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隣接医学の進歩･現状-

揮　発　性　麻　酔　薬　の　副　作　用

その侵製l札　攻撃的側面

瀧　野　善　夫

東京歯科大学市川総合病院麻酔科

は　じ　め　に

手術の痛みをとること,これが麻酔の命題であ

る｡しかし,麻酔の役割はそれだけでは終らな

い｡手術榎襲による生体の反応を抑えるという役

割もあり,その意味では麻酔は榎襲からの防御医

学,ないしは周手術親の全身管理学とも言われ

る｡苦痛なく手術ができ,しかも侵裏から患者を

護るとなれば,そこに負のイメージはない｡だ

が,麻酔は薬物を使用して行うことを前提とする

以上,その副作用も当然のことながら考慮に入れ

る必要がある｡吸入麻酔薬(本稿で吸入麻酔薬と

いう場合,とくに断わなければ,揮発性麻酔薬を

指す)が呼吸と循環を抑制することは周知の事実

であり,これらの作用はことと次第では忽のうち

に生命の安全を脅かす｡したがって,麻酔薬の副

作用はその語句から感じられるような副次的,附

加的な作用ではない｡表題に麻酔薬の攻撃的,倭

嚢的側面と文言を敢て追加し,理解を求めた所以

である｡

現代使用されている揮発性麻酔薬

ジエチルエーテル(以下,エーテルと略す)が臨

床の場から消えて久しい｡体内で代謝されにく

く,麻酔が安定すれば呼吸･循環系への抑制もき

わめて少ないエーテルは最新麻酔薬と比べて優る

とも劣らないように思われる｡しかし,この麻酔

薬が消えねばならなかった一番の理由は麻酔深度

の調節が難しく,かつ可燃性があり,効率と安全

性の両面の問題があったからである｡貝体的に書

けば,エーテルでは麻酔がかかりにくいし,麻酔

がかかっても容易に深くならない｡ -旦,深くな

れば今度はなかなか醒めてこないので,術後の管

理が大変である｡これでは日々多忙化していた当

時の手術場の要求に応えることはできなかった

し,引火して爆発することもあるとなれば,発火

源となる医療器翼の手術室持ち込みは制限されて

しまう｡エーテルのこれらの欠点を角酎肖した新し

い麻酔薬の開発が時代の要求であった｡そのよう

な背景の下に登場してきたハロセンはその名から

知られるように-ロゲンの構造式にもっ｡これに

よってエーテルの歎点が克服され,今日の麻酔学

はハロセンによってその緒につくことになった｡

強力な主役の誕生である｡ハロゲン化麻酔薬

(表1)は以後,逐次開発され,臨床に供されてき

たが,中には既に姿を消したものもある｡何故,

消えたのか,今後,更に消えゆくものがあるであ

ろうか｡揮発性麻酔薬の消長を考えるのが本稿の

ねらいの　つでもある｡

吸入麻酔薬の標的臓器

吸入麻酔薬は肺胞から血管へと吸収され,心･

血管系によって全身の組織･臓器にくまなく運ば

れる｡したがって吸入麻酔薬の影響は体内への取

り入れロである肺胞から始まり,末端組織の隅々
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表1吸入麻酔薬とその代謝率

鹿野:揮発性麻酔薬の副作用

麻酔薬名　　　　　　分子構造　　　　　代謝率

ハロセン

メトキシフルレン

エンフルレン

イソフルレン

デスフルレン

セボフルレン

CF3-ccIBrH　　　　　　20　%

cc12H-CF210lCH3　　　50　%

一0-

CF2日

CF2H10-CFHICF3　　　0. 02%

CFH210lCH(CF3)2　　5-8%

にまで及んでいる筈であるが,その道すがら血

管1)と血球2)にもなにがしかの仕事をしていると

想像できる｡今日,これらの作用は全てが明らか

にされているわけではない｡中には臨床レベルに

達しないために見逃されてきたものもあろう｡本

稿は現段階でよく知られている影響,とりわけ心

臓への干渉を中心に触れるo

心筋収縮力への影響

吸入麻酔薬の心臓への影響をいうとき,心筋収

縮力･刺激伝導系･冠動脈血行の三者への働きを

考慮しなければならない｡しかし,ポンプとして

の心臓を考えるなら,収縮によって全身に血液を

送り出している固有心筋ないしは作業心筋への影

響を優先するのが妥当であろう.イギリスの4理

学者　　　　　　　　　　一　　は心筋の収縮

に　　が必要なことを見っけた｡彼はカエルの

摘出心臓が‥生理食塩水に塩化カルシウムを加え

た溶液の中で長く拍動することに気がついた最

初の人間である｡ I-方,吸入麻酔薬が用量依存性

に心筋の収縮力を抑制する作用(陰性変力作用,

があることは以前か

ら知られていた｡しかし,そのメカニズムが明ら

かにされてきた3)のは比較的最近のことである｡

1.心筋編胞の構造と機能

心筋細胞は機能的に月英系と収縮蛋白系に分ける

ことができる4)が,収縮するためには膜系(細胞

膜･ T管･筋小胞体)由来の　　が収縮蛋白(ア

クチン･ミオシン)に結合することが必要であ

る｡ T管は横行小管とも言われ,細胞膜の電気的

興奮を細胞質の奥深く伝えるために細胞膜が細胞
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質の内部に入り込んだ管である｡筋小胞体は収縮

蛋白を網目状に取り巻いている　　の細胞内貯

蔵所であり, T管とは酬犬の突起で接触し,これ

によってT管から情報を得ているとされている｡

収縮蛋白系が収縮･弛緩を滞りなく,かっ,速や

かに繰り返すためには細胞質内の　　濃度を周

期的に変化させなければならず,筋小胞体はその

素早い調整作業を瞬時も休むことなく行ってい

る｡

の綿月包内濃度　　　十]l )の調節

1)綿胞月莫のL型Ca2十チャンネル

刺激伝達系から心筋細胞に指令が伝わると編胞

膜が興奮し,脱分極が起きる｡このとき心室筋の

活動電位は急峻な立ち上がりに続いて持続の平た

んな相があり,この時相でCa2十が濃度勾配に

従って細胞外から編胞内に流れ込む｡このルート

はL型　　チャンネルと呼ばれる(図1)｡

純胞外のCa2十濃度　　　　　は　　　であ

り,　-方　　　十]Iは静止時　　　　張力の発生

の初期は10【6M(図2)であるから,脱分極時には

細胞内外　　倍の濃度勾配でCa2→が流れ込む

ことになる｡話が飛躍するが,綿胞肢が薬物や毒
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図1心筋細胞膜の膜電位の変化とイオン電導
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図2　細胞内　　濃度と発生張力　　　　　の関係

素などで損傷されると　　　　は急激に細胞内に

流れ込み, J*田胞は内に逼れる　　　によって死を

迎えるO　細胞月莫の機能を失った糸田胞は皆

によって死ぬ｡このことを指して,ある人は

と呼んだ5'0

2)筋小胞体のCa2十放出チャンネル

筋糸田胞の最大収縮には静止時の100倍のCa2十

濃度が必要である(図2)｡ T管が脱分極したとき

に流入する　　　の室は　　倍の濃度勾配で細

胞外から流入してもなお必要室の　　　にしかな

らず6),その不足分を筋小胞体からの放出で賄う

ことになる｡筋小胞体の　　放出チャンネルは

植物アルカロイドのリアノジンを選択的に結合す

る性質をもっているので,リアノジン受容体とも

言われ,このチャンネルを開口させるのは主に

脱分極時にL型チャンネルから細胞内に流入する

とされる　　　十自らが筋小胞体から

を放出させることから　　　十

と言われる0　--皮,チャンネル

が開口すれば　　　は濃度勾配に従って筋小胞

体から細胞質へと流出する　　　　はカフェイン

で促進され　　　十やH十で抑制されるという｡

十]I除去機構

心筋は一日に何万回と収縮するから, Caが流

入しすぎて困る｡これを処理するメカニズムに

十交換系　　　十ポンプがある｡

ポンプ

高濃度のままでは次の収縮を迎えるさことはで

きない｡一先ず弛緩して血夜を心室内に充満しな

ければならず,そのためには　　を除去する必

-　7
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要がある｡ポンプで汲みH｢すところは一つは細胞

外であるが,排出速度が遅くて心拍のリズムに対

応できない｡これに叶うシステムとして筋小胞体

へのCa2十の取り込みがある｡濃度勾配に運行

するこれらの取り込みにはエネルギ-が必要で

あり,それはATPの分角酎こよって得られる｡

調節の主役は筋小胞体のCa2-ポンプ

であり,このポンプは　　　　依存性蛋白キナ-

ゼによって促進される｡

十　　　交換系

この系はその名のとおりNa十　　　交換して

細胞内のCa2十濃度を下げる｡　　ま細胞外に多

く,細胞内には少ないから　　　は濃度勾配に

沿って外から中へ流れ込む｡この流れ込みのエネ

ルギーを利用して,細胞内Ca2十を外へ転送

する｡その交換比率は　　　　　　であるo　し

たがって,細胞内のNa十の変化は間接的に細胞

内　Ca2十の濃度に影響する｡心筋虚血の際には

Na寸/K+ポンプが抑制されているので,細拍内

Na十が上昇し,そのためNa十　　　十交換系の効

率が低下するo細胞内のCa2十濃度が異常に上昇

すれば,細胞障害の原因となる｡

十と収縮蛋白の結合

筋細胞の収縮の過程は編胞膜の脱分極時の

流入から始まり,アクチンとミオシンの両

蛋白の結合によって終わる｡その経過は-瞬であ

るが,隠された化学変化は単純ではない｡

1)筋細胞の弛緩

収縮するには前段階として弛緩状態がなければ

ならない｡この状態を保っための収縮蛋白の状態

を知っておくことが必要である｡

(1)収縮調節蛋白,トロポミオシン

がアクチンの表面にあって,

ミオシンとの結合を阻害している｡

(2)アクチンの表面には今I1-つの収縮調節蛋白

トロポニン　　　　　が配列しているがこ

の蛋白には三つのサブユニットがあり, C

a2十と結合するトロポニン

Cと　　　の結合を阻害しているトロポニン

と結合しているトロポニ



104 瀧野:揮発性麻酔薬の副作用

ン　　　　　である｡弛緩状態ではTNIが

TNCとCa2十の結合を抑制している｡この

抑制作用はTNIのリン酸化

によって生じ,このときCa2十による

張力発塗のS字状カーブは張力の最高値を

変えることなく右にシフトさせ, Ca2十に対

する感受性を弱めている(図2)Oリン酸化は

依存性　　　　　　　　によっ

て促進するとされている｡この酵素の働きに

よって,収縮から弛緩への相変換が行われて

いることになる｡

2)筋純胞の収縮

編胞内に　　十が増えてくると　　　　の脱

リン酸化　　　　　　　　　　　が4じ

とCa2十の結合が生じる｡細胞内には約

のTNがあるので,増加した　　　の大部分は

TNCに結合して　　　　　　　複合体となる｡

そのときアクチンとミオシン頭部

との結合を阻害していたTMの作用が解除

され,張力発生カーブは左にシフトしてCa2十に

対する感受性が強まる(図2)｡ TN Iの脱リン酸

化は　　　　　　　によって促進するという｡

4.収縮力を変化させる他の要因

1)筋線経の長さ

筋線経が長くなれば,収縮力が強まる｡このこ

とは　　　一　　　　の法則として古くから知

られている｡筋線経が長くなれば　　　の内部

放出が増え,収縮蛋白の　　　に対する感受性が

強まるが,後者が重要である｡この際の感受性高

進はTNIの脱リン酸化とは無関係であるとい

う｡

2)アシドーシス

細胞内pHの低下は収縮蛋白の　　感受性

をドげると同時に,発生張力も減少する｡アシ

ド-シスはまた筋小胞体からの　　　放出をも減

らす｡

濃度

ECFからCa2十を除くと,収縮力は指数関数

的に減少し,およそ50秒後に半減するが

を補充すれば収縮力が2 I 3悟早い時間で回復す

る｡　　　　　　　　の時代の仕事である｡

4)カテコールアミン

CAはβ受容体を刺激し　　　　　　　　　を

活性化し　　　　　　　増加を増加させる｡その

結果　　　　　　　　依存性　　　　　　　　の

働きによって細胞内蛋白のリン酸化が促進され

る｡これらにはTN L　　　チャンネル

ポンプの働きを調節しているフオスフォランバン

のリン酸化が含まれる｡

TN Iのリン酸化は弛緩期を速めて心室を充満

させ　　　チャンネルのリン酸化は細胞内Ca2十

の増加させて張力の発生を,同様にフオスフォラ

ンバンのリン酸化はCa2十ポンプの機能を高める

ことによって細胞内Ca2十濃度を下げ,収縮期を

短縮させる｡ CAは収縮の増強ばかりでなく,弛

緩の開始を速めて弛緩期の心室充満に寄与してい

る｡

5)フオスフォジエステラーゼ阻害薬

の増加は, β受容体を刺激した

ときだけでなく　　　　　　　　分解する酵素

フオスフォジエステラーゼ3型　　　　　を阻害

しても起こる｡ミルリノン,アムリノンなどの一

連のP D E阻害薬は心不全などでβ受容体が下降

調節　　　　　　　　　　されているような心筋

でも効果を上げることができる｡

6)ジギクリス

ジギクリスは細胞内　　濃度を上げ,収縮力

増強に寄与する｡その理由は　　　　ポンプを

抑制し,細胞内のNaの増加させ,これが結果的

に　　　　　十交換系を抑制するために細胞内

の排出が低下することによる｡

5.麻酔薬の心筋抑制

麻酔薬の　　十調節への関りを次の4つのス

テップで考える｡

1)糸田胞膜

かつて-ロセン,サイオペンタール,メトキシ

フルレンは一時期, "　　　　　　　　　　　一

と言われたことがあった｡麻酔

薬が強い心筋抑制を示す反面,心筋編胞の活動電

位には僅かな変化しか伴わなかったからである｡

8
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しかし,後になって-ロセンは吸入濃度1%以上

では活動電位の立ち上がり　　　　　の

を抑制するとともに,平坦部分である

を短縮することが明らかとなった｡ ･方,麻酔

薬がCa2十の細胞内への取り込み抑制すること

を観察していた研究者たちは,細胞膜がCa2手と

結合するために取り込みが悪くなる

of gated Ca2+　transport by increased Ca

と考え,麻酔薬の心筋抑制の一因とし

た｡現代では-ロセン,エンフルレン,インフル

レン,サイオペンタールはT管のL型Ca2十チャ

ンネルを通る　　を減少　　　　　　　　-

させることが判明して

いる｡

2)ミトコンドリア

ミトコンドリアは心筋では30%の容積を含め,

ATPを大量に生産して収縮のエネルギーを賄

う｡　　の収容量も大きいが,取り込み速度が

遅いから,細胞内の　　　の濃度調節には大きな

役割を担っていない｡

-ロセン,エンフルレン,インフルレンなどの

吸入麻酔薬は臨床使用濃度でミトコンドリアの

ATP産生を抑制する｡このことが心筋抑制の原

因とされたことがあったo Lかし　　　　を一定

レベルに維持したスキンド標本でも強い心筋収縮

力の低下が認められたことから,この考えは否定

された｡代わってミトコンドリアのCa2十蓄積機

能が-ロセンによって低下することから,ミトコ

ンドリアによる細胞内　　濃度調節本全が心筋

抑制の原図として考えられたが,今では否定的で

ある｡

3)収縮蛋白

麻酔薬の陰性変力作用の原因にアクトミオシン

の関与が調

べられたことがあった｡この研究の初期に-ロセ

ンがこの酵素を抑制していることが判明したが,

そのときの-ロセン濃度は臨床で使用するそれよ

り桁違いに高かったこと,更には　　濃度を一

定にしていなかったことによりアクトミオシン

抑制説は否定された｡この酵素の活性

一　9
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は　　　濃度依存症であるからである｡代わって

ハロセンがミオシンの構造　　　　　　　　変化

を招くことの可能性が考えられたが,この変化は

実はアクトミオシン　　　　　にあることが判明

した｡ Ca2十を与えれば-ロセンによる抑制は完

全に解除され,この説も否定された｡以後,収縮

蛋白と麻酔薬の関り方について多くの研究がなさ

れたが,収縮蛋白の変化が心薪抑制の主因とする

成績は現在のところ得られていないようである｡

4)筋小胞体

麻酔薬は筋小胞体の　　の取り込みを阻害す

ると以前から知られていた｡しかし,このことが

麻酔薬による心筋抑制の原因とは見なされてない

かった｡その理由は,筋小胞体へのCa2十取り込

み抑制には収縮力を抑制する10倍の麻酔薬(-ロ

セン)の濃度が必要とされていたからである｡だ

が,この研究はCa2十濃度が　　　　以上という

非メ生理的な濃度で行われていたことから, 4理的

な　　　　　　に濃度を下げて再調査したとこ

ろ,臨床濃度で-ロセンは筋小胞体のCa2十取り

込みを阻止していることが分かった｡この段階に

至って-ロセンは筋小胞体の機能を抑制して心筋

収縮力を低下させている可能性が強く示唆され,

同時に　　取り込みを促進するCa2十

の抑制が示唆された｡後年,吸入麻酔薬のこの♯

素に及ぼす抑制作用が証明された7)｡筋小胞体の

Ca2十取り込みが抑えられると,やがては内部蓄

積も減少し,心筋収縮に必要なCa2十の細胞内放

出も減少することになる｡ -ロセンは

の濃度範囲で濃度依存性に　　　の取り込みを20

減少させるo　同様にエンフルレン

%は30-　　　　イソフルレン　　　　　は

のCa2十取り込みをそれぞれ濃度依存性に減少さ

せるという｡

この項のまとめ

吸入麻酔薬の心筋収縮力抑制は従来,心筋への

直接作用という言葉だけで説明されていた｡その

ように教えられてきたわれわれ古い麻酔科医はそ

れ以上に考えることはなかった｡しかし,これま
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で見てきたように,吸入麻酔薬が収縮蛋白の機能

を　接抑制していることを示す証拠はない｡麻

酔薬は主に心筋糸田胞膜系の,就中,筋小胞体の

の細胞内取り込みを抑制することによって

間接的に収縮力を抑制していたのであった｡

肝臓に及ぼす影響

1.肝毒性の原因

薬物の副作用を言うとき,原因として本来の薬

理反応として現れるものと,その患者だけに特異

的に現れる免疫反応の二者がある｡前者は用量依

存　　　　　　　　　であり,かつ予測可能であ

るが,後者は用量に関係せず,代わりに患者依存

であり,予測不能である｡

-ロセン,エンフルレン,イソフルレン,デスフ

ルレンによる肝障害は免疫反応である｡

2. -ロセン肝炎

-ロセンの臨床使用は　　年に始まった｡しか

し,間もなくハロセンが術後に肝障害を起こすこ

とが明らかになるo　これに二つのパターンがあ

り,一つは-ロセン吸入した20%の成人に起こる

中等度の肝障害であり,他の一つは発生は

例に1例と稀であるが,　度,起きれば

責痘と広範な肝細胞壊死(劇症肝炎)で高率に死亡

(致命率は50--　　する肝障害である｡ -ロセン

肝炎の特徴の血清中の抗体の存在である｡ -ロセ

ンは肝臓で代謝され　　　　　　　　　　が生ま

れる｡この代謝産物は肝月蔵の蛋白と結合

し,この物質の抗体が特定の患

者で生まれることが判明した｡抗体がある患者は

二度目の-ロセン吸入で抗原抗体が生じ,肝障害

が発生する｡

3.吸入麻酔薬の代謝率

-ロセン,メトキシフルレンの代謝率は極めて

高い(表1)｡この欠点を克服し,体内で代謝され

にくい麻酔薬が相次いで登場した｡最新のデスフ

ルレンに至っては殆ど不活性ガス　　　　　　と

言っても良いほど代謝されないが,これまた新し

いセボフルレンはメトキシフルレン以後の麻酔薬

にしては例外的に代謝率が高い｡日本で開発さ

-- 10

れ,日本でその使用が多いこの麻酔薬が将来どの

ようになるのか,注目されている｡

4.吸入麻酔薬の代謝を高進させる園子

女性,中年,肥満は代謝を促進する園子とされ

ているが,肝月蔵で薬物の代謝を刺激する薬物,す

なわち酵素誘導を来す薬物,例えばバルビター

ル,アルコール,麻薬,トランキライザー,ステ

ロイドの常用は吸入麻酔薬の代謝を促す｡これら

を考慮すれば成人には-ロセンは避けるべきであ

ろうが,吸入麻酔後に原因不明の肝障害を来した

例では, -ロセンだけでなくエンフルレン,イン

フルレン,デスフルレンも避けた方が無葉で

ある｡同様にこれらの麻酔薬のどれかによって

抗体が産生されている場合,交叉感作の危険が

あるO一方,小児では-ロセン肝炎の報害は少な

い　　　　　　　｡

5. -ロセン以外の吸入の麻酔薬は肝炎を起こす

か?

エンフルレン,インフルレンの両者には劇症肝

炎の報吾があるが,これらの麻酔薬は-ロセンに

比べて代謝率が低いから,肝炎の発生率は低い｡

その意味ではデスフルレンが最良であるが,デ

スフルレンさえも重症肝炎の報菖8'があるO　一

方,セボフルレンは代謝率は高いが,代謝産物に

が生まれないので,免疫反応

に由来する肝炎の報吾はない｡

腎臓に及ぼす影響

肝臓ではハロセンが問題を提起したように,腎

臓ではメトキシフルレンが腎毒性を考える契機と

なった｡更に他の要図として,麻酔ガスが麻酔回

路にセットされた炭酸ガス吸収剤と反応して毒物

を生むこと　　　　　　　　　　　　　　　をも考

慮せねばならない｡

1.無機フッ素による腎障害

今日,用いられている揮発性麻酔薬はすべて

フッ素が含まれている(表1)｡肝臓のチトクロー

ム　　　システムでこれらの麻酔薬が代謝される

と,無機フッ素　　　　　　が生じる｡メトキシ

フルレンの場合,代謝率は50-80%であるため
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に,無機フッ素が大量に産焦され,これが腎不全

の原因となった｡この腎不全の濃縮力障害の形を

とるので,尿を濃縮して水分の損失を防ぐことが

できず,多尿,希釈尿,脱水,高Na血葉･高浸

透圧血柴のいわゆる

となる｡腎不全を起こす場は尿綿管であるが,体

夜の損失に補充が追いっかなければ,やがては糸

球体の機能も低下して高BUNとなる｡無機フッ

素による腎不全はバゾプレッシン　　　　無効で

予後は不良である｡

腎不全が発生する無機フッ素の血中レベルは当

初　　　　とされていた｡しかし,この濃度と無

関係に腎障害が見られる事例も少なからずあるた

め,無機フッ素曝露期間

説が新たに登場したo　無機

フッ素の濃度が低くても曝露期間が長ければ絶対

量は増えるであろうし,反対に瞬間的に無機フッ

素レベルが　　　を凌駕しても,時間が短ければ

産年された無機フッ素も少ないと考えられるから

である｡最近では新たな説,腎臓での代謝説が庄

目されている｡吸入麻酔薬が腎臓で多く代謝され

れば,血中レベルに関係なく代謝されたその場所

で毒性を発揮することになる｡理由が何であれ,

代謝され易い麻酔薬は淘汰の試練を避けることは

できていない｡メトキシフルレンはその腎毒性の

故に今では製造されていない｡

2.日aloakene nephrotoxicity

ハロセンが炭酸ガス吸収剤と反応して

kene(2-bromol2l Chlorol 1, ldifluolo-

を作ることには以前から知ら

れていた｡　　　　は麻酔を閉鎖回路にして用

いるときごく微室に発生するが,この物質とその

代謝産物　　　　抱合体)は他の　　　　　　と同

様にラットに腎毒性　　　　　　〕m)があり,

尿細管の壊死を招く｡ -ロセン麻酔後に

はヒトの尿中にも認められているが,腎障害の報

吾はない｡その理由は　　　　抱合体を更に毒性

化する腎の　　　　　　　　　β　　　　の活

性がヒトの場合,ラットの10%に留まっているこ

とによるという｡
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3.セボフルレンによる腎毒性

永い問,眠っていた　　　　　　腎毒性が今

冒,再び往目されるようになったのはセボフルレ

ンが炭酸ガス吸収剤と反応して

2-　　　　　-

通称"　　　　　　　を作るからである｡セボ

フルレンは構造上,二重結造をもっていることが

反応性を高くする原因とも言われている

は　　　　と同じようにラットの尿細

管を障害して,糖尿･蛋白尿･酵素尿

を起こす｡　　　　　　　がおよそ300

を越すと尿細管壊死になることが分

かっているが,ヒトでは危険レベルが明らかにさ

れていない｡　　　　　　　の発生は炭酸ガス吸

収剤がソーダライムよりバラライムであるほう

が,また,麻酔は低流量･閉鎖回銘で行ったほう

が発庄しやすい｡低流量･閉鎖回錆は炭酸ガス吸

収剤が高温になるので,セボフルレンの反応性が

高ま　る｡わが国では欧米話Egに比べて

セボフルレンは使用頻度が格別に高いが,これ

による腎障害の報吾は今のところ見られない｡

は　　　　と同様,代謝をうけて

抱合体

になるo　腎のβ　　　　による

抱合体の代謝がラットの1/8-30であると卜にお

いて　　　　　　　　の腎毒性は未だ論争中であ

る｡その是非が確定するまでセボフルレンを21/

min以下の低流室で用いるのは避けたほうが賢

明である｡

吸入麻酔薬による一酸化炭素の発生

1.麻酔薬と一酸化炭素

前項ではハロゲン化麻酔薬が炭酸ガス吸収剤

と反応して　　　　　　を発生させることを述

べた｡しかし,麻酔回路で発生するのは

だけではない｡麻酔薬が炭酸ガス吸収剤に

よって破壊され, COが生じる危険もまた考慮し

なければならない｡麻酔回路にCOが蓄積するこ

とはクロロフォルム,トリクロールエチレンの古

い時代から知られていたが,この問題は永い問,



108 瀧野:揮発性麻酔薬の副作用

忘れられていた｡しかし,エンフルレンおよびイ

ソフルレンの麻酔中にCO中毒の例がかなりの数

で報吾されるに至って,近年,再び庄目されるよ

うになった｡これらの例のなかではCO濃度は

を超え　　　　　は30%以上になった

例もある｡ CO中毒は月曜日の最初の症例に起こ

りやすいことがわかり,週末に炭酸ガス吸収剤を

休ませることによる乾燥とCO発生の関連が疑わ

れた｡炭酸ガス吸収剤は出荷段階では水を含んで

いる｡使用中も呼気から水分を供給されて加湿さ

れた状態にあるが,使った後,長時間にわたって

使用しないでおくと徐々に乾燥し,これを再び用

いれば,麻酔薬と反応してCO娃成が促進する.

CO中毒で死亡した事例と未だないが

が最高32%になり,術後の人工呼吸管理を必要と

したデスフルレンの例7)が報吾されている｡術中

のCOの発生の慮度は,その日の最初の症例で

全症例で　　　　　という｡

中毒の病態

C OはHbに対して酸素の220倍の親和性を

もっているから　　　　が減少し,その分

が増え,酸素運搬が損なわれる｡　　　はHbの

酸素解離曲線を左に偏位させるから,組織で酸素

の解離を妨げ,酸素不足に導く要図となる｡意識

があれば,吐き気･堰吐･頭痛･めまいなどの

C O中毒の初期症状が現れて,異常がわかるが,

全身麻酔中では自覚症状がないので発見がむずか

しい｡通常のパルスオキシメータでは　　　と

の判別ができないから　　　　は置接測

定するはかない｡ CO中毒のメカニズムは未だ議

論中である｡最近,トランスミッターとしての内

因性ガスが往冒されているが, COもその-つで

あれば,その蓄積による神経伝達障害も考えられ

ないことではない｡

中毒の予防

を発生しやすい麻酔薬を避ける

デスフルレン,エルフルレン,イソフルレンは

この順でCOを発生し易いo　これらに比べて-ロ

セン,セボフルレンは安全である｡

2 )炭酸ガス吸収剤の乾燥を避ける

週末,そのままにしておくと乾燥するので,戻

酸ガス吸収剤は月曜日の朝に取り替える｡

3)炭酸ガス吸収剤の種幾

バラライムはソーダライムよりCOを発生しや

すい｡

脳に及ぼす影響

吸入麻酔薬が脳に働くのは当然のことである｡

それをねらって全身麻酔を行うのであれば,脳へ

の影響は主作用そのものであって,副作用ではな

い｡しかし,ある薬物に人間の意識を失わせる作

用があるということは真実,怖いことである｡仮

に手術に麻酔が必要でないとすれば,意識を,と

いうよりも人格を強引に奪ってしまう薬物は毒以

外のなにものでもない｡だが,どようなメカニズ

ムで意詣拍くなくなるのであろうか｡今もって明ら

かにされない麻酔の最大の謎であるが,麻酔学の

著しい進歩が誇らしく喧伝される今日,謎が謎と

して留まっていることはまことに皮肉である｡あ

る学問の著しい進歩はその学問に進歩の余地が著

しく残っていたことを示しているから,それは当

該学問の未熟を自ら認めていることと同義であろ

う｡知られざる麻酔の謎はさておき,知られてい

る吸入麻酔薬の脳に対する毒性を考えてみたい｡

1.脳血流　　　　　　　　　　　　　　　と麻

酔薬

覚醒時の脳には脳　　あたり　　　　　　分の

血流がある｡この血流が変動すると,脳の恒常性

維持に差し障るから,脳の血管には血流を-定を

するための機能がある｡

血管自らが血流をコントロールしている意味

で,自己調節　　　　　　　　　と言われる｡こ

の働きによって血圧(潅流圧)がある範囲で変動し

ても血流は一定に維持できる(図3)0

つまり血圧が上がれば,自ら収縮して血流を下

げ,反対に血圧が下がれば,拡張して血流を維持

しようとする,血管に備わった脳の保護機能であ

る｡この自己調節機能を破綻させる要圏の-つに

があるが,更に他の要因として揮発性麻

酔薬(図3)があげられる｡

一12　-
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潅流圧

図3　潅流圧とCBFの関係

吸入麻酔薬の濃度をあげると,自己調節される

血圧の範囲が次第に狭くなり,ついにはCBFは

血圧の変化に連動して増滅するようになる｡吸入

麻酔薬は用量依存性に脳血管を拡張させ,脳血流

を増やしているのである｡

2.脳酸素消費量

と麻酔薬

脳は　　あたり1分間に　　　　　の政素を

消費している｡脳　　あたりのCBFを

分とすると,その血流によって運ばれる酸素は10

上　　　　　　　　と仮定)程度

になるから,脳機能を正常に保つためには実際に

使われる酸素の室の　　　倍補給しなければな

らないことになる｡

は低体温になれば滅少し　　　では常

遮月寺の50%になることが知られている｡

麻酔薬もまた　　　　を滅少させる｡このこ

とは笑気を含む全ての吸入麻酔薬でいえるが,呼

気終末濃度-ロセン,エンフルレンそれぞれ2

で　　　　はいずれも50%減少する｡

麻酔がかかると　　　　　が下がることは,脳の

酸素需要が滅るということであるから,脳への酸

素供給を常に気にしている麻酔科医にとって嬉し

いことである｡だが,単純に喜んでいて良いので

あろうか｡

3.脳血流/脳代謝　　　　　　　　　と麻酔薬

先に述べたようにCBFと　　　　は脳

あたり,それぞれ

min程度であるから,両者の比(R)は　　　　に

13

109

なるo Rは庄子酎勺条件下では変わらないので,

と言われている｡したがって,脳の酸

素消費量が上がれば,この比で脳血流も増加する

ことになるが,この　　　　　を破る要園が血中

の炭酸ガス　　　　であり,吸入麻酔薬である｡

その意味ではこの二つは"Rの　　　　　　　と

呼べないこともない｡ C B Fは

の範囲において　　　　の変化なしに直

線的に増加する｡吸入麻酔薬はどうか｡この薬物

が脳の酸素消嚢量を下げることは既に述べた｡も

し　　　　　が麻酔中も成立しているなら,脳血

流も先ほどのRに従って滅少している筈である

が,現実には脳血流は増加している｡吸入麻酔薬

は全て同程度に,しかも用量依存性にRを上げ,

でRは2倍近くになる(図4)｡このこと

にどういう意味があるのか｡便宜的に考えれば,

麻酔中は脳は過剰に酸素を供給されていると解釈

でき,その意味では吸入麻酔薬は脳を保護してい

るとする楽観的な見方が成り立っ｡一方,厳しい

解釈も可能である｡麻酔中は覚醒時の倍近い,あ

るいはそれ以上の比率で酸素を脳に供給しなけれ

c
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吸入麻酔薬(-ロセン,サイクロプロペン,エー
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ば,酸素の需給バランスが維持できないという悲

観的な見方である｡後者の見解をとれば,吸入麻

酔薬は脳を保護しないばかりか,酸素の必要性を

高める点で毒性をもつと見倣すことができる｡ R

の上昇をどのようにとるか｡このことの選択は

個々の麻酔科医に委ねられるが,厳しい見方にこ

そ正解はあるように私には思われる｡ Rの上昇を

甘く評価すれば,禍根を残すことに繋がりかねな

いからである｡

結　　　　‡吾

これまで私は麻酔薬の歓迎されざる側面につい

て書いてきた｡吸入麻酔薬は心臓では収縮力の抑

制を,脳では酸素利用の効率をそれぞれ用量依存

性に低下させ,かつ,その代謝分解産物は肝･腎

にとって毒性であることを紹介した｡このような

麻酔薬の振る舞いを考えるとき,われわれは麻酔

を皮襲からの防御医学と定義づけることはできな

い｡同様に,自らも管理の対象に含めなければな

らない麻酔は周手術期の全身管理学と定義するこ

ともできない｡それらは余りにも短絡的な考えで

ある｡麻酔の発明(発見?)は,大東史上,最大級

の恩恵であった｡だが,誰もが認めるこの恩恵を

恩恵たらしむるには,麻酔の俊襲性に対する警戒

がその根本になければ叶わないことである｡麻酔
やいは

は言うなれば諸刃の剣｡この絶対不変ともいうべ

き麻酔の本性は,遺憾にも麻酔学の進歩の美名に

被われて等閉に付されがちである｡これは危うい

ことではないか｡

本稿の要旨は,第265回東京歯科大学学会総会におい

てロ述した｡
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