腎皮質において

ブドウ糖産生が行われ,腎髄質では盛んにブドウ糖が利

用されていることを示唆する研究もある30).

肝におけるブドウ糖産生の抑制される条件下,たとえ

ばより大量の肝切除後や著しい肝機能障害時における長期

間のブドウ糖投与中止が腎のブドウ糖産生に与える影響

は,いわゆる肝腎症候群と言われる病態とも関連して興

味深く,今後検討すべき課題と考えられる.

Ⅰ-1. ブ ドウ糖代謝回転の検討

ラットにおける大量肝切除後の血糖値は肝切除後低下

を示 し,おおむね24-48時間後より sham 群との差が

消失することが示されている4)30).今回の実験では24時

間以降の血糖値には両群間に有意差を認めず経過し,また

ブドウ糖投与中止下においても肝切除群は血糖を維持する

ことが示された.しかしながらブドウ糖の血中濃度だけで

は,肝におけるブドウ糖の合成の促進の結果か,あるい

は末梢組織での利用の低 Fにより血糖が維持されるのか

を知ることはできない.

実験 Ⅰにおいて 6-3H-glucoseを用いてブドウ糖の

代謝回転速度を測定したところ,ブドウ糖投与中止期間

におけるRaは術後72時間後まで肝切除群と,sham 群

間に有意差を認めず経過した.この点は Petenusciら

の実験結果4)と一致する.彼らは 2-3H-glucoseを用

いたブドウ糖の交換率の測定を行い,生体のブドウ糖消

費の低下ではなく,残存肝の合成の元進により血糖値が

維持されることを報告し また 14C-alanineの大量投

与法で,残存肝の最大ブドウ糖産生能を推定し肝蛋白当

りのブドウ糖産生速度は,sham群と比べ遜色のないこ

とを示 した.

Raと同様に Rdも術後72時間後まではブドウ糖投与

の有無にかかわらず両群間に有意差なく経過した.24時間

目と120時間目の Raを推定残存肝重量あたりのブドウ

糖産生速度に換算すると図_4に示されるように肝切除群

が有意に高値であり,肝切除群の 0.240は sham 群の

0.099mg/m上n/g肝に対して約240%の増加 を示 した

(P〈O.01).これは invitroでの,残存肝のブドウ糖産

生が200%以上に高まる結果3ユ)と一致し正常肝の約30%

で生体のブドウ糖消費を補うことが示された.

一方ブドウ糖投与期間における Raは,術後72時間目

まで両群とも 3mg/kg/minのブ ドウ糖負荷によ り抑

制されることが示された.興味深い点として 120時間後

になるとブドウ糖投与の有無に関わらず,sham 群にお

けるブドウ糖産生速度が僅かに低下する傾向にあるに対

して,肝切除群では有意に増加した (図-3).またブドウ

糖投与下のブドウ糖新生が sham 群において抑制され

るのに比べ,肝切除群ではその抑制が有意に低く,ブド

ウ糖産生の元進がうかがわれた.このことは肝切除後の

ブドウ糖消費が 120時間目で増加 し,この時期は 3mg/

kg/minのブ ドウ糖投与では生体に必要なブドウ糖消

費を補うことのできない状態にあると考えられた.

慢性の飢餓状態下ではブドウ糖消費が次第に脂肪酸や

ケトン体の酸化に代わり生体でのブドウ糖消費が抑制さ

れることが示されている32).sham 群での Rdが僅か

ではあるが次第に低下することは,これと一致するもの

と考えられる.一方,肝切除120時間後の Rdの増加が

この時期の末梢組織におけるブドウ聴消費の元進のみに

帰することも考えにくい.一般的にはRdは主として肝以

外の組織におけるブドウ糖の取 り込み速度を表すのであ

るが,肝再生時期という特殊な状況下では肝がブドウ糖

を産生し,一方同時にこれを消費しているという一見矛

盾する状態も解釈に加えなければならない.

Brinkmannらは肝再生時期に酵素組織化学を用い

た研究で,肝切除後早期にはブドウ糖産生酵素活性が門

脈周囲領域から一部中心静脈領域まで広がることを示し,

糖新生の元進を示唆した9).また48時間以降より解糖系

酵素活性の再分布が広が り,肝における metabolic

zonationの回復を示した9).今回の結果もこれを支持

するものかもしれない.すなわち肝再生のある時期には,

ブドウ糖消費を中心としたエネルギー消費を行い再生を

行う細胞があり,同時にブドウ糖産生を行い再生肝-の

ブドウ糖供給を行う細胞があると考えられる.したがっ

てこのブドウ糖消費-切り替わる120時間前後の時期か

らはブドウ糖投与も積極的に行うことが可能であると考

えられる.上野の研究も概ね今回の結果と一致し術後7

日目のブドウ糖のK値の上昇を示し,ブドウ糖投与の必

要性を示している33).

しかしながら注意すべき点として,今回の結果は内因

性ブドウ糖産生速度に類似した速度で持続的にブドウ

糖を投与した条件下での結果であることがあげられる.

急激な大量のブドウ糖の投与,即ち一般に言われる耐糖

能として測定した場合,これが肝切除後も sham 群と

同等であることを意味するわけではない.言い換えれば

Raとは脳,赤血球における欠 くことの出来ないブドウ

糖消費に見合 う肝でのブ ドウ糖産生量である.末梢組

織で処理されるブドウ糖量を上回る量の負荷が加わる場

合,耐糖能の低下として現れ高血糖をもたらすことは充

分に考えられる34).

ブドウ糖産生はアデノシン3リン酸の消費を伴う肝の
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重要な機能のひとつであ.り,肝切除早期において残存肝

胞のエネルギー消費の節約をもたらすと考えられる.言

い換えれば,生体に必要なブドウ糖量を残存肝が最大限

の能力で産生 している時期に与えるべきブドウ糖投与量

は,末梢ブドウ糖消費に見合い,肝のブドウ糖産生を抑

制する量が最小必要量という結論となる.イヌにおける

肝切除後24-72時間までの末梢ブドウ糖消費は本研究の

投与中止期での Rdの結果から 2.1-2.6mg/kg/min

であると考えられる.

一方ブドウ糖投与量の上限について示唆する研究とし

てブドウ糖代謝回転速度と酸化速度を測定し,indirect

calorimetryを組み合わせた研究がある36).そのなか

でブドウ糖を負荷量を増加するにつれて wholebody

でのエネルギー消費が増加することが示され,またブド

ウ糖が 1-2mg/kg/minで投与 された場合その43%が

酸化され,4mg/kg/minの投与ではかえって32%と低

下することが示されている.従って臨床上の肝切除術後

早期のブドウ糖投与量は,ヒトにおける安静空腹時の Ra

と報告されている 2.2-2.5mg/kg/min35)36)で充分で

あり過剰のブドウ糖はグリコーゲン蓄積などをもたらす

可能性があると考えられる.

Ⅰ-2. IRI,IRG,FFA および TKBの検討

肝切除後の IRIおよび IRG の動態は実験状況によ

り変化し,しばしば相反する結論が導き出される. IRI

値に関しても,肝切除後 IRIは低下する11㌦ 不変であ

る】3日4)あるいは上昇するとの報告16)も見られる.絶食

群とブドウ糖投与群を比較した実験で肝切除後の血糖値

が IRI値に反映することを示唆する研究37)や,術前の

栄養状態により IRI値の違いを説明する研究16)がある.

今回の結果は,ブドウ糖投与により元進した勝からのイ

ンスリン分泌が肝での取り込みを越えたため sham 群

に比較し肝切除群で高値を示 したものと考えられる.

IRG に関しては術後上昇するとの報告が多く見られ11)

13日5日6)今回の結果と一致する.この IRG 高値が肝切

除後の糖新生を促 している可能性も示唆される.

侵襲下および感染症下では,正常飢餓状態におけるほ

ど,ブドウ糖投与による脂肪酸動員の抑制が示されない

という報告がある37).飢餓時にブドウ糖消費に換わるエ

ネルギー基質として,重要である FFA と TKB濃度

の肝切除後の変動は大変興味深い.Nakataniら3)は家

兎に,脂肪酸の酸化阻害剤を授与し肝の energycharge

の低下すること,およびDNA合成の低下することを示

403

し,肝切除後早期では FFAが残存肝における主なエネ

ルギー基質であることを示している.

本実験の血繋 FFA濃度は,術後24時間で両群とも高

値を示し漸次低下した.統計学的な有意差はないが,肝

切除群において高インスリン状態にもかかわらず低下を

示さなかった.肝切除後における血異 FFA濃度は高値

を示すという報告が多い4)38).これは肝切除という大き

な手術侵襲によるカテコールアミン増加や,高グルカゴン

状態あるいは相対的な低インスリン状態によりlipolysis

が元進した結果と考えられる.今回の実験では雑種成犬

における個体差が大きく両群間に有意差を認めなかっ

た.この理由の一つにはブドウ糖持続投与によるインス

リン分泌が脂肪酸動員を抑制したため肝切除群における

上昇が軽減 されたものと理解 されるが 3mg/kg/min

というブドウ糖投与速度は FFAの動員を著しく抑制す

る負荷量ではないことが確認された.

一方 TKB は有意差はないが sham 群に比べ肝切

除群でむしろ低値の傾向を示し推移した.外傷時や感染

症下では飢餓時にみられる脂肪酸増加に伴うTKB増加

が見られないという報告39】40)がある.一般にケ トン体

の主な前駆体は脂肪酸であると言われ,脂肪酸の酸化に

ともなうケ トン体産生は脂肪のβ酸化の指標とされる.

遊離脂肪酸からのケ トン休産生は肝へ流入する脂肪酸量

に従うとの報告41)から,FFA濃度と TKB濃度は相関

を示すことが考えられる.事実今回の実験結果でも,120

時間目までの FFA と TKB濃度の両者には有意の正

の相関がみられた.さらにこの両者の傾きは危険率 1%

以下で有意に肝切除群の方が低値であった.言い換える

と,肝切除群では FFA IEqに対する TKBの MoI

比は,sham 群に比べ有意に低値であることが示され

た .

今回の実験結果は肝切除後の血繋ケ トン体濃度の低下

を示し,更に肝組織内ケ トン体濃度が肝切除後で低下す

ることを明らかとした schofieldらの報告38)と本質的に

一致するものと思われる.また脂肪酸のβ酸化に関係す

るアシルカルニチンとケ トン体濃度を検討した実験では

42)肝切除後 1日目のカルニチン量とケ トン体量が低下

することが示されている.一方肝切除後ではケトン体の

濃度低下はな くむ しろ産生が元進するとした報告があ

る3).家兎に70%肝切除を行い,25%肝切除群と比較し

ケ トン体濃度に差を認めないことより,肝容積の差から

大量肝切除後はケ トン体産生が克進していると結論して

いる.しかしながら,これは遊離脂肪酸の増加が肝切除

群で高く,それに伴 うケ トン体の増加の結果である可能
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性が考えられる.

しかしながらいずれの実験結果も血兼濃度や肝内濃度

から論じたものであり TKBの減少が産生の低下かあ

るいは消費の冗進によるものかは推測の域を出ない.こ

の肝切除後の TKB濃度の低下の理由を検討する目的

で,実験Ⅱで sham 群と肝切除群のケ トン体の消費速

度を β-hydroxybutyrateの持続注入法で求めたとこ

ろ肝切除群で高値の傾向を示 した (3.744帽 6.233

〟Mol/kg/min:sham vs肝切除 0.05<p< 0.1).
今回の持続注入法による解析では半定量的なものとし

か言えず場合により誤った結果となることがあり,正確

には Milesら43)が示すように dual-isotope法を用い

て解析する必要があるが,今回の結果から肝切除後の

TKB濃度は末梢組織での消費の元進により低下する可

能性があることを示唆するものと考えられる.

FFA 濃度変化に対する TKBMol比の経時的変

化を見ると,術後 120時間後より sham 群との差が減

少する傾向がうかがわれた.本実験では 120時間目のケ

トン体消費速度を測定していないため,24時間目と明ら

かにブドウ糖代謝の異なることが示されているこの時期

のケ トン体動態を考察することはできない.肝切除後早

期における脂肪酸およびケ トン体などのエネルギー基質

の代謝回転の研究はいまだ少なく今後さらに研究が望ま

れる.

本研究はブドウ糖代謝回転の測定を行い,肝切除後早

期におけるブドウ糖投与量の決定に一つの指標を与え

た.しか しながら今回考察した 2.2-2.5mg/kg/min

という量は手術後のエネルギー消費を補う上では明らか

に不足でありこの不足は内因性の脂肪動員や体蛋白崩壊

によるアミノ酸動員によりエネルギー基質の補給が行わ

れているものと考えられる.術後早期にエネルギー基質

の補充を脂肪投与で考えた場合,現在ある脂肪乳剤は網

内系を抑制するため肝切除後には不適当とされ,他のエ

ネルギー基質を考えなければならない.一つの可能性と

して,近年報告されているケ トン体のグリセロールエス

テル 44)が肝切除後には有効なエネルギー基質となる可

能性があると思われる.肝切除後早期にはケ トン体消費

の元進が示され,さらにエネルギー基質として利用され

るだけでなくケ トン体そのものに metabolicsigna145)●
として筋蛋白の代謝に影響を与えるとの報告がある.

これも今後の重要な研究課題と思われる.

本研究は正常肝の肝切除を対象に行った.しかしなが

ら臨床上遭遇する肝硬変を合併した肝には術後管理上の

問題が正常肝以上に山積している.肝障害時のエネルギー

基質の代謝回転の変動はいまだ充分な検討が行われてい

るとは言えない.肝硬変を合併 した肝の切除をより安全

に行うためには,今後さらに一層の研究が必要と思われ

る.

括 籍

70%肝切除犬を用いてブドウ糖代謝回転速度の測定と

同時に脂肪酸濃度,総ケ トン体濃度を測定し以下の結論

を得た.

1. 肝切除後の早期より残存肝でのブ ドウ糖合成は

sham 群の約240%の増加を示 した.術後24時間目の早

期からもブドウ糖消費速度は低下を示さず,さらに術後

120時間頃より一層のブドウ糖消費の元進が示された.

2. 肝切除後早期の糖新生が内因性ブドウ糖産生速度

に一致するブドウ糖投与により抑制されることより,イ

ヌにおける術後早期に必要とされるブドウ糖投与量は

2.1-2.6mg/kg/minと考えられた.

3. 血莞 FFA濃度とTKB濃度は有意の相関があり,

FFA IJIMolに対する TKBの Mol比は有意に肝切

除群が低値であった.肝切除群の TKB/FFA Mol比

の低下の原因の一つとしてケ トン体消費の元進が示唆さ

れた.
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部助教授に感謝いたします.またこの研究に御協力
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