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側 撃 症 の 肺 機 能

第二篇 治療の肺機能に及ぼす影響について

ユ 非観血的療法の肺機能に及ぼす影響について

2. 観血的療法の肺機能に及ぼす影響について

京都大学結核胸部疾患研究所 臨床肺生理学部

太 田 和 夫

緒 言

側轡症の治療には, Cast,Brace等で代表さ

れる非観血的療法と観血的療法とがある｡ しか

し,観血的療法が行なわれる場合でも,特別な

場合を除き,非観血的療法を経る場合が多い｡

非観血的療法としての Brace は, 初期には

術後の固定の目的あるいは脊柱固定をする機が

熟するまでの問,脊柱の矯正及び維持を図るた

めのものであった｡ しかし,1945年にMilwau-

keeBraceが出現 し, その後改良が加えられる

と共に, 脊柱の発育が終了するまで Braceで

轡曲の矯正を保持することにより,轡曲の進行

の予防が可能となり,さらに轡曲の矯正も可能

となってきた｡

Braceの装着は短い場合でも2- 3年,長い

場合は10年以上の長期間の装着が必要であり,

そのため種々の合併症をきたすことが多い｡肺

機能障害もその一つとなるのではないかと考え

られる｡

側轡症の肺機能障害は第 1編で述べたように

轡曲の進行 と共に起るものであるが,長期間,

外固定法としての Cast及び Braceの装着によ

り,胸廊-の圧迫をきた し,胸廊運動制限を介

して呼吸運動に悪影響を及ぼすのではないかと

懸念される｡

そこで,Cast,MilwunkeeBracel),さらに我

々が主 として使用 し又は肺機能に及ぼす悪影響

を考慮 して改良 した FunctionalBrace等の装

着の前後での肺機能を比較 して検討を加えた｡

また,側腎症の観血的療法としては脊柱固定

術がある｡脊柱固定術は1914年 Hihbs8)により

発表され,最近20年間には,その手術方法 も改

善され, 手術の効果を一層高めている｡ しか

し, 脊柱固定により脊柱運動制限は勿論 の こ

と,胸廊運動制限からの肺機能障害が懸念され

るので観血的療法の肺機能への影響をも検討 し

たのでその結果の大要を報告する｡

1 非観血療法の肺機能に及ぼす影響につ

いて

1) 検査対象ならびに検査方法

検査対象は表 1に示すように京大病院整形外

科及び聖 ヨゼフ整肢園を受診 した特発性側轡症

表 1

LocalizerCast 10Cases

withAnteriorWindow 7Cases

withoutAnteriorWindow 8Cases

Brace

FunctionalBrace

MilwaukeeBrace

Halo-PelvicApparatus

15Cases

Type1 4Cases

Type2 4Cases

Type3 4Cases

3Cases

2Cases
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Mi lwaukeeBrace

図 333度～45度,平均35度で平均矯正率は12%

である｡ さ らに図 3に示す Milwauke

eBraceの症例は 3例で轡曲度 は47-53度, 平

均 50度で平均矯正率 は 18%であ

る｡ また, 同じく図 3のHalo-PelvicA

pparatusを使月日ノた 2例はいづれ も麻痺性例で轡曲度は128度～144度, 平

均135度で平均矯正率 は42%である.肺機

能の検査方法,検査項 目はすべて,第 1編のそれと同

じである｡2) 検 査 成 績Cast,Br
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量は10%の減少で正常値より少 し高い値にまで

改善される｡

胸腹部の紋や くの少ない type3では, 肺活

量は3%,全肺気量 9%の減少を認めるが, 1

秒量ではむしろ増加の傾向を示 してい る｡ ま

た,機能的残気量は16%の減少を認め正常値の

近 くにまで改善され, Pa02は軽度の増加を認

める｡

MilwaukeeI】raceでは 図6に示す ように,

肺活量,全肺気量および 1秒量等はほとんど変

化を認めず,機能的残気量は7%の減少を示 し

ている｡Pa02は変化を認められない｡

Halo-PelvicApparatusは主 として Kyphos-

coliosisの強度の麻捧性側轡症に使用されるた

め,他の Braceと比較することはむつかしい｡

しかし,図 6に示すように肺機能は全般的に改

善され,特に著明な変化は機能的残気量の増加

である｡ これは圧迫虚脱されていた-側肺の急

激な過伸展によるものか,装具自体に呼出障害

をともなうような胸廊運動制限の加わる特性が

あるのではないかと考えられる｡

3) 考 按

ChestWallは骨性胸廊,横隔膜,腹部よりな

っている｡安静時の換気運動は主として助問筋

および横隔膜が働き,胸廓の拡張 と縮少が基本

運動であり,Wado18)によると骨性胸廊は呼気

運動に対 しては能動的でな く,腹部は呼気,吸

気運動共に比較的に受動的である｡そして前腹

部の動きは主に横隔膜の動きによると報告 して

いる｡また,Jordayolou9)は下位助骨など吸気

時の外側への拡張作用が強いと報告 している｡

側撃症の非観血的療法としての Castは1875

年の ParisBodyCastに始まり, 現在は Ri-

sser17)の LocalizerCast,Cotre12'3)の E.D.F.

Cast等が使用されて いる｡ 著者は Risserの

LocalizerCastを使用 している｡このように躯

幹全体を包み固定するLocalizerCastの肺機能

に及ぼす影響に関する報告は少 く,そしてその

結果に関しては一定 していない｡これは開窓の

程度によると考え られる｡ このうち,Gucher5)

は非麻捧性例で29%の肺活量の減少を報告 して

京大胸部研紀要 第12巻 第 1,2号

ChangesinVitalCapacity
inLocalizerCast
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であるが,長期的な装着が必要であるために,

装着前の肺機能の面からも適応及び撰択が必要

ではない かと考え られる｡

一方, 機能的残気量では, Castを含めて側

轡の矯正により胸廊運動制限とは無関係に全例

に著 しい改善が認められる｡ このことか らこの

機能的残気量は脊柱変形そのものと緊密な関係

があるのではないかと考え られる｡

以上より本症に対する非観血的療法の施行の

際には,それぞれのもつ矯正力,或は症例自身

の受け入れやすさと共に,更に肺機能に対する

影響をも十分に考慮 し,その適応を決定する必

要があると考えられる｡

4) 結 語

1 LocalizerCastは肺機能の著明な低下を

来すために胸腹部の開窓を出来 うるかぎり行 う

べきである｡ その際の開窓部は Castの矯正力

の低下を来 さない範囲で上腹部より助骨弓部を

含み出来るだけ外側まで行 うべきであると考え

られる｡

2 MilwaukeeBraceは肺機能に おいて も

良い結果が認められる｡ しかし胸腹部を圧迫す

る FunctionalBraceを使用する場合には, 柿

機能の低下を来す｡装着前の肺機能障害の著 し

い症例には装具の撰択が必要であると考え られ

るー

3 Cast,Brace等による撃曲の矯正によっ

て機能的残気量の改善が認められる｡

2 観血的療法の肺機能に及ぼす影響につ

いて

1) 検査対象な らびに検査方法

脊柱固定術には前方固定術と後方固定術 とが

ある｡検査対象は後方固定術の症例である｡著

者は後方固定後術, 約 2週間で localizerCast

を装着され, 約 10ケ月間 それを維持させる｡

Cast除去後,約 4ケ月間 HoldingBra｡eの装

着を行 っている｡

脊柱後方固定術施行後,外固定の影響がな く

なったと思われる 1.5年以上を経過 した症例に

術後の肺機能検査を行 った｡

表 2
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Followup DegreeofCurve

Period PreopらPostop

ldiopathicsc.19cases 3.Oyrs 580 330

Thoracic ll

Thoracolumbar4

DoubleMajor 4
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3
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これ らの症例は表 2に示すように京大病院整

形外科及び聖 ヨゼフ整肢園で手術を行 った特発

性側撃症19例 (男子 2,女子 17), 麻捧性側撃

症 4例である｡

特発性側撃症の手術時年令は13才～24才,辛

均 15.5才であり, 轡曲度は33度～95度, 平均

55.7度である｡ 術後の平均矯正率は44%で あ

る｡

麻捧性例はすべて女子で,手術時年令は15才

～24才, 平均17才であり, 響曲度は67度～144

皮,平均 117度である｡術後の平均矯正率は45

%である｡

肺機能の検査方法,検査項目はすべて第 1編

と同じである｡

2) 検 査 成 績

1. 肺気量

%肺活量の成績を図 8に示す｡特発性例の術

前における平均が 85%で,術後 1.5年の経過で

は77% と8%の減少を示 し,術後 3年では80%

とやや増加の傾向を認めるが,依然として術前

に比べて 5%の減少を認める｡

撃曲高位別では thoraciccurveの術前平均は

79%で,術後 1.5年の経過では69% と10%の減

少を示 し, 3年では76% となっている｡ thora-

columbarcurveでは術前の平均が89%, 術後

1.5年では80%, 3年では73%であり, double

majorcurveでは術前の平均が 86%, 術後 1.5

年で86%, 3年で85% とすべての curveに減少

又は不変を示 している｡

麻捧性別では術前の肺活量の減少の著明な症

例程増加の傾向を示 している｡

全肺気量の変化は図9に示す通 りで,特発性
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図 9例の術前平均は96%,術後 1

.5年の経過では85%に, 3年では86% とや

はり術前に比べて減少の傾向を示 している｡轡

曲高位別でも同じような傾向である｡ しかし,

麻療性例では術後は増加

の傾向を示 している｡機能的残気量の変化は

図10に示す通りである｡特発性例の術前平均は

114%であるが,宿後15年の経過では96%, 3

年では102%と正常値の近 くにまで回復する

｡ 轡曲高位別でも同じ様な傾向である｡ 麻捧性

例は全体に増加の傾向を示す｡図10にみられる麻捧性例の著明な増加

pa

ralytic●､

･::if-:/''

PreOP Po告1Y

2Y3Y4Y5y例は胸部変形の強い症例で,術後の胸廊運動

障害が考えられる｡

2. 換気力学的諸値1秒量の変化は図1

1に示す通りである｡特発性例の術前の平均は8

4%,術後 1.5年の経過では82%, 3年では7

8%である｡響曲高位別でも同じ様な傾向である｡麻捧性例も増加の

傾向は認められない｡最大換気量の変化は図1

2に示す通 りで,特発性例の術前平均は70.7%,

術後 1.5月の経過で73.1%,術後 3年で71%で
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図

11も同 じ様な傾向で,手術による大きな

変化はみられない｡ しかし,麻捧性例は増加の

傾向を示し

ている｡3. 換

気分布値N2 排浬率 は術前においては, 撃曲

度と相関を示 しているが, 術後 1.5年, 3年の

経過共に讐曲度 との相関は認め られないO prep lTs2tyOS,4

Y5Y -

69-4. 拡散能拡散能の変化は図13

に示す通 りである｡特発性例の術前平均は88%,桁

後 l.5年の経過で73%, 3年で74% と減少

の傾向を示 している｡撃曲高位別で も同 じ様な

傾向である｡ これは肺活量の減少によるものと考え られる
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Pa02の変化は図14に示す通りである｡特発

性例の術前の平均は 89mmHg,術後 1.5年の

経過では 87mmHg,3年では 90mmHgとほ

とんど変化は認められない｡響曲高位別でも同

じ様な傾向である｡

3) 考 按

側響症の脊柱後方固定術後の肺機能に関する

報告は多いが,主として肺気量までの報告であ

り,その結果は一定 していない.

肺活量に関しては,Cotre13)の40%近 くの改

paralytic
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われる｡著者の検査結果では脊柱固定術後, 最

長 5.5年,平均 3.5年の経過観察ではある

が, 肺活量を始めその他の検査において も著明

な改善は認められない｡このことは脊柱固定

による胸廓運動制限とと もに, 術後 2- 3週間で行 われ るLocalizerCast後の%肺活量が59と著明な減

少を示すことから,10ケ月間もの長期間の Loca-

1izerCastによる胸廊運動の抑制の結果である

とも考えられ,前述 したように Localize

rCastの施行時には,前胸部,腹部の十分な開窓を行 100 150 -

71-い,胸腹部の圧

迫を出来るだけさける事が必要ではないかと考

えられる｡また,術前では%肺活量と撃曲度

とは明 らかに相関を示 し,脊柱及び胸廊変形

が肺機能の低下をきたす原因で あるとの報告が

多い｡ しかし,手術により撃曲の矯正が行われ

たにもかかわ らず,肺機能への著明な改善が認

められないことは,脊柱固定による胸廊運動制限の影響と

も考えられるが, 術前より肺自身が elasticit
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術後,撃曲度の改善に見合 う肺機能の改善が

得 られないこと,および第 1編で報告している

ように特発性側轡症では,轡曲度が40度を境と

して肺機能の著 しい低下をみることとから,響

曲度40度が肺機能の面か ら見た手術適応の考慮

すべき角度ではないかと考え られる｡

4) 結 果

1. 脊柱後方固定術後,肺機能に関して著 し

い改善が得 られなかった｡これは脊柱固定によ

る胸廊運動制限とも考え られるが,術後のギプ

ス固定法にも問題があると考えられる｡

2. 脊柱変形の矯正にもかかわ らず,肺機能

の改善が見 られないことから,術前より肺自体

に何か器質的な障害があるのではないかと考え

られる｡

3. 肺機能は轡曲度40度以上になると著明な

低下を来す ことか ら,40度の轡曲が肺機能面よ

り考えられる手術適応の角度ではないかと考え

られる｡

全 編 総 括

1) 側響症の肺機能検査成績か ら,側撃症例

は自覚的な呼吸器症状を訴えなくて も,なん ら

かの肺機能障害を有 していること,さらに治療

においても肺機能面からの適応があることを述

べた｡

2) 発生の原因が明 らかでない特発性側響症

では,各種の肺機能検査結果及び術後の検査結

果等 から, これ らの症例は本来 lung elastic

recoilの低下を有 しているのではないかという

結論に達 した｡

現在,原因不明な側撃症例がすべて特発性側

轡症の範癌に入っていることか ら,上記の結論

がすべての特発性側轡症にあてはまるものでは

ないが, 向後の肺機能検査の一つの指標 とな

り,又このことから特発性側轡症の一つの分類

が可能ではないかと考えられた｡

3) 現在では,側轡の進行を年令,脊柱Ⅹ線

撮影からの線曲部の項椎の変形度,又骨端線の

発育状態等により予測 している｡ しかし轡曲の

進行は症例により一定 してお らず,予測はむつ
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かしい｡まして側撃の治療が早期発見,早期治

療に向い,学校検診にも側撃が取 り入れ られて

いる｡このように対象が若 くなるに従い,それ

だけ予後の判定が重要な要素を しめるようにな

って くるO 向後,側轡症の肺機能検査が響曲の

結果 として使用されるのではな く,轡曲の進行

を予測するために使用 出来ない か と考 えて い

る｡

4) 側撃症例にたとえ肺機能障害が認められ

ても,轡曲の矯正の法癖が優先されて,肺機能

障害に関しての給源がなされ て いないの が現

状である｡ 最近, 肺疾患者の機能訓練と して

BreathingExerciseがさかんに行われているこ

とか ら,側轡症においても,響曲の矯正の治療

は勿論 必要なことで あるが, それと平行 して

肺機能障害に対する治療 と して の Breathing

Exercise を積極的に行わなければ ならない こ

とを痛感 した｡
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PULM ONARY FUNCTION IN SCOLIOSIS

Part2Conservativeandoperativetreatments

l. Conservativetreatments

2. Operativetreatments

KazuoOHTA

De_bartmentofClinicalPulmonaryPh_γ∫Z'o/oLey,Che∫tDi∫ea∫eRe∫earc/IIn∫zz'tuteFyoloUmlzJE･r∫Z'tl

L Pulmonaryfunctionstudieswereperfわrmedin25patientswithscoliosisbefわreand

afterapplicationofcastandbracesascorrectivemeasures.

Theresultsareasfbllows.

1) Thecorrectionofscoliosisbylocalizercastresultedinalossorvitalcapacityor33percent

butshowedanimprovementor10percentormoreinvitalcapacltybymakiTlgalargean-

teriorwindowbyremovingapartortheanteriorwallofcastovereplgaStricandhypochon-

driacregionOfthepatient.

2) TheuseofafunctionalbraceswasfoundtohavedetrimenteHectsonlungvolumes.

Thecorrectionofscoliosisbyfunctionalbracesstrapplngbychestcageresultedinadecrease

invitalcapacltyaSmuchas8percent,butthecorrectionwithoutstrapplngChestcage

resultedinonly3percentdecrease.

Itseemsmandatorytoestimatethepulmonaryfunctionofpatientsbeforeconservativetreat-

mentsfわrdeterminingtheindicationortheuseorthebraces.

2･ Pulm onaryfunctionstudieswereperformedin23patientswithidiopathicandparalytic

scoliosisbeforeandafteroperativetreatments･
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TheimprovementofpulmonaryfunctionwasnotdemonstratedafteroperationinsplteOf

slgni丘Cantcorrectionofcurvaturesindegrees･ Theseresultsarepossiblyduetopostoperative

stabilizationofspinebutscolitoicpatientswith40degreesormorehadalreadysomeimpalrmentS

inpulmonaryfunction･

Inviewortheseresultsitisreasonablyconcludedthatscoliosiswiththecurvatureormore

than40degreesshouldbeconsideredasanindicationofoperativetreatmentfわrtheprevention

offurtherdeteriorationinpulmonatyfunction.




