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第1章　 緒言及び研究対象

肺結核の肺切除後,可 及的速やかに残存肺を再膨

脹せ しめ,肋 膜の肥厚を発生せしめずに肋膜腔を満

たすことは,肺 機能を速やかに恢復せ しめ,又 シュ

ーブ,膿 胸,気 管支瘻等の合併症の発生を防止する

為に重要なことと云われる.牧 野3)は 再膨脹肺でも

つて気管支断端を被覆し癒着せ しめることが気管支

瘻防止対策となり得ると云 い,関 口25)は肺再膨脹

不全によつて生ずる胸腔内死腔が気管支瘻,膿 胸の

原因になるという.何 れにして も早期によ く残存肺

を膨脹せ しめることが合併症防止に意義を持つこと

には異論はない様である.

著者はかかる見地より昭和30年1月 より昭和32年

4月 迄に至る間,国 立療養所山陽荘において肺切除

後肺再膨脹を試みた症例中,条 件の分析上便宜のた

め早期気管支瘻で切除後胸成術を行つたもの及び後

出血のため早期に再開胸 した症例は除外 し,特 に上

葉を含めた切除例(区 域切除を含む)に 膨脹不全の

発生率が多い故に,そ の154例 を選んで,尚 膨脹型

の検討のため他の症例を加えて臨床的検討を行い,

残存肺の再膨脹に関係する諸要素を分析し,以 下の

知見を得たので報告する,

第2章　 肺の膨脹型とその分類基準

肺切除後残存肺の膨脹型については,三 村6)は2

週間以内で背腹方向X線 写真上第3肋 骨後上縁の高

さ以上再膨脹しているものを良好といい,そ の他を

不良とした.又 伊 藤18)は 術後6ヶ 月目のX線 写真

上で肺上縁が後方第4肋 骨下縁以下のものを稍不良,

術側全体に肋膜肥厚像があるものを不良としている.

又柿崎7)は術後1ヶ 月で上界が背部第5肋 骨上縁以

上を良,第5肋 骨上縁より第6肋 骨下縁迄を可,そ

れ以下を不可の3群 に分けている.こ の様に諸家の

見解は一定せず各人各様の様式に従つて分類してい

る.

肺の完全な再膨脹とは肺組織が胸腔を完全に充満

することであり,従 つて不完全な膨脹とは胸腔の一

部に肺以外のもので充たされた腔(以 後これを死腔

と称する)が 存在することである.通 常それは空気

又は血液を主体とする滲出液又はその両者である,

著 しい肋膜の肥厚があつて,胸 腔内に肺組織以外の

限局腔は存在 しないが肺は多少とも虚脱された状態

にある場合も完全な膨脹とは云えないが,之 は後に

論ずる様に術後の比較的早い時期にはあり得ない事

態であるか ら除外し得て,実 際ここで論ずるのはX
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線上胸腔と肺及び前記空気又は液を入れた死腔の関

係についてである。肺膨脹型,逆 にいえば死腔は時

期的にその大きさ,形,位 置等において種々変化し

得るものである.従 つて肺膨脹の分類基準を考慮す

るには,そ の判定時期が先ず問題になる.術 後数日

で既にX線 上死腔の存在を認めない理想的な膨脹を

示す場合も稀にはあるが,一 般には順調な場合とい

えども術後2～3週 においては多少とも死腔像を示

し, 1ヶ 月過ぎてなおそれを見る如きものにおいて

は,肺 膨脹は後に完成するとして も遅々たるものが

ある.従 つて終局的な肺再膨脹を論ず るには,伊

藤8)の 如 く術後6ヶ 月の基準も意味はあるが,術 直

後の種々な処置の効果を重視して論ずる場合は,上

記の意味において私は柿崎7)の 如 く術後凡そ1ヶ 月

を基準とすることを妥当と考える,又 肺の膨脹型,

逆にいえば死腔の形や大きさは種々雑多である.背

腹方向撮影のX線 写真で一見よ く再膨脹しているか

に見えるものにおいて,肺 は後壁に沿つて伸張 し,

前方に巨大な腔を有する様な場合があることはよく

知られており(第1図a, b),又 稀には後壁に限局

した小円型の死腔や前縦隔に沿つた細い死腔等が見

られることがある.し かし一般的には上葉又はその

一部を含む上部の切除においては,横 隔膜附近に死

腔を残すことはないといつて もよく,も しあれば上
部より連続したものであり,殆 んどすべての死腔は

肺尖部又はこれと関係 している.前 述の様にその形

は種々であり,こ れを細か く分類することは困難で

あるので,従 来発表されたものにおいて もすべて便

宜上背腹方向のX線 写真において,肺 上縁の高さを

背部肋骨高で現わしているが,凡 その傾向を示すに

はそれで充分であり,た だその良否の判定基準とし

ての肋骨高のとり方に差が見 られる.

第1図a　 前方に巨大なる腔を有する症例

(正 面 像)

第1図b　 前方に巨大なる腔を有する症例

(側面気管支造影像)

以上によつて,こ こでは術後1ヶ 月目の背腹方向

のx線 写真における背部肋骨高によつて再膨脹を判

定することとし,そ の基準を以下の様に定めた.

A型:肺 上界が第2肋 骨下縁以上に達 す る もの

(第2図a).

B型:肺 上界が第3肋 骨下縁迄達するもの(第2

図b).

C型:肺 上界が第5肋 骨上縁迄達するもの(第2

図c).

D型:肺 上界が第5肋 骨上縁迄 しか達していない

もの,或 は肺上界がそれ以上に達していても前方に

広大な死腔を有するもの(第2図d).

以上の条件により154例 の再膨脹型を分類すると

第1表 の様になる.
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第2図a　 再 膨 脹 型A第2図b　 再 膨 脹 型B

第2図c　 再 膨 脹 型C第2図d　 再 膨 脹 型D
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第1表　 再 膨 脹 型 の 分 類

第3章　 手術法及び術後管理の一

般方式

全例エーテル或は笑気使用の気管内麻酔のもとに

第4肋 間或は第5肋 骨々膜床で開胸を行つた.気 管

支断端は数ケの単純結節縫合或は固定結紮で閉鎖 し,

肋膜による被覆は行なわなかつた.残 存肺について

は肋膜癒着のあるときは極力剥離 し,繊 維素様物質

或いは, Peelは 出来得る限 り除去 し,中 葉及び舌

部は全周に亘り完全に剥離し胸腔内の変位に便なら

しめた.又 下葉の横隔膜面は原則として剥離 しなか

つた.横 隔膜神経は肺葉切除例では胸腔内で圧挫を

行つたものも極 く少数あるが,区 域切除例をも含ん

で原則的に処置を加えなかつた.

閉胸前に前～中腋窩線上第2肋 間より肺尖に向つ

て1本,更 に後腋窩線上第7～ 第8肋 間より横隔膜

後部に向 け1本 の内径8mmの ゴム製吸引管を挿

入,直 ちに電動式持続吸 引器 に連 結 して-15cm 

H2Oの 陰圧 で吸引を開始し, 3, 6, 12, 24, 48,

 72時間の吸引量及び調圧管から外気が水柱瓶に進入

する状態(以 後,吸 引圧オーバーと呼称す)の 有無,

その他血圧,脈 搏,呼 吸等一般状態を観察し,胸 部

理学的所見,透 視所見等を参考にして48～72時 間後

に吸引管を夫々抜去した.抜 管後胸腔内に滲出液が

貯溜 した場合は穿刺排液を行つて再膨脹に努めた.

又空気漏れの持続する場合は4～5日 間に亘つて上

吸引管を留置し持続吸引を行つたものもある.

第4章　 肺再膨脹における肺その

他臓器の変位,形 態

肺切除後死腔を埋める為,肺 の膨脹と変位の他に

縦隔の変位 と横隔膜の挙上とが参加することが予想

される.然 し之等は術前の状態及び手術操作に関係

する所があり,個 々の症例に於て異なるもので劃一

的には取扱い難いところがある.然 しながら胸腔の

充満は主に肺自身によつて行われるもので,従 つて

再膨脹肺の変位及び形態の追及により残存肺再膨脹

に関係する諸要素の一般的傾向を知ることが出来る

と思われるので,次 の如き症例について気管支造影

を行い,そ の気管支の変位,形 態により肺の変位,

膨脹等を推定 した,

第1項　 肺の変位,形 態

前記154例 中術前術後何れの気管支造影も鮮明に

末梢迄流入したものが比較的少ないので,さ らに他

の各種症例を加えて調査の対象になるもののみを選

んだ.即 ち検査症例は切除部位について 右S1 12例,

右S2 15例,右S1, S2 18例,右 上 葉20例,右S1,

 S2, S6 10例,右 上中葉3例,左S1+2 24例,左S1+2

S 65例,左S1+2S3 7例,左 上葉5例,合 計119例 で

ある.

検査方法は全例において術前及び術後1～6ヶ 月

の間に経鼻的ネラ トン氏カテーテルにより60%油 性

ウロコリン8～10cc気 管支に注入し,立 位にして

背腹方向並びに側面のX線 写真を撮影した(第3図

～7図)

1) 右上葉区域切除:-S1切 除 ではB2が 軽度

に上昇 し, B3は 後 上方に廻転移動する例が多 く,

 B6は 殆んど関与しなかつた.

S2切 除ではB1が 外 後方 に廻転移動すると共に

B3が 後上方に廻転移動 し,そ れに伴ない中葉は軽

度に拡大していた.

S1, S2切 除はB3aが 外後 方, B3bが 後上方に廻

転移動し, B4.5は 前上方に偏位 し, S6aが 僅かに後

上方に上昇 していた.

第3図a　 右S1S2切 除後(正 面像)
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第3図b　 同(側 面像)第4図a　 左S1+2切 除後(正 面像)

第4図b　 同(側 面像)第5図a　 右上葉切除後(正 面像)
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第5図b　 同(側 面像)第6図a　 左上葉切除後(正 面像)

第6図b　 同(側 面像)第7図a　 右上,中 葉切除後(正 面像)
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第7図b　 同(側 面像)

2) 左上葉区域切除:-S1+2切 除で はB3殊 に

aとcの 後上方への廻転移動とB4,5の 上昇が大部

分を占め, B6の 上昇 は僅かに関与 している程度で

あつた.

上区切除ではB4,5が 側面像 で約120度 上方に廻

転すると共にB4,5各 気管支間隔の拡大が見られB6

が梢々上昇していた.

S1+2 S6切 除では切除により生じた腔の約2/3が

S3の 後上方廻転移 動,残 り約1/3がS*, S4,5の

上昇により埋あられていた.

3) 右上葉切除ではB4,5の 前上方廻転移動によ

るのが大部分で,他 はB6殊 にaの 上方 移動によ

るものであつた.こ の際右主気管支は平均5～10度

挙上すると共に,更 に中気管支幹が平均20度 前方に

挙上していた.

右S1, S2, S6切 除ではB3aは 内上方, B3bは 約

180度後上方, B4,5は 前上方えの廻転移動が大部分

を占め, B*の 上昇は僅かであつた.

4) 左上葉切除:-B6bは 前上方上昇移動, B68は

上方移動, B6cは 前者 に対する位置的関係は変 らず

そのまま上昇し, B6各 気管支間隔が拡大 していた.

更に左主気管支は約40度 挙上 し,気 管に対 し直角に

近い角度をとつた. B8は 前上方に移動していたが,

右上中葉切除に比べて移動範囲が僅少であつた.之

は胸腔が右より小さいこととB6が 高位にある故で

あろう.

第2項　 横隔膜に対する影響

肺切除による胸腔内陰圧上昇の影響として横隔膜

の挙上が考えられる.横 隔膜神経を圧挫,捻 除,切

断等外科的処置を加えない上葉を含めた切 除例144

例について,術 前の深吸気時背腹方向x線 写真にお

いて,背 部第1肋 骨下縁と横隔膜頂の距離を計 り,

術後のそれと比較して上昇度を初めの距離に対する

百分率で現わした.

切除量と横隔膜挙上度との関係について見ると,

第1ヶ 月目には第8図 の如 く,右 上葉切除では平均

21%,右1区 域以内切除例は平均13%,で 上葉切除

の方が大である.又 左上葉3区 域切除より右上葉切

除の方が挙上度稍々大であつた.

第8図　 横隔膜挙上度とその経過

横隔膜挙上を経過を追つて観察すると,術 後吸引

開始直前は胸腔内圧は平圧或いは陽圧を示 し横隔膜

は挙上していないが,吸 引開始と同時に内圧は次第

に陰圧となり吸引圧に近つ く.こ の陰圧増加に従つ

て横隔膜は上昇し,術 後1時 間目のX線 写真では最

高度に上昇して1ヶ 月目迄ほぼこの状態が続き,上

昇度は前述の様に切除量に関係する.そ の後残存肺

再膨脹が一応停止又は著るしく緩慢となつた後,横

隔膜は低下し始あ,順 調なものでは6ヶ 月後には略

々術前位置迄復帰する.

以上の如き経過を辿るので,術 後早期においては

死腔を埋める為に横隔膜も関係することは確実であ

る.然 し横隔膜癒着症例において,そ れを剥離した

場合は全例において横隔膜面にx線 写真上種々な程

度の腓腫形成をみた.横 隔膜面剥離施行と再膨脹と

の関係を右上葉切除27例 について見ると,第2表 の

如 く,剥 離13例,剥 離せず14例 で,こ の中Aは 前者

に2例(14.3%)後 者2例(15.4%)で,差 がな く

Dに おいては前者35.7%,後 者15.4%,で,剥 離 し

ない例に再膨脹不良群が梢々多かつた.然 しC+D

では剥離せずに57%,剥 離例69%で,両 者の再膨脹

の間には著 しい差異は認められなかつた.す なわち

上方への肺の再膨脹は横隔膜 と肺の癒着剥離の有無

には大なる関係は認められない.然 し剥離例は横隔
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膜面に腓砥形成することが多 く,肺 換気上重大なる

損失を来す故,む しろ横隔膜面の剥離は施行しない

方がよいと考える.

第2表　 横隔膜剥離施行と再膨脹

第3項　 縦隔に対する影響

大量の肺切除後,縦 隔がその側に移動することは

臨床上屡々認められる.上 部の肺切除においてもそ

れが起るか否か,又 その程度を知る為,気 管支造影

により術前と術後の気管の位置を,そ れが脊椎とな

す角度により比較した(第3表).

第3表　 縦 隔 の 変 位 と 切 除 量

再膨脹良好群中,右 上葉区域切除10例,右 上葉切

除8例,左 上葉区域切除5例,左 上葉切除5例 につ

いて検討した結果,上 葉区域切除では両側とも縦隔

の変位は企 く見られなかつた.之 に対 し右上葉切除

に於ては平均4.2度 右方傾斜し最 も強 く変位 してい

たが,之 より更に切除号の大きい左上葉切除に於て

は平均1.8度 左方傾斜し僅かに変位 している程度で

あつた.

再膨脹不良群については右上葉区域切除5例,右

上葉切除6例,左 上葉区域切除5例,左 上葉切除3

例で,全 症例に術側の肺尖部及び側胸部,縦 隔側に

著 しい肋膜肥厚像が見られた.上 葉区域切除に於て

は右側平均5.4度,左 側平均4.6度 の術側への傾斜或

は彎曲が見られた.又 上葉切除例では右側平均10.1

度,左 側平均6.8度,夫 々術側へ傾斜或は彎曲し,

右側の変位が高度であつた.

以上の如 く再膨脹不良群は良好群よりも縦隔の変

位が高度であつた.之 は肺再膨脹不良によつて生じ

た遺残腔の陰圧 と,周 囲肥厚肋膜の収縮牽引により

おこつた現象と考え られる.又 上葉区域切除より上

葉切除に縦隔の変位が強 く見られるのは,切 除量の

大小によつて縦隔がその側に移動するものであるが,

左側より右側により強 く移動することはただ単に切

除量丈では説明出来ず,左 右胸腔内の解剖学的相違

によつて起るものであろう.

第4項　 小 括

以上により,肺 切除後死腔を埋める為には,残 存

肺の変位と過膨脹は勿論,横 隔膜及び縦隔の移動も

大いに影響することが明らかである.右 上葉,左 上

区,又 は上葉の区域切除において はS3, S4, S5の

移動が特に著明な変位を示 し, S6の変位は比較的少

ない.下 葉のみ残存 したときは全体が上昇してほぼ

均等に過膨脹を示す.こ のことは諸家の報 告1) 11) 14)

と一致する. S3, S4, S5, S6を 充分に移動させる為

には胸壁との癒 着,葉 間部の癒着を充分に剥離し,

充分剥皮する必要がある.然 し肺底区の下部 と胸壁

及び横隔膜面との癒着の剥離を強行することは,肺

再膨脹には寄与するところが少 く,か えつて出血量

の増大,横 隔膜餅胝形成等を招 くことがあるので,

むしろ剥離は施行しない方が良いと考えられる.

第5章　 患者及び手術に附随する

諸条件と肺再膨脹の関係

第1節　 一般的事項 と再膨脹の関係

1. 年令との関係

最低16才,最 高52才 で,之 等をABCD群 に分け

て年令別に図示すると第9図 の如 くである.

A群 は年令的に比較的密集し, B以 下は分散して

いる. B, C, D群 の間に特に著明な差は認められ

ないが, AとDの 問には稍々明 らかな差が言忍あられ,

 Aは 一般にDよ り年令的に低い感があり,そ れ等の

平均年令は26.5と33で ある.

又≦25才 を若年者, 40才≦を高年者として分けて,

その各群を図示すると第10図 の如 くなり,前 者では

Aが 著しく高 くDは 著 しく低 く,後 者では反対にA

が低 くBC或 いはDが 高 く,一 般的に後者の傾斜は

前者程ではないが相反する傾向が明 らかである.

この現象を構成する要素は勿論単一のものではな

く,恐 らく高年に到る程病歴は長 く,肋 膜癒着の程

度 も強 くなる事等が関係すると想像されるのである

が,と もかく総合的な見地から年令的に若年者の肺

膨脹は良好であり,高 年者では劣るとしてよいと思
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わ れ る.

第9図　 年 令 別 と 再 膨 脹

第10図　 若年者,高 年者と再膨脹

2. 性別

男子123例,女 子31例 で,再 膨脹との関係は第11

図の如 く,男 女 ともA群 が最 も多 く,男 子33%,女

子は48%で 約半数が良好例であつた. B, C群 は男

女とも差異は認められなかつたが, D群 においては

女子は最も少 く6%で あつた.即 ち男子より女子の

方が一般に再膨脹は良好な傾向を現わしている.

3. 術側

154例 中右92例,左62例 で,再 膨脹 との関係は第

12図の如 く, A群 において右40%,左31%で,右 側

に再膨脹良好例稍々多い程度であるが, B, C群 で

は多少左側が優つており, D群 は殆んど差がないか

ら,全 体 としては左右別の差は明確でないといつて

よい様である.

第11図　 性 別 と 再 膨 脹

第12図　 術 側 と 再 膨 脹

第2節　 肺及び肋膜の状況と再膨脹

第1項　 肋膜肥厚と癒着

一般に肋膜の肥厚及び癒着がX線 写真上に現われ

る形は,そ の広 さ,場 所,肋 膜肥厚の程度により種

々多岐にわたる.そ れ等の形や陰影濃度をすべて分

類することは甚だ困難であるので,一 応全面的な癒

着肥厚を代表するものとして,胸 壁横隔膜角の形及

び健側に比 し背部肋間腔の狭少と肋骨走行の急峻と

なるものを参考 として,肺 切除154例 の肋膜の状況

を次の如 く分類 した(第13図).

a. 無:横 隔膜角が鋭角に切れ込んでいるもの,

 85例.
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第13図　 肋膜肥厚の状況

b. 軽度:横 隔膜角が稍々浅 く且円味を帯びてい

るもの, 28例.

c. 中等度:横 隔膜角が直角に近 く,横 隔膜は殆

んど水平 となるもの, 24例.

d. 高度:横 隔膜角は鈍角となり胸壁に移行 し,

.横隔膜陰影は頂部より高 くなるもの, 17例.

症 例が少ない為再膨脹良好群をA+Bと し,肋 膜

肥厚との関係を示すと第14図 の如 く,肋 膜肥厚のな

いものは再膨脹良好例多 く68%で あるが,軽 度のも

のも60%で 明らかな差異は認められない. D群 にお

いては肋膜肥厚のないものは最 も少 く軽度のものよ

りもやや優つている,中 等度群ではA+B, C, D

の3鮮 は同率'となり,高 度群では逆転してA+B,

 C, Dの 順 に高 くなつている.之 は甚だ著明な傾向

であつて,従 つて肋膜癒着肥厚のないもの又は軽い

ものにおいて,肺 再膨脹は良好であると断定 してよ

いげ

第14図　 肋膜肥厚と再膨脹

第2項　 既往の人工気胸

154例中,既 往に人工気胸を行つたものが39例 あ

り,こ のうち継続期間が1年 に満たないものは30例,

 1年 以上2年 宋満が9例 である.之 等と未施行例 と

を比較すると第15図 の如 く, A+Bは 未施行例に最

も多 く62%で あるが, 1年 未満継続のものでも50男

を占めている.両 者におけるC, Dに ついても略々

同じ様な傾向を示 しC, Dの 順に少ない.然 し後者

はA+Bが 稍々少ないのに反 し, Cが37%を 占め前

者の23%に 比し稍々高 く,未 施行例より再膨脹は幾

分劣つている. 1年 以上2年 未満継続 したものは,

未施行例或は1年 未満のものとは逆でA+Bが 最も

低 く11%,次 いでC, Dの 順に高 くな り, Dは56%

の高率を占め再膨脹不良のものが多い.

第15図　 人工気胸と再膨脹

人工気胸未施行例中には開胸時肋膜癒着の無い症

例も含まれているので,肋 膜剥皮,剥 離を伴う人工

気胸例の対象としては不充分であり,こ の為には開

胸時肋膜癒着のある症例を選ぶ方が,再 膨脹良否の

判定上或程度判断の資料になると考えられる.之 の

為肋膜癒着例65例 と人工気胸継続例とを比較すると,

肋膜癒着例のA+Bは52%で 最も高 く,次 いでC,

 Dの 順に低 くなつている.之 の傾向は継続1年 未満

のものと似ていて再膨脹良好例は多いが, 1年 以上

2年 未満継続するものとは再膨脹に関 し一て全 く相反

している。すなわち人工気胸長期に亘る程再膨脹不

良群が次第に増加 し, 1年 以上継続するものは特に

之の傾向が著明であつた.人 工気胸においては当然

肋膜の肥厚をおこし,且 つ屡々滲出性肋膜炎を発生,

中止後は肋膜癒着を来すものが多 く,長 期に亘る程

その程度は強いのが普通であるが,時 に又長期肺虚

脱による肺実質の線維化も肺再膨脹に影響するもの

と考えられる.

第3項　 手術時肋膜所見,肺 剥離状況

肋膜癒着及び肺剥離の程度 を次の如く分類 し,右

,肺切除92例 に就いて検討 した.



肺切除後,肺 再膨脹に関ずる臨床的研究　 2813

a) 無:肋 膜癒着の全 くないもの,又 は数本の索

状癒着があり之を結紮切離 したもの, 8例.

b) 部分的(内)幽:右 上葉範囲以内の線 維性,帯

状,膜 状等癒着があり,肋 膜内に剥離 したもの, 24

例.

c) 部分的(外):右 上 葉範囲以内に強い癒着が

あり,肋 膜外に剥離したもの, 9例.

a) 広範囲(内):全 面に亘る線維性の癒 着が あ

り,肋 膜内に剥離したもの, 18例.

e) 広範囲(外):全 面 に亘 り強い癒着があり,

広汎に肋膜外に剥離したもの, 33例.

第16図 の如くa)が 再膨脹最 も良好で(A+B),

不良例は殆んどなかつた。次いでb) d) c)群 の順

に不良群が増加 し, e),群 は再膨脹最も不良で,癒

着の範囲が大なる程,又 肋膜よりも肋膜外の剥離に

おいて再膨脹はより不良で,癒 着範囲と共に癒着の

状温も再膨脹に関係すると思われる.

第16図　 肋膜所見,肺 剥離と再膨脹

第3節　 切除量

右側92例 を切除量によつて分類すると1区 域以内

38例, 1区 域以上2区 域迄22例, 3区 域27例, 4区

域以上5例 となり,そ れ等の再膨脹度との関係を示

すと,第17図aの 如 く1区 域以内が特に目立つて

再膨脹良好で, 4区 域以上になるとA+Bは 僅か20

%で ある.然 し1区 域以上2区 域迄 と3区 域との間

には著しい差異は認められなかつた.

第17図a　 切除量(右)と 再膨脹.

第17図b　 圏切 除 量(左)と 再 膨脹

左側62例 では1区 域以内13例, 1区 域以上2区 域

迄26例, 3区 域13例, 4区 域以上10例 となり,第17

図bの 如 く右側と同様1区 域 以 内が再膨脹良好例

最 も多 く,次 いで2区 域, 3区 域の順となつている

が, A+Bで は3区 域ど4区 域以上どの間には明ら

かな差はない.左 右別切除量を比較すると2区 域に

おいて左側に再膨脹良好の率が高いが,そ の他の切

除量においては明らかな差はなかつた.す なわち一

般に切除量小なる程再膨脹良好で,大 なる程不良と

なる傾向は明らかであるが,更 に右切除量3区 域の

場合における肋膜癒着の状態と再膨脹との間には,

第18図 の如 く癒着無2例,部 分的癒着10例,広 範囲癒

着15例,で 癒着の程度高度なものが多い.癒 着無は

2例 ともAで ありBCDは1例 もないが,部 分的癒

着は各群に平均して多くなる.広 範囲癒着となると
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Aは1例 もなくCDBの 順に多くなつて之等の間に

は殆んど差が見 られない.即 ち切除量の大きいもの

は一般にそれ丈け重症を意味しており,従 つて肋膜

の肥厚や癒着の程度 も強 くなる傾向があることも影

響していると思われる.

第18図　 右3区 切における肋膜癒着と再膨脹

第4節　 術式及び切除部位

右側上葉区域切除60例,右 上葉切除21例,右3区

域切除6例,右 部分切除12例,計99例 について再膨

脹 との関係を示すと第19図の如 くなる.部 分切除は

A, Bの みで,特 にAは86%を 示 し再膨脹良好であ

つた,之 は切除小である許りでなく,切 離面も小さ

い為後出血,空 気漏れの影響 も著るしく少 く,且 つ

肋膜癒着も殆んど無かつた為と考えられる.

第19図　 術式と再膨脹(右)

区域切除は部分切除よりもAが 少いとはいえ53%

を占め, Dは 僅か10%で あり,再 膨脹良好例が多か

つた.

上葉切除はAが 少く6%で あるのに対 し, Dは29

%に 増加し,部 分切除,区 域切除,上 葉切除の順に

再膨脹は不良となつた.

上葉切除が肺再膨脹に対し最も悪い成績であつた

が,右3区 域切除と比較した場合, Cは 両者とも略

々同率であり, Aは 後者が33%で 前者に比 し高率で

あつたのに対 し, Dは 後者が低率で,即 ち略々同じ

切除量で,上 葉切除の方が再膨脹において僅かなが

ら劣ると云い得る.切 離面よりの後出血,空 気漏れ

等再膨脹に対 して不利な因子を含む3区 域切除の場

合より上葉切除が劣ることは肋膜癒着鞏固で肺剥離

困難な症例が多いことにもよるが,上 葉残存部分が

再膨脹に対 してS4やS6よ り有効に作用する故と

考えられる.

第5節　 術中出血量

154例 中,術 中出血量300cc以 下49例, 300ccよ

り500cc迄42例, 500ccよ り1000cc迄52例,

 1000cc以 上11例 であつた.こ れ等と再膨脹との関

係は第20図 の如 く,出血量300cc以 下 と300～500cc

迄 の 症 例 はA, Bが 高 率, C, Dは 低 率 で 且 両 者 と

も略 々同 じ 様 な 関 係 を 示 し た.然 し500ccよ り

1000cc迄 で はA25%に 減 少 し た がDも23%で かな

り平 均 化 し, 1000cc以 上 に な る とAは 全 く無 く,

 B, C, Dの 順 に 多 く特 にDは 著 る し く高 率 を示 し

た.す なわ ち手 術 時 出 血 量 が 多 くな る程 再膨 脹 は不

良 化 し,殊 に そ れ が1000cc以 上 では 特 に 顕 著 であ

る.

第20図　 術中出血量と再膨脹

第6節　 術 後 吸 引 量

肺 切 除154例 中,術 後 吸 引 液 量500cc迄26例,

 500ccよ り1000cc迄65例, 1000cc以 上1500cc

迄47例, 1500cc以 上16例 で あ つ た が,術 後 吸 引液

量 と術 後再 膨 脹 との間 の 関 係 は第21図 の如 くで あ る,

即 ち500cc以 下 で はAは69.2%の 高 率 で あ るの に

対 し, Dは1例 も な く 再 膨 脹 は 良 好 で あ つ た.

 500cc以 上1000cc迄 で はAが52%で 稍 々減 少 し,

 Dは6%見 られ た が, 500cc以 下 と略 々同 様 な傾 向

を示 した.然 し1000cc以 上1500cc迄 に な る とA

が 最 も少 な く8%と な り逆 にCが 最 も 多 く42%,次

い でDは32%と 増 加 した .之 等C, Dの 大 部 分 は気

腔 形成 の た め の もの で あ つ た. 1500cc以 上 で はA
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は1例 もな く, B, C, Dの 順に高率で,特 にDは

44%を 占めていた.以 上の如く術後吸引量が多い程

再膨脹は不良化するが, 1000cc以 上1500cc迄 に

なるとその傾向が強くなり,殊 に1500cc以 上では

再膨脹良否に関して明 らかな差異を認めた.但 しこ

こに考慮すべき問題は,仮 に1000ccの 貯溜液が生

じたとき,吸 引排 除が200ccと1000ccで あれば

一般的に後者の場合に再膨脹が良好であるべきであ

る.然 し我々の吸引の技術は現在ほぼ安定しており,

特に顕著な血胸形成のときは間もなく再開胸するの

で,既 述の如 く本症例から除外 してあることから,

術後出血量の多いものでは胸腔内凝血により多少排

除の不良化はあるものの著るしいものはな く,従 つ

て上述の事は貯溜液排除の巧拙に関係なく,一 般的

傾向であると云い得る.之 も肺の剥離その他と関係

して,結 局重症度に関する問題であろう.

第21図　 術後吸引量と再膨脹

第7節　 気管支の状況と再膨脹

肺結核において,病 巣に近接 した気管支に結核性

変化を伴なうことは通例であるが,病 巣が末梢に存

在しても主気管支に潰瘍を生じ,化 学療法で瘢痕性

狭窄に至るものが時に見られる.こ の瘢痕による大

気管支の狭窄が強 くなればそれより末梢の換気障害

をともない,遂 には種々な器質的変化を発生するこ

とがあり得る.狭 窄が区域あるいは肺葉気管支に発

生すれば区域あるいは肺葉切除により比較的簡単に

処置されるが,そ れが主気管支に発生 し上葉のみに

病巣がある時には,狭 窄の程度により上葉切除のみ

でよい場合と上葉と共に狭窄部を切除し気管支吻合

を行うことが考えられる.昭 箱28年 以降再膨脹を試

みた上葉切除例は89例に達するが,主 気管支に瘢痕

性狭窄が存在 して上葉切除したものは6例(6.7%)

であつた.

これ等は第4表 の如 く,年 令は20才 より39才迄で

すべて女性であり,術 側は右2例,左4例 で左側に

多 く見られた.又 再膨脹度はA5例, B1例 で全例

再膨脹良好であつた.

第4表　 瘢痕性気管支狹窄と術後再膨脹

肺切除154例 中右上葉切除のA+Bは33%,左 上

葉切除のA+Bは30%で あり,狭 窄例は再膨脹にお

いて他より速やかに良い成績を収めた.

上葉切除術のみは2例,上 葉切除兼狭窄部切除気

管支吻合術は4例 であつたが,前 者は術後瘢痕性狭

窄部がそのまま残 り,後 者では該部を切除しだとは

云え術直後は吻合部附近の器械的刺戟によりかなり

の炎症性狭窄を来たすことが気管支鏡により観察さ

れた.即 ち結果的には両者とも残存肺再膨脹を営む

のに最も重要な期間は主気管支が狭窄を呈 している

ことになり,か かる症例が再膨脹良好であつたとい

うことは甚だ興味がある.

第22図　 左上葉切除兼気管支吻合術後3日 目

この現象は気管支狭窄には遂に気腫性変化が発生
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することと同 様 な機転によるもので,即 ち呼気に際

して狭窄による呼出障害の為の末梢部肺胞及び気管

支内圧上昇によると考えられる.

第6章　 総 括 及 び 考 按

一定の術後管理方式に従つた上葉又は上区あるい

はそれ等の一部区域を含む主として上部の肺切除に

おいて,術 後1ヶ 月目のX線 写真の所見を基礎とし

て肺の再膨脹の状態およびそれに関与する諸条件の

分析を試みた.

完全な肺再膨脹 とは,残 存肺が完全に胸腔を充満

することで,肺 自身の膨脹から云えば相対的なこと

であり,胸 腔の大きさと肺自身の容積との相関的な

状態である.

一般的な場合,完 成された再膨脹状態においては

肺の過膨脹があることは気管支間の角度の増大によ

り知 られるが,胸 腔を埋める状態は肺の一部の転位

により完成され,そ の主役をなす ものは,上 葉又は

上区の残部と中葉又はS4, S5で あり,下 葉ではS6

が多少関与するが他の役割は少ない.従 つて上葉,

上区の場合は勿論その一部の区域切除において,中

葉又はS4, S5周 囲 の癒着は忠実に剥離して充分可

動性を与え, S6も それ以上の周辺に亘 り剥離すベ

きである.右 上中葉又は左上葉切除の時はS6の 過

膨脹が顕著であるが,全 般的に気管支の相対位置は

著変な く過膨脹をみるから,全 周辺の剥離を行う可

きであるが,横 隔面の剥離は再膨脹に貢献する所が

ないのみか,か えつて後に下部の肋膜腓胝形成の可

能性が大であるので行わないのを可とする.

術後は横隔膜の上昇により,胸 腔は狭少化される.

最大の上昇は術後吸引開始後より約1ヶ 月の間に見

られ,通 常の場合は以後約6ヶ 月で復元又は下降の

最大限に達する.縦 隔殊に上縦隔の変位も見られる

が,術 直後には著明でない一むしろ再膨脹の不満足

な場合,肋 膜肥厚の著明な場合に,遺 残腔の陰圧や

胼胝収縮の為と思われる術側移動が殊に右側に著明

である.左 側では心臓等を含む下部縦隔がその側に

転位 し易い為か上部では著明でない.又 以上の事に

肺の切除量が明らかに関係している.

肺の再膨脹に関係する諸要因は或る程度の相関を

持つていると考えられる.例 えば高令者の肺結核は

慢性繊維性の要素を含むことが多 く,肋 膜の肥厚癒

着の程度 も強 く,従 つて切除量,肺 剥離,ひ いては

術中術後の出血量にも関係する.故 に正確を期する

にはBeck groundを 精密に分析 して 条件を揃えね

ば個々の要因は捉え難いのであるが,一 方それでは

寡少例となるので比較困難になる恐れもあり,一 応

考え得る要因をそのまま別々に比較して見た.

年令的には確かに差が見られ,若 年者の再膨脹が

良好で,性 別では女性が優る.こ の後者の理由の解

明には詳細な実験的研究が必要であるが,こ こで単

に関与し得ると考えられる要因を呈示するなら,呼

吸抵抗に絶対的に関係する気管気管支内径の相違と,

呼吸型の問題である.術 側に関しては相違は認めら

れない.

X線 上肋膜の肥厚癒着が高度広汎である程再膨脹

は不良化し,既 往に人工気胸のあるものは当然肋膜

肥厚癒着が存在するが,そ の条件を整理すると,長

期に亘るものにおいて不良であるのは,あ る程度肺

自身の繊維化の影響による事が想像される.

手術時の所見よりすれば,前 述と同様の傾向を明

らかに示すが,剥 離において肋膜外は肋膜内より不

良である.こ のことは後にも述べるが,肋 膜外剥離

は肋膜内剥離に比 し明 らかに出血量が多いこと,外

の剥離を余儀な くさされる場合の癒着は主に非特異

性の周焦炎によるもので,そ れが広汎な事は肺内病

巣の広汎且つ繊維化をも意味 し,従 つて一般には切

除は困難且つ量も多 くなること等が関係する.切 除

量がより多ければその欠損部を埋めることがより困

難となるのは自明の理である.

手術術式も又切除量や肋膜の状況,そ の剥離に関

係し,部 切や少ない区域の切除において再膨脹が良

いのは当然と云えるが,只 右上葉の切除は他の区域

切除に比し,空 気漏れ等の条件において優るに係ら

ず,上 葉の一部を残 した凡そ同量の3区 域切除より

多少劣ることが注目され,そ の理由は既述の如 く,

上方への再膨脹において,上 葉部分の果す役割が重

大であることによるものである.

術中出血量と術後出血が大半の意義を持つ吸引量

の肺再膨脹との関係は全 く相似的である,そ れ等が

肺の剥離状況と切離区域面からの出血に密接な関係

を持つことは既に河野26)が 指 摘 しているが,実 際

殊に後出血の多い時は吸引が完全であつても多少の

凝血の存在することは免れ難 く,そ れが再膨脹に影

響する事が考慮されるが,そ れのみで上述の成績の

如き影響を持つか香かには疑問があり,な お後に詳

しく検討 したい.

気管支の問題について,多 少の狭窄を示すものが

再膨脹良好である事の理由は既に触れたが,な おこ

れは既述の女性に良好である事の推定とも相通ずる
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ものがある.

第7章　 結 論

1) 肺再膨脹即ち残存肺が胸腔を満たす状態には,

肺自身の過膨脹と変位,横 隔膜と縦隔の変位による

胸腔の縮少が関係する.

肺の過膨脹,変 位には主に上葉上区又はその一部

と中葉, S4, S5が 主役をなす.

2) 若年者は高年者より,女 性は男性より再膨脹

良好である.

3) 肋膜の肥厚癒着の程度,従 つて肺剥離の状況

は再膨脹と密接に関連 し,高 度広汎であり,又 肋膜

外剥離が加わる程不良化する.横 隔膜面の剥離は関

係を示さない.

4) 切除量が大きい程不良化するが,切 除量が同

様な時は上葉,上 区の場合が他の部位の切除より劣

る.

5) 術中及び術後出血量が大きいものは不良であ

る.

6) 気管支の多少の狭窄は再膨脹に好結果を与え

る.

(稿を終るに臨み,御 懇篤な御指導と御校閲を賜

つた恩師津田誠次名誉教授及び恩師砂田輝武教授並

びに終始御指導と御鞭撻を戴いた国療山陽荘長八塚

陽一博士に深甚なる謝意を表します)
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Clinical Study on Re-Expansion of the Lung After Resection

Part I. On the Several Factors Relating to

 Re-Expansion of the Lung

By
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1) Re-cxpansion of the lung, a condition occupying the thoracic cavity with remaining 
lung. was related to over-expansion and displacement of the lung itself, and to reduction of 
thoracic cavity due to displacement of the diaphraem and the mediastinum.

The main roles in over-expansion and displacement of the lung were played by apical 
 segment and Ss and S5 of middle lobe.

2) The result in re-cxpansion was better in the younger than the older, the female than 
the female than the male.

3) Intensity of thickening and adhesion of the pleura were intimately related to the 
re-expansion, worse in intense adhesion and addition of extrapleural decortication. No relations 
were observed between re-expansion and separation of diaphragmatic pleura.

4) The expansion was less when the resecting area was larger, and in the cases resected 
apical segment as compared with the other portion.

5) Re-expansion was worse in the cases in which hemorrhage during aed after operation 
was severe.

6) Re-expansion was much better in the cases presented a slight stenosis of bronchus.


