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論 文 内 容 の 要 旨 

    
【緒言・目的】 
 胸腹部大動脈人工血管置換術(Thoracoabdominal aortic aneurysm repair: TAAAR)は，開胸開腹による

広範囲の切開を要し，強い術後痛をきたす術式の一つである。術後急性期の不十分な鎮痛によって、

呼吸機能の低下を招き，術後再挿管，非侵襲的陽圧換気(Noninvasive positive-pressure ventilation: 
NPPV)使用の頻度や，肺炎などの呼吸器合併症発症率が高くなる。そのため，術後鎮痛を十分に行

うことは，術後呼吸器合併症の予防に有用であると考えられる。一般の胸腹部手術では，術後早期

の鎮痛のために硬膜外麻酔を術中から用いることが多い。TAAAR 中は人工心肺使用のために抗凝

固薬として高用量の未分画ヘパリンが投与されるため，硬膜外麻酔は脊柱管内の血腫形成による四

肢麻痺などのリスクを伴うことから，積極的には施行しにくい。一方，傍脊椎ブロック(Paravertebral 
block: PVB)は，壁側胸膜，椎体，上肋横突起で囲まれた楔状の傍脊椎腔に局所麻酔薬を投与するこ

とによって，椎間孔よりも末梢の脊髄神経に作用して効果を発揮する鎮痛方法であり，開胸手術の

術後鎮痛に有効であると報告されている。傍脊椎腔は，硬膜外腔と異なり脊柱管外に存在するため，

穿刺によって血腫が形成されたとしても脊髄圧迫による神経障害をきたす可能性が低く，硬膜外麻

酔と比較して神経学的合併症の発症率が低いと考えられている。しかし，PVB の TAAAR 術後患者

に対する鎮痛効果と，それに伴う呼吸器合併症低減効果については十分に研究されていない。そこ

で，TAAAR を受けた患者に対する PVB の有効性・安全性について後ろ向きに検討した。 
【対象と方法】 
 国立循環器病研究センターの院内倫理委員会の承認ののち，2013 年 3 月から 2014 年 8 月の間に

TAAAR を受けた患者 56 人を対象とし，評価項目を電子カルテから後ろ向きに抽出した。PVB は術

前にその利益と合併症について説明し，施行の同意を得られた患者に対し行われた。PVB を受けた

患者を P 群，受けなかった患者を C 群とした。両群とも術後鎮痛薬としてペンタゾシン 15 mg 静注，

ブプレノルフィン 0.2 mg 静注，または経口ロキソプロフェン 60 mg が必要に応じて投与された。PVB
は麻酔導入後にエコーガイド下で第 7 胸椎の高さの傍脊椎腔を穿刺し，0.33%ロピバカイン 20 ml
単回投与後にカテーテルを留置した。術後は留置したカテーテルから 0.2%ロピバカインを 6 ml/時
で 2 日間持続投与した。１次評価項目は Numerical rating scale (NRS；0 痛みがない～10 想像できる

最大の痛み)で評価した抜管後の安静時創部痛と咳嗽時創部痛の程度とし，その値を群間で比較した。

２次評価項目は再挿管率，NPPV 施行率，肺炎発症率とし，その値を群間で比較した。統計分析は

SPSS Ver. 11.0.1J を使用し，すべての検定は両側検定を行い，有意水準は 0.05 とした。 



  

【結果】 
 P 群は 17 名，C 群は 39 名であった。患者背景として，年齢，性別，身長，体重，手術時間，麻

酔時間，Pulmonary risk index，EuroSCORE，術前血小板数，術前 PT-INR，術後鎮痛薬使用回数に有

意差はなかった。PVB 施行による気胸や神経学的合併症はなかった。安静時創部痛（NRS）は P 群

で有意に低く[P 群: 中央値 2 (四分位範囲 1-3), C 群:中央値 6 (四分位範囲 5-7), P<0.001] ，咳嗽時創

部痛(NRS)も P 群で有意に低かった[P 群: 中央値 5 (四分位範囲 3.5-6.5), C 群:中央値 8 (四分位範囲

7-10), P<0.001]。また，再挿管率(P 群: 0%, C 群: 23%, P= 0.045) ，NPPV 施行率(P 群: 12%, C 群: 46%, 
P= 0.016), 肺炎発症率(P 群: 0%, C 群: 28%, P= 0.024)は P 群で有意に低かった。 
【考察】 
 TAAAR 患者に PVB を行うことで安静時創部痛と咳嗽時創部痛は有意に低下し，術後の再挿管率

と NPPV 施行率，肺炎発症率は有意に低下した。また，PVB に関連する合併症はなかった。 
 本研究により TAAAR 患者において PVB は有効な鎮痛方法であり，術後呼吸器合併症を減少させ

ることが示された。TAAAR の皮膚切開は左肩甲骨下から第 7 肋間を通り臍部まで到達する広範な

ものである。PVB の鎮痛域は開胸部を主としており，限局的であるにもかかわらず術後呼吸器合併

症発症率を低下させることができた。TAAAR 術後の呼吸器合併症には腹部よりも胸部の痛みが大

きく関与すると考えられた。 
PVBや硬膜外麻酔などの深部のブロックをヘパリン化し人工心肺を使用する手術の際に行うこと

は，その有効性，安全性の面から適応を考える必要がある。過去の報告から判断すると，PVB は硬

膜外麻酔と比較して神経学的合併症発症率が低く，より安全な手技と予想されるが，ヘパリン化を

要する手術における施行の安全性については報告がなく不明であった。本研究では PVB による出血

や神経学的合併症はなかった。PVB に関連する永続的または一過性の神経障害の報告があるが，そ

の多くは薬液のくも膜下腔への誤投与に起因するものであり，今回の検討のようにエコーガイド下

穿刺を行うことで安全性を高めることができると考えられる。 
【結論】 
 TAAAR 患者に PVB を行うことで，安静時創部痛と咳嗽時創部痛ならびに，再挿管率，NPPV 施

行率，肺炎発症率は有意に低下した。PVB 施行に伴う合併症はなかった。TAAAR 患者に対する PVB
の有効性と安全性はともに高い可能性が示唆された。 
 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 

申請者 南公人は，胸腹部大動脈人工血管置換術を受ける患者において術後鎮痛法として傍脊椎

ブロックは安全に使用でき，安静時・咳嗽時創部痛を有意に低下させることによって，術後呼吸器

合併症発症率を低下させる可能性があることを明らかにした。これらの知見は麻酔科学の発展に少

なからず寄与するものと認める。 
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