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第1章　 緒言な らびに文献

麻酔の進歩が胸部外科 ことに肺切除術のめざまし

い発展に寄与 していることはすでに周知の ことであ

るが,麻 酔の装 置,操作が複雑化 し,また一方人 為低

血圧法の発展につれて手 術中ならびに術後の病態生

理の把握,患 者の管理は一層重要 となつてきた.そ

もそも生体の生活現象は間断 なき物質代謝によつて

維持せられているが,そ の代謝 とは結 局生物学的「酸

化」にほかならず,こ れに要す る酸素は呼吸によつて

供給せられ る.し か しなが ら肺胞 における酸素摂取

にはじまり組織における酸 素利用にいたる間には生

理,生 化学約な幾多の複雑 な過程を経なければな ら

ない.生 体が健康状態にある間は この酸 素代謝は一

定の枠内において正常に運営 されているが,我 々の

取扱 う患者 ことに肺結核患者にあつては しば しば円

滑をかき,さ らにこれに麻酔及び手 術を加えるにい

たつては相当のStressが加わ ることにな り,酸 素 代

謝にも一層大な る影響がお よぶであろ うことが想像

される.こ のような場合酸素代謝 の異常は しば しば

血液ガスの変化 となつてあ らわ れ る.も ちろん血液

ガスの異常 のみをもつてただちに酸素代謝の異常 と

断ずるのは早計であるが,こ の両者がかな り密接 な

関係にあることは事実である.こ とに人為低血圧下

においては臓器の低酸素症が考 えられ る訳で血液 ガ

スの変化を追求す ることは一層 重要 となつて くる.

麻酔お よび手術に伴 う血液ガスの変化に関す る文

献を通覧するに,生 体にお よぼす麻酔剤の影響に関

しては多 くの報告があ るが血液 ガスことに酸素に関

するものは比較的す くな く,小 谷野14)はモ ヒ ・スコ

と血液ガスに関す る諸氏の報告をとりまとめてつ ぎ

の ごと く記載 している.す なわち門 倉(昭14)は モ

ヒ ・スコ注射により動脈血酸素含有 量,飽 和度とも

に軽度の減少をきた し,動 脈血酸素容量にはほとん

ど変化な く,静 脈血酸素は著明に上昇 し動静脈血酸

素差が著明に小 とな ることを観察 し,さ らに動物実

験 で,体 重毎kg 0.2cc以 上の注射 では静脈 血酸素

がか えつて減少す ることを認めている.水 野35)はモ

ヒ ・スコ注射 の前後におけ る末梢動静脈血と腹部内

臓神経領域 の動静脈血 との酸 素量を比較 した.こ れ

によれば動静脈 ともにモヒ ・スコ注射前後におけ る

酸素容量は不変で,末 梢動脈酸 素は含有量,飽 和度

ともに軽度に減少 し,末 梢静脈酸素は著明に増加 し,

注射後におけ る内臓神経領域 の動静脈血は末梢のそ

れ と同値 を示す ことを認め,こ れ より末梢お よび内

臓神経領域 の動静脈は モ ヒ・スコ注射によ り相等 し

い影響を こうむ るものと推論 した.沢 田はモ ヒ ・ス

コ注射後2時 間 目の予備 アル カリは症 例 の1/3に お

いて不 変 または軽 度 の 増 加を,症 例 の2/3は 減少

を きた し, Acidosisに 向 うとのべた.森 川は12例 の

モヒ ・スコ注射において酸素容量は軽 度に増加 し,

動脈血酸素飽 和度はわずかに低下,静 脈血のそれは

大多数において上昇,炭 酸ガスは増減一定せずとい

う.さ らに小 谷野14)はナル ・スコ注射 による変化に

ついて,動 脈血酸素の含有量が増す ものがす くな く

ないが,こ れ はナル ・スコによる血液濃縮に もとず

く見掛上の増加であつて,飽 和度は低下 してお り,

ナル ・スコ注射に よる動脈血酸 素飽 和度の低下は酸

素吸入に よつ て容 易に除き うるといい,ま た静脈血

酸 素は 含有 量,飽 和度 ともにいちじるしく増加 し動

脈血に接近するが,ナ ル ・スコの大量注射に より減

少す るものが ある.ま た動脈血炭酸ガスは増減一定
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の傾向 を有せず変化量 も小 であり,静 脈血炭酸ガス

はナル ・スコの少量注射 で減少 し,大 量注射時には

増 加する ものが多 く,炭 酸 ガス抱 容能は減少す ると

のべてい る.

エーテル麻酔時の血液ガスに関 しては海外にはや

や古 くからその記載があるが,そ のおもなものをあ

げればつ ぎの とお りであ る. 1930年Fusz, Derra等

はエーテル麻酔時に動脈血酸 素含有量が減少す るこ

とを認め, Schaw, Steele, Lamb等 も同 様 の成績

を認めている.彼 等はその原 因を肺胞内酸素分圧の

減少 と肺胞壁透過性の減退に求めている.エ ーテル

で血液濃縮がお こ る ことは 古 くBoycottに よつて

報告 され, Hansner等 はエーテル麻 酔 に よつて犬

の脾臓 に収縮がお こり末梢血液中に赤血球濃縮がみ

られ るといい, Hershey等 はエーテ ルはAcidemia,

液体不平衡,含 水 炭素代謝障碍をお こす傾向を有 し,

循環 障碍 も招来 し,か つエーテル麻酔の ショ ック犬

では血中の乳酸増 加,静 脈血の酸 素減少がお こると

のべ ている.小 谷野14)は閉鎖循環式 エーテル酸 素吸

入麻酔では特別の事態がお こらぬ限 り動静脈と もに

酸 素 が 著 明 に 増 加 し,麻 酔 前値 を凌駕 しanoxic

 anoxiaに 対す る懸念 は まつた くな く,静 脈血は炭

酸ガスを減 じ,酸 素,炭 酸 ガスの両面においていち

じるしく動脈血に接近 し,ま た予備 アル カリは減少

し, Acidosisの 方向に傾 くとのべているが,い かな

る手 術例につ い て検 した か は詳述 して いない.藤

森29)によれば,エ ーテル麻酔をお こなうと動脈血の

酸素飽 和度を減少せ しめ,静 脈血の酸素飽和度 を増

加せ しめる結 果,動 静脈血 の差異が減少 し,組 織に

利用 される酸 素量が減少す るとい う.

血液ガスにお よぼす手術 の影響に関 しては動物実

験に よる報告が多い.肺 に急激な虚 脱をお こさせ,

呼吸面積縮小時の血中酸素 を測定 した報告は多数 な

されている.こ れに もちいた肺虚脱法は大多数が 開

放性気胸であつて,水 野34)はこれ らの報告をまとめ

てつぎの ご と く記 載 し て い る.す なわちSackur

(1892)は 家兎開放性気胸 により血液酸素は1/2に 激

減す るといい, Sauerbruch(1904)は 開放性気 胸の

実験 で萎縮肺は健側肺よ りも肺循環 血流量を増 し,

動脈血化 されない血液が多 くな り,全 体 として動脈

血酸 素含有量が減少 し炭酸 ガスが蓄積す るとのべ,

 Bruns,山 北,加 藤,工 藤,植 林,勝 呂・堂森 らは

いずれ も家兎 の開放性気胸で動脈血酸素が減少する

ことを認めている.桑 原は家兎の右胸に胸成術をお

こない,副 脊椎全 肋骨切除術が もつ とも影響が大で

術後12時 間で呼吸商0.7以 下 とな り, Sauerhruch手

術 を一次的にお こなうのは危険 なりとした.石 山23)

は急性肺虚脱における血液ガスの変化を臨床5例,

家兎7例 につき検 し,前 者では動脈血O2含 有量は

術前 よりも減少 し,虚 脱直後 もつ とも著明で,48時

間で旧に復するといい, CO2はO2の 減少に対して

必ず しも増加せず,む しろ全般的に減少の傾向を示

し,こ れは窒息 時 にみ られ るCO2鬱 積 と対蹠的な

点 であり,全 般的 なガス代謝機能の減弱 とみるべき

であるとのべた.高 橋16)らは気管内麻酔の研究で,

麻酔中動静脈血O2含 有量は 出血の多いもの,開 胸

時間の長 いものでは軽度に減少 し,酸 素包容能の減

少 も軽度 で,動 静脈血CO2含 有 量は十分なO2補

給のため減少するものが多 く,増 加をみたものでも

軽度であるとしている.石 川35)は術中の低酸素症に

ついて,も つとも低酸素症をお こしやすいとおもわ

れ るペン トタール,ク ラレ,笑 気,酸 素法による胸

成術 の場 合では動脈血酸素含有量は術後 まで正常で

あ り,一 番 カーブのさがつたものでも術前値より18

%低 下 しているだけで正常範囲にあり,こ の程度の

手術ではAnoxemiaは み られないが開胸 呼吸面積

減少 とい う要素を加えた肺切除の場合ではサイクロ

及びサイクロに少量のエーテルを加えた酸素供給の

十分な麻酔法に もかかわ らず前の場合 よりO2含 有

量は低 く,あ る ものは術前値の40%も 減少しており

やや危険である.す なわち麻酔法を撰択 して酸素を

十分与えて も開胸とい う因子が加わればある程度の

低酸素症がみ られ,こ の状態に胸腔内操作による迷

走神経刺戟が合併すれば血圧下降と心変化が増大す

るとのべている. Kergin30)ら に よれば, (1) 1側

肺が萎縮すれば該側 のOxygenationは 障碍せられ,

その大部分の血液 はガス交換 をうけることなく素通

りし,静 脈血を もつて充たされた形となり健側肺静

脈から くる動脈血を稀 釈 し酸 素 飽 和度をさげる. 

(2)全 身麻酔の場 合,手 術をおわつて麻酔器をはず,

し患者 に空気呼吸 をお こなわせ ると酸素飽和度は6

～10%位 低下す る. (3)胸腔内手術では手術の進むに

つれて縦隔洞が反対 側 に 移 動 し,該 側肺にAtele

ctaseの 部 分 を増 し肺 機 能 が 低 下す る.こ れに

15mmHgの 陽圧酸素吸入 をお こなわせると再膨脹

がお こり旧に復する. (4)術 中気管内吸引をおこな

うと酸素飽和度の急激 な低下がおこるが,こ れは気

管内酸素 分圧の低下のみによるものでな く,気管内
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が陰圧 となるため一時 的 に肺にAtelectaseが お こ

るためであるとのべている.水 野34)は家兎 の開放性

気胸及び胸成術 で術後6時 間以内の動脈 血酸素 を測

定 し,酸 素容量はほ とん ど不変で飽 和度は28%内 外

低下 したと報 じてい る.小 谷野14)はつぎの ごと くの

べている.す なわち ナル ・スコ局麻下胸部手術例に

おいて術中酸素吸入 をお こなわない場合には動脈 血

酸素は含有量,飽 和 度ともに低下す るものが多いが

術中酸素吸入 をお こなつ た場合にはいち じるしく軽

減せ られ る.さ らに閉鎖循環式エーテル酸素吸入麻

酔に よる手術 の場合は,順 調に経 過すれば動静脈 と

もにいち じる しく酸素量を増 し,炭 酸ガスは動脈血

ではほとんど不変,静 脈血 では 麻 酔 の 初 めに5～

6vol%減 少 したのちはほ とんど変 化な く経過す る.

予備 アルカ リは時間の経過 とともに漸次減少す る.

喉頭痙攣,気 道肉分泌物貯溜,気 管 カテーテルの屈

曲等は動脈血酸素 の急激な減少 と炭酸 ガスの蓄積 を

おこすが,か か る際 には今 まで高 度の酸素を保 有 し

ていた静脈血が とみに酸素を喪失 して くる.ソ ーダ

ライム不良時には動脈血炭酸 ガスの増加がお こる.

しかしこの とき静脈血のそれは必ず しも増加 しない.

患者の呼吸機能,体 位,肩 甲骨挙上,そ の他呼吸振

幅を制限す るごとき因子はすべ て動脈血酸素飽和度

を低下せ しめる,ま たエーテルの不 良 または過量等

により動静脈間に酸素,炭 酸ガス差の激減す ること

がある.一 般 にエーテル麻酔には この傾向があるが,

その高度のときは酸素消費量,予 備 アルカ リの 著減

を伴い一般状態がはなはだ し く悪 化す る.こ れは組

織における酸素代謝障碍のいち じる しい場合 と判断

されるとのべてい る.術 後経過中におけ る呼吸機能,

循環系の変化,血 液諸性状の変化に関 しては多 くの

精細な研究がなされているが,こ の時期の血液 ガス

の消長に関 してはその報告はす くな く,久 能36)は20

例の肺葉切除患者につ き年余にわた る検索 をお こな

つたが,酸 素容量は第1週 に最低 とな り,そ の後回

復にむかい5～9ケ 月で術前値に達 し,動 脈血酸素

飽和度は手術直後 に最低値 となり,第2週 に正常範

囲に復 し,動 脈血炭酸 ガスは術後増加するが次第 に

回復す る傾向にあり,静 脈血炭酸 ガスは術後わずか

に減少するがす ぐ軽度の増加 を示 し,な お術後高度

の膿胸を起 した症例では血液 ガスの回復が相 当に遅

延したとのべている. Emory等 によれば肺切除後,

残余肺には, (1)換 気量の増大, (2)分 時呼吸量 の

増大, (3)残 余肺 の流血量増 加による酸素摂 取量の

増 加(80%以 上)等がお こり酸素消費量を減少せ しめ

ない とい う.小 谷野14)は術後酸 素吸入をお こなわな

い症例群 と酸素吸入をおこなつた症例群 とにつ いて

一般的傾 向をつ ぎの ごとくのべている.す なわ ち動

脈血酸素は術後ただちに減少 し始め,術 後1～5日 に

最低 となる.飽 和度は比較的 早 く回復す るが含有量

の回復はきわめて徐々でHb量 の 回 復 と平行す る.

術後3～5日 間 の酸素減少には呼吸障碍因子が一役

かつているが,酸 素吸入 はその軽減 に有用である.

炭酸ガス,予備アルカ リの回復は早 く,術 後Acidosis

におちい るものはなかつた.術 後動脈 血酸素飽和度

を低下せ しめる因子 として奇異呼吸,疼 痛に よる呼

吸運動制限,胸 腔 内液体貯溜等が あげ られる.

低 血圧下手術 におけ る血液 ガス変動 については比

較的報告がす くない.高 橋16)らは胸部手術にC6に

よる人 為低血圧 を応用 し,動 脈 血 中のO2, CO2を

各血圧段階に したが い 測定 して75mmHg内 外 ま

ではあまり変 化な く70mmHgを す ぎて急速にO2は

減少, CO2は 増加す る傾向が ある.ま た左心室 と肺

動脈のO2含 有量は75mmHgで 左 心室血10%減,

肺動脈血10%増 加 となつていると報告 してい る.水

野18)らは肺疾患々者15例 に人為低血圧 をお こさしめ

心臓 カテーテル法に より心肺機能の変化 を追求 した.

すな わちC6 25～100mg静 注 と同時 に体位を10～

15度傾 斜せ しめて,橈骨 動 脈では42.9～5.5%,平 均

25.5%の 血圧下降,こ れ とほぼ平行 して左心室圧 は

34.2～6.7%,平 均24.2%の 下 降 をえ,そ の動脈 血

酸素含有量は術前値 に比 して有意の差を示 さなかつ

た.混 合静脈血中酸 素含有 量 は術前平均14.9vol

%で あつたが,低 血圧時には平均12.2vol%と な

り術前値に比 して平均16.6%の 減少を示 した.し た

がつて動静脈血酸素較差は低血圧時 にはいち じるし

く大 とな り,術 前の平均5.1vol%に 比 し低血圧時

には平均6.0vol%と な り,術 前 に比 して平均18.6

%の 増加を示 した.な お動脈血及び混合静脈血中炭

酸 ガス含有量は一定 の傾向を示 さなかつた とのべて

いる.久 保19)らは肺切除術 を中心 とする胸部外科手

術にC6に よる人為低血圧法 を採用 しつ ぎの ように

のべている.す なわち酸素消費量は全般的 にいち じ

るしい変化はないがやや減少の傾向がある.上 腕動

脈,肺 動脈血中酸 素含有量はわずか なが ら減少の傾

向がある.動 静脈酸 素較差は この両動脈の酸素含有

量の比 較的減少に より不変かやや減少の傾向を示す.

酸素飽 和度 も全般 的にいち じるしい変化はないが,
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やや減少の傾 向を示す と.羽 石6)は 犬 を も ち いて

C6に よる低血圧下手術の基 礎的 研究をおこない,

低血圧前値 の80～40%の 間の血圧では肺動静脈酸素

較差,肝 動静脈酸素較差が増加 し,動 脈 血の酸素含

有量はほ とん ど不変 であるが,肺,肝 の静脈血の酸

素 含有量の減少を伴 うものである.こ の範囲の血圧

が我々の期待す る低 血圧 であり,し たがつて確実に

安全 と考 えられ る血圧下降度は低 血圧前値の50%以

上であろうとのべている.以 上の ように術中ならび

に術後の血液 ガスの態度は複雑であ り,現 今の発達

した麻酔,適 切 な患者の管理に より高 度に安全 化さ

れた とはいえ,肺 切除に よる大な る侵襲が存在 し,

もし患者 の 管 理 が不 適当であるな らばAnoxia,

 Hypercapniaな どの重篤なガス代 謝 障 碍 をお こす

おそれが ある.さ らに これらに人為低血圧が加わ る

と一層複雑 な様相を呈 すると考え られる.今 日まで

すでに多数 の報告があるが,臨 床的 に肺切除術 の術

前,術 中,術 後の短期 間にわた り正常血圧下手術群

と人為低圧血下手 術群 の血液 ガスを比較検討 した報

告は これをみな い.し たがつて私はかか る立場か ら

両群の血液ガスを追求 し一応成果をえた ので,こ と

に術中の血液ガスの実態把握に資するところがある

と信 じ,こ こに報告す る次第 である.

第2章　 検 査 方 法

第1節　 検査材料

検査材料は昭和28年12月 より昭和31年7月 にいた

る間,国 立 岩国病院に入院 し手術を うけた患者 より

選 んだ.正 常血圧下手術 群14例,人 為低血圧下手術

群10例 について比較検討 した.両 群 とも全例肺結核

患者に対す る肺切除例で,閉 鎖循環式気管内麻酔の

も とにお こない,低 血圧群では第1編 でのべた ごと

くC6使 用と手術台傾斜を応用 した.体 位は全例側

臥位である.

第2節　 採血および測定 方法

主 として上腕 動脈,股 動脈 の穿刺に より,や むを

えない ときのみ橈骨動脈,ま れに術中に大動脈 より

採血 した.動 脈 血液 ガスに関 しては部位による差な

しとす るものが多 く,森 川,森 等は差を認めていな

い.血 液ガスの測定にはVan Slyke Manometerを

もちい,測 定値はO2, CO2と もに容 量 百分比(以

下vol%と 略記す る)で あらわ した.採 血より測定

までの時間が血 液 ガ ス に 与 え る影 響 に 関 しては

Lundagaard,宮 部,森 川等の業 績 があるが,こ れ

らを綜合すれば,氷 室に貯えればO2は12～24時間,

 CO2は6時 間不変であ り,室 温 においても1.5～2

時間は変化な しという.私 は採血直後に測定するを

原則 とし,や むをえない時は氷室に保存 し,遅 くと

も6時 間以内に測定 しおわ るように した.な おエー

テル麻酔を 主 に したときはAustinら によるVan

 Slykeの 変法 をもちいた.

第3章　 検 査 成 績

第1節　 動脈血酸 素含有量の変化

血液 ガスの測定は術 前,気 管内挿管直後,術 中3

期2相,覚 醒 後の4回 にわた り測定 した.術 前は手

術前 日に,術 中3期2相 とは手術全経過のほぼ中頃

で,ま た覚醒後は手術後翌 日にそれぞれ測定した.

これ らは正常 血圧群 と低血圧群 とに共通である.

A)正 常 血圧 下 肺 切 除 群

正常 血圧 下 肺 切除14例 につ いて み る と表1な らび

に図1の ご と く,術 前 は 最 大23.3vol%,最 小

14.1vol%,平 均18.8vol%で, 14.1vol%を 示

した症 例は 後 述 す る ごと く術 前 よ り低酸 素症が存在

し,術 後2ケ 月 目に不 幸 に して死亡 した症例である.

挿 管直 後 は 最 大22.6vol%,最 小12.7vol%,平

均18.2vol%で,最 小 例は 上 記 の死亡 例で ある.術

中は 最 大22.0vol%,最 小9.3vol%,平 均16.3

vol%で,最 小 例 は 同 じ く上 記 死亡 例 である.覚 醒

後 は 最 大22.2vol%,最 小12.0vol%,平 均16.7

vol%で あつ た.す な わ ち 術 中3期2相 にもつ とも

O2含 有 量 は減 少 し覚 醒 後 が これ につ ぐ.挿 管直後

及 び 導 入 期に は 往 々一過 性 に 強 い低酸 素症が あると

いわ れて い るが, 2例 の著 明 な 減少 例を のぞいては

お もつ た よ り減 少 は 軽 度 で平 均 値 が術前 に比 しやや

減少 す る傾 向 を認 め た.

B)人 為低 血 圧 下 肺 切 除群

低 血圧 下 肺 切 除 群10例 に つ いて み る と表2,図2

の ご と く,術 前 は最 大20.8vol%,最 小15.2vol%

で,平 均18.8vol%,最 小 例 は後 述す るごとく,一

側 肺全 剔後7日 目に他 側 肺 シ ューブ及 び肺浮腫等に

も とず くanoxic anoxiaで 死 亡 した症 例である.

挿 管 直 後は 最 大20.3vol%,最 小12.2vol%,平 均

16.8vol%で あ る.術 中 は 最 大19.7vol%,最 小

11.7vol%,平 均15.9vol%で,覚 醒後 は最大20.1

vol%,最 小12.2vol%,平 均16.4vol%で あつた.

覚 醒 後 の最 小 例 は 同 じ く上 記 死亡 例 で ある.す なわ

ち低 血圧 群 に お い て も動脈 血 酸 素含有 量は術中3期



人為低血圧下手術に関する臨床的ならびに実験的研究 1579

表1　 正 常 血 圧 群 動 脈 血 液 ガ ス(Vol%)

表2　 低 血 圧 群 動 脈 血 液 ガ ス(Vol%)

図1　 正常血圧 群動脈血O2 vol% 図2　 低血圧群動脈血O2 vol%
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2相 において もつ とも減少 し,つ いで覚醒後,挿 管

直後の順になつて いる.

C)正 常 血圧群 と低血圧群の動脈血O2含 有量の

比較

両群の平均値 を比較する と図3の ごとく,術 中 と

図3　 動 脈血O2 vol%平 均値比較

覚醒後においてそれぞれ正常血圧 群では16.3vol%,

 16.7vol%で あるに比 し,低 血圧 群では15.9vol%,

 16.4vol%で 低血圧群がやや減少す る傾 向にあ るが,

両群 の間には著明 な差を認めない.

D)小 括

1)両 群 とも動脈血酸素含有量の減少 は術中がも

つ とも著明で,つ いで覚醒 後,挿 管直後 の順であ る.

2)術 前 より低酸素症の存在す るものは両群 とも

一応無事に肺切除術 を終了 しえて も予後不良 とな り

や すい,し たがつ てかか る症例に 対する手術適応 の

決定は慎重を要す る.

3)両 群の動脈血酸素含有量平均値を比較す ると

全経過を通 じて低血圧群の方が減少が大なる傾向に

あるが,両 群の間に著明な差を認めない.

第2節　 動脈血炭酸ガス含有量の変化

A)正 常 血圧 下肺切除群

正常血圧群14例 についてみると表1な らびに図4

のごと く術前は最大52.4vol%,最 小42.9vol%,

平均47.0vol%,挿 管直後は最大50.5vol%,最 小

39.7vol%,平 均46.4vol%で あ るが, 14例 中7例

において術前 より増加をみ た.術 中 は最大46.3vol

%,最 小37.7vol%,平 均42.6vol%で 術 前 より増

加を示 したものは1例 のみであつた.覚 醒後は最大

57.0vol%,最 小40.3vol%,平 均48.0vol%で も

つ とも大 で,術 前に比 し14例 中7例 に増加 をみた.

図4　 正常血圧群動脈血CO2 vol%

す な わ ち術 前 に比 し術 中 は平 均4.3vol%の 減少

を認 め た が,挿 管 直 後 は 術前 と大 差 な く,覚 醒後は

術 前 よ り平均1.1vol%の 増 量 をみ た.

B)低 血圧 下肺 切 除 群

低 血 圧 群10例 につ い て み る と,表2な らびに図5

の ごと く術 前 は最 大51.8vol%,最 小43.5vol%,

平 均46.8vol%,挿 管 直 後 は 最 大50.2vol%,最

小41.1vol%,平 均44.7vol%で 術 前 に比 し平均

図5　 低 血 圧 群 動脈 血CO2 vol%

2.1vol%の 減 少 をみ た.術 中は 最 大50.6vol%,

最 小33.0vol%,平 均41.5vol%で もつ とも減少

し,術 前 よ り平 均5.3vol%の 減 少 を みた.覚 醒後

は 最 大52.4vol%,最 小37.8vol%,平 均45.0

vol%で 術前 値 に近 づ き4例 に お い て は術前 より高

値 を 示 した が,平 均 で は1.8vol%の 減 少を認めた.

この点 は正 常 血 圧 群 と ことな る点 で ある.
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C)正 常血圧群と低血圧群 との動脈血CO2含 有

量の比較

正常血圧群 と低血 圧 群 との動脈血CO2含 有量の

平均値を比較すると図6の ごと く,術 中は正常血圧

群が42.6vol%で あるに比 し低血圧群は41.5val%,

また覚醒後は正常血圧群 が48.0vol%で あ るに比 し

図6　 動脈血CO2 vol%平 均値比較

低血圧群は45.0vol%で いずれも低 血 圧 群が低値

を示 してい る.す なわち低血圧群にあつては前述せ

る酸素含有量の減少傾向 と同 じくCO2含 有 量 も正

常血圧群に比 し減少す る傾向が大 であり,全 般的な

ガス代謝機能減弱 の傾向が より強 いもの と考えられ

る.

D)小 括

1)両 群 ともO2含 有量 におけ ると同様, CO2含

有量も術 中においてもつ とも減少 する傾向にあ り,

挿管直後も両群 とも減少する傾 向にあるが,覚 醒後

は正常血圧群ではむしろ術前 よりも増加を示すが,

低血圧群 では術前値に接 近はするが,な お減少 の値

を示した.

2)両 群 の平均値 を比較する とO2含 有量の場 合

におけ ると同様,術 中な らびに覚醒後を通 じて低血

圧群の方が正常血圧群 より低値を示 し,低 血圧群の

方が血液ガス総和 の減少,つ ま り全般的なガス代謝

機能減弱の傾向が より強いものと考え られる.

第3節　 動脈血CO2 vol%/O2 vol%の 変化

呼吸調節 をきたす因子 としては血液の化学的性状

の変化(化 学的調節)と 呼吸中枢 に到来する神経性

の衝撃(神 経性調節)の2つ があるといわれている.

化学的調節については血液 のCO2分 圧の上昇, pH

の低下(〔H+〕 の上昇)及 びO2分 圧 の低下が いず

れも呼吸を増強す るが, O2低 下は同時にCO2の 蓄

積を伴わぬ場合はそれほ ど呼吸 の反応が強 く出ない

ことは実地上 と くに注意を要 する.しか もO2の 低下

は生命 の危険を惹 起す る点において重大 である.つ

まりCO2,〔H+〕, O2の 濃度が呼吸にお よぼす影響は

それぞれ独立に+,ま たは-に 作用す るもので,そ

の効果の和が結果 として呼吸にあらわれ ると考 えら

れる.私 はかか る見解をもととして,臨 床的 に血液

ガスの状態を端的に把握せんとし,そ の一端 として

動脈血CO2 vol%/O2 vol%を 求めてみた.す なわちCO2 vol

%が 小 でO2 vol%が 大 なるほ どこの比 の値 は小 と

な り, O2 vol%が 異常に減少 しない限 り,こ の値が

小なるほど生 体にお よぼす影響は良好 と考 えられる.

A)正 常血圧下肺切除群

正常血圧群14例 につ いてCO2 vol%/O
2 vol%を 求め ると表

3,図7の ごとく術筋は最大3.7,最 小1.9,平 均

2.5,挿 管直後は最大3.9,最 小1.8,平 均2.7,術 中

は最大5.0,最 小1.7,平 均2.8,覚 醒後は最大3.8,

最小2.2,平 均3.0で あつた.表3に 示すNo. 9(図

7の ⑨)は 左 肺S1十2, S3, S6, S8の 区域切除例で

あるが,術 前 より3.7の 最高値 を示 し,こ とに術中

は5.0と 増大し,覚 醒後 も3.6を 示し,術 後回復が遅

延し全身衰弱のほかに手術側の膿胸 を併発 し,つ い

に術後2ケ 月 目に死亡 した.こ れに反 し表3に 示す

No. 3(図7の ③)は 術前 より1.9の 低値を示 し,挿

表3　 正常血圧群 動脈血 液ガスCO2 Vol%/O2 Vol%
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図7　 正 常 血 圧 群 動 脈 血 液 ガ スCO2 vol%
/ O2 vol%

管直後,術 中 もそれぞれ1.8, 1.7で術後経過はもつ

とも良好であつた.す なわち術前 より3.0以 上 を示

す症例は肺切除術 を施 行す るに当り慎重を必要 とす

る.し か もなお肺切除術を施行 した場 合は術中の患

者の管理 に細心の注意をするは もちろん,予 後につ

いても警戒を怠つてはならない.

3)低 血圧下肺切除群

低血圧群10例 につ いてCO2 vol%/O
2 vol%を 求めると表4

ならびに図8の ごと く術 前は最大3.5,最 小2.1,平

均2.5,挿 管直後は最大3.8,最 小2.2,平 均2.7,術

中は最大4.3,最 小1.9,平 均2.7,覚 醒後は最大4.3,

最小2.1,平 均2.8で あつた.低 血圧群では術前に比

し,平 均,挿 管直後,術 中においてそれぞれ0.2の

増加,覚 醒後は0.3の 増加 を示 した.な お低血圧群

においても表4のNo. 4(図8の ④)は 左肺全 剔除

例であるが,術 前よ り3.5の 高値 を示 し,挿 管直後

表4　 低血圧群動脈血液 ガスCO2 vol%/O2 vol%

図8　 低血圧群動脈血液ガスCO2 vol%
/ O2 vol%

3.8,術 中3.3,覚 醒後4 .3で ことに覚 醒 後は経鼻カ

テーテルで十分 な酸素を与え術後管理に万全を期し

たに もかかわ らずCO2 vol%の 増加, O2 vol%の 低

下をきたした.本 症例は他側肺 のシューブ,術 後肺

浮腫等にもとず くanoxic anoxiaが 原 因 で術後7

日目に不 幸にして死亡 した.本 例は術前 より潜在性

低酸素症を認め,し かも一側肺全 剔という手術侵襲

が大にすぎ,術 前に結核菌のス トレプ トマイシン耐

性を証明 していた ことな どを反省するとき,術 前に

おける慎重な適応の決定,術 中における切除範囲の

決定 と麻酔管理,術 後の管理等の重大性を再認識す

る必要があるとともに,低 血圧群 においても動脈血

CO2 vol%/
O2 vol%が3.0以 上を示す場 合は 常 に注意を必要

とする ことを しつた.

C)正 常 血 圧群 と低血圧群 との動脈血CO2 vol%/
O2 vol%

平均値の比 較

両群の動 脈血CO2 vol%/O
2 vol%の 平均値を比較すると図

9の ごと く,挿 管直後 までは同一条件下にある両群

はまつた く同値 を示 し,術 中ならびに覚醒後は低血

圧群の方がそれぞれ0.1, 0.2ほ ど低値をとつている.

すでにのべた ごとく,正 常血圧群 に比し低血圧群で

は血液ガス総和の減少つまりガス代謝機能減弱がや

や強い傾向を示すが,動 脈血
CO2 vol%/
O2 vol%を 求 めてみ

るとむしろ低血圧群が低値 を示 し,良 好な値をとつ

た.し かがつて低血圧下肺切除群の血液ガス状態は,

総 じて正常血圧群 と同程度 とい ゝうる.な お図9で

もわかる通 り,動 脈血CO2 vol%/O
2 vol%の 値 は術前より挿

管直後,さ らに術中,覚 醒後 となるにつれて次第に
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図9　 動脈血CO2 vol%/O2 
vol%平 均値比較

増大 しているが,こ の ことは両群 とも,術 中は もち

ろんであるが,こ とに覚 醒 後はCO2の 蓄積O2の

不足をきた しやす く,術 後管理の重要性 を如実に物

語るもの と考 える.

D)小 括

1)術 前より動脈血CO2 vol%/O
2 vol%が3.0以 上を示す

症例 は肺切除術決定 に際 し常 に慎 重を要す る.無 事

手術を終了しえても予後は不良 とな りやす い.こ の

ことは両群に共通である.

2)両 群 とも術前 より挿管直後,さ らに術中,覚

醒後にいたるに したがつて この値 は増加 を示 してい

る.こ の ことは術中の患者管理が重要 であることは

いうにお よばず,術 後の管理がそれにも増 して重要

であることを物語 るもので ある.

3)正 常血圧群に比 し低血圧群 ではガス代謝機能

減弱がやや強い傾 向 が あ る にかかわ らず,動 脈血

CO2 vol%/
O2 vol%の 値を比較す るとむ しろ低血圧群の方が

良好な値を示した.

第4章　 総括 ならびに考按

以上のべた成績 を総括 し,正 常血圧下肺切除群 と

低血圧下肺切除群 の血液ガスにつ いていささか考察

を加えてみたい.

A)動 脈血O2 vol%に ついて

まず挿管直後の動 脈血O2 vol%を 見 ると,従来,

往々にして挿管時には一過性 の強い低酸 素症 を伴い

やすいといわれ,私 の例でも両群を通 じて,術 前に

比し3vol%以 上 の減少を呈 した者3例 を数えたが,

これらの症例はpoor riskと い うよりもむ しろwet

 caseの もので,操 作 に手 間取 り,頻 回の吸 引をお

こなつた症例である.し か し全体の平均値 をみ ると

必ず しも著明な減少を認めず,導 入麻酔よ り挿管 ま

での操作 に習熟するならば,常 に強い低酸素症を き

たす とはお もわれない.つ ぎ に両 群 とも術中のO2

 vol%が もつ とも減 少 して いるが,こ れは手術に よ

る出血,開 胸操作,基 礎代謝 の 低下,さ らにFusz,

 Derraそ のほかShaw, Steele, Lambら が のべて

いる ごと くエーテル麻酔時の肺胞内酸 素分圧の減少

と肺胞壁透過性の減退などに原因す るもの とおもわ

れる.高 橋 らも麻酔中動 静脈血O2含 有量は出血の

多いもの,開 胸時間の長 いものでは軽度に減少 した

とのべている.一 方低血圧群においても術中動脈血

O2含 有量の減少を認め るが 正 常血圧群 との間に著

明 な差を認めない.す なわち入 為低血圧 による影響

が比較的 す くな く,上 述の ごとき麻酔ならびに手術

侵襲を中心とした原因に左右されるものと考 えられ

る.高 橋,永 井,水 野,久 保,羽 石 らも上腕動脈,

肺動脈血中酸素含有量はわずかなが ら減少の傾 向が

あるとい ゝ,羽 石は血液 ガスの面 より確実に安全 と

考え られる血圧下降度は低血圧前値 の50%以 上 であ

ろ うとのべているが,私 の症例では平均低血圧 前値

の66%に 維持 した点 よりみて当然の結果 と考えられ

る.覚 醒後のO2含 有 量は手術終了後平均15時 間経

過後の値であるが,両 群 とも手術中の値 よりやや増

加を示すがあ まり変 らない.ま た低血圧群が正常血

圧群に比 しやや減少 している程度も術中 と同様 であ

る.久 能は20例 の肺葉切除患者の術後の動脈血酸素

飽和度について,術 直後に最低値 とな り,第2週 目

に正常 範囲に復すとのべ,ま た小谷野 は動脈血酸素

は術後ただちに減少を始め,術 後1～5日 に最低と

な り,飽 和度は比較的早 く回復す るが,含 有量の回

復はきわめて徐々であると報 じている.要 す るに両

群 とも術後の動 脈血O2含 有量低下 の主因は疼 痛に

よる呼吸運動制限,胸 腔 内液体及び空気潴溜に よる

呼吸面積の狭少,あ るいは奇異呼吸,喀 痰に よる気

道の狭少等が考えられ る.

B)動 脈血CO2 vol%に ついて

動脈血CO2 vol%の 一般的傾向は,両 群 とも挿管

直後やや減少 し,術 中 もつとも減少 し,術 後は増量

する.挿 管直後は平均値 こそ減少 しては いるが,両

群 を通 じて24例 中7例(29%)に 増量をみ てお り,挿

管直後に ときとしてみ られる低酸素症 とともに注意

を要す る点 と考 える.術 中のCO2 vol%の 減少 につ
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いては,石 山は急性肺虚脱を来 した患者5例 につい

て,動 脈血炭酸 ガス含有量は酸素 の減少に対 して必

ず しも増加せず,か えつて全般的に減少の傾向 を示

し,全 般的 なガス代謝機能の減弱 とみ るべきである

とのべた.ま た高橋 らは気 管内麻酔の研究 で動静脈

血CO2含 有量は 術 中十分 なO2補 給をおこな うた

め減少するものが多 く,増 加をみた ものでも軽度で

あ るとのべているが,私 の成績 もほぼ これらの報告

と一致する.す なわち両群 を通 じて24例 中各群1例

づつ計2例(8%)を 除 くほ か は 術 中の動脈血CO2

含有量の減少 をみているが,こ れは上述 のごとく術

中のガス代謝機能の減弱,十 分なO2補 給のほか に

ソーダラ イムによるCO2の 吸収な どが 原 因するも

の とおもわれる.し か しなが ら気道 内分泌物貯溜,

気管 カテーテルの屈曲,ソ ーダラ イムの不良,喉 頭

痙攣 等順調に経過 しない場 合はCO2の 蓄 積を惹起

す る.術 中,正 常 血 圧群の平均42.6vol%な るに

比 し低血圧群 では41.5vol%で や や 減少 している

が,こ れはC6使 用による気道分泌物の抑制が あず

かつている と考 えられ,こ とにCO2蓄 積 をきた し

やすいwet caseで は有利 であ り,し か もエーテル

使用の場 合には一層 好 都 合である.術 後のCO2含

有量については久能は肺切除20例 について,動 脈血

CO2は 術後増加す るが次第に回復するとのべ,小 谷

野はCO2,予 備 アル カリの回復が早 く,術 後アチ ド

ージスに陥 るものはなかつ たとのべ てお る.水 野は

肺疾患々者15例 に人為低血圧をお こさ しめて心臓 カ

テーテル法 により心肺機能 を追求 してい るが,低 血

圧時 では動脈血及 び混 合 静 脈血 中CO2含 有量は一

定の傾 向を示 さなかつたという.低 血圧下手術 にお

ける覚醒後のCO2含 有量に つ い てのべた ものは ほ

とん ど な い.私 の 成 績 で は 正 常 血 圧 群 は 平 均

48.0vol%で 術前 より1.1vol%も 増 加を示 してい

るが,低 血圧 群 は 平 均45.0vol%で 術前 より1.8

vol%の 減少を示 している.す な わ ち 両群 とも,術

中よ りかな り動脈血CO2含 有量は増 量しているが,

低血圧群が正常血圧群 より覚醒後動脈血CO2 vol%

がす くないのは,低 血圧法 による出血量 の減少,手

術時間の短縮,麻 酔剤使用量の節減等に もとず く覚

醒後呼吸機能の早期改善に より炭酸 ガス蓄積をあま

りみ ないため と考え られる.

C)動 脈血CO2 vol%/O2 vol%に ついて

以上のべた動脈血O2 vol%な ら び にCO2 vol%

を血液ガス全体の面 から考察 してみる必要がある.

元来呼吸調節をきたす因子 としては,血 液の化学的

性状の変化(化 学的調節)と 呼吸中枢に到来する神

経性の衝撃(神 経性調節)の2つ がある.化 学的調

節については血液のCO2分 圧 の上昇, pHの 低下

(〔H+〕 の上昇)及 びO2分 圧の低下 がいずれも呼

吸 を増強す る.す なわ ちCO2の 加つた 外気を吸入

する時 の強い過呼吸 は血中CO2分 圧の上昇と 〔H+〕

の増加 の両者の相加効果であつて,逆 に意識的に過

呼吸をすると肺胞気,し た が つて血中のCO2分 圧

は いち じる しく低下 して 〔H+〕 もさが り,一 時自

発呼吸の停止(無 呼吸)を み る.血 中CO2分 圧が

異常に上昇す るとか えつてCO2は 麻酔 作用を呈し

て意識を失わ しめ る,血 中O2分 圧の低下も呼吸を

深 くす る.し か し これはCO2乃 至は 〔H+〕の増

加ほ ど著明でない.呼 吸中枢 自体にはO2低 下はむ

しろ麻痺的に作用 するとされ, O2低 下は同時にCO2

の蓄積 を伴わぬ場 合はそれほ ど呼吸の反応が強く出

ないので実地上 とくに注意を要するといわれている.

しかもO2の 低下 は生命の危険を惹起する点におい

て重大である.以 上 のべた ごとくCO2,〔H+〕, O2

の濃度が呼吸におよぼす影響はそれぞれ独立に+ま

たは-に 作用するもので,そ の効果の和が結果とし

て呼吸に あらわ れ る と考 えられている.〔H+〕 に

ついては,原 発的CO2の 過剰はいわゆ る呼吸型ア

チ ドージスとしてあらわれる.私 はかかる見解をも

ととして,す でにのべた ごと く臨床的に血液ガスの

状態を端的に把握せん とし,そ の一端として動脈血

CO2 vol%/
O2 vol%を 求め たが, O2 vol%が 異常に下降しな

い限 りこの値が小 なるほ ど生体に よぼす影響は良

好 と考えられ る.す なわち症例をあげてのべたごと

く,こ の値が術 前より3.0以 上を示すならば術中あ

るいは術後において不良な経過をとりやすいことが

予想される.し た が つ て私 は単にCO2 vol%とO2

 vol%の 値をみ るのみで な く,動 脈血CO2 vol%/O
2 vol%の

値をみて手術適応 決定の一助 とすることが より重要

であろうと考える.両 群 とも術前より覚醒後にいた

るにつれ て次第 にこの値は大 となる傾向にあるが,

この ことは,術 中の患者の管理が大切であることは

もちろん,術 後の管理がそれに も増 して重要である

ことを物語るものである.な お正常血圧群 より低血

圧群の方が血液 ガス総和の減少は大で,ガ ス代謝機

能 の減弱は正常血圧群 より大な る傾向をみるが,一

方動脈血CO2 vol%/O
2 vol%を みると,術 中ならびに覚醒後
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ともに正常血圧群 より低血圧群の方が小値 をとり,

むしろ良好である.この原因はいろいろ考 えられ る.

すなわち理想的な低血圧状態がえ られた場 合,第1に

術中の出血量が1/2～1/3に減少できるので,出入血の

平衡に留意す る程度で,従 来大量輸血のほ かに往 々

に してお こなわれた大量輸液等を必要 とせず,出 入

血のバランスが適切 に保 たれ術後肺水腫等 の予防に

役立つ こと,第2に は術 中の肺門操作 に際 し,迷走神

経反射が抑制 され ることで,従 来肺門操作 中に しば

しばみられた呼吸抑制または停止や不整脈 は低血圧

下手術のもとではほ とんどみ られず,麻 酔管理に際

しきわめて有利であること,第3に はC6が 気道分泌

物を抑制す る作用 のあることで,こ の ことは気管 内

麻酔によるwet caseの手 術あるいは気道刺戟性 のあ

るエーテル使用の場合に気道確保の点か らみてきわ

めて有利で あることなどであ る.そ のほか手術時間

の短縮,麻 酔剤使用量の節減等 も好影響 をお よぼす

ものと考えられる.し か し反面 では人為低血圧麻酔

が,必 ずしも適正 な低血圧を得難 く,ま た血圧が限

度以下に下降する とシ ョックに移行す る危険を包蔵

してお り,と くに低 血圧 状態ではHypoxia及 び

Hypercapniaの 症状 が 隠 蔽せ られるので十分なる

注意が必要である.以 上の ごとく,人 為低血圧麻酔

に習熟 し,そ の利点 をいか し欠点 に対 して十分注 意

をするならば,血 液 ガスの面か らみても低血圧下手

術は有効且安全に遂行す ることができる.こ とに胸

部手術には有意義 であるとい うべ きである.

第5章　 結 論

閉鎖循環式気管内麻酔の もとに施行 した正常血圧

下肺切除群 と人為低血圧下肺切除群について,術 前

より挿管直後,術 中,覚 醒後にいたる間の動脈 血液

ガス含有量を測定 しつ ぎの結果をえた.

(1)正 常血圧群,低 血圧群 ともに動脈血O2含 有

量の減少は術 中もつ とも著明で,つ ぎに覚醒後,つ

ぎに挿管直後の順で,両 群の平均値を比較すると,

動脈血O2含 有量は正常血圧群に比 し低血圧群 の方

が減少の傾向がやや大であるが著明な差を認めない.

(2)動 脈血CO2含 有量も両群 とも,挿 管直後,

全体的にやや減少 し,術 中においてもつ とも減少す

る.覚 醒後においては正常血圧群ではむ しろ術前 よ

りも増加するが,低 血圧群 ではやや増加するにとど

まり,術 前に比 してなお減少 している.

(3)全 体を通覧す るに,と くに 術 中 においては

血液ガス総和の減少,す なわ ち全般的 なガス代謝機

能減弱の傾向を認め,こ れは正常血圧群 より低 血圧

群に より強いものと考 えられ る.

(4)低 血圧群 では正常血圧群 に比 しガス代謝機

能減 弱 の 傾 向 が や や大 で あ る とはいえ,動 脈血

CO2 vol%/
O2 vol%の 値 を求め るとむしろ低 血圧群の方が良

好であつ た.な お この値は,両 群 とも術前 より挿管

直後,術 中,覚 醒後に移るに したがつて増加する.

(5)術 前 より動 脈 血CO2 vol%/O2 vol%の 値が3.0以 上

を示す場 合には,肺 切除術の適応決定に際 し常に慎

重を要 し,仮 に無事手術を終了しえても予後不良 と

な りやす いため常 に細心の注意 を必要 とす る.

擱筆す るに臨み御懇篤なる御指導 と御校閲を賜つ

た恩師陣内教授に深甚な る謝意 を捧げ,終 始御鞭撻

を頂いた田中助教授な らびに国立 岩 病院長渡辺博

士に 謝意を表す る.
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Clinical and Experimental Studies on the Artificial Hypotensive 

Operation.

Part II.

Comparative Studies of Surgical Operations under Normal 

Blood Pressure and Hypotension with Analysis 

of Blood Gases.

By

Toshimi Nakagawa

Department of Surgery, Okayama University Medical School 
(Director: Prof. Dr. D. Jinnai)

The group of pulmonary resections under normal blood pressure and the group of those 

under endotracheal anesthesia of closed circulation type were compared. The arterial blood 

gas content was measured at the pre-operative stage, directly after the intubation, during 
operation and after recovery using Van Slyke manometer. The results were as follows:

1) The O2 content of the arterial blood showed a decreasing either under normal blood 

pressure of under hypotensive group, most strikingly during the operation moderately after 
recovery, and slightly directly after the intubation. The mean values of both groups were 

compared. The O2 content of the arterial blood had more definite tendency of decreasing in 
the hypotensive group than the normal group, but it was not significant.

2) The CO2 content in the arterial blood in both groups generally decreased slightly 
directly after intubation and most strikingly during the operation. After recovery it became 

rather more in the normal group than before the operation, while that in the hypotensive 

group decreased slightly and still less than before the operation.
3) Throughout all cases we found the decreasing of total blood gases especially during 

the operation, namely there was a decreasing tendency of general metabolic function of 

gases, which was regarded to be stronger in the hypotensive group than in the normal group.
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4) Though the decreasing tendency of metabolic function of gases was rather stronger 

in the hypotensive group than that in the normal group, the value of arterial blood was 
rather better in the hypotensive group. This value in both groups increased with the lapse 

of the stages of operation.
5) In the cases, in which the arterial blood value more than 3.0 already before the 

operation, we must be careful to determine the indication of pulmonary resection. We must 

pay close attention to it, because the patient is apt to fall into risk postoperatively even if 
we can safely finish the operation.


