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第1章　 緒 言

肺手術後の肺再膨脹は,一 定の術後管理方式にお

いて患者自身及び手術に附随する諸条件に密接な関

係があることを第1編 において論じた.し かし当然

のことなが ら,如 何に肋膜癒着が少なく,切 除量 も

少な く,仮 りに術後出血 が500cc内 外という少量

であつても,そ れが全 く排除されず且又空気さえ排

除されないとしたら肺の再膨脹は不良で,も し数日

乃至数週中に空気が吸収されるとしても,後 に血胸

の状態又はそれに基つ く高度の腓砥形成が見 られる

ことは確実である,従 つて術後管理における胸腔内

空気及び血液を含む貯溜液の排除は重要であり,そ

の巧拙は又肺再膨脹に密接な関係を持つ ものと考え

られる.

実際上肺切除後の胸腔内状況は,上 記液及び気相

の存在,あ る限度の気圧関係に於いて弾性体と考え

られる肺組織及びそれからの漏気,多 少とも持続的

に見られる出血及び滲出等により甚だ複雑な様相を

呈するものと思われるが,著 者は空気の吸引の問題

は別に論ずることにして,主 として貯溜液吸引の手

技的問題について解明を試み,後 に述ベる様な知見

を得たのでその概略を発表する。

第2章　 研究における諸条件及び

定義等にっいて

1) 使用した吸引管 は 内径8mmの 黒色硬ゴム

製である.先 端より約2cmの 所に径約10mmの

孔を穿 ち,更 にそれより約5cmの 所の反対側に同

様な孔を持つものを,後 腋窩線上第7～8肋 間より,

横隔膜後部に向けて挿入 し(下 吸引管), 2本 用いた

ものでは他の1本 は先端より1cmの 所 に同様な孔

を持つものを,中 乃至前腋窩線上第2肋 間より上内

方 に向けて挿入 した(上 吸引管).

2) 吸引には吸引管1本 につき1台 の結研式電動

低圧持続吸引器を用いた.

3) 体位は特に記述のないものはすべて水平背位

である.

4) 特に記述のない場合は,吸 引管の吸引圧は平

均水柱15cm(以 下吸引圧15cmと 記す)で ある.

5) 肺再膨脹の程度は第1編 と同様にA, B, C,

 Dに 分類 し, 1ヶ 月後の判定によつた.

6) 胸腔内陰圧が吸引圧に打勝つて吸引器の水柱

より空気が侵入する様になつたとき,そ の状態をオ

ーバーしたと呼ぶ,吸 気時にのみその状態のあると

き,オ ーバー(±),絶 えずあるときオーバー(+)

と言う.

第3章　 吸 引 管 に つ い て

第1節　 吸引管の数と再膨脹

1) 全般及び性別の傾向

第1編 において取扱つた154症 例はすべて2本 の

吸引管が使用されたが,こ の吸引管の数が1本 であ

る以外は術後管理において以上と凡そ同様な条件下
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にあつた, 1954年1月 よ響り6月 までの上葉を含むほ

ぼ同様な覇除量の症例82を とつて,両 群の再膨脹を

比 較 す る. 82例 の う ち, 男62,女20,右 側48,左 側

34例 で あ る.

第1図 の 様 に,両 者 の再 膨脹 度 はA, Dに お い て

明 らかな差を現わし, B, Cに おいて比較的近似的

な率を示ずものの,全 体の傾向としては相反 したも

のを示し,明 らかに2本 群が優つている.

第1図　吸 引管数と再膨脹度

このうち男性のみを分離して比較しても,凡 その

傾向は同様である(第2図).

第2図　 性 別(男)

2) 肋膜剥離の状況における傾向.

第1編 における様に,術 後肋膜の所見及びその剥

離状況によつて症例を区分 して比較する.

第3図　 部分的癒着肋膜内剥離(右)

第4図　 広範囲癒着肋膜外剥離(右)

右側のみに限定して,全 く癒着のない ものか ら部

分的癒着を肋膜内に剥離 したものまでをとると,吸

引管1本 のもの12, 2本 のもの24例 で,そ の再膨脹

の状況は第3図 の様に, 2本 群のAとDの 差は著明

に大きく,ま た1本 及び2本 群のA及 びDの 間に明

らかな差があり,且 つA, Dの 差は相反することを

示している.但 し1本 群においてDはCよ り低い率

を示すのは前の場合と異つている.し かし同様右側

において上葉範囲以上の広汎癒着を肋膜外に剥離し

た1本 群13, 2本 群33,に ついて同様な比較を行う

と第4図 の様に, Aに おいて僅かに, Dに おいてか

なり2本 群が優るが, Bで は全 く同じ, Cで は1本

群が少なく,全 体 としては2本 群がやや優つてはい

るが甚だ著明な差ではなく,吸 引管の数より症例の

状態の方が肺再膨脹により大きな影響を持つことを
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示している。

3) 切除量,切 除部位に関する傾向

次に右側上葉1区 切除における1本 群21例 と2本

群38例 について,同 様な比較を行うと第5図 の様に,

 1本群は各膨脹型の間に著明な差を示さずかなり平

均 した結果を示すが, 2本 群ではAが76%でDの3

%に 到る甚だ急峻な減少傾向を示 しており,両 者A

間の率の差は甚だ大である.と ころが同密右側の上

葉切除の1本10例2本27例 について,同 様な比較を

すると第6図 に示す様に,僅 かに2本 群が優るかの

如 くであるが,そ の程度及び傾向は甚だ近似してい

る.即 ち上部の切除量が増加 したときは,吸 引管の

数は肺再膨脹に対 しさほど大きな影響を持たないと

してよい様に思われる.

第5図　 切除量右上葉1区 切除

第6図　 切除量右上葉切除

4) 吸引量の時間的経過及び吸引効率

吸引管の1本 と2本 の場合の術後の時間的吸引量

及び排出状態を比較すると第7図 の様になる.

第7図　 吸引量の時間的経過

条件を揃える為に両者とも再膨脹の良好なA+B

をとり,共 に術直後より吸引開始し72時間吸引を持

続した.前 者25例,後 者88例 である.最 終平均吸引

量は前者450cc,後 者640ccで,最 初 の3時 間目

の吸引量は最終平均吸引量に対 し前者約18%,後 者

52%で,両 者12時 間目までやや急な傾斜を以つて上

昇するが,そ の後24時 間までに僅かに上昇 し,そ の

後は更に増加は少 く殆んど水平に近ず く.両 者のカ

ーブは最初の3時 間目頃より以後殆んど並行 して終

りまでほぼその差を保つている.

この両群について,吸 引管抜去後胸腔内貯溜液の

残留を認めて穿刺排除 したものがあり,そ れによつ

て得た液量や穿刺回数等を平均として現わすと第1

表の如 く, 1本 群における穿刺回 数は6.2, 2本 群

1.2回 であり,そ れによつて得た穿刺液を前 記吸 引

量に加えて各々平均すると,最 終的に両者の総排液

量は殆んど同量 となる.

第1表　 胸 腔 内 穿 刺 排 液

以上より見れば,胸 腔内で血液凝固の防止やその

他の意味で早期排液が好ましい故に2本 群が優 り,

又後に穿刺等の処置による煩雑さや患者に与える苦

痛軽減,穿 刺の合併症防止等の意味でも2本 群が優
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ることは確実である。

第2節　 2本 吸引管に関する吟味

前節において,胸 腔内貯溜液排除,従 つて肺再膨

脹の為には吸引管1本 より2本 の方が効果的である

ことを明らかにした.し かし肺切除後の胸腔内は,

残存 した肺の位置や後出血,漏 気等によつて種々複

雑な条件が存在するものであり, 2本 の吸引管も夫

々に適合した位置や挿入法,吸 引法が考慮されねば

な らない.最 も極端な場合を考慮すると,同 じ場所

に接 して同様な吸引管が挿入されても,特 に2本 で

あることの意味は少ないと思われるからである.前

記の2本 の吸引管の挿入位置は既に第1章 に述べた

通 りであるが,一 応本節においても同様の状態で検

討することにする.

1) 上下吸引管と吸引量

右上葉区域切除において, A, C群 各々10例を選

び,両 吸引管からの平均排液状況を比較すると第8

図の様になる. 48時 間後Aで は上250cc下550cc,

 Cで は上270cc下890ccで あり,何 れも下の吸引

量が遙かに多い.下 からの排除は3時 間目までに急

に増加し,且 つその後Aで は急に減 少 して1時 間

5cc前 後の割合を維持 す るが, Cで はその後やや

減少傾向を見せるが尚6時 間目で1時 間当り40cc

前後, 12時間目までに15cc前 後の排液があり,以

後漸減する.之 に対して両者の上からの排除はその

経過においてAが 早 く初まり,量 においても優るが,

両者共緩慢に上昇し48時間目には逆にCが 僅かに凌

駕する様になる.即 ち貯溜液の排除は水平背位にお

いて主として下の吸引管によつて行われ,上 吸引管

の貯溜液排除に果す役割は少ないが,再 膨脹の不良

な群では上からの排出はややおくれて初まる傾向が

あ る.

第8図　 上下吸引管と吸引量

2) 上下吸引管と吸引器の圧オーバー

第1章 に述べたオーバーの現像は,胸 腔内の陰圧

が吸引器附属の水柱高相当の圧より高 くなつた時に

おこる.オ ーバ ー(±)は 吸気時(+),呼 気時

(-)で あるが,オ ーバー(+)は 胸腔 内陰圧が水

柱高相当の陰圧より高いか,既 に吸引管の周囲には

呼吸に直接的に影響される気腔は事実上存在 しない

か,又 は管自身の閉塞によつておこる。一般に管自

身の閉塞しない限り,通常一旦(±)と なつて(+)

となるのであるが,下 吸引管はむしろ直ちに(+)

となるものが多い.

右上葉区域切除60例 において,上 下 管共 吸 引圧

-15cm H20と して,そ の オ ーバー(±)又 は直

接(+)と なる迄の時間を観察し,そ の平均時間と

肺膨脹型の関係を見ると第2表 の様になる.す べて

下が早 くオーバーするが,再 膨脹不良なもの程おく

れておこり,殊 にそれは上において著明であるが下

ではそれ程甚だしくない.之 は下吸引管は背部に沈

下した肺と周囲に貯溜して くる液により周囲が比較

的早 く気密になり,之 に反し上吸引管は上前部に生

ず る気腔の中にあつて肺の漏気を受ける為お くれる

もので,各 膨脹型間の時間の差は漏気量に左右され

るものであろう.

第2表　 上 下 吸 引管 と圧 オー バ ー

3) 胸腔内貯溜液の移動 と吸引効果

以上の様に,上 下吸引管は胸腔内で夫々主として

気腔及びある時間後一応気密とされる限局腔の中に

あると考えられる。勿論吸引開始前の状態では肺は

注入した生理的食塩水(以 後生塩水とす)と 血液の

混合液に浮ぶ状態で,下 吸引管はその液中に浸つて

おり,吸 引開始と共に貯溜液は勢よ く出はじめて数

分乃至10数 分にして注入生塩水の量に近い,又 は時

にそれ以上が排出されるのが通例で,要 はその後に

発生する貯溜液の排除が問題になるわけである.従

つてその貯溜位置や流動の仕方は吸引の効果に多大

の関係があると思われる.胸 壁その他か らの出血や

滲出液は直ちに流下して最 も低い背部胸壁に貯溜す

るものが,或 は沈下した肺の周辺又はその上側に貯
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溜して,下 吸引管と直接的な関係がない場合もある

かも知れない.こ の様なことを推測するので,術 後

吸引開始して注入液が排除された後の種々な時間に,

鎖骨下より1%メ チ レン青5ccに 生塩水15ccを

加えて20ccと したものを胸腔に注入して,そ の吸

引管よりの排出状況を時間的に観察した.そ の結果

は第3表 の如 く上吸引管がオーバー(-)の 時は常

に上からの排除 は な く,オ ーバー(+)(±)の 時

は直後にそれより排出を見るが,下 吸引管からの排

除は3時 間目には両者2～5分 後に見 られ,前 者で

はその後もその時間は殆んど延長を見ないのに,後

者では6時 間目以後殆んど30分前後となつている.

この事実は次の様に説明されるのではないかと考え

る.

第3表　 上下吸引管からの色素剤排出状況

上吸引管オーバー(+)で3時 間以後には既に肺

はかなり膨脹 しており,上 吸引管の先端と肺の前上

面は接着しているか,又 は近い距離にある.従 つて

鎖骨下部から注入した色素液は一旦そこに溜り吸引

される空気 と共に排除されるが,オ ーバー(-)の

時は肺膨脹が不良の為色素液の貯溜場所と吸引管の

先端の距離が大きい為に排出されない.下 からの排

出は数分間を要 して背下部に到達して初まるが,オ

ーバー(±)(+)の 時6時 間後には肺膨脹良 好 の

為,肺 と胸壁が広 く接着する為直ちには落下せず,

吸引力に従い接着した肺胸壁間を通つて下吸引管に

到るのに時間がかかるものであつて,オ ーバー(-)

の時は肺胸壁間の接着が不充分であるから液は移動

し易 く,術 後時間が経過しても排出時間は早いと考

えられる.こ の点か らいえば上が早 くオーバー(+)

となる時は一般に再膨脹良好と考えてよく,前 上部

からの後出血は肺の前上部に貯溜して上吸引管から

排除されて下吸引管を補 うものと思われる.

4) 胸腔内吸引管の長さと吸引効果

吸引管の胸腔内における長さは,吸 引の効果に影

響する可能性があることは当然想像されるところで

ある.殊 に上吸引管は術後数日間それがある為に肺

膨脹を妨げる可能性 もある訳で,果 してその抜去後

術後1ヶ 月目まで肺膨脹に影響があるか否かは簡単

に決め得ないことではあるが,特 に吸引効果と長さ

の問題はよく検討 される必要があると思われる.

上吸引管の胸腔内の長 さ3cm以 内を短, 4～5

cmを 中, 6～8cmを 長とする.下 吸 引管は8cm

以下を短, 9～12cmを 中, 13crc以 上を長とする.

尚上吸引管の長さを種々様討する時は下吸引管はず

べて中とし,下 吸引管の長さを種 々検討する時は上

吸引管はすべて短とし,肋 膜癒着の殆んどない上葉

区域切除37例を選んで調査 した.先 づ上吸引管の長

さをかえた場 合,そ の肺膨脹 との関係を見ると第4

表の様になり,短 ではAが60%に 対 し長では41%で,

之に対しC+Dは 前者で25%,後 者で41%で あるか

ら,再 膨脹は短群が優ることになる.

第4表　 上吸引管の長さと膨脹度

Aに ついて上吸引管の吸引状況を比較すると,始

めは長が優るが,そ の後不良となり, 48時間 目には

結局中,短,長 の順となり,中,短 との差は小さい

がそれ等と長の間の差はかなり大きい.こ のことは

肺が初めよく膨脹しない時には長が優るが,よ く膨

脹してきた為管が圧迫されて方向が変つたり折れ曲

つたりした結果ではないかと想像 される.長 さを中

に一定 した下吸引管からの排出は上と逆の関係にな

り,上 下吸引管の和は管の長短に余 り差がない(第

9図).

ところがDに ついて同様に調査すると,長 は最初

から排出が見 られるが,中,短 はその順におくれて

初まり,最 後の吸引量は長,中,短 の順に少なくな

るが,特 に長 と他の2者 の差がら明かである。この

時長さを中に一定 した下吸引管からの排出は,3者

において余り差が見 られない.即 ち上下吸引管の間

にはその吸引量において相互的関係 が見 られ ない

(第10図).
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第9図　 A群 中,上 吸引管よりの排液量

(下は中吸引管にに一定)

第10図　 D群 中,上 吸引管よりの排液量

(下は中吸引管にて一定)

次に同様なことを下吸引管を主体として調査した.

Aに ついて見ると,吸 引量は最初は3者 共急に又

同様に増加するが, 3時 間目以後やや差が現われて

48時 間目では長,中,短 の順に吸引量は少な く,後

2者 間差に比 し長の他との差はやや大である.こ の

時,短 に一定 した上からの吸引量は下の3者 の吸引

量と反対になり,短,中,長 の順に少なく,又 前と

同様に3者 の上下吸引量の和 は差が少 な い(第11

図).

同様なことをDに ついて見ると,下 吸引管につい

てはAと ほぼ似たカーブを示すが,そ の量は多く且

つ又長,中,短 の順に少なくなるがその差は大きく

はない.こ の時上からの排出は3者 共お くれ且つ量

は甚だ少な く,又 その差は殆んどない.す なわちこ

の場合も上下管の吸引量に相互的な関係は見 られな

い(第12図).

第11図　 A群 中,下 吸引管よりの排液量

(上は短吸引管にて一定)

第12図　 D群 中,下 吸引管よりの排液量

(上は短吸引管にて一定)

以上を総合すると,再 膨脹の良好な時の吸引は吸

引管の長さに余り関係なく良好でほぼ一定しており,

且つ上下が夫 々相補 う状態を示 しているから,管 の

長さに関係 しない様に見えるが,上 吸引管の長さに

よる再膨脹度は短が良好であり,又 それが長い時は

肺膨脹に従い折れ曲る恐れがある.下 吸引管に関し

て短の場合は吸引管の位置方向は殆ん ど移動がなく,

中の時には一般に肺の膨脹 とともに側上方に移動す
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るものであるが,一 般に吸引効果には影響がない.

しかし長の時はその移動が強 くおこり,時 に先端が

前胸部に移動した為殆んど吸引効果がなくて管の位

置の補正を要 した数例を経験 しており(第13図a,

 b, c, d),そ れを防止するには胸壁に固定する必要

を感じるが,そ の時には縦隔諸器官に先端が器械的

障害を与える恐れがある.従 つて以上を総合すると,

上では短が優り,下 では中を採用すべきと思われる.

しかし再膨脹不良の時は,上 は長が最 も吸引が良好

であり,下 では大差がないところから,再 膨脹の良

否の一般的傾向は一応事前に判断しても,個 々の症

例についてそれが必ずしも当てはまるとは限 らない

ので,特 にそれが明 らかに不良と思われ又後出血が

大と考えられる時は,上 の吸引管は長めに挿入した

のが優るかと思われ,下 は又中で充分 とされる.

第13図 a　下吸引管の移動(水 平背位)

(術後持続吸引開始前)

第13図 b　左に同じ(吸 引開始1時 間後)

(水 平 背 位)

第13図 c　下吸引管の.前胸部移動(正 面像)

吸引開始前,水 平背位

第13図 d　 左 と同(側 面 像)

吸 引開 始 前,水 平 背 位

尚Aの 場合の様に,上 下吸引管が相補 う点より見

れば,貯 溜液の吸引はそれが良好であつたからAと
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なつたとは云い得ようが,逆 に再膨脹が最初から良

好である故に吸引も良好であるとの感が強く,こ の

点,お そらく肋膜とか切除量等の関係以外に,よ り

直接的に肺の再膨脹に関する要素,恐 らく漏気とそ

の吸引管等の関係があり得ると考えられる.

第4章　 閉胸前胸腔内に入れた生

塩水の影響

吸引の成果は,吸 引管の数や長さその他種々な因

子に関係す るものであるが,同 時に又貯溜液の性状

にも関係することが想像される.手 術中,胸 腔内に

貯溜した血液が直ちに凝固するものもあれば,永 く

凝固しないものもあることを我々は経験する.早 く

凝固すれば術後の吸引において種々工夫を凝 らして

も排除され難いこともあり得るし,又 吸引管そのも

のを閉塞することもあり得よう.一 般的に血液が最

も凝固し易 く又その障害が最 も大きいと考えられる

のは,切 除終了して閉胸し,覚 醒室にて吸引を開始

するまでの30～40分 間におけるものである.こ の様

な事態を防 ぐ意味 で我 々は試 みに閉 胸前に40℃

200ccの 生塩水を胸腔に入れることを試みてその効

果を観察した.

肋膜癒着がないか又は少ない左上葉のS1+2又 は

それをやや越える程度の区域切除症例において,特

に2000cc以 上の大後出血例や血胸の発生したもの

は除いて,上 記のことを行つた10例 と,こ の時期以

前に比較的近接して手術された生塩水を用いない同

様な10例を選んで比較した.多 少偶然の支配する可

能性はあり得るが,第5表 の様に一般的傾向として

吸引量の範囲も,各10例 の平均吸引量も生塩水使用

群において高い.

第5表　 生塩水使用の有無と吸引量

但し生塩水は差引いた.

之等について吸引状態の平均値を時間的に見ると

第14図 の様になり,術 後3時 間目の吸引量は仮 りに

200ccの 生塩水が完全に排出されたものとして,そ

れを差引いても用いた群の吸引量が多い.結 果的に

この程度の吸引量の差で必ず しも吸引が良好とは云

い難いが,両 者の曲線の形から見れば用いたものは

早 く排出されて上昇 し,早 く水平に近づき,用 いな

い ものは比較的平均に上昇するところが異なる.之

によれば前者の吸引が良好 らしく見えるが,逆 に大

きな差ではないが吸引量が多いことは,生 塩水を用

いることが出血を誘発した為 との疑いもあり得る訳

である.

第14図　 生塩水使用の如何と吸引量

しかし両者の肺再膨脹度を比較すると第6表 の様

になり前者が優つているが,之 も他の漏気等の要素

が多大の関係を持つものであるか ら,直 ちに吸引の

結果の良不良を云々することは困難な点がないこと

もない.し かし之等症例は幸いに順調に経過 して肺

の再膨脹は完成されたが, 6ヶ 月後のX線 写真を比

較すると第7表 の様になり,明 らかに用いた群が後

の肋膜胼脂形成の率は少なく,従 つて吸引排除がよ

り完全であつたことを物語つている.

第6表　 生塩水使用の有無と膨脹度

第7表　 6ヶ 月後のX線 像の肋膜状態

尚両者における吸引液を時間的に採 取 してHlse

粘稠度計を用いて粘稠度を測定すると,第15図 の様

に生塩水を用いたものの吸引量は1時 間に既に生塩
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水を差引いて200ccを 遙かに上廻るのに,そ の粘

稠度は3時 間後一旦上昇 して6時 間迄は最高を示 し

その後下向するが, 12時間目までは用いない群に比

して明 らかに低 く,そ の影響が明らかに見られる.

すなわち生塩水を用いることは吸引開始直後のみで

なく,更 に長時間に亘り貯溜液の粘稠度に影響があ

る.こ の点からも生塩水を用いることは貯溜液の排

出を促がす為に意義ある方法と思われる.

第15図　 生塩水使用の有無と吸引液の粘稠度

2) 肋膜癒着の状況と吸引液の粘稠度

前述の貯溜液の粘稠度が生塩水の注入により低下

するのは当然であるが,同 時に出血の多い場合や肋

膜の諸状況により変化する可能性が考えられる.手

術中,殊 に肋膜内に広汎な剥離を行つた後に生塩水

を注入すると肺や胸壁に附着 した線維素が著るしく

膨化するのを見ることがあるが,そ の様なことが貯

溜液の粘性に影響するところはないかと考え,次 の

様な検査を行つた.第1群 は全面的癒着があるもの

で,一 部肋膜外に,広 汎に肋膜内に剥離,第2群 は

膜状或はその様な形をとる部分的癒着を肋膜内に剥

離 したもの,第3群 は癒着がないか,又 は数本の索

状癒着を結紮切断したものとし,之 等の手術の終 り

に前と同様に生塩水を胸腔に入れて閉胸 し,吸 引液

を時間的に採取して前と同様にその粘稠度を測定 し

た.そ の成績は第16図 の通 りで,第2,第3群 では

3問 目に最高に達し以後漸次下降するが,第1群 で

は6時 間後に最高となり以後同様に下降ずる.し か

しその粘稠度はⅠ,Ⅱ,Ⅲ 群の順に明 らかな差を以

つて低い.時 間的経過による下降の形はほぼ同様で

あり,2日 後においても明らかな差が残つている.

この様なことはやはり貯溜液の移動や吸引排除に

影響するところがあるとして差支えないと考える

.第5章　 術後体位と肺再膨脹並び

に吸引量の関係

胸腔内で空気の共存により,貯 溜液及び虚脱した

肺は低い位置をとることは当然と考えられ,之 が吸

引等に影響 して肺の再膨脹に関係するかも知れない.

この点を検討する為,術 後合併症のなかつた肋膜癒

着のないか又は部分的小癒着の上葉区域切除の症例

で,術 後通常の水平背位をとらせたもの(水 平位)

37例,そ れより上半身のみ10度挙上 したもの(頭 側

高位)16例,逆 に全身をふくんで水平背位より頭側

を10度低 くしたもの(頭 側低位)10例 について検討

した.

第16図　 吸引液の粘稠度と肋膜所見

(凡て生塩水注入群)

1) 体位と吸引量

術直後,覚 醒室において吸引は既に開始されるが,

その時は水平背位で,前 記体位は病室においてとら

せることとし,吸 引量の関係も従つて帰室後吸引再

開始即ち凡そ術後3時 間目を起点として観察した.

3種 体位症例の術中平均出血量は第8表 の通 り僅

かな差を見るのみで,そ の条件はほぼ同様と見て差

支えない.吸 引再開観察開始までの各体位の平均吸

引量も殆んど差がないので,大 体同条件で開始され

たと見て差支えない.

第8表　 3種 体位症例の術中出血量

吸引再開後上下吸引管からの時間的平均吸引量の

状況は第17図 に示す通りで,水 平位では上下吸引管

の差が比較的少なく相伴つて上昇し,頭 側高位では

下吸引管からの排液が断然多 く,又 頭側低位では逆

に下吸引管からの排液が甚だ不良で上吸引管との間
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に大 差 が あ る.尚 吸 引 総 量 は 水 平 位 が 最 も多 く

330ec,次 に 頭側 高位 が290cc,頭 側 低 位 は最 も少

な く220ccで あつ た.

第17図　 上下吸引管からの時間的吸引量と

各体位

之によつて頭側高位では貯溜液は主として肺尖部

に集まり,水 平位では特に何処に多 くともいえない

が,多 少横隔膜に近い背面から多 く吸引された.

2) 体位と再膨脹

以上の3種 体位の群について肺再膨脹を比較する

と第9表 の如 くなる. A群 については水平位,頭 側

高位共50%,頭 側低位は60%で やや優るかに見える

が明 らかな差ではない.そ の他B, C, D群 におい

て水平位と頭側高位には殆んど差が認められず,僅

かに頭側低位ではD群20%と 多く,従 つて中間のB,

 C群 は各10%で 少ない.

以上より見ると肺再膨脹に及ぼす体位の影響は,

吾々の用いた程度では余り影響がない様に思われる.

第9表　 体 位 と 膨 脹 度

第10表　 体 位 と 横 隔 膜 胼 胝 形 成

3) 体位と横隔膜胼胝形成

再膨脹は之まで主として肺尖方向への肺ののびの

程度で取扱われており,実 際その状態が後の呼吸機

能に関係するところは大きいのであるが,山 本その

他が明 らかにしている様に,再 膨脹がほぼ完成され

た後は,肺 尖部における肋膜胼胝より横隔膜附近の

胼胝が遙かに大きい関係を持つ.従 つて以上の再膨

脹の問題以外に横隔膜附近の胼胝形成の如何は重視

される可きで,術 後体位がそれに関係するか否かを

検討する為上記の症例において,術 後約6ヶ 月後に

背腹方向X線 写真で,そ の有無及び程度を判定した.

その結果は第10表に示す通りで, B群 以下は比較的

症例は少ないのであるが,頭 側高位群では肋膜胼胝

形成中等度は, Aで37.5%, Bで33.3%,高 度はB

群で33.3%, C群 では66.7%, D群 で は100%と な

り,明 らかにその形成率が水平位及び頭側低位に比

し頭側高位群に高い傾向を現わしている. A群 にお

いては水平位と頭側低位の間に殆んど差は認められ

ない.又A群 においては全体として高度のものは少

ない傾向があり, B群 以下とは明 らかに差を現わし
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ている.尚 頭側高位で下方に貯溜液が集まるであろ

うと考えられるにかかわらず,吸 引排除が不充分で

肋膜胼胝を形成 し易いことの理由は,貯 溜液は前に

も述べた様に沈下した肺の前面に貯溜して必ずしも

下吸引管の周囲に直接集まろものでないこと,従 つ

て臨床上抜管後穿刺が殆んど前面から行われること,

又横隔膜胼胝形成は殆んど前面に強いこと(第18図)

等により明らかである.

第18図 a　術後横隔膜胼胝形成

(右上切後の気管支造影の正面像)

第18図 b　術後横隔膜胼:胝形成

(上に同じ,側 面像)

即ち再膨脹が不良となる程横隔膜附近の胼胝形成

は多く,且 つ高度に傾 くが,特 にそれは頭側高位群

に顕著に見 られる.恐 らく貯溜血液が体位の関係で

横隔膜附近に集まり,早 く縫塊を作つてよく排除さ

れなかつたことによるものであろう.

第6章　 総 括 及 び 考 按

肺切除は後出血の多い手術であることはよく知 ら

れており,同 時に多少共伴う漏気の為,肺 をよく再

膨脹せしめて合併症を防ぎ,肺 の機能をよく保持す

るには,吸 引を主とする術後管理は甚だ重要である.

吸引方式としては,現 在吸引管を挿入 して低圧持

続吸引器を用いることが最 も普遍的であるが,用 い

る吸引管の数については尚意見が分れており,例 え

ば赤倉5),宮 本6),香 月7),等 は1本 で充分であると

し, Eva Scherer8), Crafoord9)は 胸 腔上下に用い

る他更に区域切除面に1本 用いて3本 とすることを

述べておる。

本研究においても,条 件を揃える様に選択 した症

例において,明 らかに2本 用いた群が1本 の群より

肺再膨脹度,吸 引量において優つている。又再膨脹

良好なものにおいても, 1本 使用群は吸引管抜去後

の残存貯溜液のため頻回の穿刺を必要とし,結 局排

除した総量は同程度であるところより見れば, 2本

群が優 ることは明らかで,田 島,白 石等が指摘する

様に,穿 刺に伴なう種々の弊害や患者の苦痛を少な

くし,又 既に凝塊を形成するため排除不能となる事

態を避けるためにも得策である.た だこの場合にも

肋膜の肥厚癒着の強いか或いは,切 除量が大きくな

る等不利な条件が加わると,肺 再膨脹の面のみにお

いては2本 が著るしく優るとは言い難い。しかし貯

溜液吸引排除の点においては2本 が優ることは明 ら

かであり,排 除不良に基 く障害は更に後日強度の胼

胝形成となつて現われるものであるから,そ れを防

止する意味においても2本 使用が優ると思われる.

 2本 の吸引管を用いる場合にも,そ の用い方によ

り,管 そのものの性格や能率が異つていることは当

然である.第2章 で述べた様な方式で用いた場合,

尚他の種々な使用上の相違から多少異つた機能を示

す ものの,大 まかには管の性格は明らかに現われ,

貯溜液の排除は主に下吸引管で行われ,上 吸引量は

一般に少なく,む しろ排気を主 とするといえるであ

ろう.こ のことは両者のオーバーの仕方においても

考えられるところで,そ の機能上の相違は管の胸腔

内における位置により左右されるものである.然 し
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て下吸引管の大部分は肺,胸 壁,貯 溜液等により比

較的気密な限局腔内にあり,上 吸引管は気胸腔内に

あることが想像される訳であるが,そ のオーバーの

仕方と肺再膨脹には密接な関係が見られると共に吸

引液の排出のし方にも関係する.こ の点から又肺漏

気の状態は肺再膨脹 と重要な関係を持つと共に貯溜

液の排除そのものに影響 し,そ れは又逆に肺膨脹に

影響すると考えられる.

メチ レン青溶液を前胸部から注入した場合の色素

排出開始時間は,吸 引が定常的に行われる様になつ

た後の貯溜液の移動状況が吸引オーバーの如何に著

しい関係を持つところを見れば,結 局これは肺膨脹

の如何即ち又膨脹 した肺と胸壁及び貯溜して くる液

の関係を示すもので,オ ーバー(+)の 時は前部,

上部から出る液も墜落的に後下部 ドレンの周囲に集

まるものではないこと,又 その時は液は一見肺の前

上部に貯溜し,も しその場所が既に上吸引管に近け

ればそれからも排出されるものであることを示して

いる.

この様な事態から見ると吸引管の胸腔内での長さ

は,上 吸引管については長い方が良い様に見える.

長い場合,そ の先端は常に後方に向うことが挿入の

際にも見られるか らである.

事実それが長い場合は,中 又は短の場合より,再

膨脹不良の時は早 く排出が見られ,尚 良好の時には

早期には排出量が多いのである.し かし前の場合で

は吸引量は結局長い吸引管が最大であつて明らかに

優つているが,後 の場合では初めに効果が優るが後

には反つて劣る様になる.之 はおそらく膨脹 した肺

によつて吸引管が圧排され又は屈曲して くる為と考

えられる.下 吸引管では肺膨脹の如何にかかわらず

長い吸引管の吸引量が優位を占めるが,長,中,短

の吸引量の差は比較的少ない.又 膨脹良好群では上

吸引管の長さを変えた時と同様,上 下吸引量の和即

ち吸引総量は吸引管の長さにかかわりなくほぼ同様

であるが,膨 脹不良の時は上下吸引管相互の吸引量

における関係は認められない.之 から見れば,再 膨

脹良好の時は吸引管の長さは問題にならず,不 良の

時は何れも長い方が優 る様に思われるが,事 実は再

膨脹の良不良の凡その傾向は判断し得るもの,個 々

の症例については必ず しも適確な判断を下し得ない

ことと,上 吸引管が長すぎると結果的に再膨脹の成

績はやや劣ること,そ の原因は恐らく前記の様に折

れ曲りその為後に吸引効果が劣ることなどから,特

別な場合は長,そ れ以外は一般に短が優り,下 吸引

管は長の時,時 には管の移動で吸引効果を失うこと

があるが,な るべ く長い方が優る意味から,中 を選

ぶのが妥当と思われる.

閉胸直前に温生塩水を胸腔に注入すると,そ の生

塩水量を差引いても尚一般に吸引量はそれを行わな

いものより早 く,且 つやや多量に排出される.こ の

ことはその群が再膨脹度の良好なことや,後 に肋膜

胼胝形成するものが少ないことから見て,後 出血を

増したものでな く,吸 引排除がよ く行われたものと

考えてよい様である.吸 引液の粘稠度を見ても,生

塩水使用群は後までもそれが低 く,恐 らくそれが胸

腔内の血液の凝固防止や,肺,胸 壁間の移動に好影

響があることは想像できるところであるが,尚 それ

が吸引管内の凝塊生成の防止のためにも役立つ可能

性がある.又 肋膜に種々な癒着があつてそれを剥離

したものでは,生 塩水を注入 してもそれが広汎な程

吸引液の粘稠度は高 く,こ のことがそれ等における

吸引の不良及び肺膨脹の不良に関係するところがあ

ることも想像できる訳である。

体位による胸腔内の状況の変化は,肺 の位置と,

それにも関係する貯溜液の状況であろう.之 は従つ

て吸引に関係するのは当然であつて,吸 引が定常状

態になつたA群 において,想 像 し得る様な結果を現

わしている.し かし総合的な吸引効果は水平位が最

も良好であり,再 膨脹度においては総合的に大差が

ないことが明らかであるから,そ の後の呼吸機能に

最も大きな影響を持つ横隔膜附近の胼胝形成を防止

する意味では頭側高位は適当でな く,又 頭側低位は

術直後の患者の血圧等の状態の不安定を招 き,又 苦

痛も大きいので,そ の面からも適当でないというこ

とができる.従 つて吸引の面より見れば,術 後体位

は水平背位が優 るということができる.

第7章　 結 論

肺切除後の胸腔内貯溜液吸引について,主 として

吸引管及び吸引様式について検討 し,次 の結論を得

た.

1) 吸引管は腋窩より上内方に向うものと,7～

8肋 間で後腋窩線より横隔膜後部に向つて挿入する

2本 を用いるものが,下 に1本 用いるより優つてい

る.

2) 一般に上吸 引管は主として空気を,下 吸引管

は貯溜液を吸引排除する意味を持つ.し かし貯溜液

吸引の効果は,肺 の漏気,そ れに関係 しておこる肺

の再膨脹に重大な関係を持つ.す なわち吸引と肺再
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膨脹は相互的関係を持つ様に思われる.

3) 吸引管の長さは一般に上のものは3cm前 後,

下のものは9～120m位 がよい.し かし特に再膨脹

不良と想像される時は,貯 溜液吸引を良好にする為

に上吸引管は6～8cmと 長 くしてもよい.

4) 手術終了直後,胸 腔内に温生塩水を約200cc

注入することは効果が大である.

5) 術後体位は,水 平背位が最 もよい.

(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 と御鞭掴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 II. On the Postoperstive Aspiration of the Thoracic Cavity

By

Teitaro MATSUMAE

from the National Sanatorium Sanyoso
(Director: Yoichi YATSUZUKA. M. D., Chief of the Sanatorium)

Studies were performed on the aspiration of fluid in the thoracic cavity after pulmonary 
resection, from the points of tube and mode for suction. Following results were obtained.

1) For aspiration, two tubes (one from the axilla to upper median, another from posterior 
axilary line in 7 th or 8 th intercostal space to diaphragm posteriorly) were preferably nsed 
as compared with one tube.

2) In general, the upper tube is mainly to aspirate air and the lower exudate. The 
effect of fluid aspiration it invariably related to air leak from the lung and relating re
expansion of the lung.

3) It is better in the result that the length of the tube is about three eantimeters in 
the upper and nine to twelve in the lower. when a difficulty in expansion is presumed the 
upper tube is to be six to eight centimeters for getting better aspiration of the fluid.

4) It is better to leave about 200 cc of warm saline solution in the thoracic cavity 
immediately after operation.

5) Horizontal recumbent position is best after opertion.


