食道癌患者の術前における呼吸機能の改善率と術後呼吸器合併症との関係
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【はじめに】胸腹部外科的手術における術後
呼吸器合併症は，在院日数や死亡率に関与す
る重要な有害事象である。そのため，周術期
において理学療法（以下，PT）により予防し
ていくことは重要になる 1)2)。しかし，術前
PT，呼吸訓練がいかなる因子を改善し，呼吸
器合併症を低減させるかについての報告は少
ない。
今回我々は，術前 PT 開始日～手術前日に
おける呼吸機能の改善率に着目し，術後呼吸
器合併症に関与する因子について検討したの
で報告する。
【対象と方法】対象は 2015 年 1 月～2015 年
10 月までに当院にて， 1 期的に食道亜全摘・
再建術を施行した患者のうち術前に PT を行
った 25 名（年齢：65.9±6.5 歳，男性 22 名，
女性：3 名）である。術後の肺炎・無気肺の
診断に基づき術後呼吸器合併症の有無を判断
し，合併症群，非合併症群に分け，2 群間に
おける PT 開始日～手術前日での呼吸機能の
改善率について検討した。なお，肺炎，無気
肺の診断は画像所見，臨床所見，血液生化学
検査に基づき医師が行った。呼吸機能の評価
項目として，%肺活量（以下，%VC）
，%1 秒
量，%努力性肺活量，1 秒率，胸郭拡張差
(胸骨角部，剣状突起部，第 10 肋骨部レベル)
を採用した。年齢および性別，BMI，術前化
学治療の有無，呼吸訓練期間（PT 開始日～
手術前日），手術時間，手術前日の呼吸機能に
関しても 2 群間で検討した。呼吸訓練は理学
療法士が呼吸法，ハッフィング，咳嗽，スト
レッチ，インセンティブスパイロメータ（コ
ーチ 2）の使用法について説明し，それに基
づき患者本人が手術前日まで実施した。患者

が入院している期間は週 5 回の頻度で PT を
実施した。統計処理では，Mann-Whitney の
U 検定，χ2 検定を使用し，有意水準は 5%未
満とした。
【結果】合併症群は 11 名，非合併症群は 14
名だった。合併症群は年齢 65.1±4.2 歳，
BMI23.4±4.1，5 名が術前化学療法を施行，
呼吸訓練期間 28.4±7.4 日，手術時間
647.1±74.5 分であった。非合併症群は年齢
66.6±8.0 歳，BMI20.9±2.0，8 名が術前化
学療法を施行，呼吸訓練期間 40.4±15.1 日，
手術時間 600.1±62.1 分であった。2 群間を比
較検討した結果，非合併症群は術前の呼吸訓
練期間が有意に長かった（p<0.05）。その他
の項目に有意差を認めなかった
（表 1 参照）
。
PT 開始～手術前日での呼吸機能の改善率
は，%VC が合併症群-0.62±7.2%，非合併症
群では 11.4±15.7%と非合併症群が有意に改
善していた（p<0.01）。その他の項目におい
て両群に有意差を認めなかった。
（表 2 参照）
手術前日の呼吸機能においてはすべての項
目で両群に有意差を認めなかった。
（表 3 参
照）
表 1 対象

年齢（歳）
性別
BMI（kg/m2）
術前化学療法
呼吸訓練期間(日)
手術時間(分)
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合併症群
65.1±4.2
男n=10 女n=1
23.4±4.1
有n=5 無n=6
28.4±7.4
647.1±74.5

非合併症群
66.6±8.0
男n=12 女n=2
20.9±2.0
有n=8 無n=6
40.4±15.1
600.2±62.1

p値
ns
ns
ns
ns
*
ns

表 2 呼吸機能改善率（PT 開始～手術前日）

呼吸機能（訓練による変化率）
合併症群
％肺活量（%）
-0.62±7.2
％１秒量（%）
2.5±13.7
％努力性肺活量（%）
0.83±12.1
１秒率（%）
-3.1±13.8
胸郭拡張差（胸骨角Lv.）（%）
14.7±14.5
胸郭拡張差（剣状突起Lv.）（%）
4.2±21.5
胸郭拡張差（第10肋骨Lv.）（%）
6.2±15.4
表 3 手術前日の呼吸機能

呼吸機能（手術前日）
％肺活量（%）
％１秒量（%）
％努力性肺活量（%）
1秒率（%）
術前胸郭拡張差（胸骨角Lv.）（ｃｍ）
術前胸郭拡張差（剣状突起Lv.）（ｃｍ）
術前胸郭拡張差（第10肋骨Lv.）（cm）

非合併症群
11.4±15.7
8.9±29.6
18.9±39.8
-3.5±15.4
-2.2±30.3
11±16.2
8.0±19.6

p値
**
ns
ns
ns
ns
ns
ns

合併症群 非合併症群 p値
93.4±9.9
98.2±15.0
ns
84.8±9.7
89.2±14.6
ns
86.6±15.1 87.2±15.6
ns
84.1±13.4 76.7±12.2
ns
5.7±1.8
4.7±1.2
ns
6.4±1.2
6.1±1.3
ns
8.2±2.2
7.6±2.5
ns
*：p<0.05，**：p<0.01
【考察】本研究では，食道癌患者の術前にお
ける呼吸機能の改善率と術後呼吸器合併症と
の関係について調査した。対象は 25 名で，
合併症群は 11 名，非合併症群は 14 名であっ
た。本研究結果より，食道癌患者の術後呼吸
器合併症に影響を及ぼす術前因子とし
て%VC の改善率と呼吸訓練期間が示された。
手術前日の呼吸機能に両群で有意差を認めな
かったが，PT 開始日～手術前日におけ
る%VC の改善率は非合併症群が有意に高い
結果となった。理学療法士が治療および呼吸
訓練指導を実施し，手術前に%VC を改善傾
向にしておくことで，食道癌術後における呼
吸器合併症の低減につなげられるのではない
かと考えられる。今後は，術前に呼吸機能が
改善しなかった症例の原因についての検討，
症例数を増やした大規模な検討を行う必要が
あると考える。
【結語】食道癌患者を対象として，術後呼吸
器合併症に影響を及ぼす因子を検討した。
%VC の改善率と呼吸訓練期間が影響する可
能性が示された。一方で手術前日の呼吸機能
は影響しなかった。理学療法士の介入により

手術前に%VC を改善傾向にしておくことの
重要性が示唆された。
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