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1.緒 言

酸素治療や麻酔 において,患 者 に吸入 させるガス

に十分な湿度を与 えることの重要性は広 く認められ

ており,そ のために種 々 な給 湿 器(Humidifier or

 Water Vaporizer)が 日常用い られてい る.本 邦で

普及 しているものには,あ りあわせの瓶 に水を入れ

その中につつこんだ棒の先からbubbleさ せ るよう

な簡単な ものが多いが,な かにはかなり複雑な工夫

を施 した ものもあ る.

著者は,日 常術後患者 や重症 患者の管理にあたつ

て,吸 入 ガスへの給湿の問題はゆ るがせ にできない

ことを痛感するとともに,一 方では これ ほど大切 な

給湿器の効率 について従来 ほとん ど究 明されてない

のに気付いたので,給 湿 器 の構造 や使用条件 とそ

の給湿効果 との関係を研究 した.こ の 方 面 で の 文

献1)-9)を検索 してみて も,理 学工学方面 での一部の

特殊な研究があるばか りで,医 学的な実用面で参考

になるものは全 くな く,ま た医療器械の供給者側 も

使用者側 もただ慢然 と習慣的に在来の方 法に甘ん じ

ていたの は,主 にこのよ うな湿度を測定 する適 当な

方法10)-12)がなかつ たか らと思 われる.湿 度 に関す

る研究は従来一般 に立 ち遅れているといわれてい る

が,医 学方面 もその例外ではない.著 者は薪 しい湿

度測定法を用いて呼吸湿度 に関する一連の研究 を進

めてい るが,こ こではその一 部 としてbubblingを

中心とした給湿機構 について種 々検討を加 えた.

II.装 置および方 法

湿度の測定には,岡 山大学理学部坂手邦夫助 教授

らによつ て研究 された光電管式 自動露点湿度計(以

下単に露点計 と略す)を 用いた.こ の計器は元来工

業計器 として考案 され たものであるが,著 者はこれ

を医学生物理学 分野での研究で も実用化 して,従 来

は不可能 とされていた種 々な湿 度の精密測定 には じ

めて成功 した.本 露点計の原理,構 造,性 能などの

詳細は先の発表12)-17)にゆず るが,要 は被測定気体

に触れる鏡面上 の露の量が増減 しないよ うな湿度を

光電管を用いて自動的に求め,そ の冷却 と加熱の釣

合つた状態における鏡面 温度を熱電対で測ることに

よつて,そ の気流の露点を自動的に追跡できるよ う

に した ものである.か か る測定 においては,そ の気

体の温度を同時に測定す ることが,そ れ 自体生体に

とつて重要な因子と してのみな らず,露 点との関係

から関係湿度を算出す るため に是非必要である.給

湿 された気体の温度を測定す るためには,給 湿装置

を通過 したガスを導 くパ イプ内に熱電対を仕込み,

その後で露点計に導 いて露点 を測定 した.露 点か ら

表11) 18)に よ り飽和蒸気圧 およ び 絶対湿度をただ ち

に求 めうる.一 方給湿装置の条件 として,給 湿装置

にはい る前の気流の温度,給 湿装置内の水温,周 囲

の気温を測定す るために もそれぞれ熱電対 を装置 し

た.こ れ らの熱電対 はすべて,露 点計の鏡面温度測

定 用の熱電対 と同種の銅-コ ンスタンタン熱電対で

あ り,切 換 えスイッチで共通 の電子管式 自動平衝計

器(島 津ARP-21型 又はSAP-21型 を使用)に 連

結 して,温 度お よび露点が連続 自記できるよ うにし

てある.こ のよ うにすれば,各 測定値間の比較 に便

利である.ま た,水 温と気温は水銀寒暖計で も測定

して,熱 電対による測定値 と比較検討 した.

第1図 は装置全体の概略を示す, (1)は 酸素ボン

べで,そ れより得られ る酸素の水蒸気含有量は メー

カーによれば0.2Vol,%以 下であ る.こ の 酸素を

減圧弁を通 じて ロタメータ式流量計(2)に 導 く. (3)

は給湿装置へ導 くガスの温度を変化さ して実験する

ための冷却槽であるが,特 に必要とす る場合以外は

省略 して(2)か らす ぐ給湿装 置(4)に 導いた.給 湿

装 置としては,一 般 に用いられているもののほかに,

水温,水 深,孔 の数や大きさなどの諸因子を種 々に

変えて実験できるものを自作 した.

本実験では,露 点計 に導 く途 中の導管壁に水蒸気

が凝結 して湿度の測定 に誤差を生ず るのを避けるた

め,ガ ス温,水 温ともに常にその時の気温よ り高 く

ない範囲で行つ た.一 般に用い られている状態で も
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第1図　 実 験 装 置

同様の条件で あるか ら,実 用性を検討す る目的には

これで十公で あると考 え られる。

III.研 究 結 果

1.普 通に使用する条件での実験

1)市 販の ガラス製三角 コルペ ン型給湿 装置.こ

れは容量200～300ccの 三角 コルべ ンに適当量の水を

いれ,長 短二本のガ ラス製 または金属性の管を通 し

たガ ラス製 またはゴム製の栓を して,そ の長い方の

管の先から酸素を水中にbubbleさ せ,水 面上 に出

るまでに給湿 されたガスを短い方の管か ら導 出 して

用いる ものであ る.第1表 はこれを用いた実験の1

例 である.内 径6mmの ガラス管の先端か ら水深2cm

のところで下 向けにbubbleす る.そ の時の気温は

25.0℃ で,水 温は当初21.7℃ であつたのが実験中

に20.5℃ まで下降 した.給 湿 されたガスの温度 に

おけ る飽和 水蒸気圧と18)露点の飽和水蒸気圧か ら算

出 したのがその ガス自体の関係湿度(R. H.)で あ り,

その ガスが生体に吸入 された場合 に体温まで温めら

れるとして,生 体に対 しての関係を 求 め た ものが

37℃(飽 和 水蒸気 圧46.65mm Hg)に 対す るR. H.

である.

2)直 径7cmの ガ ラス瓶に約300ccの 水を入れ,

直径2mmの 孔1個 か ら横 向きにbubbleさ す 自家

製給湿器.水 深を1cm, 4cm, 7cmと 変え,各 水深 に

つい て酸素流量を1l/分 から8l/分 まで 変化さした

第1表　 鈴木式酸素吸入 用コルペンの給湿効果
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第2図　 給 湿 に お け る給 湿 器 内 の 水 温(H2O-t.),給 湿 され た ガ スの 温度(Out-t.) ,

露 点(d. p.),関 係 湿 度(R. H.)の 変化

Depth of Water for Bubbling

時の 水温(H2O-t.),給 湿 され た ガス の 温度(Out-t.),

露点(d. p.),関 係 湿 度(R. H.)を 示 す と第2図 の

よ うであ る,気 温 は24℃ で あつ た.

3)気 泡式 エ ー テル 気 化 器(T. I.製)を 給 湿 用 に

転用 した もの 。 この 装 置 で は 円盤 の 周辺 にあ る無数

の小 さい孔(直 径0.1mm以 下)か らbubbleす るの

で,有 効 な給 湿 器 と して 著 者 らは愛 用 して い る.ガ

ラス瓶 に約20ccの 水 を入 れ,円 盤 か ら上 の水 深 を

1, 3, 4, 8cmと 変 えて, 1～81/分 の 酸 素 を 流 して 得 ら

れ るガ スの 露点 を 測 定 す ると第2表 の よ うであ る.

その 時の気 温 は21.2℃,水 温 は18.5℃ か ら16.3℃

の間 であ つ た.

小 括 お よ び 考 按

1)に おいて,酸 素流量を増す につれて露点 が下

つている.つ ま り絶対湿度は減少す る.し か しガス

の温度の下降の方が もつ と著 しいので,こ の2つ の

関係 からガス自体の関係湿度 を求めると,高 流量ほ

どかえつて上昇 している.し か し生体 に対 して考え

る時には,高 流量ほどガスの温度は低 く湿度 も低 く

な るので やは り好 ま しくない と考えられ る.実 験 中

に水温が1.2℃ 下降 したのは水の気化熱による.

2)に おいて も,全 般 に1)と 同様な変化が見 ら

れ る.水 深の変化 によつては,深 い所か ら泡立つ ほ

ど気泡が水に触れ る時間が長いので,露 点は高い.

第2表　 エ ー テ ル気 化 器(T. I.製)に よ る給湿 効 果,(露 点 ℃)
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特 に高流量での露点下 降が少ない,一 方 ガスの温度

は水深の大 きい ほど水温の影響を受ける時間が長 く,

さらに水 の気化熱 によ る冷却 も加わつ て下 り方が大

きい。 したがつて水深 が大 きい と関係湿度が高 くな

るが,特 に高流量で上昇 す る.

3)に おいては給湿効果が よ く,ガ ス温との差を

計つて もいずれ も0.6℃ 以下で あつた.し たがつて

関係湿 度を計算 して も常 に95%以 上であるが,こ の

様な成績 につ いては後 に詳述す る.こ の装 置では一

般に流量 を増 して も露点 の下降が少 ないが,と くに

水深が大 きいほど高流量での下降が少ない.

以上の実験 ではいずれ も使 用す る水の温度が気温

よりもかな り低 い.こ れは 日常使用す る時の ように,

水道水を給湿 器に入れて間 もな く使用 したからであ

る.水 温は室温によつて上昇 し,気 化熱 によつて下

降す るか ら,実 験 中たえず変動す る.し たがつてガ

スの温度 と水温の差 も一定 しない.'

この様な方法では,多 くの因子が同時に変動 して

いるので,各 々の因子の占めの役 割 りを 明 瞭 に知

ることがで きない.そ こで,以 下では実用す る状態

とは異な るが,給 湿の条件 となる因子 と して, (1)

周囲の気温, (2)給湿器 にはいる前の ガス温, (3)水

温, (4)水深, (5)孔 の向き, (6)孔の大 きさ, (7)噴

出孔 の数, (8)水 の性状(粘 性 など), (9)ガ スの流

量などについて各因子の影響がなるべ く別 々にわか

るよ うに実験 を工夫 した。

2.気 温,給 湿器 にはいる前の酸素ガスの温度変

化,お よび その影響

酸素ボ ンベは室温 に長 く放置 した ものを用いたの

で,得 られ る酸素ガスの温度はそ この気温に左右 さ

れ る.た だ しボ ンべ内に圧縮 してあ る酸素を減圧膨

脹 して用い るので,ガ スの温度 は気温よ り多少低い

のが普通であ る,そ してその温度下 降は高流量を用

い る時 ほど著 しい.著 者 の測定 では, 1l/分 と8l/

分の流量 における酸素 ガスの温度差は最高3.3℃ に

及んだが,こ れはその時 までの使用による減圧弁や

導出 ゴム管 の冷却 と周囲か らの加 温で左右されるの

で,常 に変動 して一律にはいかない.そ こで各実験

ごとに給湿器にはいる前のガス温を測 り,そ の値を

その都度示す ことに した.一 般 に導管を長 くして実

験を手早 くす ますならば,そ の変動を少な くするこ

とができ る.

第3図 は,流 量を1l/分 か ら1lつ つ増 して8l/分

に至 り,つ いで逆 に1l/分 まで減 じなが ら実験す る

時,給湿前のガス温(In-t.),給 湿後のガス温(Ont-t.)

およびその露点(d. p.)の 変化す る状態を示す.往

復と もIn-t.は 高流量で下つているが,更 にこの実

験は時 間をかけて(全 経過16分)行 つたので減圧弁

や導管の冷却 につ れて同流量において も往 より復の

方が低 くなつ てい る. Out-t.の 変化 も同様であるが,

第3図　 給湿前のガス温 とその影響
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往復の差はIn-t.の それよ り小 さい. d. p.の 変化は

更に少ない.こ の場合水 温は恒温槽によ り一定 に保

ち,給 湿器は直径2mmの 孔3個 から水深5cmの 所

で水平にbubbleさ した.

つぎに第1図(3)の 装置を用いて給湿器 にはい る

前のガスを冷却 しなが ら実験す ると, In-t.が 下 降

するにつれて, out-t., d. p.,水 温はいず れも下降す

るが,そ の程度 はIn-t.の 下降の程度 に較べて非常

に緩い.特 にIn-t.が 水温よ り遙かに低 くなつて も,

 Out-t.お よびd. p.は あま り下 らず,水 温の影響 が

圧倒的であ ると云え る.

3.水 温の影響

1.に み られ るよ うに水温が絶えず変化す ると,

各因子の影響が分析できないので,以 後の実験 では

水温を一定 さす ように工夫 した.た とえば大 きな気

化瓶を用いて3l以 上 の水を入れ しかも気温にでき

るだけ近ずけてか ら用いれば,一 連の実験 を行 う間

では水温の変化は問題 とす るにたらない.ま た気化

瓶が小 さ くても,大 きい恒温槽の内に入れて実験す

れば同様の結果 を うる事ができた.一 方 この後者の

方法を用いて,給 湿器内の水温を変化 さしその影響

を調べた.給 湿 器は直径4mmの 孔1個 から下 向き

にbubbleさ す構造 であ り,気 温は32.5℃,給 湿 器

にはい る前の酸素 ガスの温度 も32.5℃ で一定 であ

つた.第3表 は程 々な水温での,給 湿後 のガスの温

度,露 点,関 係湿度を示す.

これによれば,水 温が下降す るにつれて,給 湿 後

のガスの温度 も,露 点 も共に下 るが,特 に後者 の下

降の方が著 しい.従 つてガス自体の関係湿度 も下 る

傾向にある.今 これを人体 に吸入さす場 合 について

考え ると(考 案 参照),水 温がそのガ スの 温度およ

び湿度 に圧倒的な影響 を及ぼすことが明瞭である.

ガス温と水温が両者 とも下降 した時 は, 2,と3.の

第3表　 水 温 の 影 響

第4表　 水 深 の 影 響
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2つ の影響 が加 わつ た結果 となるので測定値の詳細

は省 く.

4.水 深の影響

第4表 は水深の変化が,ガ ス温,露 点,関 係湿度

にどのよ うに影響す るかを実験 した もので ある.使

用 した給湿器 は直径1mmの 孔1個 か ら横 向 きに

bubbleす るもので,こ の時の水温 は20.7℃ であつ

た.水 深 が大 にな るほど気泡が水の影響を受ける時

間が長いので,当 然ガス温 は水温に近ず き,湿 度 は

上昇 して いる.前 節第3表,後 節第5表,第6表 で

も同様の 関係 は明 らかで ある.

極端 に氷深が大きい と(例 えば50cm以 上 もあれ

ば),ガ ス温,気 温,水 温の3者 がほぼ一致 して100

%飽 和 にな るが,医 学的実用の観点か ら見 れば水深

が8～10cm以 上に もなると実効上の差 は少な くな

るとしてよい.反 対に浅いと(特 に1cm以 下で は)

少 しの水深 の差 がかな りの差を生ずる.(た だ し実

際には後述の水面 上の泡立 ちや飛沫が この差 をあ る

程度相殺 してい ることがわか る).

気泡の表面 は,気 体に比べて圧倒的に熱容量の大

きい周囲の水の温度に近 くなりそこで水の蒸発がお

こると考え られ るが,気 泡の内部 の温度は浅い所か

ら浮上する短い時間の間 には余 り変 らず,湿 度 も内

部 まで均一 化す るのには時間がかかる.こ れら気泡

内外の変 化の詳細 については測定の 方法がな く,実

際 に問題 にな るのは全体が水面上に出て混合 したガ

スについてであ り,そ の温度 は給湿器に入る前のガ

ス温 と水温 との中間 にあ り,露 点はガス温よりも低

いが水温よ りは高 くも低 くもな りうる.た だ し水温

について もbubbleし てい る所 自体の ものは測定で

きないので,ま わ りの水の温度を測つて代表 した.

測定する場所 によ りある程度の差を生 じるのは避け

られないが,な るべ く平均 した値 を示すように工夫

した.

5.孔 の方 向の影響

ガスの噴出孔が同 じ水深にあつて も,そ れが下へ

向いているならば,噴 出されたガスは更に深 くもぐ

つてか ら浮上 して くるので,横 向きに噴出される場

第5表　 孔 の 方 向 の 影 響
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合にくらべて,気 泡が水 中にある時間がかな り長 く

なる.第5表 はその関係 を示す. R. H.を 比較 して

みれば,下 向きは横向きより全般 に高 い ことがわか

る.た だ しこれは孔が1個 の場合の結果であつ て,

多数の孔が全部真下 に向いてい ると,生 じた気 泡が

同方向に集まつて癒合 し,大 きな気泡を生 じるので,

かえつて効率が落 ちる事実がある.多 数の孔から噴

出 した気 泡が四方へまんべんに拡がつ て塊ま らない

ように,孔 の方向を放射状に斜め下 に向け る必要が

あ る。

6.孔 の大きさの影響

噴出孔が小 さいほど,そ れか ら出る気 泡も小 さ く

な るので,給 湿効果 が良

い.第4図 は4種 の異な

る内径のパイプの先 から

下 向きにbubbleさ した

時の露点の変化を示す.

内径すなわち噴出孔が小

さいほど露点は上昇 して

い る.こ の 時 の 水深 は

3cm,水 温は23.3℃ で

一定
,ガ ス温 は給 湿前

(In-t.), 給湿後(Out-t.)

ともに4種 のパ イプでの

差はほとん どない.同 様

の関係は,前 節第5表 の

R. H.を 比較 して もうか

がえ る.

7.孔 の数 による影響

同 じ大 きさの噴出孔の

数を増 した実験を第6表

(第4表 とも比較)に 示

す.孔 は い ず れ も直 径

1mm,水 温20.4℃,給 湿

前の ガス温は20.6℃ か

ら22.4℃ の間であつた.

孔の数が多い と幾分給湿

第4図　 孔 の 大 き さ の 影 響

第6表　 孔 の 数 の 影 響
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効果 が上つてい るが,こ れ は小 さい1個 の孔か ら高

流量の ガスが噴出す るときには,圧 がかか るか ら,

生ず る気泡が大 き くなるため と解せ られ る.反 対 に

多数の孔があれば高流量になるにつれて噴出に使わ

れ る孔の数 が多 くなつて,気 泡の大き さは変 らない.

しか しこの影響 は大 きな ものではな く,特 に水深 が

8cm以 上 になつた り,孔 の直径が4mm以 上だつ た

りす るとほとんど問題 とな らな くなる.

6, 7,を 組み合 わ して,小 さい孔を無数 につけて

給湿効果を良 くしたものが,エ ーテル気化器(1,の

3)で 既述)で あ る.水 温を一定(31.0℃)に して実

験 した時の測定値 は第7表 のようであ り,低 流量は

第7表　 エーテル気化器(T. I.製)の 給湿効果

もちろん高流量 にいた るまで常に効率 がよい ことが

わかる.ま た チヨダEasyflow meterや サ トウ簡易

気 体流量計19)の よ うに,流 量が増す につれて水深

の大 きい孔か らも噴 出す るよ うになる構造 の ものは,

高流量で も露点の下降が少ないことがわか る.

8.水 の粘性 を増す実験

水ガ ラスや グリセ リンを混 ずることによ り水の粘

性を増加 する と,気 泡が水中にある時 間が長 くな り,

給湿効果 が良 くなるので はないかと考えて,次 の実

第8表　 水 の 粘 性 増 加 の 影 響

験を した.給 湿 器内の水に,種 々な割合で水 ガラス

を混 じた.

給湿前のガス温は気 温と一致 して常に30.8℃ で

あつた.第8表 はその露点の変化を示す。 これによ

ると,予 期 に反 して粘性が増 すにつれて湿度 はむし

ろ落ちる傾向にある.こ れの原因については考案で

触れる.

9.流 量 その他について

酸素の流量 については,普 通酸素治療で必要 とさ

れ る範囲を対象 としたが,そ の影響は前節までのす

べての実験成績 か ら伺い うる,す なわち高流量ほど

露点は一般 に下つてい る.給 湿後のガス温も同様に

高流量ほ ど下つているが,そ の程度は露点 や給湿前

のガス温が高流量で下 る程度よ り大 きいことが多い.

そこで関係湿度を求める と,高 流量で下 らずむ しろ

上 る傾向にあることが多い,こ れ は水の蒸発熱の影

響 と考え られる.

一方,給 湿効果 に影響 を及 ぼす他 の因子 として,

水面 上での泡立ちや飛沫がある.こ れらはと くに高

流量 で水深が小 さい とき著 しいので,こ れまでの因

子で は給湿効果が劣 ると考え られる時に,か えつて

給湿効果を上げ るのに役立つている.し か し飛沫が

導 出管内まで飛来すると,吸 入 に危険であ るので注

意を要する.そ のため水面 から導 出管 まで は高 さ

8cm位,水 面の大き さも約30cm2以 上必要である.

IV.総 括 及 び 考 按

以上 のようなbubblingに よる給湿機構を理論的

に考えると次のよ うにな る.

全 く水分を含んでいない酸素が,水 面下h0cmの

所で噴 出孔 か ら出て気泡とな り,自 己の浮力で浮上

を始め る.そ の気泡が水面に達す るまでに含む単位

体積あた りの全水分量 をXwgm/cm3と する.気 泡

の形は簡単 にするために完全 な球形 とし,水深h0cm

の所 におけ る半 径をa0cm,体 積をV0cm3, hcmに

おけるそれ らをacm, Vcm3と すれば,

および (1)

水深hcmに おいて気泡 に働 く圧力pは,

(2)

ただ し

P:大 気 圧 ≒1×106dyne/cm2

g:重 力 の加 速 度 ≒980cm/aec2

T:水 の 表 面 張力 ≒70dyne/cm20)

気 体 はBoyleの 法 則 に よ り,

〓

(3)
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一般 にhは10cm以 下, aは0.1～1.5cm位 で 使 用

す るので, P≫gh-2T/aで あ り, (3)よ りa≒a0と し

て良 い.

次 に気 泡の 上昇 の速 さをv cm/sec, η を粘 性 係

数(水 で は20℃ で1×10-2gm/sec・cm)20)と し,水

によ る抵抗RはStokesの 法 則 に従 う とす る と,

R=6π ηav… … … … … … ……… …… …(4)

一方 泡 に働 く浮力Fは, F=ρVg=4/3πa3g… ……(5)

ただ し ρ:水 の密 度=1gm/cm3

F=Rで あ るの で(4), (5)よ り

(vは 一 定)

気泡の上昇所要時間は

(6)

気泡周囲の水面 から気泡内へ単位時間にはい りこ

む水蒸気の量をWgmと す ると,

(7)

ま たW=Sk(xs-x)… …… … … …… … …(8)

ただ し

S:気 泡 表面 積=4πa2… … … … ……(9)

xs:気 泡の 表面 に お け る水 蒸 気濃 度(gm/

cm3)

x:気 泡 の内 部 にお け る水 蒸 気 濃度(gm/

cm3)

k:水 蒸 気 の 質 量伝 達 係 数 で,風 速 の ほ と

ん ど無 い と き1cm/aecか ら,風 速 の非

常 に大 き い とき27cm/secま で の間14).

(7), (8)よ り

積分して

(∵C´=eC)

ここでt=0の ときはx=0で あ るか ら, xs=C´.

(10)

(10)に(1), (6), (9)を 代入 す る と,

(11)

これにg, η を 代 入 す る と

例え ばk=5と し, e≒2.7で あ るか ら

とな る.

上の式か ら考え られることは,次 のよ うである.

(A)xwはg5に 比 例 す る, xsは 水の温度 と気

泡内部のガスの温度の 中間にある温度の飽和水蒸気

濃度(絶 対湿度)で あるか ら,得 られるガスの絶対

湿度はその原料である水 と酸素ガ スの温度に最 も支

配 され ることを意味す る.通 常の使用状態では,ボ

ンベか ら出る酸素ガスの温度 はそ この気温に近 く,

水温はそれよ りかなり低い ことが多いが,で きるだ

け水を気温近 くまで温めて用いるのが良い.気 温以

上 に高い温度の湯を用いて も,患 者 に届 くまでの導

管を温めないかぎりはその壁に露の凝結を見 るばか

りであ り,ま た湯の温度 も気化熱 によ りたやす く気

温 まで下 るであろう.そ こで他 に支障がないかぎり

なるべ く室温を高 く保ち,給 湿 器内の水温 もできる

だけそれに近 く保つのが,最 も実際的で有効な方法

と思 われ る.そ れには気化瓶 を熱伝導率のよい もの

にする必要があり,表 面積を大 き くしたり金属性(

特に銅性)に す る工夫 が考え られ る.こ のこ とは給

湿 器の効率が良 く,高 流量のガスを用 いるほど重要

であり,た とえば5l/分 の酸素を1時 間の間21℃ で

完全飽和に保 ちなが ら用いるためには,約5.5gmの

水が蒸発 し, 3190Cal.の 熱量が必要 であ る(こ の

温度 における水の気化熱: 580Cal.).こ れが周囲か

ら直 ちに補えない と水温が下降 し,あ る程度 まで気

温との差が大 き くなると平衡 に達す るわけであ るが,

分厚い ガラス瓶 などで実験す るとこの差は10℃ 以

上 に及ぶ ことが ある.と くに 医学的実用 す な わ ち

Humidity therapyで は,気 道 内における体温に対

しての問題 で あ る か ら,第5図 ・Cに 示すよ うに

37℃ に対す るR. H.を 考えてみれば,目 標はその

ガス自体のR. H.よ り露点その もの をあげ ること

であ り,そ れにはこの室温および水温の問題が最 も

決定的であることはおのずか ら明らかである.

(B) h0す なわち気泡が最 も深韻にあるときの水

深が大 きいほど, xwは 大 となる。 このh0の 変化

によ る影響 は, h0が 小 さい間ほど大 き く響 き,あ る

程度深 くなると小 さいh0の 差 による影響は少 な く

な る.つ まり実際 には水深10cmも あればほぼ 目的

を達す るわけである.

(C) k(質 量:伝達係数)が 大 きいほど,つ ま り気

泡が勢いよ く泡立 ち渦巻 くほど効率がよい.こ れに

はガスの流量 と孔の数,大 きさが関係する.

(D) a(気 泡の半径)が 小 さいほど, xwは 大で
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第5図　 露点か ら次の4つ の ことを求めるための関係図(原 図)

A絶 対湿度(H2O gm./m.3),た だしその露点における体積で表わす。

B水 蒸気圧(mmHg).

C体 温(37℃)に 対す る関係湿度(R. H.%).

D大 気圧(760mmHg)で 水蒸気が占め るVol.%.

あ る. aは3乗 で あるか ら大 きな影響が あるが,こ

れをきめ るものはまず噴出孔の大 きさで ある.し か

し酸素流量が大 であると孔 か ら噴出するときによ り

大 きい圧を うけ るので,同 じ孔か らで も大 きい気泡

を生ず る.ま た噴 出孔の数が少ない とやはり同様 に

圧がかかって気泡 は大 き くなる.一 方孔 がある程度

以上大 き くて も圧 が少ない と,気 泡は孔一ぱいにな

つて出て こない し,ま たあまり大 きな気泡が生 じて

もおのずか ら割れて小 さ くな りやすいことも観察 さ

れている.

このように孔 の大 きさや数の問題 は非常に複雑で

あ り,必 ず大小不同の泡が混つて生 じるが,全 体 と

しての ガスの湿度は,大 きい気泡の低い飽和度に体

積の関係か ら大 き く左右され るので,な るべ く均一
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の小さい泡 をつねに発生 できる気化器,つ ま り無数

の微小な孔 があいたものが理想 と云 うことになる.

これを簡単に水蒸気の蒸発面積 の関係 から計算す る

と.気 泡の半径 がたとえば1/10の1,000個 の小 さい

泡になつた とす る と,そ の総面積 は10倍 にな る.つ

まり蒸発面積は気泡の半径に反比 例する.

(E)η(水 の粘性)が 増すほ ど,気 泡がゆつ くり

浮上 するので水 に触れ る時間が 長 くな り, xwも 増

す筈であるが,実 際 には これが無効で あることは実

験で示 した.こ の原因 と しては上記の影響よ りも,

 (1)粘 性を増す ために水ガ ラスやグ リセ リンをかな

りの量を混ずることに よ り飽 和水 蒸気圧 が 下 る.

 (2)水 の蒸発速度(拡 散係数)が 減少す る. (3)気

泡が小さ く割 れず(aが 大),勢 いよ く泡立たぬ(k

が小)な どのマイナスの影響の方 がよ り大きいから

と考えられ る.

この理論式で触れなかつた もの と して,水 面上に

泡が残 りあぶ くとな ることや水滴が飛散するために,

ガスが水 に触れ る時間が長 くな り,湿 度をあげ るの

に役立つている事実 も見逃せ ない.こ の効果 は水 中

での飽和が不十分な時に と くに有効であ ると考え ら

れ る.

以上のよ うな近似的理論 では,大 体の傾向を伺 う

には役立つても,こ の複雑 な現象の実態 は解 らない

ので,前 記 のような実験 によつたわけである.実 験

は各因子が連続的に変化 し無数の組合せで可能 なわ

けであるが,記 載の都合上測定 値の呈示 は実際 に行

つた多数の実験の うち代表例のみにとどめた,ま た

平均値を求 めて代表 さす ことは このような実験の性

質上不可能であ る.し か しそれ ら多数の類似 した実

験の結果 も,す べてここに示 した代表的数値や意見

を支持 してお り,医 学的実用上 参考 にな るよ うな こ

とは以上 に十分示 されてい ると思 う.

呼吸と湿度 との 関係 の詳 細 に つ い て は 別 に発

表12) 23)す るが,吸気 が十分な湿 度をもつ ことが

気道粘膜の働きを正常 に保つ うえにいかに重要

であるかは一般に良 く知 られている.給 湿療法

は,呼 吸器系の合併症の予防や治療 には古 くか

ら用いられて来 た.そ の主 な作用機序は,気 道

の分泌物の粘性を減 じ,繊 毛運動を活溌 に して

喀痰を容易にす ることである7) 8).日常生活で も

乾燥 した気体 は気道に刺戟的で,反 対 に湿つた

空気を吸 うと気持の良いことを誰で も経験 して

い る.風 呂場の湯気 やNebulizerか らのいわゆ

るAerozolな ど過飽和な状態がむ しろ気道粘膜

にとつては快的で さえあ りうる.人 間において

は,呼 吸における水分蒸散 は体温調節上重要でな く,

気道粘膜は水 蒸気飽和の気体 に何時 も触れているこ

とがむ しろ好ま しい と考え られる.つ まり,吸 気の

体温に対す る関係湿度が高 ければ,気 道粘膜 は呼気 .

相ではもつと飽和 したガスに触れるわけで,反 対に

吸気が37℃ での飽和 に遠いと,そ れ 自体刺戟 的で

あるばか りでな く,呼 気の湿度 もかな り下 ることが.

著者の測定で観察されてい る12).こ の ことは,気 管

内挿管や吹送法(Insufflation)に よ る麻酔,ま た

は経鼻酸素投与(Nasopharyngeal catheterに よる)

などの場合のよ うに,鼻腔 や口腔のAir-cooditioning

が除去 される場合には,ガ スが直ちに気道粘膜 に触

れるので,と くに重要である.高 流量を吹送 する場

合 にみ られる鼻腔 や咽頭内の苦痛や乾燥 も,給 湿器

の水温を高 く保 ち,ガ スに十分な給湿保温を与えれ

ば除去す ることがで きる.こ の ことは,笑 気 やエー

テルなどを用いて,そ れ らの気化熱のために吹送ガ

スの温度が非常 に下 る場合には,ぜ ひ必要で ある.

冷い部屋ではいかに給湿器の効率が良 くても,水 温,

ガス温ともに低いので,体 温に対 してははるかに低

い湿度の ガスを送 ることになる(第5図 参照) .給

湿器全体を適 当に加 温す ることはかな りの困難を伴

うので,通 常室全体を温 くし,給 湿器内の水温 も室

温に近 く保つ方法を取 るが,こ の場合体温調節のた

めに室の温度 はあまり上 らぬ方が望ま しい.著 者は,

従来のガ ラス製給湿器の多 くが非常 に効率が悪いこ

とを発見 し,薬 の空缶を利用 して手軽で効率の良い

給湿器を 自作 した.こ れは直径約8cm,高 さ約20cm

の金属性 円筒に水を2/3ほ ど入 れ,そ の底近 くで直

径0.7cmの 孔20個 からbubbleさ せ るもので, 5l/分

以上の高流量で長時間使用 して も水温 は 室温より

1.5℃ 以上下 らず,そ の温度で ほぼ飽和 したhumi

dified gasを 得 ることがで きる(第6図).

第6図　 改良された給湿器,試 作品の1例
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なお,以 上 はBubble-typeの 給湿器 について述べ

たが,さ らに積極的に過飽和のガスを作つて給湿す

る必要があ る場合には, Mechanical humidifier7)や

Jet Nebulizer21) 22)のよ うな形式 に よ らねばな らな

い.著 者 もNebulizerを 麻酔や酸 素治療 に実 用する

ことを現在研究中である.

V.結 論

光電管式 自動露点計 と熱電対を 用 い て, Bubble

typeの 給湿器を中心にその給湿効果を 調べ た.従

来 習慣 的に用い られている方法を実測 してみ ると,

非常 に不完全な点が多いので,給 湿機構 に含まれる

各 因子 を分析的に調査 し,次 のよ うな結論をえた.

(1)給 湿器にはい るガスの温度 および給湿器内の

永 の温度を高 く保つ ことが,給 湿効果を上げるため

に最 も重要である。医学的実用上で は,部 屋 を温 く

して,給 湿器内の水温 も室温に近 くな るよ うに銅製

容 器 を用いると良い.

(2)ガ スの噴出孔が小 さ くて数が多いほど良い.

直径 が1mm以 下の孔が10個 以上 もあれば8l/分 位

の 高流量で も給湿効率が良い.

(3)水 深を増 すほど良い.約10cmも あれば十分

であ る.

(4)噴 出孔を下えむけてbubbleさ す と,横 向き

よ り効率が よい,た だ し孔が多数の時 は,泡 が四方

に噴出 して癒合 しないよ うに,斜 下向きにする.

(5)水 ガラスな どを混 じて水の粘性を増 して も効

率 は良 くな らない.

(6)高 流量にな ると効率がおちるので,以 上の点

に と くに注意を要す る.

(7)水 面 上での泡立ちや,飛 沫は,給 湿効果を補

うのにかな り役立つてい る.

(本研究 に対 して御指導,御 校閲をた まわつた岡

山大学医学部砂田輝武教授,理 学部坂手邦夫助教授

に深謝す る.)

(本論文 の要旨は,第1回 日本麻酔学会関西地方

会において,ま たその一部 は第35園 日本医科器械学

会総会,第35回 中国,四 国外科整形外科学会,第23

回岡山外科会においてそれ ぞれ発表 した).
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Studies on Respiratory Humidity: Efficiency of Humidifiers
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Adequate humidification of inhaling gases is important for the normal functioning of the 
respiratory tract. Humidification facilitates expectoration, inhibits the onset of respiratory 
complications. and prevents them from getting worse. It is especially important in the care 
of postoperative patients or patients who are under oxygen therapy. There are many types 
of humidifiers currently being used, but no reports have appeared in the literature on their 
efficiency.

An improved photo tube dew-point hygrometer was used for measuring humidity, which 
was shown on an electronic recorder automatically and continuously. The temperatures of 

gases before and after humidification, of water in humidifiers, and of the environment air 
were measured with thermocouples simultaneusly.

A number of experiments were done under varying conditions to evaluate how the efficiency 
of a bubble-type humidifier is influenced by factors such as: (1) the environment temperature, 

(2) temperature of gas before it enters the humidifier, (3) temperature of water in it, (4) 
depth of water for bubbling, (5) number, size and directions of holes from which oxygen
bubbles emanate, (6) flow of oxygen, (7) viscosity of water, etc.

The following factors were found to increase the efficiency of humidifiers, experimentally 
and also theoretically, and were discussed from the standpoint of practical application.

(1) Maintaining temperatures of the inlet flow of oxygen, which was the gas used in 
most cases, and of the water in the humidifier as high as possible. This is the most obvious 
factor seen from a clinical standpoint. Copper water containers are recommended instead of 

glass containers, making it possible to maintain the water temperature very close to the 
environment temperature. The environment should also be kept sufficiently warm.

(2) Smaller size and increased number of holes (over ten holes with a diameter of less 
than 1mm.) can make good humidification, even with high flow.

(3) Bubbling through increased water depth (over 10cm. of depth) is recommended.
(4) Downward direction of holes is recommended. But, if there are many holes, they 

should be directed somewhat diverted to lateral so that bubbles radiate in all directions.

(5) Increased viscosity of water is not useful for better humidification.
Also, the effect of foaming and spraying over the water surface was obserbed.


