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統硬膜外プ田ツタの影響を検討 した.その結鼠 運動神

経伝導速度は柊痛.坐骨神経痛.-.テJ/_･-A/症1臣こ!-:が戯

く見られる症例では有意をこ低下 しているのが観察された.

糖に,痔痛の強さと運動神経伝導速度との間には有意をこ

魚の相関が見られた.これらの症状は持続硬膜外プロッ

'/にししろ治療に上り肯酎こ改善 し,二三かi･こ伴-′､て運動神

経伝導速度は有意をこ速くなるのが観察された.これらの

ことは実際に障害を受けている部位より莱櫓側の軸索に

も影響が及んでいることを示唆し,これらの症状の改善

と障害の回復に対し硬膜外ブロック治療が有用であり,

これにより回復可能であることが示唆された.また,こ

れらの疾患において京樽神経伝導速度を測定することは,

その重症度,治療効果と予後の判定をこおいて有周である

と考えられる.

ll)胸水と肺水腫を併発 した胞状奇胎の1例

--+,･ 一･･ . - 11
倉林 工 (同 慶婦人科)

今回,胞状奇胎に肺水腫を併発 した症例を経験 したの

でその肺水魔発生機序について若干の考察を加え報告 し

た.

出現,胞状奇胎の診断を受け,本院婦人科に入院となっ

た.両側にかなりの胸水が指摘されたがテ転移はなかっ

た.Å院 8日目に呼吸困難が増強,直ちに気管内挿管 し

たところピンク色の泡沫状の癖が吸引され肺水腫と診断

された,そこで呼吸管理 目的に ICU をこ入室となった,

肺動脈圧は 朝mmH留以上と高 く,respiratoryindex

で12と非常をこ呼吸状態が悪かった.両側胸水をドレ-ジ

し,PEEPIOcmH20 を中心とした呼吸管理を行い,

入室 LIHRに D&Cを施行,全身状態良好で翌H退室

となった.胞状奇胎でも強 く妊娠中毒様の症状を星する

ものでは何らかの要因をこより肺水腫を釆たす可能性があ

ることが示唆された.

12)股関節手術をこおける誘発電位 モニ タ-の有

用性
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f本性感′荘誘発電位 LSrlII):somatosensor)･,e＼,･ok(1d

poteTltiill).脊髄誘発電位 tS(ごl):st〕inLll(:ordp()tt..ntiこ11)
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てきた.

今回.我 々甘人 r服 関節際換術において,下肢伸張時

に畑-†■:)術後LITl神経障書を防1トト芝,たi畑二術中 S.TIT,l'.

S(二t.)を11J:ニ 'Zりングし.J'こ.

方法は,SCl)は総粧 首神経を刺激部位こ【二L,陸膨入

SIl:1)も同様iこ総排骨神経を刺激部位上し.足部Lr')感.崖

領域から導出 した.

2回のモニタりジグを行った.SEPは導出が不完全

であった,SCPは2回目をこ渡の振幅の減少が見 られ

術後下肢の感覚麻痔,運動麻痔が認められた.

SCPは人工股関節置換術をこおける術後の神経障害の

予後判定に有用であると考えられた.

13)脊椎脊髄外科手術をこおける術中脊髄機能 モ

ニタリソダ

藤岡 斉 ∈畳表欝雛 病院)

高田 俊和･穂苅 環
薗田美佐捲 く新潟大学麻酔科)

脊椎脊髄外科手術愚者を中心をこ3且9例を対象として上

腎性もしくは分節性脊髄誘発電位を指標として新車脊髄

機能モニ 々】Fン''''を行--)た.手術操作により脊髄手馴舞を

きたす免除性のある側喝症,脊髄々内鷹轟ヲ結核性脊椎

炎及び太血管外科手術においては脊髄謙発電位を指標と

して脊髄歯髄をモニタリングすることにより,術率の脊

髄損傷を予防することが可能と考えられた事また書窺軽

症性脊髄症,操縦 ジン滞骨化症及び低位円錐症において

は,脊髄誘発電位を経時的虻導出記録することは,術後

の神経機能回復を含む予後の判定に有用と考えられた｡

141緊急手術を要 した慢 性 Il型 呼喝不全の1例

渡辺 逸平 を錆 お出病院)
症例は70歳.異性.肺結核に⊥･-､､て35午前に左胸郭形

成術を施行され その後特別な治療は受けていなかった.
入院時,胸部Ⅹ線で左肺の食気はまったく認められず,

呼吸槻能検査では著明左拘束性障書を呈していた.胃癌

(')手術が 千定 されたが.健側肺L/T)気胸を契機に著明在低

酸素血症､【二高炭酸-ナjll用11症が牛 し∴ 経過しL叫壁性Il型呼

吸1く仝',T)急性増悪上判断.集中管理を行･･-)た.しかし,

患部よ･日加ILも持続 し,全身状態の悪化も著 しいたれ

緊急開腹胃全摘術と気管切開を施行 した.術後人工呼吸
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全,腎不全を併発し死亡した,

高朕酸ガ流血症を伴う慢性呼吸不全を詐型と分類Lて

いるが,肺轄播後遺症で特をこ胸郭形成術を受けている倒

しに し叫ijl態にl端小再起性;j]-iT高い.通常し7)状態二さtT⊥術

が予想される,高酸素を避け,廃酸ガスを低下きせすぎ

ない車や滞在する肺轟戯圧症,右心不愛をこ対 しスワンガ

ンヅ帝カテ-テル挿見下に循環管理を行う必要がある事

などが要点として挙げられておりタ術後をこ人工呼吸管理

を必要とする可能性も高い.急後増悪例に付いては更に

厳 しい状況であり苛立憂観私見あたらなかった.これ由体

が生傘を脅かす病態であり穿このような症例には,救命

目的殿緊急手術以外に遭遇する場面はないと考えられる

が,そのような場合で私事術適応の判断は極めで解義で

なければならなら､と思われた.

15巨慢性呼吸不全をこ移行 した義症気遣熱傷の 1

榊

番鷺 等 ;霊誤 認 (舘 宗民純 )

急性期は脱 した鮎釣の予気遣挟撃により,著Lい換気

障宮中 ,日 .受悔穣第 1川病il∴畑 L.′Li十･J揖iyi熱傷を経

験 した職で報告する.

症例は52歳き資性曹自家用車で排窺ガスを引込み,灯

油を頭から被り予感蘭学両手に3度亨前胸部苧背部に2

度の熱傷を受像,窺管支ファイバ-では気管苧左右室気

管寛にススの付着が著明亨輸液療法は HLSを主体と

しヲススを除去する目的で気管支洗浄施行するも9スス

は除去不能で,その後タ スス除去 を目的 と して,汚FjV

の還畳を3円閣施行するも効果を認めず,第20痛 打頃か

ら呼気時に著明な嘱嶋を認軌 気管の プアノダバ-所見で

は気管粘膜著明な肥厚と気管の狭小化を認めたわ 自発呼

吸 卜に t.);lL)ニトは(17m11Iig. I-'(･l(I(:)=言 (iO-ド(1m1111-1g

にて管理 した申第70病 日より,夜間のみ 王MV IO閣/分

にて呼吸補助を開始,PaC02も 鮒 mmH成代となり,

第 1tVう病fに二.･般病棟.'･'1転座.その･1日後.心fi,L川･..蘇

生できず死亡 した.

気道熱傷をこぼ著 しい換気障害を残すものがあり,その

予後はきぬめて不良である｡

遠藤 裕 を髪結 鰯 院)

今軌 パリの SAMu で3腰間研修する機会を得た

ので報告する.

S八八:1Lてこ〔`̀St-､r＼･'l什 (1㌦l吊H llt,tli(･こ11L:･し't･酢､nlt･､'lL71

略で,日本語では 砧地域医療救援システム声野といわれて

い る｡フランスでは各県をこSAMu とそれに付属する

SMu民 が置かれてい るもSAMu 救急医療における役

割としては し 電話による医療頗談92やSMURによる

rl-1し､(ii(,illintビー･＼でnti川1∴3.病矧5'盲は 苦移送等がご机上

フランスではダイヤル15番でその地域の SAMU 本部

に直接かかり,ここで,電話による医療相談が行われ

re郡且aterと言われる医師が必要と宰Sj断した場合は S独 眼

が現場等-出動する.パ旨)では旦日で且ヲ0㈱秤の電話欄

のはその且0%以下であるtSMu純は関本の卜､タタ---ズ

勤を触圧計,輸液ポンプやパル鼠オキシメ--顔-,吸引器や

1､ll.咋r]Ji器な.'･-_1′]L収納､‖∴ 出師L'名:7.:.･来車出来/∴

最後に亨今炉的研修実現のため交渉に当た-3て下さっ

たド鵬教授きこき潤閣快く無した宅れた市民病院丸山先生,

ミソ酸受容体齢機能解析

柾未 森やLL憤 轡宏 (新潟大学麻酔科)

森 酎 三品 昌美 儲 表芸翠賀詞所)

グル タミン酸受容体は中枢神経系での速い興奮性シナ

プス伝達の殆 どを担 い,更に記憶ア学習の基礎とされる

シナプスの 可塑性の発現に重 し的な役割を果たすと考え

∴十..てい ろ.

東学神経薬理学教室では 1991年, マウス男顔 NMDA

型 グル タミン酸受容体 のサブユニ ッ 弓､5種類の cDNA

Ill---..-ン Lfに成功 した. こし-1し､1)NA か 1-'試験管内て

転写 した RNA を労 アブ 毒づか yメガ又ル卵母細胞に注

A,発現 させ,電位固定法により電気生理学的解析 を行

なう実験系が既 に確立 されている.我 櫓は cDNA に点

栗然変輿を導入 して亨受容体の機能部位の解析を試みた,

実験の詳細については山倉発生の発義に譲 る.


