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原因病態別にながめた多臓器機能不全（MOF）の検討
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　　　Even　today，　multiple　organ　failure（MOF）remains　a　prjnciple　cause　of　death　after　major

operative　procedures　and／or　severe　trauma．　We　studied　the　clinical　features　of　MOF　in　80　non・

icしeric　and　16　icteric　patients　who　underwent　mainly　major　digestive－tract　operations，　and　also

15P、ti・nt・wh・・uffered・evere　t・aum…　bu…．The　result・・f　th・pre・・nt・n・1y・i・we「e　as

follows，

　1）Although　MOF　after　digestive－tract　operations　was　apt　to　develop　in　older．　patients，　MOF

after　severe　trauma　burns　occurred　in　younger　patients．

　2）In　most　cases，　after　either　digestive・tract　operatiohs　or　trauma，　MOF　was　primarily　due

to　severe　and　uncontrolled　intraabdominal　sepsis　or　other　sites　of　serious　infectiQn．

　3）The　initial　sign　of　i！npending　MOF　ill　most　cases，　especially　in　elderly　patients，　was　failure

of　r．espiratory　function．　　　　　　　　　　　1

　4）MOF　occurred　rather　rarely　after　initial　induction　of　disseminated　intravascular　coagulation

（DIC）．　In　most　cases，　DIC　developed　following　MOF　or　simultanously　with　it。

　5）Patien七s　with　MOF　associated　with　DIC　or　Preoperative’jaundice　might　be　considered　to

have　a　graver　clinical　course　and　a　poQrer　prognosis・

　6）Mortality　in　patients　with　MOF　following　digestive－tract　operations　or　trauma　was　ill　pro・

portioll　to　the　number　of　organs　with　functional　failure．

　　　It　should　be　emphasized　that　the　complete　control　of　serio導s　surgical　infection　is　absolutely

necessary　for　prevention　or　treatment　of　MOF　after　abdominal　surgery　or　severe　trauma．　Shinshu

Med。ノ。，84：20－27，’1986
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publication　August　29，1985）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はいえ術後短期間内に同時，あるいは連続的に複数の

　　　　　　　　　　　　　　　はじめに　　　　　　　．　　　臓器が機能不全に陥り，重篤な経過をとる症例が出現

　術前術後管理，とくに集中治療の発達，手術手技の　　することが指摘されてきた。これ．らの病態は，いわゆる

向上，麻酔法の進歩により，poor　risk患者や高齢者　　多臓器障害，多臓器不全（Multiple　Organ　Failure，

などに対する手術適応が積極的に拡大され，全般的に　　MOF）と呼称され，その治療に困難をきわめ，死亡率

手術成績も飛躍的に向上したが，その反面，少数例と　　が高いことからも注目を集めている1）’6）。本症の出現
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が集中治療，濃厚治療の結果であるとともに，各種重

篤嫉患闘する鞭的諜㈱嫌療成績向上のた　　　　皿成　績
めにも，このMOFを是非とも至急克服しなければな　　　　1　年齢構成

らない。我々もこれまでに腹部手術後のMOFを対象　　　術前非黄疸例80例におけるMOFの発生は60歳代25

にして，その発生に関連する病態解析を1・1・1心に検討を　　例（32％），70歳以上20例（25％）であり，黄疸下手術

行い，発表してきた7）－10）が，これまでの成績に加えて，　例16例中60歳代以上が10例（63％）を占め，消化器の

黄疸を合併した例で手術後に発生したMOF，さらに　　悪性腫瘍に対する手術がこの年齢層に多いことも関連

重篤な外傷に伴って発生したMOFに対する治療成績　　して，　MOFの発生が高齢者に多い。しかし，外傷群

を対比させ，発生要因別のMOFの病態について，そ　　におけるMOF発生年齢は17例中13例（76％）が49歳

れそれの特微を述べる。　　　　　　　　　　　　　　以下であり，発生原因別により年齢構成が異なるが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どの年齢層でもMOFは発生している（図1）。
　　　　　　　　1　研究対象

　我々が経験した各種病態に伴うMOF　55例とともに，　年齢群（歳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80例
第83回日本外科学会総会におけるシンポジウム「外科

領域におけるDIC」に参加した7大学の御好意により
撚された、。伽うち，後述する林の診断基準11）は　・・～（錫一…i

りMOFと判定された症例，すなわち黄疽を伴わない　　　　　　　　，，、　　　！　　。／

黄疸症例に対する消化器手術後のMOF　80例，黄疽を

合併した症例の手術MOF　16例，重度外傷後17例につ

いて検討した。なお，重度外傷とくに多発骨折や熱傷

後のMOF症例は信州大学整形外科，形成外科に入院

した症例も一部含まれている。

　　　　25例
60－－69　　　・（32％），

50　一・’　59

　　　　”M°”およびDICの診断基準　　　髪笏i・　16・・一．．一一t一・

M・Fの診断齢・きわめ礪・撫あるカミ，・れ　一49・（鱗　　　　・13例｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雛　　　　　雛までに比較的多くの研究者により採用されている玉熊

の判定基準12）の“部・とくに肝と腎についてより厳し　　　0非黄疸例　　黄疸例　　外傷群
い臓器障害の判定基準11）を以下のように定めた。すな　　　　　　　　　消化器手術群ttt　tt

わち洛騰の；鵬不全について・　　　　　　図1MOF症例と年齢分布
1）心：心筋梗塞，急性心停止あるいは中心静脈圧

CVP＞20cmH20
2）肺：3日以上，あるいは死亡までの期間機械的呼　　　2　外傷後におけるMOF発生頻度

吸補助を必要としたもの　　　　　　　　　　　　　　　　信州大学整形外科学教室の御好意により昭和56年か

3）肝：血清総ビリルビン値＞10mg／d1，　GOT値〉　　ら58年までの3年間の急性外傷例について棟討する機

200K．　u．，　GPT値＞200K．　u．　　　　　　　　　　　　会をもった。その結果，骨折症例におけるMQF発生

4）腎：血清尿素窒素（BUN）値＞75mg／dl，1血清ク　　率は四肢の単発骨折132例申1例（0．8％）であるのに

レアチニソ値＞5mg／d1　　　　　　　　　　　　対し，多発骨折37例中3例（8．1％）であり，腹部外傷

5）消化管：血液所見に変化をおこすような大量の吐　　を伴いやすい多発骨折におけるMOF発生率が有意に

。下血，内視鏡下の急性潰瘍の確認　　　　　　　　　　　高い（0．OlくP＜0．02）。また，熱傷症例の場合，熱

6）脳：痛み刺激にのみ反応する　　　　　　　　　　傷面積24％以下3例，25～49％4例，50～74％2例で

　以上の臓機能不全のうち，2臓器以上に障害のある　　はいずれもMOFを発生していないが，75％以上の広

場合をMOFと判定した。なお，　D工Cの診断は厚生省　　範囲熱傷6例全例でMOFが発生しており，また気道

のDIC研究班診断基準と松田（保）の基準13）により　　熱傷を伴いやすい顔面に及ぶ熱傷7例中5例でMOF

確診例，あるいはきわめて疑いの強い症例を判別したe　を発生している。
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図2　消化器手術後のMOF症例と細菌感染

表1　消化器手術後のMOF症例とGram陰性菌，嫌気性菌の検出率

年　　　齢

49歳以下
50～59歳
60～69歳
70歳以上

1織翻纏搬’は／細菌分翻生症微

非黄疸例　i　黄疸例
12／13　　（　92％）

6／6　（100％）

20／22　　（　91％）

14／14　　（100％）

1／1　（100％）

2／2　　　（100％）

7／7　　　（100％）

2／2　（100％）

1　52／55（95％）　1　13／・3（…％）

　3　MOFと感染症の存在　　　　　　　　　　　　　率である（図2）。

　非黄疸例のMOF発生80例中70例（85％），黄疸症　　　さらに，消化羅系手術のMOF症例におけるGram

例のMOF発生16例全例で，何らかの感染症の存在を　　陰性菌，嫌気性菌の検出率は，非黄疸例では55菌株中

示す症候，所見が認められ，また外傷症例においても　　52株（95％），黄疸例でも13菌株中13例（100％）であ

腹部外傷を合併している症例でよりMOFの発生が高　　　りいずれの年齢層においても同じ傾向がうかがわれ

率である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る（表1）。

　術前非黄疸例のMOF　80例中55例で，創部の分泌物　　　　4　MOF症例と機能不全に陥った臓器数

や喀疾などから菌が分離されている。また，菌血症の　　　非黄疸例におけるMOF症例では，いずれの年齢層

陽｛生率は32例中15例（47％）であり，血中エンドトキ　　でも機能不全に陥った数は平均3個台である。機能不

シソ検出率も24例中21例（80％）ときわめて高率で，　　全臓器のうち，肝機能不全の比率は，49歳以下の若年

この傾向は各年齢層で共通して認められる。術前から　　齢層は71％であるのに対し，70歳以上では55％と多少

黄痕を合併した症例でMOFを発生した症例において　　低い。一方，何らかの時期に肺機能不全に陥った症例

も，創からの菌の分離は16例中10例（63％），エソドト　　は60歳代80％，70歳以上90％で若年齢層における肺機

キシソ血症陽性率も5例中5例（100％）とこれまた高　　能不全発生率にくらべて高率である（図3）。
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肝肺腎心消化管中枢神経系　　　　　　　　　　％

，。．59k　1、駕1塵コニ」＝一［コユ

，。蝋25馳コ」7／aコユエL［L且

＿．2。搬コ」霧L［ココ」コ」ユ

図3　術前非黄疸例における消化器手術後のMOFと機能不全臓器

　　　　　　　　騨独　肝単独　醐虫　瑚らかeこ高く滴儲層ほどM°F醗塾湖合
　　　　　　　　あるいは　　あるいは　　あるいは　　肺が初発不全臓器となることが多いことを不している
年齢層症例 h肺と他麟肝と他臓器腎と他臓器（図・）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響を3つの疾患群について検討した。非黄疸例の
　　　　　　％
　　　　　　60　　　　　　　　　　　　　　　　　MOF　80例中37例（46％）は全経過を通して，　D工Cを

　　　　　　40　　　　　　　　　　　　　　　　　示すような徴候，検査所見を示していないが，26例で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現し，他の16例ではMOFとDICがほぼ同時期に，
　　　　　　60・

　　　　　　　　　…一・’・tt，：i；：…；一：：；：；p　O．05

　　　　　　　　剛肺と他麟　　　　　、銑行．・M。F襯8°例
　　　　　　　　圏肺単独

　図4　術前非黄疸例における消化器手術後に発生　　　　　　MOF・DIO同時

　　　したMOFと初発機能不全臓器

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（33％）
一方・灘不全が肺物か，ある・・剛i灘不全が　M。F先行．，、。続遊笏

他臓器の機能不全とともに発生したか，両者を含めて

肺の機能不全が最初に発生した比率は，49歳以下で肺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”i’f’例　一・－h6例　　　．　17例
単独発生17％，肺単独・他との併発の合計は42％であ　　　　　　　　　　14β％）

徽錨謬1。羅欝讐募蕎蹴　　…単独疸。贈，講ll男・
60％であり，60歳以上の年齢層を合わせると，これら　　　　　　　　　　　消化器手術群

の値は36％，62％となり，いずれも若年齢層にくらべ　　　　図5　MOF症例におけるDIC合併の有無
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　また，黄疸例の16例でも7例（54％）でDICが全経　　　ここでMOF判定後10日以内の死亡率をMOFと

過を通じて認められず，MOF先行・D工C続発3例（18　　D工Cの合併有無の面から検討してみると，非黄疸症例

％），MOF・DIC同時発生5例，　DIC先行・MOF続　　においてはMOF単独例における死亡例は37例中21例

発1例である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57％）であるのに対し，MOF　C＝　DICが続発した26

　外傷群においても，MOF単独・DIC非合併7例（41　　例中15例（58％），　MOF・DIC同時出現16例中14例

％），MOF先行・DIC続発3例，　MOF・DIC同時発　　　（88％），　D駕先行・MOF続発1例中1例である。す

生7例であり，DICを示唆する徴候・所見がまったく　　なわちMOF症例のうち，　DICを併発した症例43例中

ないMOF症例が約半数にあたる（図5）。　　　　　　30例（70％）がMOFと判定されてから10目以内に死

非黄疸例5　1／SO　（G4　・」｝　　　黄疸fgll（手術群）1％6’59・，

DIC先行・MOF続発

MOF。DIC同時

MOP先行・D！C続発

MOF単独

雛
3％3‘7。“’v）

2レ／37【57％｝

多4／s（°°％〕

1　1／・　・33％｝

　　　　O　　　　lO　　　　20　　　30　　　　40　　　　　　　　　　　0　　　　10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例数　　　　　　　　例数

図6　消化器手術後MOF症例におけるDICの合併の有無と治療成績
　　　（MOF判定後10日以内の死亡率）　　　　　・

自〆9

〔67％｝

陳害臓罷数

2 3 4 5 6

0　5　　10　15　20　25症例敗 0　5　　10　15　20促例数 0　5　　，0　　15　20　25 0　5 0　5
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笏　　　　　　　％5z」　　　　　　　q2％， ％o【10％｝
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％ 9も
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鵜　　　　　　　％％　　　　　　　　　【75％，

％
1／≧125％｝

計
％〔60％，

％
，　　　　　　　　1／ラ　　　　　　〔14％1

ら／1

図7　MOF症例における障害臓器数と生存率
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亡している。黄疸症例のMOF発生例においては，　　いるとはいえ，高齢者ほど術前t’ill後の合併症がなお多

MOF単独死亡例は7例中5例（71％）であるのに対　　少とも高いことはどの施設でも同じように認められる。

して，MOF先行・DIC続発，　MOF・D工C同時出現，　　高齢者の術後死亡例を検討しても，心肺機能障害のみ，

あるいはDIC先行例を併わせた9例中6例（67％）が　　あるいは腎機能などの単独臓器障害で死亡することは

MOF判定後10日以内に死亡している（図6）。　　　　　少なくなってぎている16）が，予備力のない高齢者の場

　6　MOF症例における生存率　　　　　　　　　　　合，1つの合併症を契機にMOFの発症する頻度が高

　機能不全臓器数が多くなると生存率は低く，非黄疸　　くなることは明らかである。　　　　　　　　　・

例のMOF発生の場合，2臓器機能不全で12％，3臓　　　　とくに，術前から合併病変がある場合や術後の合併

器機能不全で10％，4臓器機能不全では9％の生存し　　症，なかでも重癌感染症や敗血症が発生した例では

かなく，5臓器以上で機能不全をおこしている場合に　　MOFをおこしやすく・MOFに感染性因子の関与が

は救命された例は1例もない。また，黄疸を合併した　　重視されている17）。今圓筆春らが検討した症例群でも，

消化器手術後のMOF症例の生存例は，3臓器機能不　　非黄疸例の85％，黄疸例の100％に重症感染症の合併

全の1例を除いて0であり，術前から黄疸を合併して　　が認められ，骨折例においても腸管損傷などの腹膜炎

いる症例では，術前除黄疸処置が行われた症例を含め　　が，また熱傷例でも敗血症や気道熱傷が契機となって

て，手術後にMOFを併発し湖合，生存率はきわめ　MOFが発症している・感染症がMOFを発生させ・

て低い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また増悪させている事実は，Fryら18）が述べている

　外傷後のMOF症例における生存率には，腸管穿孔　　ように，　rMOFが重症感染症の末期総合像」であると

の有無が大きく影響し，腹膜炎を合併した場合では機　　理解することもでぎる。

能不全tこ陥った臓器数に関係なく，1例の生存例もな　　　MOFの初発臓器として，筆者ちと同様，肺とする

い（図7）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告17）19）が多く，消化器手術例，外傷例いずれでも，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重症感染症あるいは呼吸器による呼吸療法などにより

　　　　　　　　IV考　案　　　　　肺不全が発生し，低酸素血症やエンドトキシン血症を

　Tilneyら1）が腹大動脈破裂に対する手術後の急性　　招来し，　MOF発症する症例が多く認められる19）。こ

腎不全に対する治療中にMOFが発生することを示し　　のように，　MOFの発生増悪因子として肺機能不全が

て以来，多臓器障害，多臓器不全（MOF）などと呼ば　　注目されるが，とくに高齢者ほどMOFの発症に際し

れる病態に対する対策で，1970年代に入ってから集中　　て，肺機能不全が最初である場合が他の年齢層にくら

治療上で注目を集めている1）－6）。しかし，MOFを論　　べて高率であった。このことは，筆者らの教室におけ

ずる易合，もっとも大切なことはMOFの診断基準で　　る消化器手術後の肺合併症20）を検討してみても，全身

あるが，報告者によりかなり違っており，純一された　　麻酔下に実施された胃切除，結腸切除，肝・胆・膵手

ものはない。そのためt／＝　MOFの発症頻度や治療成績　　術など開腹術後の呼吸器合併症（術後早期の胸部X線

も報告者によって異なることになる。今回，筆者らは　　像上，有所見者を含めて）の発生は，昭和57－58年度

従来比較的多く使われていた玉熊の判定基準12）の一　　でも0～59歳4．3％，60～69歳1．6％，70歳以上8．6％と

部を変え，とくに肝と腎についていささか厳しいMO　　高齢者層における術後肺合併症の発生率は高く，MOF

Fの判定基準11）を設けた。その理由として，臨床的概　　の発生予防上，この肺合併症の発生を肺理学療法など

念上，現在の治療レベルではどうしても救命し得ない　　によって，さらに低下させることが絶対に必要であ

限界を知るため，MOFと判定される症例をより厳密　　る。

に限定させることを目的とした。　　　　　　　　　　　　MOFとDICについては，これまでにも両者間に

　これまでの報告で消化器手術後のMOF発症率は　　密接な関連性があることはいくつかの点から指摘され

1～34％と報告者14）15）により様々であるが，判定基準　　ており，たとえば柴21）はDICはMOFの発生あるい

の違いのほかに対象にした手術，症例の差も大いに関　　は増悪因子として重大な役割を演じており，DICの予

連する。消化器手術例では高齢者に多く発症している　　知と早期治療はMOFの対策としてきわめて重要であ

が，最近高齢考の消化器手術数が増加していることに　　　ることを強調している。今回の筆者らの検討では，非

も関連している。すなわち，術前術後の集中管理，手　　黄疸例，黄疸例いずれの消化器手術後の場合でも，ま

術手技，麻酔の進歩などにより，術後成績は向上して　　た外傷例においても，DICが先行してMOFを発現す
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る症例が意外に少なく，DICを示唆する徴候，所見が　　傷あるいは経過中に敗血症に陥って死亡している。ま

ない症例がMOF全体の約半数あることに注目したい。　た，熱傷例でも半数が初期の臓器不全にいったん耐え

DIC研究班の判定基準が慢性DICを主に対象にして　　た後，敗血症を発生すると死亡しており25），外傷例に

おり，外科領域においてむしろ多い急性DICの判定　　おいても感染症がMOFの病態を重轍こさせ，治療成

にはいささか不適切な面があり，この判定基準による　　績に大きな影響を与えている。

DICの判定時期と現実にDICが発現している時期と　　　このように，　MOFもDICも重症感染症の末期像の

の問に多少のずれがある8）ことも考慮されなければな　　1つであるとすれば，手術前後の管理，とくに集中治

らない。いずれにせよ，DICとMOFの時期的関係を　　療，長期呼吸器を使った呼吸療法の改善，手術手技の

求めてみると，DIC先行型よりDIC後発まはは同時　　向上などによる術後感染症を防止し，生体防禦機能低

型が多いことは他の報告9）22）でも認められている。　　　下に対する予防的，治療的対策に一層の努力を払うこ

　しかし，DIC症状がほ1現すると，　MOFの経過に重　　とが，　MOFの発生を防止し，またMOFを発生した

大な影響を与えることにも注目したい。非黄疸例，黄　　症例の治療成績を向上するために大切であるとあらた

疸例のいずれにおいても，今回の検討対象ではDICを　　めて痛感される。

併発した場合には，MOFと判定された後10日以内に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V　結　　　語
死亡する率は，DICを伴わないMOF単独群よりも高

率であった。このように，DICの関与はMOFの臨床　　　術前黄疸の有無にかかわらず，消化器手術後のMO

像を増悪させ，死を招く頻度が高い理由としていろい　　F症例，また重症外傷後のMOF症例のいずれでも，

ろあげられるが，DICが単なる血液凝固異常だけに止　　発生助長因子として重症感染症があげられ，肺合併症

まらず，血管内の微小血栓により各種臓器に機能不全　　の予防，積極的な治療とともに，この種の感染症への

をおこさせる症候群であることに留意したい。とくに　　対策がMOFの防止に大切であることを強調した。

消化器外科手術後のMOFでは，　DICがMOFの発症　　また，　DICの合併，術前の黄疸，肝硬変の存在なども

要因というより，MOFを発症させる要因としての感　　MOFの病態上増悪因子となっていることに留意した

染症にDICが続発してMOFを悪化させる22）23）場合　　い。

が多く，MOFの発生防止のためにも，またDICの治

療とともに重症感染症に対する処置が何より大釦な治　　　なお，口本外科学会シンポジウムに際して臨床成績

療4）18）24）の問題の1つである。　　　　　　　　　　　　を提供していただいた札幌医科大学戸塚守夫，東邦大

　これまでの報告4）18）19）22）でもMOF症例における　　学柴忠明，東京大学（現防衛医科大学校）玉熊正悦，

機能不全に陥った臓器数が多いほど，死亡率が高いこ　　大阪大学上村純一，吉岡敏治，大阪市立大学佐竹克介，

とが指摘されているが，今回の検討結果でも同様な点　　産業医科大学大里敬一，また外傷例，熱傷例の実態調

が明らかにされ，とくに術前に黄疸を合併していた症　　査に協力下さった信州大学寺山和雄，廣瀬毅各氏に

例，肝硬変合併例に対する手術後にMOFを併発する　　心から謝意を表したい。なお，この論文の要旨は第85

と，生存例はきわめて低く，術前の黄疸の存在もMO　　回日本外科学会総会（1985年4月，仙台）で発表し，

Fの病態上増悪因子とみなしたい。　　　　　　　　　　昭和59，60年度の文部省科学研究費補助金「高齢者外

　他方，外傷例においても，初期の臓器機能不全がそ　　科の安全性向上に関する研究一超高齢者手術の検討を

のまま死に結びつくことは少なく，腹部外傷，腸管損　　含めて一」を受けて行われたことを付記する。
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