
｛言少1・1医詮憲，　27（4）：496～513，　1979

原　　著

Closing volumeの検討（第2報）

―硬膜外麻酔下におけるCVの検討―

岡野芳紀

信州大学医学部第1内科学教窒

　　　（主任：草間昌三教授）　　　　　　　　・

STUDIES ON CLOSING VOLUME (PART 2)
-CLOSING VOLUME AFTER THE INDUCTION OF 

EPIDURAL ANESTHESIA-

Yoshinori OKANO

Department　of　Internal　Medicine，　Faculty　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　　　　Shinsh’u　University

　　　　　　　　　（Director：Prof．　Shozo　KUSAMA）

　　　OKANO，　Y，　S彦udies　on　o♂os痂g　volume（Part　2）．　一αos伽g　volu”tθa∫ter’1紹痂4！‘ction　o∫

ePidural　anesthesia－．　Shinshu　Med．　J．，27：496－513，1979

　　　、℃losing　vQlu：ne”（CV）on　single－breath　nltrogen　washout　curves　before　and　after　the　induc－

t玉on　Df　epidural　anesヒhesia　was　studied　at　a　expiratory　flow　rate　of　O．51／sec　ill　51　cases．　AII

were．@clinically　free　of　ca1幽diopulmonary　disorders，　The　extent　of　anes　theg．　ia　was　an．　sesE　ed　by　pin

prick　metllod．　The　cases　were　divided　acco！・ding　tQ　the　level　of　cutaneous　anesthesia　into　three

groups：cervical（8　cases），　thoracic（28　cases）and　lumbar　grQups（15　cases）。

　　　After．the　induction　of　epidural　anesthesia，　the　reduction　in　CV1（1）was　significant　in　all

three　groups．　CV　（％VC）　was　unchanged　ill　the　cervical　group．　In　the　thoracic．and　lumbar

groups，　however　CV（タ6VC）．was　decreased　significantly．

　　　All　following　results　were　statist：ically　significant．　Colllpal’illg　CV　with　the　lung　volunle　at

flow　Iim｛tation　（VFL）011　expiratory　flow　volunle　curves　in　the　亡lloracic（21　cases）a1ユd　lumbar

groups　（15　cases），　CV（％VC）and　VFL（％VC噛）were　decreased　after　the　induction　of　epidural

anesthesia．　CV（％VC』）and　VFL（％VC）were　correlated　before　and　after　tlle　indしlction　of　epidural

anesthesia．　When　changes　hl　CV（％VC）and　VFL（％VC）were　compared，　a　correlation　was　foun〔l

between　them．　CV　on　single－breath　nitrogen　washout　curves　and　inflection　pOillt（IP）on　trans－

pulmona1・y　pressure　－volume　curves　were　recorded　simultaneously　in　the　thoracic（10　cases）and

lumbar　grDups（2　cases）．　The　lung　volume　at　IP（Vエp％VC）was　larger　than　CV（％VC），　Vエp

（％VC）alld　CV（％VC）decreasecl　after　the　induct沁n　of　epidural　anesthesia　and　the1’e　were　cor－

relations　between　the：n　be．fore　and　after　the　inducti〔》n　of　epidural　anesthesia，　The　correlation

between　changes　in　CV（％VC）and　VIp　（％VC）were　highly　significant（r二〇．839：Pく0．001．）．

These　data　suggest　that　CV　would　reflect　the　airway　closure．　Pao2　and　Paco2　were　unchanged

after　the　induction　of　epidural　anesthesia．　It　was　also　found　tllat　CV　tended　to．decrease　after　the

induction　of　Iumbar　spinal　anesthesia，
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Closillg　volumeの検討（第2報）

（Rece董ved　for　publication；July　21，1979）

Key　words：クロージソグボリウム　（closing　volume）

　　　　　　気道閉塞（airway　clOSure）

　　　　　　フロー一リミテーショソ（flOw　limitation）

　　　　　　静肺圧量曲線（quasi－－sta亡ic　transpulmonary　pres9．　ure－volume　curve）

　　　　　　硬tieSタト麻酉4i　（ep呈dural　anesthes　ia）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rve（P－－V曲線）を同時に描記する装羅3）を用いて得た

　　　　1緒言　　　　1融濃蹴蹴盤勢鼎濃；
　1967年Dollfussら1）により提唱されたclosing　　とVFL（96VC）およびVlp（％VC）との関係につ

v。Iume（CV）は，］972年Macklem2）が末梢気道　　　いて硬麻前後の変化，各プロヅクレベルにおける差異

small　airwayの病変の早期発見に役立ちうる可能性　　　およびこれらの間のそれぞれの相関について検討し，

を指摘して以来，末梢気道病変の早期検出法として注　　　さらに硬麻前後のCVの急性変化の動脈血ガスへの影

目され，種々の検討が加えられるにいたった。　　　　　　響についても検討して若干の知見を得たので報告す

　CV発現の機序およびその意義については多くの実　　　る。

験的および陥床的検討がなされており，著者も第1報

s）においてcv　i二ついてその測定方法ならびにCVに　　　　　　　　IL　対　　象

およぼす体位，呼気速度および持続陽圧呼吸positive　　　対象は国立ガソセンター病院にて頸部の神経線維

end－expiratory　pressしlre（PEEP）の影響などにつ　　　II重，乳癌，乳腺線維腫，胃癌，結腸癌，直腸癌，子宮

いて基礎的に検討した結果を報告した。これら多くの　　　癌，尿道癌，陰茎癌，外陰部黒色腫，大腿部腫瘍など

研究にもかかわらずCVの本態については現在なお十　　　の手術予定の患者の内で，呼吸器，循環器および腎疾

分には解明されてはいない。　　　　　　　　　　　　患などの既柱および現症がなく，かつ腹部緊張あるい

　呼気濃度一気量曲線におけるIV相（phase　IV）す　　　は心理的影響をさけるため痺痛を訴える者を除外した

なわちCV出現に関与する因子として，横隔膜，腹　　　51例（男23例，女28例，年令16～69才）である。被検

筋肋間筋胸郭の動きが重要であると推定されてお　　者に対しあらかじめ検査目的，方法を十分説明し，乎

り4），肺機能におよぼす肋間筋を含む肺・胸郭の動き・　　　術日の2日前までには各測定操作に習熟せしめ協力を

横隔膜，腹筋の動きの影響についての検討は極めて重　　　得た。非協力的な者，測定が困難と考えられる者は対

要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　象より除外し，また麻酔後測定継続不能と思われる者

　硬膜外麻酔（硬麻）は分節的ブロックが比較的容易　　　もその時点でただちに操作を中止し対象から除外し

であって，ブロックレベルに従って肋間筋，横隔膜，　　　た。

腹筋の麻痺をそれぞれ個別に得られる。今圓著者はこ　　　　また他に膀胱結石，大腿部皮虜癌，子宮膣部びらん

の硬麻の特長を利用して，各レベルのブロック症例に　　　の手術予定者で腰椎麻酔（腰麻）を施行した4例（男

おける1呼吸機能をCVをr・［’r心として測定する：とによ　　　2例，女2例）についても検討の対象として追加し

り，CVの機序について検討した。すなわち現在CV　　　た。

出現の機序については，一般にstaticなairway

closure説とdynamic　compression説の二つの説に　　頂方法
わかれており，まだ一定の見解にいたっていないが，　　　　被検者が手術室へ入室後血圧，脈拍を測定し，動脈

この点について検討するため各レベルの硬麻例につ　　　IflLガス分析のため動脈lfrlを採取し，ただちに氷水中に

いて，すでに輻告した単一呼気N2濃度曲線single一　　　試料を入れて保存した。次に静脈路を確保した後，単

breath　nitr。gen　washout　curve，流量一気量曲線　　　一呼気N2濃度曲線，　F－V曲線およびP－V曲線を同

flow－volume　curve（FV曲線）および静肺圧量曲線　　　時描記し，その後硬麻を施行した。

quasi－static　transpulmonary　pressurc－volume　cu一　　　　すなわち頸部，胸部，上腹都，下腹部および下肢

N｛｝．4，1979　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　497



岡　野　芳紀

の手術予定者に対しそれぞれC7－Th　t，　Th　3＿4、　　　濃度はマウスピースに取り付けたサンブリングチュ

Th　9　－io，　L2－3およびL4＿sにて硬膜外穿刺を行　　　一ブを通してmass　spectrometer（Scientific　Re一

い，水滴法で硬膜外腔を確認し留置した硬膜外カテー－　　　search　Instrument　MS－8）にて連続測定した。流量

テルより頸部，胸部手術予定者にはO・25％，上，下腹　　　はpneumotachograph（三栄測器9104）にて測定

部および下肢手術予定老には0．5％のbupivacaine　　　し，さらにpoly’graph（三栄測器14レ6）iこ組み込ま

hydrochl。r三de　IOml（エピネフリン非添加）を仰臥　　　れた積分器（三栄測器1310）にて流量を積分し気量

位で注入し，さらに必要に応じて追加し，計10～20ml　　を求めた。この精度に関しては流量α51／secで13．5

を使用した。注入後15分でpin　prick法にてプロッ　　　1Benedict－Roth型レスピロメーターと良く一致（r

クレベルが固定したことを確認し，ざらに5分間観察　　　＝　O・　988）していた3）。呼気N2濃度，流量，気量は

しブPックレベルを確定した後，再び血圧，脈拍を測　　　それぞれX－YYtレコーダー（理研電子F－72T）の

定し，動脈血を採取し，単一呼気N2濃度曲線，　F－V　　　Y，　Y’，　X軸に入れ単一呼気N2濃度曲線およびF－V

曲線およびP－V曲線を同時に描記した。その後再び　　　曲線を同時に描記した。

ブロックレベルを確認し，レベルが変っていないこと　　　　P－V曲線は食道内圧測定用バルーンカデーテルを

を確かめた。ブPックの上界により被検者を鎖部プロ　　　用いて食道内圧を測定し，同種の他のX－YY’レコー

ック群（1群），胸部ブロック群（皿群），腰部プロッ　　　ダーに描いた5）～7）。食道内圧測定用パルーンカテーテ

ク群（皿群）の3群に分類した。すなわち上界がC6　　ルのカテーテルはポリエチレン製で内径2mml外径

以上を1群，Th2～Thsを五群，　Thlo以下を皿群と　　　2・　8mm・長さ80cm，バルーソはラテックスゴム製で

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ0・06～0・10皿m，内径17mm・長さ10¢mであ

　対象51例中1群は40才～69才の8例（男3例，女5　　る。食道内圧測定用ノミルーソカテーテルの一方に三方

例），1群は20才～68才の28例（男13例，女15例），　　　活栓をつけ，これを差圧計（三栄測器9104）に接続L

皿群は16才～66才の15例（男7／例，女8例）であった　　　バルーンカテーテル，差圧計の閉鎖回路における圧変

（Table　1，2，3）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化として測定したtranspulmonary　pressure（Ptp）

　対象51例全例については単一呼気N2濃度曲線と　　　はpolygraphに組み入れた増巾器（三栄測器1236）

F－V曲線を同時描記した。また1群の10例，皿群の　　　を経てP－V曲線を描き，同時にこのX－YYノレコー

2例の計12例（男2例，女10例，年令20才～68才，平　　　ダー上には単一呼気N2濃度曲線も描記しte（Fig・

均値土SD　49土17才）については単一呼気N2濃度　　　1）。

曲線，F－v曲線およびP－v曲線を同時に描記した。　　　　血液ガス分析には自動血液ガス分析器（Radiome一

また皿群14例，皿群6例の計20例（男11例，女9例，　　　ter　ABL　1）を使用した。

年令41才～65才，平均値土SD　53土9才）には硬麻前　　　　CV測定操作は被検者を仰臥位にしてノーズクリッ

後で動脈血ガス分析を施行した。　　　　　　　　　　　　プをつけ，マウスピースを通じ最大呼気位まで呼出さ

　腰麻を施行した4例について腰麻前後でCVを測定　　　せた後バルブをきりかえ，ダグラスバッグ内の100％

した。腰麻はL3－4を穿刺しブロックのレベルによ　　　02を0．31／secの速さで最大吸気位まで吸入させ，

り0。3％dibucaine　hydrochlorideを1，5ml～2．8　　次にバルブをpneumotachometerの回路にきりかえ，

ml注入し15分後までにpill　prick法にてブロックレ　　　呼気速度を0・51／sec以下のできるだけ一定の速度で

ベルを確定した。その後CV測定を行い，終了後ブP　　　最大呼気位まで呼出させた。吸気呼気速度とも被検

ックレベルが変っていないことを確認した。　　　　　　　嵩にPDIygraphを見させながら一定速度に保つよう

　硬麻および腰麻の全例に麻酔の前投薬は行わなかっ　　　コントロールさせ，また検者はX－YYノレコーダー上

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のF－V曲線を注視しながら被検者に呼吸速度を指導

　なお硬麻前後の比較検討を主眼とするため年令，体　　幽　した。測定は硬麻前後にそれぞれ3回行い，各測定の

重，身長については考慮しなかった。　　　　　　　　　　間隔は少なくとも5分間とし，前の操作から肺内の

　CVの測定は硬麻前後ともに仰臥位でresident　gas　　　N2濃度が平常状態に戻ってから次㊧操作を行うよう

法を用いた。なお単一呼気N2濃度曲線のIV相の起　　　に配慮した。

始点の肺気量位すなわちCVは坐位，仰臥位の聞に有　　　　P－V曲線におけるPtpの測定法およびバルーソ内の

意の差を認めないことはすでに報告した3）。呼気N2　　　空気量の調整はMilic－Emiliらの方法5）～7）に準じて
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Closing　volumeの、険討（第2報）

1卜

、』t｝

z　6fl

Be

1　　　、　　　瀦前および硬麻の麻醐域を碇した後にそれぞ
　　　　　　　　れ単一呼気N2濃度曲線およびF－V曲線を，さらに
（2）

　　　　　　　　12例についてはP－V曲線も同時に描記し，各測定後

　　　o　　　　に較正を入れた。硬麻前および後で各々3回行って得

　　　　o　　　られた単一呼気N2濃度曲線のうちで肺活量vital

　　　　N　　　　翌　　　capacity（VC）のもっとも大きいもの，　cardiogenic
　　＋10甚　　　osci11ationの明瞭なもの，　IV相の立ち上がり点がよ

　　　　　　　　りはっきりしているもの，呼気速度が規定通り保たれ

　　　　　　　　たものからCVを計測した。なお単一呼気N2濃度曲
　　＋2o
　1．o　　　　　線のIV相の起始点が明らかでない場合にはIII相（
］S　ph。、。　III）、。・。st　f・t　1・。，を引き・の直線から上

　　　・〉　　　　方へ離開する点をIV相の起始点とみなした3）。　F・・V

　　　TLC『v　　　　　　　曲線で呼気速度が急激に減少し始める点をflow！im－

　　　　一一一一㍉一一」　　　　　　itatiOn（FL）とし、その点における肺気量をVFLと
　　　　｛I　　　　L°　　　　2「1　　　：1　°　　　　　した8）。P－V曲線にて低肺気量位で曲線が上に凸から

　　　　　　　　Expired　VQIumelV
　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下に凸に変わる点すなわち勾配が急変する点をinfle－

Fi戟堰fn識搬n蹴，「繋1：d、瞥膿：　・ti・・p…（1・・とし・この肺轍…とした・11・・

　，t、ti，　t，a。，p。lm。n、，y　pre，，。re－v。1。m，　　（Fig・1）・

　　curve（P－V　curve）（2）ancl　flow－volume　　　　　平均動脈圧　mean　arterial　blood　pressure（MABP

　curve（3）in　a　representative　case．　　　　　　）は拡張期圧＋脈圧×1／3の計算式V：．’C求めた。統計

　The　solid・dashed　and　dotted　a「「ow　indica一　　　　的検討にはt検定を用いた。

　　te　onset　of　phase】V（CV），　inflection　poillt

　　and　onset　of　flow　limitation，　respectively．　　 ］「結果
　　　　
　　V：expi「ato「y　flow「ate　　　　　　　　　　　　　1，頸部ブロック群の硬麻前後における

　　Ptp：t「agspulr°na「y　p「essu「e．　　　　平鋤脈圧，脈拍，　VC，　CVの比較

　　塁畿離、躍器。留cent「at’°n　　I群の・例1・お・鞭麻・ブ・・ク・べ・お・び硬

　　　RV：residual　v。lume　　　　　　　　　　　　麻前後のMABP（lnmHg）1脈拍，　VC（1），　CV（1），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CV（％VC）はTable　1に示すごとくである。

実施した。すなわち弊孔を通じバルーンを食道内へ　　　　MABPは硬麻前に比し後では8例中全例低下し，

入れ，鼻孔より45cmの付近での食道内圧を測定する　　　その前後の平均値はそれぞれ92土12（mean±SD以

ために，先端より45cmのところに目印をつけたバル　　　下同様）mmHg，65土24mmHgで，硬麻後に有意の

一ンを鼻孔より45cmの食道内に挿入し，　artefactの　　　（P＜O．025）低下が認められた。

入るのを防ぐためレコーダー上に示される圧を見なが　　　　脈拍は硬麻前に比し後では8例中7例が減少，1例

ら，さらにカテーテルを徐々にすすめ吸気時陽圧に　　　が不変で，その前後の平均値はそれぞれ93土17，73±

なることにより胃内部にバルーンが入ったことを確か　　　10で，硬麻後に有意の（P＜0・025）減少が認められた。

め，この位遣よりバルーンの長さだけ引き抜ぎ固定し　　　　vc（1）は硬麻後で前に比し8例中全例減少し，そ

た。カテーテルと差圧計の間に入れた三方活栓に密閉　　　の前後の平均値はそれぞれ3．35土1．17（1），2．14土

した注射筒を接続し，バルーン内の空気を吸引したの　　　O．84（1）で，硬麻後に有意の（P＜0・005）減少が認

ち0．5m1の空気をバルーン内へ注入し，三方活栓をき　　　められた。

りかえてパルーソカテーテルを差圧計に接続した。測　　　　CV（1）は硬麻前に比し後では8例中全例減少し，

定時の呼気速度は0．51／secで行った。鼻孔でカテー　　　その前後の平均値はそれぞれ0・74　±O・　19（1）・O・47

テルが押しつぶされないように確保し，さらに呼気が　　　土0・18（1）で，硬麻後に有意の（P＜0・005）減少が

漏れないようノーズクリップをし，絆創膏で固定し　　　認められた。

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CV（％VC）は硬麻前に比し後では8例中6例で増
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岡　野　芳　紀

Table　1．　Effects　of　epidural　anesthesia　on　vital　capacity　and　closing　volume　in　group　I

　　　　（Cervical　group）．

＿　，．澄・bl哩＿一．＿1ev。1。f＿MABL＿PR　VC（1）CV（1」L．里（％VC）

撫　Sex　Age　Ht　Wt　anesthesia　　dlff，　　　diff．　　B　　A　　B　　A　　B　　A
（yr）（cm》（kg）＿＿　　　　（mm聖≧＿＿．＿＿　　　＿＿一＿一＿一．．．一一t＿＿＿＿．＿＿＿＿一＿一．

1　　F　　42　160　49　　C6－Thlo　　　－21　　　　　－16　　　2．85　2．53　0．53　0．49　18．6　1g，4

2　　　　F　　　　40　　　149　　57　　　　C5－Lエ　　　　　　　ー23　　　　　　　　－40　　　　　2．57　　1．57　　0，58　　0．36　　22，6　　22．　g

3　　F　　43　153　54　　C2－Th4　　　－13　　　　　－32　　　3，28　1．32　0．74　0，29　22，6　22．0

4M5515651　C3－L3　－52　－383．921．910．880．4422．423．0
5M6614959　C3－L2　－57　－82，581．740．470．3218．2184
6M6915750　C3－L1　－12　 05、193、651．000．7319．320，⑪
7　　F　　48　161　52　　CI－L！　　　　－6　　　　　－4　　　3．65　3．17　0．96　0．77　26．3　24．3

8　　F　　42　151　47　　C2－Th　7　　　－3　　　　　－16　　　2．72　1．20　0．74　0．34　27．2　28．3

Mean　　　51　155　52　　　　　　　　　－23　　　　－19　　3．35　2．14　0，74　0．47　22，222，3

SD　　　 11　　4　4　　　　　　　　　19　　　　15　　1．170．840．190．18　3．2　3．0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P〈0．025）　（P＜0，025＞　（P＜0、005）　（P＜0，005）　　（NS）

B，A：before　and　after　the　induction　of　epidural　anesthesia，　respectively

diff，：difference　of　valuest　calculated　as（A－B）

PR：pulse　rate　　MABP：mean　arterial　bloo〔l　pressure

VC：vital　capacity　　　CV：closing　vQlume

　Statistical　analysis　by　paired　t　test

　NS：not　significant

加を認めたが，その前後の平均値はそれぞれ22．2土　　　　CV（1）は硬麻前に比し後で減少したもの27働

土3・2％，22・3土3・0ヲ6で，両者の間に有意の差は認　　　不変1例で，その前後の平均値はそれぞれO・69±O・20

められなかった（P＞0．5）。　　　　　　　　　　　　（1），0．48土043（1）で，硬麻後で有意の（Pく

　　2・胸部ブロック群の硬麻前後における　　　　　　0．001）減少が認められた、，

　　　平均動脈圧，脈拍，VC，　CVの比較　　　　　　　　CV（％VC）は硬麻前に比し後で全例減少してお

　皿群の28例における硬麻のブロックレベルおよび　　　り，その前後の平均値はそれぞれ23・O±4・　6％117・5

硬麻前後のMABP（mmHg），脈拍，　VC（1），　CV　　　土4．3％で，硬麻後に有意の（P＜O，OOI）減少が認め

（1），CV（％VC）はTable　2に示すごとくであ　　　られた。

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．腰部ブPック群の硬麻前後における

　MABPは硬麻前に比し上昇したもの2例，低下し　　　　　　平均動脈圧，脈拍，　VC，　CVの比較

たもの24例，不変2例で，その前後の平均値はそれぞ　　　　皿群15例の硬麻のブロックレベルおよび硬麻前後

れ97±12mmHg，88土12mmHgでJ硬麻後に有意に　　　のMABP　C．mmHg），脈拍，　VC（1），　CV（1），　CV

（Pく0，001）低下が認められた。　　　　　　　　　　　（％VC）はTable　3に示すごとくである。

　脈拍は硬麻前に比し後で増加したもの3例，減少し　　　MABPは硬麻前に比し後で増加したもの4例，減

たもの17例，不変8例で，その前後の平均値はそれぞ　　　少したもの7例，不変4例で，その前後の平均値はそ

2／　87±14，80±1・1で，硬麻後に有意の（P〈0．OOI）　　　れぞi’t　88土11mmHg，81　±　13mmHgでl　lll。」者の間に

減少が認められた。　　　　　　　　　　　　　　　　　有意の差は認められなかった（’　P＞0．1）、、

　VC（1）は硬麻前に比し後で増加したもの7例，　　　　脈拍は硬麻前に比し後で増加したもの4例，減少し

減少したもの18例，不変3例で，その前後の平均値は　　　たもの7例，不変4例で，その前後の平均値はそれそ

それぞれ3．07±0．88（1），2．86土0，91（1）で，硬　　　れ92土16，90土18で有意の差が認められなかった

麻後に有意の（P＜0・01）減少が認められた。　　　　　　（P＞0・4）。
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Clog．　ing　volumeの険討（第2報）

TabIe　2．　Effects　of　ep1dura正anesthesia　oll　vital　capac量ty　and　closing　volunle　in　group正1

　　　　（thoracic　group）．

　　　Subject　　　　　　　　　　　MABP　　　PR　　　VC（1）　CV（1）　CV（％VC）
．＿＿

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　1evel　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

M　Sex　Age　Ht　Wt　anesthesia　　diff．　　　dif士．　　B　　A　　B　　A　　B　　A
　　　　　（yr）　（cm）（kg》　　　　　　　　（mmHg）

9　　F　　　56　150　74　　Th　7－S5　　　　－13　　　　　－8　　　2、00　1．24　0．72　0．36　36．0　29．0

10M6616459　Th　4－L1　10　　03．232。430．960．5629．723．0
11　　　F　　　52　　146　52　　　Tl12－S5　　　　－36　　　　　　－30　　　2．78　2．57　0．62　0．32　22．3　12．5

12　　F　　　57　148　52　　Th4－S5　　　　－24　　　　　　　0　　　2．52　2．50　0．45　0．30　17。9　12．0

13M6415150　Th　7－L3　－14　－42，803．100．560．5120．016．5
14　　F　　62　157　57　　Th4－Ss　　　　－】3　　　　　－24　　　2．64　2，82　0．64　0．60　24，2　21．3

15M5016557　Th3－L3　－12　－124．754．751．180．7524。815．8
16M4816249　Th　8－1で3　－－4　　02、962．610．｛50．3115211．9
17M4816870　Th　4－S3　－6　－44．784，031．120．7↓23．418．4
18M5515854　Tll　4－S5　－23　－83．663．730．820．6422．417．2
19　　F　　　30　155　52　　Th　7－S3　　　　－1　　　　　－20　　　2．87　2．43　0，56　0．39　19．5　16，0

20　　F　　65　159　55　　Th7－Lr，　　　－16　　　　　－10　　　2，61　2．31　0．75　0．59　28，7　25．5

21　　F　　64　142　55　　Th4－S5　　　　－20　　　　　－24　　　1．82　1．68　0．45　0．28　24、7　16。7

22　　F　　　59　155　45　　Th　3－S3　　　　－8　　　　　　0　　　2．65　2．58　0，51　0．30　19．2　11．6

23M5415854　Th8－L5　－4　－182，8↓2．840．670，6223。621．8
24　　F　　　68　146　61　　Ths－Ss　　　　－11　　　　　　　4　　　1．98　2．28　0．56　0．48　28，3　21，1

25　　F　　28　156　46　　Th　4－S5　　　　　0　　　　　　0　　　2。93　2．86　0．55　0．44　18，8　15．4

26M2017050　Th3－Sl　－12　－165．525，820．680．4912．38．4
27F5214540　Th　7－S3　－1　　02．912，910．560．4119，214．1
28　　F　　　57　144　67　　Th　7－L3　　　　－3　　　　　　　0　　　2．22　2．44　0。58　0，44　26，7　18．0

29M5716760　Th4－S2　－4　－63。903．301．020．6026．218．2
30M6216750　Th　5－S5　－19　一エ03．592．280．900．4425．119．3
31M5216252　Th4－Sr｝　0　 02．882，460．670．3823，315．4

32M4317665　Th　4－S5　－2　 44．083．830，940．7223．018．8
33　　M　　　63　163　56　　Th　6－S5　　　　－17　　　　　　6　　　3，71　2．81　0．89　0．49　24，0　17．4

34　　F　　53　150　50　　Th7－S5　　　－1　　　　－一　10　　　2．49　2．47　0．60　0．38　24，1　15，4

35　　F　　　63　151　49　　Th　3－S5　　　　　7　　　　　－20　　　2．62　2，68　0．52　0．52　19．8　19．4

36　　F　　47　154　51　　Th　2－S5　　　　－20　　　　　－4　　　2．28　2．22　0．52　0．42　22，8　18，9

Mean　　　53　157　55　　　　　　　　　　－10　　　　－8　　3．07　2．86　0．69　0．48　23．0　17．5

SD　　　 11　　9　7　　　　　　　　　10　　　　　9　　0．880．91　0．200．13　4，6　4．3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Pぐ0．OO1）　（P〈0．001）　（P＜0．010）　（P＜0．OO1）　（P＜0．001）

Abbreviations　are　the　satne　as　in　Table　1，

　VC（1）は硬麻前に比し後で増加したもの5例，　　　　CV（％VC）は硬麻前に比し後で15例中全例減少を

減少したもの10例で，その前後の平均値はそれぞれ　　　示し，その前後の平均値はそれぞれ22・4土5・6％，

3・16土0・95（D，3・　04　±O・　87（1）で，両者の間に　　　17・　3±5．　3％で，硬麻後に’有意の（P〈0・001）減少が

有意の差が認められなかった（P＞0．1）v　　　　　　　　認められた。

CV（1）は硬麻前に比し後で増加したものはなく，　　　　　4．各群の硬麻前後における平均動脈圧，

減少したもの14例，不変1例で，その前後の平均値は　　　　　　脈拍，VC，　CVの変化率の検討

それぞれ0．70土0．27（1），0．52±0．23（Dで，硬　　　　各群のMABP（mmHg），脈拍，　VC（1），　CV（1）

麻後有意の（・く・…1）減少・禍・・た・　　の鵬前後の変化率（蹴鵯論騨前値・1・・％）
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岡野芳紀

Table　3・　Effects　of　epidural　anesthesia　on　vital　capacity　and　closing　volume　in　group　III

　　　　（lumbar　group）．

＿　　　　　・　　　．　　　　　　　　　　　　Ievel　of　　　　　　　　　　＿＿　　　　　　　　　　．．．＿　　　　＿＿＿．一．＿＿、．＿，＿＿
Subject　　　　　　　　　　MABP　　　P　R　　　VC（1）　CV（1）　CV（％VC）

　撫　Sex　Age　Ht　Wt　anesthesia　　diff．　　　diff．　　B　　A　　B　　A　　B　　A

、．＿．＿＿
@　　（yr）（cm）（塾9λ＿一．＿一．．．一．一．．．．一一一＿＿（mm璽＿　　　　　一一＋＿＿＿．

37　　F　　48　161　50　　Thlo－S5　　　　　0　　　　　　　0　　　3．83　4．04　0．71　0．42　18，5　10，4

38　　F　　 36　157　49　　　L1－S5　　　　　0　　　　　　0　　　3．06　3．22　0．54　0．41　17．6　12．7

39M5617064　Ll－S5　工0　 284，624．11　L381、1229．927．3

40M4817461　L1－S5　－12　 03．513．360．970．8627．625．6
41　　F　　45　156　57　　Thlo－S5　　　　　0　　　　　－4　　　2，67　3．11　0≧　56　e。56　21．0　18．0

42　　F　　63　151　54　　Thlo－S5　　　－17　　　　　　12　　　1．68　1．94　0．37　0．33　22．0　17，0

43M2516857　Thia－S2　4　－84。143．960．640．4515，511．4
44M5016573　Thl1－S2　－28　 84．033．881。120，8227．821．1

45M1616656　L5－S5　－2　－84．704．290、600．5212．812．1
46M4515453　Thll－S5　4　 43．132．930．860．5327．518、1
47　　F　　66　151　57　　Th12－S5　　　　　0　　　　　　0　　　2．01　1．97　0．68　0．50　33．8　25．4

48　　F　　41　156　50　　Th11－S5　　　　－8　　　　　－6　　　3，26　2．90　0．68　0．49　20．9　16，9

49　　F　　20　158　65　　Thエo－S5　　　　　11　　　　　－10　　　2．85　2，13　0，57　0，32　20．0　15。0

50　　F　　62　150　42　　Thio－S5　　　　－8　　　　　－4　　　2．06　1．83　0．42　0．31　20．4　16．9

51M6114950　Th1。－S5　－48　－421．851．890．390．2121．111．1
Mean　　　45　15956　　　　　　　　　－6　　　　－2　　3，16　3．040．700．5222．417．3

SD　　　15　　8　7　　　　　　　　　15　　　　ユ4　　0．950．870．27α23　5．6　5：3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NS）　　　（NS♪　　　（NS）　　（P〈0．001）（PくO．OO1）

Abbreviations　are　the　same　as　in　Table　L

Table　4．　Changes　associated　with　epidural　anesthesia　expressed　as　mean　percentage　change

　　　　for　each　group．（calculated　from　Table　1，2and　3）

MABP（％）　　PR（％）　　　　VC（％）　　　　　CV（％）　　CV（％VC）diff．

Group　I　　，　　　－24土16　　　－19土13　　　－36．6土17．3　　　－36，1土17．0　　　－0．1±O．94

Group　II　　　　　－10土10　　　－8±11　　　－－6．7±12，9　　　－29，4±13，7　　　－6．6土4，1

Group　III　　　　　－7土17　　　－1±16　　　－2．9±10．4　　　－25，6土12，8　　　－5．2土2．7

Percentage　changes　for　individual　subjects　of　each　group　were　calculated　as

〔A葦B・1・・（％）］．

diff．＝A－B　　　Values　are　mean土SD

およびCV（％VC）の前後差（硬麻後値一硬麻前値）　　も変化率は一8±11％で，1群の変化率と比較して小

の平均値±SDを一括しTable　4に示した。　　　　　　　さかった。皿群の変化率は一1土16％と小さく，前後

MABPの変化率は1群が一24±16％と3群中でも　　　で有意の差も認めなかりた。

っとも大きく，∬群は前後で有意の差を認めるも変化　　　　VC（1）の変化率は1群一36．6±17．3％と皿，皿群

率は一10土10％で1群の変化率と比較して小さかっ　　　と比較して大きく，皿群は前後で有意の（P＜0・01）

た。皿群の変化率は一7±17％で3群中もっとも小さ　　差が認められるも変化率は一6．7土13．9％と小さかっ

かった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。皿群は一2，9土10．4％で3群1・Fiもっとも小さかっ

　脈拍の変化率は1群一19土13％で3群中もっとも　　　た。

大きく，五群は前後で有意の（PくG・001）差を認める　　　　CV（1）の変化率は，　L　I，皿群の順に小さく
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Closing　volumeの検討（第2報）

それぞれ一36，1土17・0％　－29．4土13・7％，－25．6　　　　CV（％VC）は硬麻前に比し後では36例の金例にお

±12．8％であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　いて減少し，その前後の平均値はそれぞれ23・2±4・9

　1群ではVC（1），　CV（1）とも葡後で有意の差　　　％，1Z　8±4．7％で硬麻後に有意の（P＜O・OOb減少

が認められ，かつ大きな変化を示したがCV（％VC）　　を認めた。　VFL（％VC）は硬麻前｝こ比し後では36例全

は有意の差は認められなかった。L皿群においては　　　例減少しており，その前後での平均値はそれぞれ10・5

それぞれ硬麻後CV（％VC）は有意に減少した。　　　　土2．1％，7，　7±2．　O％で，硬麻後に有意の（Pく0・001

　　5．硬麻前後におけるCV（％VC），　VFL（％VC）　　　）減少が認められた（Table　5）。

　　　および両者の差との関係　　　　　　　　　　　　　以上のごとく巫，皿群36例のCV（％VC）および

CV（％VC）が硬麻前後で有意の差が認められた1，　　　VFL（％VC）の平均値は硬麻前に比し後ではともに：有

皿群についてCV（％VC）とVFL（％VC）の関連につ　　　意の減少を認めたが，さらに硬麻前および硬麻後にお

いて検討した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けるcv（％vc）とVFL（％vc）との関係はFig・

　皿，皿群の43例についてFLを硬麻前後で検討した　　　2，　Fig，3に示すごとくそれぞれr＝O・626（Pく

が，その内FLがはっぎり認められたのは∬群21例，　　　O，OOI），　r＝0，562（P＜O．OO1）で共に有意の相関が

盃群15例，計36例（男19例，女17例）でその年令およ　　　あり，またCV（％VC）の硬麻前後差とVFL（％VC）

び身長の平均値はそれぞれ53土9才，159±8cmであ　　　の硬麻前後差との問にもFig．4に示すごとくr＝

った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．557（P＜O，OOI）の有意の相関を認めた。

Table　5　CV（％VC）and　VFz．（％VC）before　and　after　the　induction　of　epidural　anesthesia．

　CV（％VC）　　　　　　　　　VFL（％VC）　　　　　　CV（％VC）－VFL（％VC）

B　　　　　　　A　　　　　　　　B　　　　　　　A　　　　　　　　B　　　　　　　A

Group工1　　　　　　23．8±4．2　　18．2±4．2　　　10．　5±2．0　　　7．8土1．8　　　13．3土3．0　　10．4土3，2

　（n＝　21）　　　　　　　　（P＜O．001）　　　　　　　　　　（P〈0．001）　　　　　　（Pく0．001）　　（P＜0．001）

Group　III　　　　　22．4土5．6　　17。3土5．3　　　10，5±2，2　　　7．5土2。2　　　12．0土4．8　　　9，7土4．8

　（n＝15）　　　　　　　　（P〈0．001）　　　　　　　　　　（P〈0．001）　　　　　　（Pく0．001）　　（P＜0．001）

Whole　　　　　23，2土4，9　　17．8土4，7　　10，5±2．1　　7．7土2，0　　12，7土3．9　　10．1±4．0

　（n＝36）　　　　　　　　（Pく0．001）　　　　　　　　　　（P＜0．001）　　　　　　（P〈0．001）　　（P＜0．001）

　　　VFL：lung　volumes　at　flow　limitation
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Fig、3，　Relationsh｛p｝）etween　CV（％VC）and　VFL（YoVC）after

　the　induction　of　epidural　anesthesia，

　＋5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％VC）との差の平均値はそれぞれ12．7±3，9，10，1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±4．0で，有意の（P＜0．001）差を認めた。これらの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事実はW相の起始部はFLより高肺気量位で出現する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことを示している。
　　o

　　　　　　　　　・．・∵レ21　喋雛1瓢藻V（％vc’と

。　／t’t・一一　　単蝦・澱・線，　F－・IIII線お・びP－V・llA線

き一5　　　　　．　n・　t　　　　　　　　　　　　　を同時に描記した1し　IH群中の12例のVC（1），　CV

葺　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　（％vc），　Vエp（％VC）の硬麻前後の平均値±SDを

惹　　　　　　　　　　T・b1・6に示した・
量．1。　　　　　　　　VC（1）鞭麟後で龍の謝註懲められなか・
o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た（P＞0，5）。CV（％VC）は硬麻前に比し後では12
　　　　　　　　　　　　　　　r＝O，557てPくO．OO1｝
　　　　　　　　　　　　　　　y＝　O．　30　x－　L2　　　　　　　　例全例で減少しており，その前後の平均値はそれぞ，1Z

　　　　　　　　　　　　　　　n‘　36　　　　　21．9±4．3％174±4．2％で，硬麻後籠：の（P・・，・1、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0・001）減少を認めた。Vlp（％VC）は硬麻前に比し
　　　lr）　　　　　　　　　　　’1o　　　　　　　　　　　　－5　　　　　　　　　　　　　o

　　　　　　　Change。f　CV（、，mVC）　　　　　　　　　　　後耐柔12例全例で減少しており，その前後の平均値は

　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪tiしそ’1し24．5土4．996，　20、6±4．4％で’，　硬麻垂受1こ二何

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　意の（P＜0．001）減少を認めた
　Fig．4．　Relatlonship　between　change　of　CV　　　　　　－T．　　　　〆　　　　．　　　一：

　　（9．VC）and　change　of　VFL（％Vc）effected　　　　　　し　　　　’　　　　　　　　　　　Ω

　　by　epidural　anesthesia．　　　　　　　　　　　　　　　　CV（％VC）とVlp（％VC）は硬麻前に比し後で

　　　Change　of　CV（％VC）：（B＿A）　　　　　　　　　はそれぞれ有意の減少を認めた。さらに硬麻前および

　　　Change　of　VFL（％VC）：（B－A）　　　　　　　　　硬麻後におけるCV（％VC）とVIP（％VC）との関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　係はFig．5，　Fig．6に示すごとくそれ．それr＝O．92．t

　次にTabie　5に示すごとく，36例の硬麻前後にお　　　（P＜O、001）お」：び1’　・＝　O．948（Pく0，001）で共に

けるCV（％VC）の平均値はそれぞれ23．2土4．9％、　　　高い有意の相関があり，またCV（％VC）の硬麻前後

17・8±4・7％，VFL（％vc）の平均丘直はそれぞれ10．5　　　差とVIP（％VC）の硬麻前後差とゐ間にもFig．7に

±2．1，7．7±2．Oで，硬麻前後共にCV（％VC）の方　　　示すごとくr＝O、839（P＜O．001）の有意の相関を

が大であった。また硬麻前後のCV（％vc）とVFI、　　認めた。
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Fig．　7．　Relatlonshlp　between　change　of　CV
、（％VC）and，h。ng，。f　V、F（％VC），ff。ct。d　　　pac・・との関係

　by　epidural　anesthesia．　　　　　　　　　　　　　硬麻前後でCV測定および動脈血ガス分析を行った

　　change　of　VC（％VC），　change　of　VFL　　　　　　20例（皿群14例，璽群6例）の結果はTable　7のこ

　　（％VC）；（A－B）　　　　　　　　　　　　　　　とくCV（％VC）の平均値は硬麻前23．5土2。7％，硬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻後18・2土3・3％で有意の（P＜0、001）減少が認め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次にTable　6に示すごとくこの12例の硬麻前後に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おけるCV（％vc）のそれぞれの平均値は21．9±4，3

　　　　　　　　　、　　　．　　　　　　　　％，17．4±．4．2％であり，一方Vエp（％VC）にっいて

　　　　　　　．：　壷　　　　　　　　　のそれは24・5土4・9％，20・6土4・4％であり，硬麻前

　　　　　　　．　’　　　　　　　　　　　後共にV！pの方が大であった。また硬麻前および後

　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　におけるVエp（％VC）とCV（％VC）との差の平均

　　　　・　　r・・　O．839　（P＜O．OOIJ　　　　　はそれぞれ2・6±1・9％，3・2土1・4％で硬麻前および

　　　・　，蜥8剛　　　後とも龍の（P＜・…1）差嬬めた・・れらの事実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はIV相の起始部はIPより低肺気量位で出現するこ

H一　　　　　　　とを示している。
　，　．　　　　　　　　　　　　　　　7。硬麻前後におけるCVとPao　2および

Table　6．　VC（1），　CV（％VC）and　Vrp（％VC）before　and　after　the　induct三〇n　of　epidural

　　　　anesthesia．

VC（1）　　　　CV（％VC）　　　Vr　P（％VC）　　　VI　P（％VC）－CV（％VC）

（n　＝12）　Mea4　　　2．74　　2．67　　21．9　　17．4　　24．5　　20，6　　　　2．6　　　　3，2

　　　　　　Sp　　　　O．91　　LO2　　　4．3　　4．2　　　4．9　　4．4　　　　1．9　　　　 1．4

　　　　　　　　　　　　　　NS　　　　（Pく0．001）　　（P＜0．001）　　（P＜0．001）（P＜O．OO1）

VIp：Iung　volumes　at　the　inflection　point　on　quas卜static　P－V　curve

Table　7．　Effects　of　ep三dural　anesthesia　on　closing　volume，』Pao2　and　Paco　2．

　　　　　　　　　　　　　　　CV（％VC）　　Pao　2（mmHg）　Paco　2（mmHg）

　　　　　　　　　　　　　　　　B　　　　A　　　　B　　　　A　　　　B　　　　A

G，。up　II　Mean　23・618・3『91・09°・3　35・7：r・2
（。＝14）　SD　　2・4　2・7　5・1　8・2　2・°　2・4

　　　　　　　　　　　　　　　　（P＜O．001）　　　　（NS）　　　　　　（NS）

G，。。p　II－Mean @23・318・1　90・688・5　36・935・5
（・－6）　SD　　3・1　4・4　7・8　8・3　1・2　2・4

　　　　　　　　　　　　　　　　（P＜O．01）　　　　　（NS）　　　　　　（NS）

Wh。le　　Mean　23・518・2　90・989・8　36・135・3
（。　。20）　SD　　2・7　3・3　6・1　8・3　1・9　2・4

　　　　　　　　　　　　　　　　（Pく0。OO1）　　　　（NS）　　　　　（P＜0．100）

Pao2；arterial　oxygen　tension

Paco2　：arterial　carbon　dioxide　tension

NS：not　significant

P：Significance　Ievel　of　change　from　control　（paired　t　test）
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られた。Pao　2は20例中硬麻後増加したもの9例，減　　CV（％VC）とPao　2，　CV（％VC）とPaco　2の

少したもの11例で・その前後の平均値はそれぞれ90・9　　　それぞれの硬麻前，後およびCV（％VC）の前後差と

±6．1mmHg，89・8±8・3mmHgであり両者の間に有　　　Pa。2の前後差，　CV（％VC）の前後差とPaco　2の

意の差は認められなかった（P＞0・5）（Fig・8）。　　　　前後差との関係をTab王e　8に示した。　CV（％VC）と

paco　2は20例中硬麻後増加したもの8例，減少した　　　Pao　2の間には硬麻前に負の相関傾向（r　・－O．548，

もの12例で・その硬麻前後の平均値はそれぞれ36・1　　　P＜0．10）が認められた以外にはそれぞれの間に相関

±1・9　mmHg・　35・　3±2・4　mmHgで有意の差のない減　　　を認めなかった。すなわち硬麻後CVが減少したにも

少傾向（P＜0・10）を示したにとどまった（Fig・9）。　　かかわらず動脈血ガスは硬麻による影響をほとんどう

　　8．硬麻前および後におけるCV（％VC）と　　　　　けないことを認めた。

　　　Pao　2およびCV（％VC）とPaco　2との　　　　　　　9．腰椎麻酔におけるVC，　CVの比較

　　　関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腰麻を施行した4例（男2例，女2例）において

　　　　　pa。E　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VC（1）の腰麻前後の平均値はそれぞれ2．　77±O，　64

　　　　　　mmHg　　　　　　　　　　　　　　U），2．51土0．35（1）で0．26±0．34（1）減少し，
1璽o

IOO

りo

脚

7tp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その変化率は一6．　9±13．　5％であった。CV（1）の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　腰麻前後の平均値はそれぞれ0．82±O．21（1），0．61

／’　　　土゜・1°（1）で゜・2ユ±°・17（1）減少しその変化率

Pacoz

s；i

30

rblm”1宅

ここ＿

｛n－　20｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔n謂20）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　Before　　　　　　　　　After　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Before　　　　　　　　　Aft◎r

Fig。8・Change　in　arterial　oxygen　tension　，　　　　　　Fig．9．　Change　in　arterial　carbon　dioxide

　（Pao2）　after　the　induction　of　epidural　　　　　　　　　tension　（Paco2）　after　the　induction　of

　anestllesia・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　epidural　ane3thes董a・

Table　8、　Correlations　of　closing　volume　wi七h　Pao　2　and　Paco2．

B（r）　　A（r）　diff。（r）

CV（％VC）　　vs．　　Pao　2　　　　　－0、548　　　－O．154　　　－0．097

　　　　　　　　　　　　　　　　　（P＜0，100）　　（NS）　　　（NS）

CV（％VC）　　vs，　　Paco　2　　　　　0．165　　　　－0．367　　　－0．318

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NS）　　　（NS）　　　（NS）

diff．：A－B

NS：not　significant

r　：correlation　coefficient
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Tab■e　g・　Effects　of　lul孤bar　sp丘nal　allesthesia　on　vitaL　capacity　and　cl〔｝sing

　　　　volunle．

、　　SubjecL　　1，v。1。，＿！C．1皇CV（1）鑑懲9．

　　　Nq　Sex　Age　Ht　Wt　anesthesia　　B　　A　　B　　A　　B　　A
　　　　．＿＿　 （yr）　（cm）（Kg．．．～．＿＿

52M6016352　Th　8　3．713。100．970．7226．123．2
53M5115962　Th　8　2．772．420．750．4627．119．0
54F57工4763　L3　1．902．210．510．5826．826．2
55　　F　　38　159　50　　　Th　4　　　2．71　2．30　1．04　0．67　38，4　29，1

Mean　　　52　157　57　　　　　　　　2．77　2．51　0．　82　0．61　乞9．6　24．4

SD　　　 8　　6　6　　　　　　　0．640．35　0．21　0．10　5。1　3．7

は一21．6±20．9％であり，CV（％VC）の腰麻前後の　　　約75％に達するといわれており12），また硬麻の無痛域

平均はそれぞれ29．6d：5。1％，24．4±3．7％で5．2　　が1群に相当する高働こおよぶ場脅，外肋間筋麻痺

±3．　6％の減少が認められ，対象例数は少ないが硬　　　に加えてさらに横隔膜の不兜全ないし完全な麻痺を起

麻における1群，皿群とほぼ同様の傾向を認めた（　　こすとされている。Freundら15）は硬麻でs　ensory

T・bl・9）・　　　　　　　　　　　bl。・kレベ・レがTh、－Th，に達した18例1こおいてブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロック後最大吸気量inspiratory　capacity（IC）が3

　　　　V考案　　　1　　　％，予解矯。xpira・。，y　re，，rv，　v。1。m，（ERV）

　1群すなわち無痛域の上界がC6以上の群では硬麻　　　が21％減少したことを報告しており，また脊椎麻酔

前後でVCは1．21土O，　60（1）で36．6±17．3％のイ∫　　と硬麻におけるthoracic　motor　nerve　blockのレ

意の（Pく0・005）減少が認められ，ll群すなわち無痛　　　ベルとICおよびERvの減少痢との関係の検討より

域の上界がTh2－Thsの群ではO．　22±O．　41（1）で　　　total　th〔｝racic　motor　nerve　blQck（Th1以下）で

6・7±12・9％の減少を認め・1群に比しその減少量は　　　もICは19％のみの減少にすぎないが，　ERVはThs

小さかったが統計的には有意の（P＜0．01）減少を認　　　以上のブPt〃では大きく減少し，　total　thoracic

めた。皿群すなわち無痛域の上界がThlo以下の群で　　　motor　nerve　block（Th　1以下）では100％減少する

は0・12土0・30（1）で2・9±10・4劣の減少を認めたが　　　ことを認め，横隔膜の動きは特にICに大きく関与し

統計的には有意ではなかった（P＞O，1）。　　　　　　　　ているであろうと述べている。著看の成績で認めた

　1群に相当する硬麻の高位ブPヅク群におけるVC　　　VCがπ群，　di群に比較して1群でより大ぎく減少し

の変動に関しては，高崎ら11）は無痛域がC4ないし　　　たことは1群では呼吸筋力の低下による残気量re－

Cs－Th7の30例について硬麻後有意の減少を認めた　　　sidual　volume（RV）レ・・ミルの上昇に加えて頸部ブ

と報告している。皿群に相当するものについては2，　　　ロックによる不完全な横隔膜神経麻チ恥こもとつくIC

3の報告があり，それによると硬麻前後でVCには　　　の減少によるものと考える。

有意の差が認められなかったとしている。すなわち　　　また皿群のf固々の例（Table　2）について詳細i二検

Moir12）は無痛域の、上界がTh2－Thsの30例で平均　　　討してみると同じブPックレベルであっても硬麻前後

262ml（7・1％）のVCの減少を認めたが統計的有意差　　　でのVCの変化に相違が認められる。これはVCの測

はなかったとしており，McCarthyi3）は無痛域がTh2　　　定自体の特性すなわち心理的影響およびVCの再現｛」i

ないしTh3からTh旦2ないしLlの7例についてVC　　　の問題も考慮すべきであるが硬麻においてはsells。ry

の変化がほとんどなかったとし、またWahbaら14）は　　　blockのレベルとm〔｝tol’blockのレベルが有意に

無痛域の上界がTh4までの13例について検討した結　　　　（P＜O・01）相途するといわれており愉，この結果呼

果有意の差を認めなかったと報告している。しかし，　　　吸抑制の程度に相違を生じた結果によることが十分推

一般に吸気は主に横隔膜およびV－IXの外肋間筋の　　　定される。

運動に影響され，特に横隔膜の影響は大きく，VCの　　　　さらに1群で硬麻後CV（1）が有意に（P＜0．005）
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減少しているにもかかわらずCV（％VC）は蒋意の滅　　　way　clos．　ureが存在することを認めているt以上の

少が認められなかったのはCVの減少にともなって　　　ことよりIV相は低呼気速度ではairway　closureに

VCも減少したためである。この高位ブロックの際の　　　よって発現するとの考えが現在禽力である。

CVの変化に関する報告はまだないが，　VCの変動が　　　　著者はすでに報告したCVに関する基礎的な検討に

大ぎいので高位ブロック例についてCVの発現機序に　　　おいて呼気速度とCVの関係より1．Ol／Sec以下では

関する検討を行うことは適当ではないと考える。1［群　　　CVは呼気蓮度非依存性flow　independentである

に相当するブPtックレベルに関してはMcCarthyi3）は　　　が，1・51／sec以上では呼気速度依存性fl。w　depend－

7例につL・ての検討でclosing　capacity（CC）の変　　　entであることを報告した3）。今回は呼気速度を0．5

化を認めなかったとし，またWahbaら14）は13例で硬　　　1／SeCの低い速度に固定し，単一呼気N2濃度曲線

麻後にRVが増加傾向を認めるも有意の差がなかった　　　と同時に描記したF－V曲線のFLにおけるJll｝i気量

としており，この2つの報告にもとづけeX’CV＝CC－　　　VFL（％VC）とIV相の肺気鍛すなわちCV（％VC）

RVの関係からCVは硬麻前後で有意の変化がないと　　　との関係について硬麻前後で検討した（Table　5，

推定されるが，しかし著者の成績ではCV（1），　CV　　　Fig．2，3，4）。

（％VC）ともに硬麻後に有意の減少が認められた。ま　　　　先述のごとく1群においてはVCの変動が大きいた

た皿群すなわち腰部ブロック群ではCV（1），　CV　　　め除外し，　L皿群においてVCは硬麻前後で大きな

（％VC）ともに硬麻後に有意の減少を認めた。このレ　　　変化がなく，しかもCV（％VC）は硬麻後に有意の減

ベルのブロック例におけるCVの変化に関する報借は　　　少を認め，さらに硬麻前および硬麻後においてCVは

まだみられないが，著者のこの知見はCV発現機序の　　VFLより常に大きく両者の間に有意の（P＜0．001）差

解明のための一一助になるものと考える。また著煮が行　　　を認め，しかもCVとVFLとの聞に硬麻前および硬

ったごとき，各レベルの硬麻前後におけるCVの変化　　　麻後で有意の相関（r　＝O・626，　P＜0・001），（r＝

およびそれに伴うVFLおよびVl　pの変化との関連に　　　0．562，　P＜0．001）があり，さらにCVおよびVFLは

ついて同一’方法により系統的｝ニー一・括して比較検討した　　　共に硬麻前後で有意の（P・くO．OO1）蓬が認められ，か

報告もみらオ1ない、，　　　　　　　　　　　　　　　　　つCV，　VFLのそれぞれの硬麻前後の変化の間にも有

次に著者のこれらの新知見にもとついてCV発現の　　意の相関（r　＝：O・　557，　P＜0・001）がある興味ある所

機序およびその意義についての考察を加えたい。CV　　　見を得た。これらの成績のうち硬麻前の状態でO，5

すなわちIV相の発現機序としてHyattら16）のFL　　　1／sec以下という低呼気速度ではCVがVFLより常

にもとつくdynamic　COmpreSSiOnセこよるものか，　　　に高肺気量位であり・両者が一致しないという結果は

あるいはDollfussら1）のairway　closureにょる　　　Hyattら16），’Travisら8）の成績と一致するものであ

staticなものかは今日なお論議のあるところである。　　　った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Travisらs）はHe　bolus法とresident　gas法を用　　　　FLすなわち最大呼気速度maxi1箕um　fl。w（Vmax）

いて呼気速度とCVとの関係の分析から呼気速度が　　　現象の理論的解析としてMeadi9）の等圧点理論equal

1．51／sec以下の遅い場合ぱstaticなものの関与によ　　　pressure　point　theory（EPP理論），　Pridesら2°）の

るとしてHyattら16）のflow　limitation　theoryを　　　water　fa11説が知られているが，これらの理論でほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否定しており，またKrygerら17）は密度の異なる気体　　　Vmaxの成立機序としてdynamic　compressionで

を用い，最大1呼気速度気量曲線maximum　expira一　　説明している。もしIV相の始まりがdynamic　com－

tol’Y　flow　volunle　curve（MEFV［【ilma）上に求めた　　　pressionによるflow　limitationにもとつくもので

FLにおける肺気量をCVの予測値とし，エ33Xe　bolus　　あって，しかもMeadi9）およびPridesら20）の説が正

法を用いて求めたCVをi爽測値として両者を比較検討　　　しいとすればVFLとCVとは一致するはずである。

した結果，ガスの密度の変化および呼気速度の変化が　　　しかるに著者の成績でぽ両者は一致せず，CVの発現

CVに反映しなかったことよりIV相に対して一・部の　　　機序に関するdynamic　compressi。nの関与は否定的

例ではdynamic　conlpress　ionの関与が示唆された　　　ではあったが，硬麻前，後および前後のcvの変化に

が，全体としてはairway　closureが関与していると　　　おいて桐関係数（r）は低いながらも統計的に有意の

結論している。Enge1ら18）は正常人でN20をcar一　　　相関が認められたことはdynamic　compressi。nがあ

rier　gaSとし13SXe　bolusを用い低肺気墨位でair一　　　る程度関与していることを示竣するものと考えられ
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る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で表し，この式より曲線が低肺気量位で離脱し始め

　さらにCVとVFLが一致しなかったことはCVと　　　る点をinflection　point’（IP）と名付け，　Demedts

VFLが相異なる独立した現象にもとつくものと考え　　　ら9）は健康者において描いた静肺圧量曲線（quasト

られるが・Hyattらエ6）21）のごとくflow　limitationは　　　static）で凹部分と凸部分との接点を工Pと定義して

肺のすべての部位で同時に生じるのではなく，先ず　　　いるが，いずれにせよIPは気道のstaticな閉塞の開

dependent　regionに始まり漸次independent　re一　　　始を意味するものとされている9）23）。

gionにも生じ，またdependent　regionにおいても　　　　IV相の始まりが末梢気道の閉塞を反映していると

すべての部位で同時に生じるのではないと考えれば　　　すればCVはVIPと一致するはずである。この仮説

CVとflow　limitationとは同一の現象によるもので　　　のもとに硬麻前後でCVとVlPの関係を検討したと

あってもCVとVFLとは必ずしも一致しなくても矛　　　ころ硬麻前後のいずれもVエPは常にCVより大きく，

盾しない。むしろ両者の間にγの値は低いが統計的に　　　有意の（P＜0，001）差が認められたが，両音は硬麻前

有意な相関が認められたことは0．51／sec以下の低い　　　後で有意に高い相関（前：r　・＝O．924，　PくO．OO1，後1

呼気速度ではCV発現にはdynamic　compressionが　　　　r　＝＝O．948，　P〈0．001）が認められ，またCV，　VIp

ある程度関与していると考えるのがむしろ妥当である　　　共に硬麻後にそれぞれ有意の（PくO・oe1）減少を認

と思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め，CVおよびVlpのそれぞれの前後差の間にもr

　Krygerら17）はMEFV曲線でFLを求めているが，　　＝O．839（Pく0．OOI）の有意の高い相関を認める興味

著者は単一呼気N2濃度曲線と同記したF－・V曲線よ　　　ある結果を得た。硬麻前すなわちなんら要因を加えて

り求めた。すなわち自発的に0．51／secで呼出された　　　いない状態でのVlpがCVより有意に大きかったと

場合のF－V曲線における下降脚の始まりの肺気量　　　いう結果は他の報告者9）：o）の結果と一一致するものであ

VFLはisovolume　pressure　flow　curve（IVPF曲　　　った。この両者の関係についてIngramら10）は健康

線）22）の結果より努力性呼出によるMEFV曲線にお　　　者でVI　P（％TLC）とCV（％TLC）との間に良い相

ける0・51／secをVmaxとする肺気量と理論的には等　　　関を認めており，　Demedtsら9）はCVとVlpよりむ

しいと考えられ，またMEFV曲線と単一呼気N2濃　　　しろCC（CV＋RV）と（VI　P＋RV）との間により相

度曲線は同時描記は不可能であるが呼気速度0．51／sec　　関を認めたと報告している。　VIPとCVとが一致し

の場合F－V曲線は単一呼気N2濃度曲線と同時に描　　なかったことはDemedtsら9）のいうごとくCVは死

記することが可能であり，相異なる曲線上における現　　　腔dead　spaceの影響により小さく評価される傾向に

象が同じ生理的現象を反映しているか否かを比較検討　　　あるということの他，末梢気道閉塞検出に対するCV

するためには同時描記の方がよりIE確を・期しうると考　　　Vlpのsensitivityの相違や測定上の因子によるも

えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のを考慮すれば，著詣の成績ではCVとVIpとは一

　P－V曲線は硬麻の関係で仰臥位で行わざるを得な　　　致しなかったが，しかし両春は硬麻前後で相関関係が

いので，硬麻前後とも仰臥位で行った。口腔内圧・食　　　良く保たれており，またそれぞれの硬麻前後の変動に

道内圧差transpulmonary　pressure（Ptp）は仰臥位　　　も相関が認められた事実からVIPとCVは同じ現象

の場合心，肝など内臓の膨響が当然考えられその測　　　がそれぞれの曲線上に反映されているものと推定し得

定値の解釈は十分慎重であらねばならないと思われる　　　るものと考える。したがって薯着の成績からは，CV

が・Milic－Emiliら6）によれば食道最下部での測定を　　　はairway　closureがもっとも大きく関与して出現す

除き体位の変化によるP－V曲線の形の変化は少な　　　るという機序がもっとも考えられる。

く，また体位の変化によるPtpの絶対値は立位がも　　　血液ガス分析においてPa。2，　Paco　2は硬麻前後で

っとも大きく，仰臥位がもっとも小さい値を示すが，　　　有意の変化が認められなかったがこれは他の報告者の

一般には体位による変化は少なくその差は1cmH20　　　成績と一致するものであった・3）24）25）。田頭26）は無痛域

を超えなかったとしている。　　　　　　　　　　　　　　Th　4．．　s～L2＿3で硬麻後Paco　2のみ有意の（PくO．05）

　Glaisterら23）は犬の易1出肺の静肺圧星曲線を，　　　　　減少を報告しているが著者の成績ではPaco　2は硬

　　VC％＝Vmax／VTLc（1－e鵯kP）：VC（vital　　　麻後減少を認めたが有意ではなかった（P＜0．10）。

　　capacity），　Vmax（maximum　Iung　volume、，　　　一一般にいわれているごとくCVが肺下部の末梢気

　　VTLc（＋30　cmH20、　t。tal　lung　capacity）　　　　道の閉塞を示すものとすれば換気血流比（ヤA／Q）
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不均等分布の関係から硬麻によるCVの減少は　　　低下を認めたが，皿群では低下傾向を認めるが有意で

Pao　2になんらかの影響を与えることが予想された　　　はなく，これはSj6grenら31）が著者の1群にあたる

が，上述のごとくCVの減少にもかかわらずPao　2に　　　Th　2－Th12のブロック群でMABPの有意の低下を見

は有意の変化を認めなかった。McCarthyiS》は硬麻に　　　たが皿群にあたるTh4－L4では低下を認めるも有意

よるTh　4までの胸部ブロック例においてPao　2の　　　でなかったとの報告と一致するものであった。さらに

他，肺胞気・動脈血02分圧較差aiveolar－arterial　　Sj6grenらsl）は循環系ではMABPのみが有意te減少

oxygen　tension　difference（AaDo　2）についてCC　　　するのみで心拍出量，平均肺動脈圧，肺血管抵抗は有

と機能的残気量ξu1｝ctional　residual　capacity（FRC　　　意の変化が認められなかったと報告しており，この結

）との関係から検討し，CCがFRCより大きい値が　　　果からはCV減少に関する因子のうち，　c），　d｝を含め

認められた2例に低いPao　2と高いAaDo　2が認めら　　　た徳環系からの関与はないものと思われるが，　MABP

れたことを報告しており，またCraigら27）は健康者　　　以外の有意の変化がないという理由で硬麻において循

において体位変換により変化するFRCとCCとの関　　　環系の変化がCVの減少に関与していないと考えるこ

係からCVのAaDo　2に対する影響を検討している　　　とはまだ早計であると思われる。なぜなら統計的に有

が，硬麻におけるCVの血液ガスに対する影響につい　　　意の変化として現れない程度の軽度の変化でも，そ

ても単にCVとPao　2との関係のみではなく，気道　　　れらの変化が相加してCVに反映される可能性が考え

閉塞を反映すると考えられるIV相の起始点CC（CV　　　られるからである。すなわち硬麻におけるCVの減少

＋RV）がFRCすなわち安静呼気位resting　expira一　　　の機序に関して循環系からの影響解明にはCVを中心

tory　leve1より大きい場合は安静換気時のdepend一　　とした幅広い詳細な検討が必要と考えられる。ただし

ent　lungの換気血流比は当然低下し，　Pao2は低下，　　　d）に関しては肺浮腫が軽減することによりCVが減

AaDo　2は増加することが考えられ，したがってFRC　　　少することが推察されるが対象がすべて心肺障害のな

とCCの大小関係よりPao　2とAaDo　2との検討が必　　　い患者であったことからこれは考えられない。また

要と考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　a），b）およびii）に関しても硬麻においてどのよう

　硬麻でみられたCVの減少がどのような機序による　　　に関与するか否かCVを中心とした検討が必要であ

かを検討するため腰麻例についてもCVを測定したと　　　る。

ころ硬麻と同様にCVの減少傾向がみられたことは　　　　硬麻によるCVの減少がいかなる機序によるものか

CV減少の機序解明の一つの手掛りを与えるものと考　　　の解明は興味ある問題であるが，手術室の手狭な場所

えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしかも手術前の短時間に検査を終了せねばならない

　すなわちCVに関与する因子28）－30）としては．①重　　　ため，検査におのずと限度がありその解卿こは今後の

力方向の胸腔内圧較差，②気道閉塞とが考えられる。　　　詳細な検討がまたれる。

気道閉塞は，D末梢気道の虚脱に対する抵抗，　ii）気管　　　　以上著者の方法による成績を中心にcvの発現機序

支周囲圧の2つの因子により左右されるが，i）に影響　　　に・っいての見解を総括すると，まず方法論的な特長と

するものとしては，a）末梢気道内の表面活性物質の　　　して，1）硬麻前後のCVの急性変化を中心にした検討

量，b）bronchomotor　toneの変化，　c）拡張した血　　　である。2）硬麻のプロヅクレベルによりC6以上，

管による末梢気道に対するmechanical　compression　　　Th2－Th8，　Thlo以下の3群にわけての検討である。

の有無，d）肺浮腫などがあり，一方ii）すなわち気　　　3）cv測定には既報3）のごとき方法，体位および呼気

管支周囲圧には肺弾性収縮圧の変化が反映されるとい　　　速度などの基礎的検討にもとつくもっとも妥当な装置

われている。硬麻におけるCVの減少の機序として　　　および方法である。4）単一呼気N2濃度曲線とF－V

は，腰麻でも同様に減少傾向を示したことより，横隔　　　曲線ならびにP－V曲線との同時描記についての観察

膜，肋間筋，腹壁筋を含めた呼吸筋の麻痺による重力　　　である。5）硬麻前後の変動から各種パラメーターの間

方向の胸腔内圧較差による影響が大きいものと推察さ　　　の相関関係を検討したこと。6）それにもとついて，相

れるが今後さらに検討を要すると考える。　　　　　　　　関性のもっとも高いものがCV発現機序にもっとも関

　さらにブロックに伴う循環系の変化による場合も考　　　与しているものと推定したこと。これらの方法論的特

えられるが，循環系においてはMABPが1群，1群　　　長にもとついてVエpがもっともCVとの相関が高か

で硬麻前後でそれぞれ有意の（P＜0・025，Pく0・001）　　　ったことからCV発現の機序として，少なくとも低呼
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気速度においてはairway　closure説を裏付ける結論　　　　本論文の要旨は第17剛日本胸部疾患学会総会

をえた。しかしVFLも低いながらも相関を示したこ　　　　（東京1977年4月）において発表したn

・・脚・・脈拍などの照櫨に変動・た・とお　灘肇擁慰囎調慧欝暴㌔
よぴある程度の実験的制約および条件も考慮するとこ　　　　た直接御指導を賜った防衛医科大学第3内科高谷

れらの因子の閣与を必ずしも否定はできないと思わ　　　　治教授ならびに金上クリニックの金上晴夫博士に

れPこれらの点に関する今後の検討が必要であると考　　　　深謝いたします。なお種々御協力いただいた国立
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