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原著論文 

 

手術前呼吸訓練の検証 

－ インセンティブ・スパイロメトリーと 

深呼吸法の効果を比較して － 
 
                           
鈴木なつみ１)、青木真美１)、玉木江里１)、佐藤紘子２)、澤田真樹１) 
1) 国立病院機構仙台医療センター 東４階病棟 
2) 国立病院機構仙台医療センター 元東４階病棟 

 
≪抄録≫                               

全身麻酔で侵襲の大きな手術を受ける場合、呼吸器合併症が起きやすく、予防のために呼吸訓練が必要で

あるといわれている。AARC の臨床ガイドラインでは深呼吸法でも呼吸訓練（incentive spirometry）同等

の効果があるとされているが、日本ではその効果についての研究はされていない。深呼吸法が呼吸訓練と同

等であれば、術前呼吸訓練による患者への負担が軽減できるのではないかと考え、その効果を検証すること

にした。 
対象は 20 代から 50 代までの男女計 83 名で、呼吸訓練群・深呼吸群・コントロール群の 3 群にわけ 3 日

間呼吸訓練を行ってもらった。訓練の前後で呼吸機能検査を行い FVC と FEV1.0 の変化で比較検討を行っ

た。 
各群における呼吸訓練前後の呼吸機能を比較しても、結果に明らかな有意差は認められず、年齢・性別・

身長・訓練前の呼吸機能別に解析を行ったが、いずれの場合も有意差は認めなかった。 
本研究では深呼吸法でも呼吸訓練でも 3 日間の呼吸訓練では、呼吸機能を向上させるに至らず、「呼吸機能

を向上させる効果はない」ということに関しては同等の結果であるが、効果そのものが認められなかったた

め、同等の効果が得られるかどうかは立証することができなかった。術前在院日数 2、3 日という中で、術

前呼吸訓練の意義を呼吸機能の向上とすることは困難であり、今後の呼吸訓練のあり方について、再度検討

する必要がある。 
                        
キーワード： 手術前呼吸訓練 インセンティブ・スパイロメトリー 深呼吸法 呼吸器合併症 

（2012 年 2 月 23 日 原稿受領、3 月 27 日 採用） 
 
 
 

１ 緒言 

 

全身麻酔で侵襲の大きな手術を受ける場合、麻

酔や創部痛などの影響により呼吸抑制が生じ、末
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梢気道が閉塞することで肺胞が虚脱し、呼吸器合

併症が起きやすい。そのため小松が「肺合併症を

予防するためには肺容量を増大させ肺胞を開存さ

せておくことが効果的で、そのために行われるの

が呼吸訓練である」¹⁾と述べているように、呼吸

訓練が必要である。 
呼吸訓練方法は施設によって異なり、深呼吸法

や器具を用いた呼吸訓練（incentive spirometry: 
IS）など様々である。村上らによると「術後の PaO2

の低下を有意に抑制する」とされており、術前呼

吸訓練の有効性が述べられている。また、IS を用

いた有効的な呼吸訓練の方法についても先行研究

で数多く報告されている。アメリカ呼吸療法学会

（American Association for Respiratory Care: 
AARC）の臨床ガイドライン 2）によると、IS の練

習頻度は 1 セットにつき 5～10 回、起きている間

は 1 時間毎に 1 セット、1 日で約 100 回は行うよ

うにとされている３）。 

A 病棟ではトリフローとフラッターを用いて手

術前に呼吸訓練を行っており、在院日数の短縮化

に伴い、術前の在院日数は平均して 3.21 日であり、

術前の 2、3 日しか練習できていないのが現状であ

る。 
手術 2、3 日前に入院し、病棟の説明や手術の説

明の他に、呼吸訓練の指導を受け実施することは

容易なことではない。また周手術期の管理技術の

進歩により、高齢者の手術件数も増えている中で、

高齢者に器具の使用方法を説明し理解を得ること

自体が困難なケースが多く、訓練の自立までに至

らないことも多い。さらに IS では使用音があり、

同室者への配慮も必要である。 
AARC の臨床ガイドラインでは深呼吸法でも IS

同等の効果があるとされているが、日本ではその

効果についての研究はされていない。 
深呼吸法は簡便であり、高齢者でも自立して訓

練が行え、時間や場所に配慮する必要もない。

AARC の臨床ガイドラインで推奨されている方法

とは異なるが、深呼吸法が IS と同等であれば、術

前呼吸訓練による患者への負担が軽減できるので

はないかと考え、その効果を検証することにした。 
 
２ 方法 
 
対象は 20 代から 50 代の職員の内、研究参加の

同意を得た職員 83 名。調査期間は平成 22 年 10 月

～12 月に行った。調査方法は同意を得た対象者に

用紙を用い、呼吸機能に影響を与えることが予測

される因子について、問診を行なった。問診から

得た情報（性別・年齢・身長等）を考慮し、対象

者を IS 群・深呼吸群・コントロール群（呼吸訓練

をしない群）の 3 群に分けた。実験期間を 5 日間

とし、A 病棟の術前平均在院日数である 3 日間を

訓練期間とした。実験 1 日目に呼吸機能検査を実

施し、3 日間の呼吸訓練について指導を行なった

（その際統一した指導が行なえるよう説明用紙を

作成し、その用紙を用いて指導を行なった。また、

練習回数に関しては A 病棟で実際に行なっている

10 回を 1 セットとし、1 日 3 セットとした）。実験

2～4 日目は対象者が呼吸訓練を実施した。実験 5
日目に再度呼吸機能検査を実施した。 
倫理的配慮として研究目的や方法、研究協力の

自由意志、研究に参加しないことで不利益が生じ

ないこと、さらに調査から得られたデータは厳重

に保管し、研究終了後破棄することを説明。また、

個人情報保護のため、研究結果を論文やその他の

方法で公表する際、匿名性を守ることを確約し、

同意書にて了承を得た。 
解析方法は各群において年齢・性別・身長・喫

煙歴の有無・呼吸疾患の有無・訓練前 FVC・訓練

前 FEV1.0 が均等に分けられているかについて一

元配置分散分析法および Pearson のχ二乗検定法

を用いて検定した。次に FVC、FEV1.0 それぞれ

の呼吸訓練前後の変化を「訓練後－訓練前」とし、

上昇率を「（訓練後－訓練前）/訓練前×100」とし

て、各群における変化を一元配置分散分析法にて

検定した。更にこれらの検定を性別・年代・身長・

訓練前呼吸機能検査結果で場合わけし、同様に検

定し P＜0.05 を有意差ありとした。 
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３ 結果 

 
対象者 83 名の内 5 名は訓練後の呼吸機能検査が

行えず、78 名で比較検討を行った。平均年齢 39.0
±11.3歳の男性34名、女性44名。平均身長は163.7
±7.7cm、全体の 36.1％にあたる 30 名に喫煙歴が

あった。喘息、小児喘息、肺炎等の呼吸器疾患の

既往は 13.2％にみられたが、現在治療継続中の対

象者は喘息の 1 名のみであった。各群における対

象者の背景に有意な偏りは見られなかった（表 1）。 
 

表１ 対象者の背景 

 

 
それぞれの群における、FVC と FEV1.0 の呼吸

訓練前後の測定値変化（図 1、2）を見ても、明ら

かな有意差は認められなかった。 

 
図 1 FVC 測定値の変化 

 

 
図 2 FEV1.0 測定値の変化 

 

訓練前後での FVC および、％FEV の上昇率の平

均を比較したが、どの群も上昇率 10％以下であり、

有意差も認められなかった（図 3）。 

 
図 3 FVC・%FEV の平均上昇率 

 
20 代、30 代、40 代、50 代に分け年齢別による

比較を行ったが、FVC と FEV1.0 の上昇率を比較

した結果、有意差は認めなかった（表 2）。 
 

表 2 年齢別による FVC・FEV1.0 の上昇率 

 
 
男女間において、FVC と FEV1.0 の上昇率を比

較した結果、どちらも有意な差は認めなかった（表
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3）。 
表 3 性別による FVC・FEV1.0 の上昇率 

 
 
身長による比較として、身長 160cm、165cm、

170cm の 3 ヶ所にカットオフ値を設け、身長によ

る、FVC と FEV1.0 の上昇率を比較したが、どの

場合も有意差は認めなった。肺機能別による比較

として、訓練前の％FVCが 100％未満の群と 100％
以上の群で、FVC と FEV1.0 の上昇率を比較した

が、有意差は認めなかった。 
 
４ 考察 
 
今回の研究は手術前の呼吸訓練が呼吸機能を向

上させるということを前提とし、深呼吸法でも IS
同等の効果が得られることを立証するために行っ

た。 
FEV1.0 の低下は気道分泌物の喀出力の低下を

意味し、呼吸器合併症のリスクが高まる。また術

後は麻酔や創部痛による呼吸抑制で FVC が 50～
60％に減少すると言われている。術前に FVC を上

昇させることで呼吸機能の予備能力を高め、呼吸

器合併症の予防につながると考え、FVCとFEV1.0 
を指標とし解析を行った。 

結果 1 より、3 群の対象者背景に偏りはなく、群

分けは適切に行うことができた。 
各群における訓練前後での FVC と FEV1.0 の

変化を見ると、各個人によって多少のばらつきは

見られるが平均上昇率が 10％以下と低く、IS 群と

深呼吸群を比較しても上昇率の差は 2％程度に過

ぎなかった。またコントロール群での上昇率をみ

ても、FVC・％FEV 共に 3％以下と、検査回数を

重ねることでの影響は皆無に等しい。さらには、

呼吸機能検査において予測値を決定付ける性別・

年齢・身長・訓練前の呼吸機能によって場合分け

をし、サブグループ解析を行ったが、いずれの場

合も有意差は見られなかった。 
結果として今回の研究では、IS でも深呼吸法で

も3日間の呼吸訓練ではFVCとFEV1.0 の上昇は

見られず、呼吸機能を向上させるに至らなかった。 
つまり「呼吸機能を向上させる効果はない」と

いうことに関しては、深呼吸法、IS 共に同等の結

果であるが、AARC の臨床ガイドラインで「深呼

吸法でも IS 同等の効果が得られる」3⁾と述べられ

ているような、効果そのものが認められなかった。 
実際 AARC の臨床ガイドラインで述べられてい

るように IS を 1 日 100 回行うことは現実的ではな

い。また呼吸訓練の効果について数多く報告され

ているが、呼吸訓練方法は研究によって異なり、

短期間で呼吸機能を向上させる呼吸訓練方法につ

いて、明確な指標がないのが現状である。これらの

ことから、術前呼吸訓練の意義を「呼吸機能の向上

のため」と位置づけることは難しい。 
しかし術前呼吸訓練は、呼吸機能向上のみを目

的としているのではなく、それ以外にも意義を見

出すことが出来る。三宅らは「IS はあくまでも術

後呼吸器合併症予防や呼吸機能の早期回復を目的

としており、術前に呼吸機能を高めようとするも

のではありません。術前のオリエンテーションを

十分に行い、イメージトレーニングや実際の使用

を経験しておくことで術後の導入をスムーズにす

ることが可能となります。」4⁾と述べている。この

ように、術前呼吸訓練の意義を術後の呼吸訓練の

動機付けとして考えることもできる。 
いずれにせよ、現在行っている呼吸訓練方法で

は術前の呼吸機能は向上しておらず、呼吸訓練の

あり方について再度検討していく必要がある。 
最後に対象者が健康な人であり、年齢も 20 代か

ら 50 代と A 病棟における患者背景と異なること、

練習には個人差があること、呼吸機能測定者によ

っても測定値に多少誤差が出ること、呼吸機能を

FVC と FEV1.0 のみで評価していることが、今回

の研究の限界である。 
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５ 結語 
 
深呼吸群および IS 群は、呼吸訓練を行わないコ

ントロール群と同等の結果であった。IS・深呼吸

法ともに、FVC や FEV1.0 の呼吸機能を向上させ

る効果は得られなかった。 
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