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In this study, we analyzed the changes of nasal volume and nasal resistance induced by breath holding.

The experiments were performed in normal adult volunteers (11 male and 2 female) who gave informed

consent to participate in this study. After 20 minutes of resting period in sitting position,  the subjects were

instructed to hold their breaths as long as possible. Then, area-distance curve was depicted using acoustic

rhinometry (NADAR, Aarhus University, Denmark) every 60 seconds for 10 minutes.

The nasal volume increased just after breath holding and it returned to its control value by 4 minutes.

These incureases in the nasal volume were similarly observed in the anterior (2.0-4.0cm posterior from the

nostril), middle (4.0-6.0cm posterior from the nostril) and posterior (6.0-8.0cm posterior from the nostril)

parts of the nasal cavities. Even after the repeated breath holding (twice per ten minutes), the nasal

volume increased repeatedly. In 6 out of 13 subjects, the increase of nasal volume was observed bilaterally.

On the other hand, in the rest of the subjects, the increase of nasal volume was observed unilatrally. The

volume of unchanged nasal cavities (7 out of 26) during the control period was greater than llcm3. These

results suggested that breath holding increased the nasal volume, due to shrinkage of nasal membrane

promptly and evenly within the nasal cavity. Furthermore, the nasal volume during the control period was

also another prerequisite for the increase of nasal volume evoked by breath holding.
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は じめ に

鼻腔は, 嗅覚や くしゃみに代表される気道防御反射の

入力路として働くが, その本来の機能は吸気の加温, 加

湿, 浄化能などである。このような役割を果たすため,

鼻腔粘膜は外部環境の変化や個体の活動状況に対応して

腫脹や収縮をしたり分泌液量を増減させる。その一例と

して, 動脈血中CO2分 圧の変化が化学受容器を介して鼻

腔粘膜の腫脹 ・収縮を誘発することは, 鼻腔通気度計を

用いた実験 により古 くか ら報告 されている1)2)3)4)。しか

し, 動脈血中CO2分 圧の変化によって引 き起 こされる鼻

控 粘膜の腫脹・収縮現象が実際にどのような時間経過で,

あるいは鼻腔粘膜の どの部位に誘発 されるかについては

明 らかにされていない点が多 く残 されている。近年, 鼻

腔通気度計 とは異なる原理で鼻腔粘膜の状態 を客観的に

評価する方法 として, 鼻腔断面積を測定す ることができ

る Ac0ustic Rhinometry が開発されている。 この方法に

関しては, モデル実験による基礎的研究のみならず, 種々
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の鼻疾患に対する治療効果判定などの様な臨床応用成績

の報告 もなされている5)6)7)。本研究では, 息 こらえに伴う

動脈血中PaCO2の 増加 によって誘発 される鼻腔粘膜収

縮現象をAc0usticRhinometryを 用いて評価 し, その現

象の大きさや経時的変化を検討す るとともに, 特に鼻腔

の両側性にわたる反応あるいは一側性 の反応であるのか

に焦点をあてて解析 を加えた。

対象 と方法

本研究では, 23歳 か ら37歳 までの鼻・副鼻腔疾患のな

い正常成人13人(男 性11名, 女性2名)の26側 の鼻腔

を対象 とした。個々の被験者か らAcousticRhinometry

(NADAR, Aarhus University, Denmark)を 用いて

area-distancecurve(A-Dcurve)を 測定 した。 また鼻

腔通気度の測定 には鼻腔通気度計(Rhino-conductallce

meter SR-11A, RION, Japan)を 用い, 前鼻誘導法で

導出 しパーセント法で表示した。

被験者に座位20分 間の安静 をとらせた後にAc0ustic

Rhinometryに よってコン トロール値 を測定 し, 安静呼気

位において各被験者に可能なかぎり息 こらえをおこなわ

せた。息 こらえの終了直後から左右鼻腔個別に測定を開

始 し, 1分 お きに10分 間にわた り測定 を施行 した。さら

に, 同一被験者を対象 として鼻腔通気度計を用い, 日を

あらためて息こらえをしてもらい, 同様 に通気度測定 を

おこなった。男性5例 のみに対 しては息 こらえを10分 お

きに2回 連続 して施行 させ, A-Dcurveを 測定 した。通

常の acoustic rhinometry による10分 間の測定後, 直ち

に息こらえを繰 り返 し同様の測定を施行 した。 また, 上

記5人 の被験者には, 20分 間の側臥位 をとらせ人為的に

鼻腔容積に左右差を作 った後 に息 こらえを施行 させ るト

ライアル も行 った。

鼻 腔 容 積 は パーソ ナ ル コ ン ピューターに てA-D

curveを 積分することにより求めた。 ノーズピース先端

から8cmま での鼻腔容積を全鼻腔容積 とし, さらに部位

別の容積 を検討するため, ノーズピース先端から2cmま

での容積 を鼻前庭部, 2cmか ら4cmま でを前部, 4cmか ら

6cmま でを中央部, 6cmか ら8cmま でを後部 と分類 した。

結 果

全被験者が施行 した息 こらえは最長2分14秒, 最短

図1息 こらえにより誘発される鼻腔通気度の経時的変化

A: 代表的な被験者における鼻腔通気度の変化

黒丸: 両側鼻腔通気度, 黒四角: 右側鼻腔通気度, 白三角: 左側鼻腔通気度

息こらえは網かけで示した期間に施行 した。

B: 両側鼻腔通気度の平均値(n=13)

A
-●-両 側

-■- 右 側

-△- 左側

B
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57秒 で平均1分38秒 ±40秒 であった。図1Aは 息 こら

えによって誘発された鼻腔通気度の経時的変化の代表例

を示 してい る。両側鼻腔 通気 度 の コン トロール値 は

86. 3%で あったが, 息 こらえ直後の0分 で, 130. 4%と 著

明に通気度が改善 した。通気度はその後徐々 に低下 し,

約4分 でほぼコン トロール値 に回復 した。左右各側の鼻

腔で もほぼ同様の変化が認められた。図1Bに は被験者

全例 における両側鼻腔通気度の平均値 を求め, その経時

的変化を示 した。被験者全体の平均値 も図1Aの 結果 と

同様 に息 こらえ直後 に鼻腔通気度 は128%と 最大値を と

り, 4分 の経過でほぼコン トロール値 にもどった。

図2にacousticrhinometryを 用いて被験者全員の26

側鼻腔より求 めた鼻腔容積の変化率の平均値 を経時的に

示 した。全鼻腔容積は直後の0分 で最大の増加率 を示 し,

4分 でほぼコン トロール値に回復 してお り, 鼻腔通気度

の成績 と同様の時間的経過をた どった。また部位別 には,

鼻前庭部を除いた, 前部, 中央部, 後部, いずれの部位

でも同様の変化が認められた。図3は 息 こらえを連続 し

て施行 した際の全鼻腔容積の変化を5人 の被験者の平均

値で示した。2回 目の息 こらえによって誘発 された鼻腔

容積の変化は, その変化の大 きさや時間的経過が, 1回

目の場合 とほぼ同様であ り, 両者の間に明らかな差は認

められなかった。

息 こらえによって誘発 される鼻腔容積の変化を被験者

別に検討 した ところ, 13例 中6例 は両側の鼻腔において

同様の鼻腔容積増大反応が誘発された。 しかし, 残 りの

7例 では一側のみに強い反応が誘発され, 反対側鼻腔で

は明瞭な容積変化が観察 されなかった。 図4は 一側の鼻

腔のみに強い容積増大反応が誘発 された被験者の代表例

を示 している。黒四角で示した左鼻腔は息 こらえ直後 に

全鼻腔容積が増加 し, その最大変化率は44%で あった

が, 反対の右鼻腔では明 らかな容積増大反応 は認められ

なかった。 この被験者において, 明瞭な反応が認められ

た左鼻腔 と, 反応の明 らかではない右鼻腔の鼻腔容積実

測値を比較したところ, 息こらえを行う直前には, 左鼻

腔は6.3cm3で あったが, 右鼻腔は13.1cm3で あり, 息

こらえ施行前にお ける左右 の鼻腔容積値 に大 きな差が

あった。 そこで, 息 こらえ施行前の鼻腔容積値 と息 こら

えによって誘発 された鼻腔容積増大反応の大 きさの関係

を検討 した(図5)。 全被験者26側 の鼻腔 について, 息

こらえにより誘発 された反応の最大変化率 を横軸に, 縦

軸にコントロール値における全鼻腔容積の実測値をとり

図2息 こらえにより誘発される鼻腔容積の変化率

鼻腔容積のコントロール値を0と した。

黒丸1全 鼻腔容積, 白菱形: 鼻前庭部容積, 白四角: 鼻腔前部容積

白三角: 鼻腔中央部, 白丸: 鼻腔後部容積

-●-全 鼻腔容積

-◇-鼻 前庭部

-□- 鼻腔前部

-△- 鼻腔中央部

-○- 鼻腔後部
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図3息 こらえを連続して施行した際の全鼻腔容積の変化(n=5)

図4息 こらえにより一側鼻腔のみの鼻腔容積が増大した代表例

白丸: 右側全鼻腔容積, 黒四角: 左側全鼻腔容積

-○- 右側

-■- 左側
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プロットした。黒四角は息 こらえによる反応が明 らかに

認められた鼻腔, すなわち鼻腔容積増加率が30%を 越 え

た鼻腔 を示 し, 白丸 は明瞭な反応がみられなかった鼻腔

を表 している。明瞭な反応を示さなかった鼻腔 は, いず

れ もコン トロール値 における鼻腔容積値が11cm3以 上で

あった。

次に, 5人 の被験者に20分 間の側臥位 をとらせ人為的

に一側鼻腔粘膜 を収縮 させ鼻腔容積を増大させた状態を

つ くり, その状態での息 こらえよる鼻腔容積反応 を検討

した。図6は その代表例である。右下側臥位をとった後

に体位 を座位 に戻す と右鼻腔粘膜 は腫脹 し鼻腔容積 は

8. 3cm3と なり, 対側の左鼻腔容積 は13. 3cm3と 増大 し

ていた。 この状態で被験者に息こらえを施行させた。容

積の小 さな右側鼻腔 は息 こらえ直後 か ら鼻腔容積 は

14. 2cm3と 著明に増加 し, 明瞭な鼻腔容積増大反応が観

察された。一方, 容積の大きな左側鼻腔 は息 こらえ後に

明 らかな変化が認められなかった。 その後, 被験者 に反

対の左下側臥位 をとらせると, 鼻腔容積 は逆転 し右鼻腔

容積が13. 9cm3に 増 大 し左 鼻腔 は10. 0cm3と 変化 し

た。再度息 こらえを施行 したところ, 逆 に左側鼻腔 に明

瞭な容積増大反応が観察 され, 右側鼻腔の反応はほとん

ど誘発 されなかった。 これ らの反応は同一 トライアルを

行った被験者5人 全員に認められた。

図5鼻 腔容積のコントロール値と息こらえにより誘

発された容積増大率の関係

白丸: 息こらえにより反応を示さなかった鼻腔

黒四角: 息こらえにより30%以 上の鼻腔容積

増大を示した鼻腔

変化率

図6側 臥位後の息こらえによる全鼻腔容積(実 測値)の 経時的変化

まず右下側臥位をとり, 座位に戻した状態で息こらえを施行 した。

次に, 左側臥位をとり, 座位に戻した後息こらえを施行した。

-○- 右側

-□- 左側
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考 察

息 こらえにより鼻腔血流量が減少す ることは, Tatum

がイヌを用いた実験で報告 している8)。この鼻腔血流減

少は頸部交感神経の切断により消失す ることも明 らかと

なっている。一方, 鼻腔抵抗値 を用いた評価では, CO2を

吸入す ることにより鼻腔抵抗値が減少することを報告 し

ている4)9)。さらには, 長谷川 らは正常人 を対象 として息

こらえを施行させ多 くの被験者で鼻腔抵抗値が減少す る

ことを報告している1)。今回の我々の実験でも, 従来の成

績 と同様 に息 こらえによ り鼻腔通気度が改善することが

確認された。 この改善は連続的に鼻腔通気度を測定 した

結果, 息 こらえ直後に通気度が最大値を示しその後徐々

に低下 して約4分 でほぼコン トロール値 に回復する傾向

が認められた。息 こらえが実際に鼻腔粘膜の どの部位に

どのような変化を引き起 こすかについて検討する場合, 

鼻腔通気度の測定のみでは未解決な点が多 く残され, 鼻

腔入口部からの任意の距離 における鼻腔断面積を非侵襲

的に連続的 に測定で きる acoustic rhinometry がよ り優

れている。

acoustic rhinometry を用いた今回の解析でも, 息こら

え直後よ り鼻腔粘膜が収縮することにより鼻腔容積が増

加 し, この容積増加 は4分 以内にコン トロール値 に回復

することから持続時間の短い反応であることが理解され

た。連続的に息 こらえを施行 した場合 も1回 目, 2回 目

それぞれ同様 に容積増加が誘発され, 持続時間が短 く繰

り返 し誘発可能な反応であると考 えられた。息 こらえに

より誘発 される鼻腔容積の増加は, その変化が急速であ

り, 復帰 も速やかで, 再現性 も著 しい ことか ら, 血管容

積の変化に由来 していることが考 えられた。部位別 に鼻

腔容積増加率を比較すると, 容積増加反応 は鼻前庭部を

のぞ く鼻腔の前部, 中央部, 後部, いずれの部位におい

て も同様の時間経過で誘発 されるこ とも明 らか となっ

た。従来の鼻腔抵抗値 を用いた報告では主 としてactive

posteriormask法 を用いて鼻腔抵抗値 を解析 しているた

め, 両側の鼻腔抵抗値が同時 に計測 され, 一側ずつの鼻

腔にどの ような変化が誘発 されているのかについては明

確ではなかった。

これ までの報告 より, 息こらえは血中CO、 分圧を上昇

させることによって鼻腔粘膜 を収縮 させるもの と推測さ

れている2)3)。上昇 した血中CO2分 圧 は両側の鼻腔粘膜 に

等 しく作用するものと考えられ, 誘発 され る鼻腔粘膜収

縮 も本質的には左右差がないと予想 される。 しか し, 実

際には被験者の半数 において, 息 こらえ後に一側の鼻腔

容積のみが増大 し, 他側の鼻腔容積には明瞭な変化が誘

発 されなかった。本研究ではこの点に注 目し, その発現

機序について検討 を加えた。第一 に, 息 こらえ施行前の

鼻腔容積値 と息 こらえによって誘発された鼻腔容積増大

反応の大 きさの関係 を検討 し, 明瞭な反応 を示さなかっ

た鼻腔はいずれ も刺激前の鼻腔容積値が11cm3以 上で粘

膜が収縮 している状態であった。第二に, 被験者 に側臥

位 をとらせ人為的に一側鼻腔粘膜 を収縮させ鼻腔容積 を

増大 させた状態で息 こらえによる鼻腔容積反応 を検討

し, 容積の小さな鼻腔は息こらえ直後か ら鼻腔容積が増

加 し, 他側の容積の大 きな鼻腔は息こらえ後 に明 らかな

変化を示 さなかった。 これらの成績 は, 息 こらえが鼻腔

粘膜 に対 して収縮作用をもつが, 実際に粘膜収縮が発現

するためには息 こらえ前の鼻腔粘膜が一定以上腫脹 して

いる必要があることを示唆するものであった。息 こらえ

によって誘発される鼻腔容積増大の機序を本研究で推測

することは不可能ではあるが, 容積の大きい側 に対 して

の増大傾向は少な く, 逆に容積の小 さい側に対 しては明

瞭な増大傾向を示 した ことより, 刺激 を感受する前の状

態が密接に関係 していることは明 らかであり, また興味

のある点でもある。

ま と め

1)息 こらえによって誘発 される鼻腔粘膜収縮反応 を

acousticrhinometryに より測定 した。

2)息 こらえ直後 に鼻腔粘膜 は収縮 し鼻腔容積が増大

した。 この変化は刺激終了後4分 でコン トロール値に回

復 した。10分 お きに連続 して息 こらえを施行 した場合

も, 鼻腔容積の増大 は同 じ大 きさと時間経過で繰 り返 し

誘発 された。

3)鼻 腔容積の増大 は鼻前庭部をのぞく, 鼻腔前部,

中央部, 後部で均等 に誘発 された。

4)被 験者の半数で両側鼻腔 とも鼻腔容積が増大 した

が, 残 りの半数は 一側鼻腔のみが容積 を増大 させ, 他側

の容積 は明 らかな変化 を示さなかった。

5)息 こらえによる鼻腔粘膜収縮反応の発現 には, 刺

激前の粘膜腫脹状態が影響を与 えることが示唆 された。

本論文の要旨は第36回 日本鼻科学会 における第4回

AcousticRhinometry研 究会(1997年11月, 東京)に お

いて講演した。第一著者の高橋竜二 は平成9年12月6日

交通事故によ り急逝 したため, 原稿を補足修正 し遺稿 と

して投稿する。(野 中 聡)
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