
序　文

　酸素療法ガイドラインを 2006 年に上梓して既に 10 年が経ちました。その間，様々な酸
素吸入器具が世に出てきました。なかでも高濃度酸素を確実に吸入させる装置が開発ある
いは輸入され普及したことは特筆すべきことです。従来，高濃度酸素吸入は，酸素テン
ト，リザーバ付酸素マスク，ネブライザー付酸素吸入器が主流でした。今では，酸素テン
トは小児科領域以外では使われていません。リザーバ付酸素マスクもマスクと顔の隙間か
ら空気を吸い込むため実際の吸入酸素濃度はかなり低くなります。ネブライザー付酸素吸
入器は設定した濃度の酸素ガスを流せても患者（成人）が必要とする十分な流量を確保で
きません。しかし最近は高流量式ジェットネブライザーや高流量式鼻カニュラが開発さ
れ，患者に設定した高濃度酸素ガスを吸入させることが可能になりました。さらに高流量
式鼻カニュラをつかった酸素療法が 2016 年 4 月から保険収載され，その普及に弾みがつ
きました。この装置は通常の酸素吸入から人工呼吸器装着への橋渡しの可能性もあり救急
の現場を中心に普及しています。将来の発展が期待できそうです。
　このような新しい装置の開発，普及だけでなく，昔から使われている酸素マスクも日本
人の顔に馴染む形に改良されました。いままではマスクが顔に合わず，隙間から空気も一
緒に吸っていた事を考えると極めて大切なことです。また酸素吸入をしながらストローで
食事もとれる形のマスクも作られました。患者さんの QOL 向上が期待できます。
　さて，今回から名称を「酸素療法ガイドライン」から「酸素療法マニュアル」に変更し
ました。本書の目的は酸素吸入器具の正しい使用の普及にあるからです。
　最後に，今回の名称を変えた改定版の最大の特徴は本書を学会ホームページに PDF 版
として公開し，だれにでも読めるようにしたことです。つまり学会員でなくても学会ホー
ムページからダウンロードできます。これを機に正しい酸素吸入療法が普及することを願
います。

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 酸素療法マニュアル作成委員会　委員長　宮本　顕二
日本呼吸器学会 肺生理専門委員会　委員長　一ノ瀬正和
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「酸素療法ガイドライン」の序文（第１版）

　この度，日本呼吸器学会肺生理専門委員会と日本呼吸管理学会が合同で「酸素療法ガイ
ドライン」を発刊することになりました。これまでにも，1984 年に日本胸部疾患学会（現
日本呼吸器学会）肺生理専門委員会が「在宅酸素療法ガイドライン」，1996 年には厚生省
特定疾患「呼吸不全」調査研究班が「呼吸不全：診断と治療のためのガイドライン」を刊
行しています。今回，新たなガイドラインを企画したのは，現時点での酸素療法について
の最新の情報を評価・整理し，最も推奨される標準的な指針を示すためであります。
　「酸素」は生命維持に最も重要な物質です。生物はいかに酸素を取り込み，かつ，いか
に酸素による障害を防ぐかということを目的に呼吸器を進化させてきました。このような
機能が失われた状態が呼吸不全であり，そのための治療には酸素療法が必須であります。
すでに18 世紀には酸素が医療に用いられていますが，本格的には 20 世紀に入ってから酸素
療法が行われるようになりました。初期には主として急性呼吸不全に対するものでしたが，
次第に慢性呼吸不全患者に対する適応が増えてきました。すなわち，慢性呼吸不全患者に
長期間にわたり酸素療法を行うことにより，症状や QOL の改善が図れるようになりまし
た。長期酸素療法が有効であることは米国の NOTT（nocturnal  oxygen  therapy  trial）
グループや英国の MRC（medical  research  council）グループの研究により明らかにさ
れましたが，症状の安定している慢性呼吸不全患者であっても，多くは酸素吸入のための
長期入院を余儀なくされていました。
　わが国で在宅酸素療法（HOT）が保険適応になったのは 1985 年であり，20 年以上経過
した現在，HOT 患者は 10 万人を超えています。HOT の普及により慢性呼吸不全患者は在
宅での治療継続が可能となり，それによりもたらされた恩恵は計り知れないものがありま
す。前述のガイドラインは，その時々での酸素療法の普及と普遍化を図るため刊行されて
きました。酸素療法の発展には，これらのガイドラインと機器類の進歩，および患者支援
システムなどが大きな貢献をしてきました。
　今回の「酸素療法ガイドライン」では，その後の 10 数年の進歩を取り入れるとともに，
急性呼吸不全も含めた酸素療法全般にわたっての指針を示すことを目的としました。酸素
療法と呼吸不全の基礎知識から，具体的な機器の適応と使用法，安全管理，モニター法の
理論と使用法，さらには社会保障制度などについて最新の情報を提供しています。日本呼
吸器学会と日本呼吸管理学会が２年の期間を費やして完成した本ガイドラインが日常診療
の一助となり，呼吸不全患者の診療に役立てば両学会関係者一同の望外の喜びとするとこ
ろであります。

2006 年６月
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略語一覧
略　語 英　語 日本語

A-aDO2 alveolar-arterial oxygen tension difference 肺胞気・動脈血酸素分圧較差

ALI acute lung injury 急性肺損傷

ARDS acute respiratory distress syndrome 急性呼吸促（窮）迫症候群

AT anaerobic threshold 嫌気性（無酸素）代謝閾値

BODE index body-mass index (B), the degree of airflow obstruction (O) and 
dyspnea (D), and exercise capacity (E), index ボード指数

CO2 oxygen content 酸素含量

COPD chronic obstructive pulmonary disease 慢性閉塞性肺疾患

EBM evidence based medicine 科学的根拠に基づく医療

EPAP expiratory positive airway pressure 呼気時気道陽圧

GOLD The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 慢性閉塞性肺疾患のためのグロ
ーバルイニシアティブ

HBO hyperbaric oxygen therapy 高気圧酸素療法

HCO3
－ bicarbonate ion 炭酸水素イオン

HFNC high flow nasal cannula 高流量鼻カニュラ

HOT home oxygen therapy 在宅酸素療法

IPAP inspiratory positive airway pressure 吸気時気道陽圧

IPF idiopathic pulmonary fibrosis 特発性肺線維症

LTOT long term oxygen therapy 長期酸素療法

NO nitric oxide 一酸化窒素

NPPV noninvasive positive pressure ventilation 非侵襲的陽圧換気療法

NYHA New York Heart Association ニューヨーク心臓協会

Oxy-Hb oxygen-hemoglobin 酸化ヘモグロビン

PAO2 partial pressure of oxygen in alveolar 肺胞気酸素分圧

PaO2 partial pressure of oxygen in arterial blood 動脈血酸素分圧

PaO2/FiO2 partial pressure of oxygen /fraction of inspired oxygen PF 比

PaCO2 partial pressure of carbon dioxide 動脈血二酸化炭素分圧

PPH primary pulmonary hypertension 原発性肺高血圧症

PvーO2 mixed venous oxygen pressure 混合静脈血酸素分圧

PtcCO2（TcPCO2） Transcutaneous CO2 pressure 経皮二酸化炭素分圧

RCT randomized controlled trial 無作為比較試験

SaO2 arterial blood oxygen saturation 動脈血酸素飽和度

SpO2 arterial blood oxygen saturation using by a pulse oximeter 経皮動脈血酸素飽和度

SWT shuttle walking test シャトルウォーキングテスト

TTO transtracheal oxygen 経皮的気管内酸素投与

Torr a unit of pressure. 1Torr＝1mmHg トールまたはトル

UIP usual interstitial pneumonia 通常型間質性肺炎

V
4

A/Q
4

ventilation/perfusion ratio 換気血流比

6MWT 6- minute walk test 6 分間歩行テスト
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1 ．酸素療法とは ◀
　酸素は生体の正常な機能・生命の維持に不可欠な物
質である。その酸素の供給が不十分となり細胞のエネ
ルギー代謝が障害された状態を低酸素症（hypoxia）
という。低酸素症に対して吸入気の酸素濃度（FiO2）
を高めて，適量の酸素を投与する治療法が酸素療法で
ある。酸素療法の適応や酸素濃度と酸素流量，酸素投
与方法などを決める指標として動脈血酸素分圧

（PaO2）が用いられる。低酸素血症（hypoxemia）は
動脈血中の酸素が不足して低酸素症を起こす状態をい
うが，PaO2 が正常であっても（低酸素血症がなくて
も）組織への酸素供給が不十分で低酸素症を起こすこ
とがあり，酸素療法を実施する際にはこのような因子

（ヘモグロビン濃度，心拍出量，組織血流量）にも注
意を払う必要がある。酸素療法を施行するにあたり，
生体のガス交換に関する理解が不可欠である。

2 ． ヘモグロビン酸素解離曲線   
（図 １） ◀

　肺から取り込まれた酸素の大部分は血液中のヘモグ
ロビンと結合し，ごく一部が血漿中に溶解して末梢組
織まで運ばれる。ヘモグロビン １ 分子は ４ 分子の酸素
と結合する。ヘモグロビンの何％に酸素が結合してい
るかを示すのが酸素飽和度（SaO2）である。末梢動
脈血のこの値はパルスオキシメータで容易に測定する
ことが可能となった。PaO2 と SaO2 の関係は直線で
はなく S 字状曲線となり，これがヘモグロビン酸素
解離曲線である。
　ヘモグロビン酸素解離曲線上には，常識として記憶
しておくと有用ないくつかのポイントがある（図
１）。ただし，酸素解離曲線は固定したものではなく，
動脈血二酸化炭素分圧（PaCO2）の増加，pH の低下，
体温の上昇，2,3-DPG（diphosphoglycerate）の増加
によって右方へ移動し，組織への酸素供給を容易にす
る。この酸素解離曲線の左右への移動を数量的に表す
のが P50（酸素飽和度 50％のときの PaO2）であり，

Key Points
・�酸素は生体の正常な機能・生命の維持に不可欠な物質であり，その酸素の供給が不十分となり細
胞のエネルギー代謝が障害された状態を低酸素症という。

・�低酸素症に対して吸入気の酸素濃度を高めて，適量の酸素を投与する治療法が酸素療法である。
・�肺から取り込まれた酸素の大部分は血液中のヘモグロビンと結合し，ごく一部が血漿中に溶解し
て末梢組織まで運ばれる。

・�動脈血の二酸化炭素分圧は肺胞換気量に反比例し（肺胞換気式），肺胞気酸素分圧は吸入気の酸
素濃度（分圧）と動脈血二酸化炭素分圧およびガス交換率（呼吸商）により決まる（肺胞気式）。

・�組織への酸素運搬（輸送）は動脈血酸素含量と心拍出量の積で示されるので，動脈血酸素分圧が
正常であっても（低酸素血症がなくても）組織への酸素供給が不十分で低酸素症を起こすことが
ある。酸素療法を実施する際には他の因子（ヘモグロビン濃度，心拍出量）にも注意を払う必要
がある。
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正常値は 27 Torr であるが，右方移動では大きくな
る。健康人の動脈血はすでに最大限に酸素化されてお
り，酸素吸入をしてもヘモグロビンに結合する酸素が
増加する余地はほとんどなく，血漿に溶解する酸素が
いくらか増えるだけである。

３ ． 酸素瀑布−大気中から組織・細胞
までの酸素分圧の変化−（図 ２） ◀

　大気中の酸素濃度は20.93%（2１％）である。したがっ
て，大気中の酸素分圧は　760 Torr×0.2１＝１60 Torr
である（実際には水蒸気圧のため，これより多少低
い）。
　気道内の酸素分圧は体温（37℃）における飽和水蒸
気圧 ４7 Torr のために（760−４7）×0.2１≒１50 Torr と
なる。
　肺胞内の酸素分圧（PAO2）は血液中から排出され
た二酸化炭素分圧のために次式（肺胞気式あるいは肺
胞式；Alveolar air equation）によって示される値を
とる。

　　PAO2＝ （PB−４7）×FiO2−
（PACO2）

R × 
［１−FiO2×（１−R）］

ここで PB は大気圧（760 Torr），PACO2 は肺胞内の
二酸化炭素分圧（Torr），FiO2 は吸入気酸素分圧（大

気では 0.2１），Ｒは二酸化炭素産生量（約 200 mL/分）
と酸素摂取量（約 250 mL/分）の比でありガス交換率

（呼吸商）と呼ばれる。一般にＲは恒常状態では
0.80〜0.85 の範囲内にある。室内気吸入では上式の

［　］の値はほぼ １.0 とみなせるため，臨床上は次の
簡易式を用いればよい。

　　PAO2＝（PB−４7）×FiO2−
PACO2

R

　　 ここで CO2 については肺胞気─動脈血間の分圧
較差は無視出来るので，PACO2＝PaCO2 とする

＝（760−４7）×0.2１−PaCO2
0.8

＝１50−PaCO2
0.8

PaCO2 の正常値は ４0 Torr であるから，室内空気呼
吸中の正常の PAO2 は １00 Torr となる。
　一方，PaCO2 と肺胞換気量の間には，肺胞換気式
と呼ばれる次のような関係がある。

　　PaCO2≒PACO2＝0.863×二酸化炭素産生量（mL/分）
肺胞換気量（L/分）

二酸化炭素産生量が一定と仮定すると，PaCO2 と肺
胞換気量は双曲線の関係にあり，肺胞換気量が減少す
ると PaCO2 が増加する。PaCO2 が大きくなると肺胞
気式より明らかなように PAO2 が小さくなる。PAO2

が小さくなれば，肺胞レベルでガス交換障害がなくて
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図 １　ヘモグロビン酸素解離曲線上の記憶すると有用なポイント
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も PaO2 は低下する。一般に PaCO2 が ４5 Torr 以上の
とき肺胞低換気があると判断する。
　肺胞では拡散により酸素が肺毛細血管内の赤血球に
取り込まれる。拡散障害があると酸素の取り込みが障
害される。肺毛細管血が集まって動脈血となる過程で
は換気血流比の不均等分布や右→左シャントによって
酸素分圧が低下する。PaO2 の正常値は 80〜97 Torr

（SaO2；95〜98％）程度であり，健常人でも年齢とと
もに低下する。PAO2 と PaO2 の差は動脈血酸素分圧
較差（A-aDO2）とよばれ，正常では １0 Torr 以下で
あるが年齢とともに増加するが 20 Torr 以上は異常と
考える。
　組織へ酸素を受け渡した後の残りは静脈血となって
肺に戻り（混合静脈血の酸素分圧［Pv̄O2］は ４0 Torr，
酸素飽和度［Sv̄O2］は 75％），再び酸素化される。
　このような酸素分圧の一連の変化を図示したものを
酸素瀑布と呼ぶ。種々の疾患により，この流れのさま
ざまな部位で生理的な範囲を超えて酸素分圧が低下す
る。

4 ．動脈血の酸素含量と酸素の輸送 ◀
　血液 １00 mL がもつ酸素の総量を酸素含量という。
血液中の酸素のほとんどはヘモグロビンと結合してお
り，一部が血漿中に溶存している。ヘモグロビン１ g が

結合可能な酸素は１.3４ mLである（１.36あるいは１.39 mL
とすることもある）。一方，血漿に溶け込む酸素の量
は酸素分圧に比例し，37℃の血液 １00 mL には酸素分
圧（PO2） １ Torr あたり 0.003 mL の酸素が溶解する。
したがって，健康な青年の動脈血 １00 mL には以下
の １ ），2 ）で計算される酸素が含まれる（ヘモグロ
ビンを１5 g/dL，PaO2 を 97 Torr，SaO2 を 98％と仮定
した）。
１ ）ヘモグロビン結合酸素（動脈血）
　　＝１. 3４（mL/g）×ヘモグロビン量（Hb；g/dL）× 

酸素飽和度（SaO2；%）/１00
　　 ＝１.3４（mL/g）×１5.0（g/dL）×0.98   

＝１9.7（mL/dL）＝１9.7 vol%
2 ）溶存酸素（動脈血）
　　＝0.003（mL/dL/Torr）×PaO2（Torr）
　　＝0.003×97（mL/dL）≒0.3 mL/dL＝0.3 vol%
　すなわち，動脈血１00 mL中には20.0 mL（20.0 vol%）
の酸素が含まれており，そのうち溶存酸素は １.5％に
過ぎないことが分かる。
　次に混合静脈血 １00 mL に含まれる酸素の量を計算
してみると，以下の 3），４）のようになる（混合静脈
血の酸素分圧を ４0 Torr，酸素飽和度を 75％と仮定し
た）。
3 ）ヘモグロビン結合酸素（混合静脈血）
　　 ＝１.3４（mL/g）×１5.0（g/dL）×0.75≒１5.１（mL/dL）  

細胞内ミトコンドリア

混合静脈血 40 Torr

血液

組織

ガス

動脈血 95 Torr

大気 160 Torr
気道内 150 Torr

肺胞気 100 Torr

PaCO2＝0.863×

PAO2＝（PB－47）× FiＯ2－

肺胞気・動脈血酸素分圧較差
　・拡散障害
　・換気血流比の不均等分布
　・シャント
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図 ２　酸素瀑布─大気中から組織・細胞までの酸素分圧の変化
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＝１5.１ vol%
４ ）溶存酸素（混合静脈血）
　　 ＝0.003（mL/dL/Torr）×４0（Torr）≒0.１（mL/dL） 

＝0.１ vol%
　 す な わ ち， 混 合 静 脈 血 １00 mL 中 に は １5.2 mL

（１5.2 vol%）の酸素が含まれていることが分かる。し
たがって，血液 １00 mL は 20.0 mL−１5.2 mL＝４.8 mL
の酸素を運んで末梢組織に供給したことになる。とこ
ろで，成人の安静時の酸素消費量は １ 分間に約 250 mL
である。これを供給するために必要な動脈血は，

（250 mL/４.8 mL）×１00 mL＝5,200 mL　となる。これ
が心拍出量に相当する。
　以上の解説で明らかなように，末梢組織に酸素を正
常に供給するためには，肺での酸素の取り込み（動脈
血酸素飽和度），ヘモグロビン量，心拍出量の 3 者に
異常のないことが必要である。これが酸素輸送の 3 因
子である。呼吸不全の際には肺での酸素の取り込みに
注意が向くが，酸素吸入の目的は組織の酸素化であ
り，他の 2 因子の影響を忘れてはならない。
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1 ．定義・分類 ◀
　呼吸不全（respiratory failure）は「呼吸機能障害
のため動脈血ガス（特に O2 と CO2）が異常値を示
し，そのために正常な機能を営めない状態であり，室
内空気呼吸時の動脈血酸素分圧（PaO2）が 60 Torr
以下となる呼吸器系の機能障害，またはそれに相当す
る状態」と定義される。
　呼吸不全は，病態の経過による分類と，成因による
分類の 2 つに大別される。病態の経過による分類で
は，呼吸不全の状態が少なくとも １ カ月以上続いた場
合に慢性呼吸不全と定義される。動脈血二酸化炭素分
圧（PaCO2） が ４5 Torr 以 下 は Ⅰ 型 呼 吸 不 全，
４5 Torr を超えるものはⅡ型呼吸不全に分類される

（表 １）。病態による分類ではガス交換障害＊（あるい
は不全）と換気障害（あるいは不全）に大別される

（図 １）。

2 ．病態生理 ◀
　Ⅰ型呼吸不全では A-aDO2 は開大する。A-aDO2 が異
常高値と呈する病態としては，⑴ 換気血流比（V・A/Q・）
不均等，⑵ 肺拡散障害，⑶ 右→左シャントがある

（図 １-A〜C）。
　PaCO2 と肺胞換気量（V・A），CO2 の産生量（V・CO2）
の間には，

　　PaCO2＝PACO2＝k×V・CO2
V・A（k は定数）

の関係が成立し，V・CO2 が一定の状況では，PaCO2 は
V・A と反比例している。
　このことから，高二酸化炭素血症を呈するⅡ型呼吸

Key Points
・呼吸不全とは呼吸機能障害のため室内空気呼吸時PaO2 が 60�Torr 以下となる状態。
・準呼吸不全とはPaO2 が 60�Torr を超え，70�Torr 以下の状態。
・�PaCO2 が 45�Torr 以下はⅠ型呼吸不全，45�Torr を超えるものはⅡ型呼吸不全に分類される。
・�慢性呼吸不全とは呼吸不全の状態が １カ月以上続く状態。
・�動脈血ガス値の異常を起こす機序として，①換気障害（肺胞低換気），②換気血流比不均等，�
③肺拡散障害，④右→左シャントがある。Ⅱ型呼吸不全は主として①が，Ⅰ型呼吸不全は②〜④
が原因である。

酸素療法について

B. 呼吸不全

第Ⅰ章

＊：肺胞レベルでのガス交換障害を意味する。

表 １　呼吸不全の診断基準

� （厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班　昭和 56 年度研究報告書）

３.  慢性呼吸不全とは呼吸不全の状態が少なくとも １カ月間持
続するものをいう。

　さらに，PaCO2 の程度により下記に分類される。
　 　１）Ⅰ型呼吸不全（PaCO2 が 45 Torr 以下のもの）
　 　2）Ⅱ型呼吸不全（PaCO2 が 45 Torr を超えるもの）

2.  呼吸不全を動脈血CO2 分圧が 45 Torr を超えて異常な高値
を呈するものと然らざるものとに分類する。

１.  室内気吸入時の動脈血O2 分圧が 60 Torr 以下となる呼吸障
害またはそれに相当する呼吸障害を呈する異常状態を呼吸
不全と診断する。
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不全では，肺胞低換気（換気障害）を伴っていること
が理解できる（図 １-D）。最近は，換気血流比（V・A/
Q・）の低下部位の増加も PaCO2 の上昇機序に関与す
ると考えられている。

３ ．基礎疾患 ◀
　急性呼吸不全を呈する基礎疾患は呼吸器疾患と神
経・筋疾患に大別され，前者は気道系，肺実質系，血
管系，胸膜・胸郭系に分類される（表 ２）。また，低
酸素血症の有無に関係なく組織低酸素症となる病態と

して，循環性，細胞性，酸素消費性，酸素輸送性など
がある（表 ３）。
　慢性呼吸不全の基礎疾患は，COPD（４5％）が最も
多く，肺結核後遺症（１2％）は近年減少し，肺線維
症・間質性肺炎（１8％）や肺癌（6％）が増加してい
る（第Ⅲ章；「慢性呼吸不全への対応方法」の項参照）。
　慢性呼吸不全に合併する病態として，⑴ 肺高血
圧・肺性心，⑵ 呼吸筋疲労，⑶ 中枢神経障害，⑷ 消
化管障害，⑸ 肝障害，⑹ 腎障害，⑺ 貧血，⑻ 栄養
障害がある（表 ４）。

4 ．臨床症状・身体所見 ◀
　低酸素血症の臨床症状として PaO2 60 Torr 以下で
は頻脈，動悸，高血圧，頻呼吸，失見当識，４0 Torr
以下ではチアノーゼ，不整脈，重度の呼吸困難，不
穏，興奮，低血圧，乏尿，30 Torr 以下では意識消
失，20 Torr 以下では昏睡，徐脈，チェーン・ストー
クス呼吸，ショック状態，心停止などが認められる。
　高二酸化炭素血症の臨床症状は，患者本人の基礎値
からの上昇の程度と速度に影響を受ける。手のぬくも
り（心拍出量増加と末梢血管拡張による），頭痛，発

表 ２　呼吸不全を呈する疾患

３. 肺循環障害
　血栓塞栓症，心原性肺水腫，非心原性肺水腫

2. 神経・筋疾患
　重症筋無力症，Guillain-Barré 症候群

１. 呼吸器疾患
　 １ ） 気道系障害：喘息，COPD，無気肺，気道異物
　 2 ） 肺実質系障害：肺炎，肺出血，誤嚥，刺激ガスの吸

入，ARDS
　 ３ ）血管系障害：血管炎，肺血栓塞栓
　 4 ）胸膜・胸郭系：気胸，胸水・胸膜炎，動揺胸郭

呼吸不全

ガス交換障害
（低酸素血症）

換気障害
低酸素血症
＋

高二酸化炭素血症

短絡
A

PaO2 PaO2

O2
CO2

B C D

（　　）　

図 １　呼吸不全の分類と病態生理
A：換気血流比不均等（V・A/Q・不均等）　　B：拡散障害　　C：右→左シャント　　D：肺胞低換気
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汗，脈圧増大を伴う高血圧，頸動脈の躍動性拍動，縮
瞳，羽ばたき振戦，無力感，傾眠，腱反射低下，不整
脈，うっ血乳頭，低血圧（重症），痙攣，昏睡などが
ある。
　チアノーゼは重篤な低酸素血症の徴候となるが，貧
血のある患者では認めにくい。ばち指は，手指の末端
部がドラムの“ばち”のように肥大し，爪が彎曲する
もので，気管支拡張症，肺癌，間質性肺炎に多くみら
れるが，COPD でみられることは少ない。右心不全
の兆候として，頸静脈怒張，肝腫大，脛骨稜・足背の
浮腫を認める。聴診所見では，COPD では呼吸音は

減弱していることが多いが，副雑音は基礎疾患により
異なる。肺高血圧があれば肺動脈弁口でⅡ音亢進，三
尖弁閉鎖不全による収縮期雑音を聴取することがある。

5 ．呼吸不全の診断 ◀
　動脈血ガス所見は呼吸不全の診断において最も重要
である。低酸素血症の診断の後，高二酸化炭素血症

（PaCO2＞４5 Torr）の有無，A-aDO2 の開大の有無，
酸素投与で PaO2 と PaCO2 の変化で呼吸不全の病態
が鑑別される（図 ２）。　

１．循環性 循環血液量低下

2．細胞性 シアン中毒，Dysoxia（組織酸素代謝失調）

３．酸素消費性 運動負荷，代謝亢進

4．酸素輸送性 貧血，CO中毒，異常ヘモグロビン

表 ３　低酸素血症の有無に関係なく組織低酸素症を
呈する病態

１．肺高血圧症・肺性心 低酸素性肺血管攣縮による。

2．呼吸筋疲労  呼吸筋へのエネルギー供給の低下，呼吸筋の
仕事量の増大による。

３．中枢神経障害 CO2 ナルコーシス，うつ，不安など。

4．消化管障害  胃酸の分泌低下，胃粘膜血流の低下による。

5．肝障害 肺性心，右心不全による。

6．腎障害 水，Naの排泄障害による。

７．貧血  消耗性疾患により症候性（続発性）貧血となる。

８．栄養障害  エネルギー摂取低下，呼吸筋の酸素摂取量の
増大による。

表 ４　慢性呼吸不全の病態生理

PaCO2＞45Torr？

PaO2：酸素投与で改善？ 吸入PaO2低下

A-aDO2の開大？

A-aDO2の開大？

換気障害（肺胞低換気）

シャント
1.肺胞虚脱
　（無気肺）
2.肺胞内の充満
　（肺炎，肺水腫）
3.心内シャント
4.肺内血管シャント

V　・　A/Q　・　不均等・拡散障害
1.気道疾患
　（喘息，COPD）
2.間質性肺疾患
3.肺胞疾患
4.肺循環障害

1.高地
2.FIO2低下

肺胞低換気＋α 肺胞低換気のみ
1.呼吸ドライブ低下
2.神経筋疾患

Yes

Yes

Yes

No

No

No Yes No

図 ２　血液ガス所見による呼吸不全の診断的アプローチ
� （文献 3より引用，一部改変）
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　安静時動脈血ガス所見が正常であっても，運動時や
睡眠時に SpO2 を測定して低酸素血症を認めることも
多い。胸部 X 線写真は基礎疾患の鑑別に必要である
が，その所見に基づいて呼吸不全の程度を定量的に評
価することは困難である。呼吸機能検査は基礎疾患の
診断，病態の把握に有用である。しかし，一般的に換
気障害とガス交換障害の程度は相関せず，呼吸機能検
査だけに基づいて呼吸不全の程度を定量的に評価する

ことも困難である。COPD では％FEV１ に基づいて重
症度が判定される。低酸素血症による肺高血圧におい
て典型的な右心負荷の心電図所見が得られることは少
ない。ドプラー心エコー図法を用いて肺高血圧を推測
することができる。右心カテーテル検査を行うと，肺
動脈圧，肺動脈楔入圧，右室圧，心拍出量などを直接
測定できる。
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1 ．呼吸困難対策としての酸素療法 ◀
　呼吸困難は，呼吸器系疾患をはじめとして心血管疾
患や神経筋疾患において重要な症状であり，また，癌
の末期にも認められる。患者にとって，死を予感させ
る感覚であり，適切な対応が望まれる。
　呼吸困難の治療は，その原因疾患を特定し，呼吸困
難を表出している病態生理学的な異常を適正化するこ
とである。酸素療法は，低酸素血症の正常化が主目的
であるが，呼吸困難対策としても広く行われている。
しかし，酸素療法ですべての呼吸困難が改善するわけ
ではない。
　呼吸困難は単一のメカニズムで表出する感覚ではな
く，少なくとも 3 つの生理学的病態が関与している。
すなわち，化学受容体からの入力，運動皮質からの入
力，そして呼吸関連効果器からの入力にわけることが
でき，それぞれの入力に応じた呼吸困難の感覚が生じ
る。そのうち，酸素吸入が大きく関連するのは化学受
容体を介したメカニズムである（図 １）。低酸素血症
になると，末梢性化学受容体（頸動脈体）が刺激され
る。この刺激された末梢性化学受容体からの求心性情
報は，呼吸ドライブを増加させるとともに，皮質感覚
野に伝達され，呼吸困難として表出される。
　酸素療法は，低酸素血症を改善させることで末梢化
学受容体の活動亢進を減弱させるので，末梢化学受容

体が刺激される病態を原因として表出している呼吸困
難の軽減に有効である。加えて，呼吸ドライブの亢進
による換気量の増加にともなって表出している呼吸困
難（呼吸仕事量増加，末梢感覚受容体からの情報，神
経・機械的解離）も，酸素療法により軽減される。ま
た，酸素療法により，心負荷が改善されること，肺高
血圧状態が軽快すること，酸素需要・供給の不均衡が
是正されること，なども呼吸困難軽減のメカニズムと
考えられる。

2 ． 呼吸困難対策としての酸素療法の   
エビデンス ◀

１． 在宅酸素療法適用基準を満たしている中等度・高
度の低酸素血症（PaO2＜55 Torr）では，呼吸困
難の軽減が期待できる。

2． 軽度低酸素血症もしくは非低酸素血症の場合の呼
吸困難に対して，酸素療法の適用は慎重に決定さ
れる必要がある。COPD 患者において酸素療法
は，安静時呼吸困難に対して効果が認められてい
ないが，労作時呼吸困難に対して労作中の持続的
酸素吸入は効果が認められる。一方，間質性肺
炎・癌・心不全・側弯症など非 COPD 患者での呼
吸困難に対しての酸素療法（鼻カニューラ 2 L/
分）は，医療用空気吸入に比べて優位性は認めら
れていない。しかし報告により酸素療法の効果は

Key Points
・低酸素（血症）を原因とする呼吸困難に対してのみ酸素療法は有効である。
・中等度・高度の低酸素血症患者の呼吸困難軽減に酸素療法は有効。
・�軽度低酸素血症もしくは低酸素血症を呈していない患者の労作時呼吸困難の軽減に労作中の持続
的酸素吸入は有効である。

・低酸素血症を呈さない進行性疾患の終末期患者における呼吸困難の軽減に酸素療法は効果がない。
・呼吸困難軽減目的での酸素投与は少なくとも 3日間は行い継続の可否を決定する。

酸素療法について

C. 呼吸困難対策としての酸素療法

第Ⅰ章
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異なっており，今後も検討される必要がある。実
際，酸素療法が有効である症例はあるので，呼吸
困難を認めた場合，一度は試み，継続の可否を決
定すべきである。

3． 労作時呼吸困難に対して一定の効果があることは
記述したとおりである。ただ，その効果は，労作
時に持続的に酸素を吸入していた場合である。安
静時には低酸素血症は認められないものの，労作
時に酸素飽和度が低下するとともに呼吸困難を有
する症例に対して，持続的に酸素を投与した場
合，呼吸困難が軽減する症例が報告されている。
なお酸素療法が必要な労作時の酸素飽和度の低下
の程度について一定の見解は得られていない。

４． がんなど進行性疾患終末期に低酸素血症を認めな
いにもかかわらず呼吸困難を訴える症例がしばし
ばみられる。難治な呼吸困難が多く，緩和目的で
酸素投与がおこなわれるものの有効性は示されて
いない。ただ，酸素投与が有効な場合，４8 時間以

内に効果が認められていることから，酸素投与す
る場合は，3 日間観察し，効果が認められない場合
は，酸素投与を中止する。

5． 酸素投与方法として，持続的に酸素吸入させる他
に，労作の前後のみに １0-20 分間酸素を吸入させ
る方法がある（short burst O2 療法）。労作時呼吸
困難改善速度をはやめる目的で行われるものであ
る。しかし，運動耐容能に対しては一定の効果は
認められているものの，呼吸困難の改善や回復ま
での時間には無効とされている。

6． 組織低酸素症においても呼吸困難は認められる。
その場合，低酸素血症は認められず，通常，過換
気状態になっている。拡張型心筋症，急性心筋梗
塞などで認められる低心拍出状態，貧血，一酸化
炭素中毒，シアン化合物中毒などでおこる。酸素
療法は有用であるが，原因への対応が必要である。

7． 過換気症候群では，明らかな低酸素血症を認めな
いにも関わらず，呼吸困難を認める。時に過換気

呼吸ドライブ

大脳皮質
感覚野

〈呼吸困難〉
化学受容体
求心性入力

低O2

運動皮質

脳幹部
呼吸中枢

効果器
（肺・胸郭）

神経・筋

pH 高CO2

図 １　呼吸困難メカニズム
　呼吸困難は大脳皮質感覚野への呼吸関連情報入力に基づいてみられる感覚である。大きく，化学受容体からの入力（白色矢印），運動皮質からの
入力（灰色矢印），そして呼吸関連効果器からの入力（黒色矢印）にわけることができ，それぞれの入力に応じた呼吸困難の感覚が生じる。１）化学
受容体からの入力は，動脈血ガスのPaO2，PaCO2，pHの情報である。PaCO2 のセンサーとして働く中枢性化学受容体と，PaO2，pH，PaCO2
のセンサーとして働く末梢性化学受容体があり，PaO2 低下，PaCO2 上昇，pH低下により刺激された化学受容体からの情報が脳幹部呼吸中枢に入
力されることで，亢進した呼吸ドライブが発せられる。この化学受容体からの入力情報が，大脳皮質感覚野にも伝えられることで，PaO2 低下，
PaCO2 上昇，pH低下という状態の呼吸困難感覚が表出する。2）運動皮質からの入力（灰色矢印）は，随意的に呼吸量を増加させるときに運動皮
質から脳幹部呼吸中枢へ発せられる情報である。運動皮質からの出力と同等のものが大脳皮質感覚野へ入力し，呼吸量を増加させている状態の呼吸
困難感覚が表出する。3）呼吸関連効果器からの入力（黒色矢印）は，呼吸運動により発せられるフィードバック情報である。呼吸運動は，呼吸中
枢ドライブが呼吸運動関連の神経・筋を介して効果器としての肺・胸郭を駆動させることで，行われている。末梢にある呼吸関連効果器内の各受容
体からの呼吸運動情報が中枢へ戻され，呼吸中枢ドライブに見合った呼吸運動が行われているかを監視している。呼吸中枢ドライブに見合った呼吸
運動が行われているかどうか，また呼吸負荷があるかどうか，などの情報が，呼吸中枢ドライブと比較され，呼吸困難の感覚を表出させている。酸
素療法が有効な呼吸困難は，化学受容体からの入力，それに基づく，効果器からの入力，そして，効果器からのフィードバック情報に基づいての呼
吸調整に関連する運動皮質からの入力と，PaO2 低下の感知そして是正のための一連の呼吸調節に連動した呼吸困難である。
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の背景に，器質的疾患がある場合があるので，器
質的疾患の存在を否定する必要はあるが，過換気
症候群での呼吸困難に酸素療法は無効である。

３ ．　 呼吸困難対策における   
酸素療法導入 ◀

　酸素療法を呼吸困難に適用する場合，呼吸困難を表出
している病態が低酸素に関連しているものであるかを考
慮する。呼吸困難には低酸素血症のほかに，複数の因子
が関与しているのは先に記述した通りである（図 １）。
呼吸困難を訴えている場合，どのような性質の呼吸困
難であるかを判断する。低酸素による化学受容体が関
与する呼吸困難では，「空気が足りない」，「息苦し
い」，「吸わないといられない」，など空気飢餓感をう
かがわせる表現で説明される。これに対して，運動皮
質が関与する呼吸困難では，「大きな呼吸をする必要
がある」，「努力して呼吸する必要がある」，など努力
感をうかがわせる表現で，呼吸関連効果器からの
フィードバック情報が関与する呼吸困難では，「吸え
ない」，「肺が硬くて吸いにくい」，など吸気不足感・
圧迫感などをうかがわせる表現で説明される。患者の
声に耳を傾けるのが呼吸困難を理解する第一歩であ
る。そして，どのような状況で呼吸困難が起こるかを
理解する。
　臨床上，最もよく用いられるのが，修正 MRC 息切
れスケールである（表 １）。日常活動に関連した間接
的呼吸困難評価方法である。その他の評価方法として，
Baseline/Transition Dyspnea Index，UCSD Shortness 
of Breath Questionnaire，Oxygen Cost Diagram など
がある。そして，理学所見（呼吸数，呼吸パターン，
打聴診）とともに，酸素飽和度，血圧／脈拍数，発熱
や痛みの有無を確認する。酸素飽和度が正常であって
も呼吸困難を訴えている場合は，血液ガス検査は必ず
行うべきである（PaCO2，A-aDO2，酸塩基平衡異常等
を確認する）。続いて，呼吸機能，画像検査，心電図，
心機能，貧血の有無などをおこない，患者の病態を理
解する。安静時低酸素血症を認めれば，低酸素が呼吸
困難に関与していることは明らかであるが，安静時低
酸素血症を認めない場合は，2４ 時間酸素飽和度測定

を行い，呼吸困難を表出する状況の把握と，低酸素血
症との関連性について検討する。病態に応じた薬物療
法および呼吸リハビリテーションなどの非薬物療法を
行っても低酸素に関連する呼吸困難が持続する場合，
また，これら酸素療法以外の治療の効果が表れるまで
の期間に低酸素に関連する呼吸困難が持続する場合，
酸素療法をおこなう。動脈血ガス分析で高 CO2 血症
がない状況であれば，PaO2=75 Torr（SpO2=9４%）以
上となるように調節する。高 CO2 血症がある場合は，
PaO2=60 Torr（SpO2=90%）となるように調節し，呼
吸困難の程度を評価する。評価期間が長く日常活動が
可能な場合は，上記に示した修正 MRC 息切れスケー
ル等の間接的評価法を用いてもよいが，短期的に評価
する場合は，Visual Analogue Scale や Borg scale な
どの直接的評価法を用いるのがよい。がんなどの進行
性疾患終末期に訴える呼吸困難の場合，低酸素に関連
する呼吸困難でない場合であっても，酸素療法を試み
てよい。ただ，その効果については，3 日間程度で評
価をおこない，漫然と酸素療法を続けない。なお，酸
素ガスであっても，空気であっても，マスクやカニュ
ラを通してガスが顔面や鼻腔粘膜にあたることが呼吸
困難の軽減に効果がある場合もあることは知っておく
べきである。

グレード
分類 あてはまるものにチェックしてください（１つだけ）

0 激しい運動をした時だけ息切れがある。 □

１ 平坦な道を早足で歩く，あるいは緩やかな上り
坂を歩く時に息切れがある。 □

2

息切れがあるので，同年代の人よりも平坦な道
を歩くのが遅い，あるいは平坦な道を自分のペ
ースで歩いている時，息切れのために立ち止ま
ることがある。

□

３ 平坦な道を約 １00 m，あるいは数分歩くと息切
れのために立ち止まる。 □

4 息切れがひどく家から出られない，あるいは衣
服の着替えをする時にも息切れがある。 □

COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン　第 4版
日本呼吸器学会COPDガイドライン第 4版作成委員会編　より

表 １　 呼吸困難（息切れ）を評価する修正MRC（mMRC）
質問票
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第Ⅱ章

急性呼吸不全への対応方法



1 ．はじめに ◀
　急性呼吸不全に対する酸素療法の目的は，生命を脅
かす低酸素症を是正し，組織の酸素化を維持するとさ
れていたが，最近の英国胸部疾患学会酸素療法ガイド
ラインでは，“正常もしくはほぼ正常の酸素飽和度を
維持することを目指す”提案がなされている。一方，
過剰の酸素投与は有害と指摘され，適切な処方が必要
である。
　細胞レベルでの適切な酸素化を保つためには酸素療
法のみならずヘモグロビン，心拍出量といった組織へ
の酸素運搬因子も重要である。酸素含量（oxygen 
content）と酸素運搬量は下記の式で求められる。

　　 酸素含量（oxygen content; CO2 ; ml/dl）=1.34×Hb
（g/dl）×SaO2（%）/100+0.0031×PaO2（Torr），

　　 酸素運搬量（oxygen transport; ml/min）= 心拍出
量（l/min）×CO2（ml/dl）×10

である。

2 ．適応 ◀
　呼吸不全は，PaCO2 の値により 45 Torr 以下のⅠ
型呼吸不全と 45 Torr を超えるⅡ型呼吸不全に分けら
れる。
　一般に SpO2 94%（≒PaO2 75 Torr）未満が酸素投
与の適応となる。ただし，Ⅱ型呼吸不全で，慢性呼吸
不全の急性増悪の場合は，SpO2 88% 未満あるいは，
PaO2 55 Torr 以下を酸素投与の適応としてもよい。
　また，低酸素血症の症状や身体所見（判断力の低
下，混迷，意識消失，不整脈，頻脈あるいは徐脈，血
管拡張，血圧低下，中心性チアノーゼ）を認め，低酸
素血症が疑われる場合や低酸素血症へ進行する危険性
が高い場合は，低酸素血症の確認が出来なくても酸素
投与を開始する。ただし，病態を評価し酸素投与が必
要ないと判断されれば中止する。
　従来は低酸素血症のない心筋梗塞や急性冠症候群，
脳卒中，妊婦（胎児）などは酸素投与の適応とされて
きたが，最近ではこれらの症例に対する不必要で過剰
な酸素投与は，血管収縮に伴う重要臓器の血流量を低
下させ，むしろ有害となる可能性があると指摘されて
いる。また，酸素の過剰投与の際には，酸素化の悪化

Key Points
・�急性呼吸不全に対する酸素療法の目的は，低酸素血症を是正し，組織の酸素化を維持することで
あり，“正常もしくはほぼ正常の酸素飽和度を維持することを目指す”ことである。

・�細胞レベルの適切な酸素化を保つためには酸素療法のみならずヘモグロビン，心拍出量といった
組織への酸素運搬因子も重要である。

・�呼吸不全は，PaCO2 の値により 45�Torr 以下のⅠ型呼吸不全と 45�Torr を超えるⅡ型呼吸不全
に分けられる。

・�救急の現場では，一般に SpO2�94%（PaO2�75�Torr）未満が酸素投与開始基準となる。ただし，
Ⅱ型呼吸不全で，慢性呼吸不全の急性増悪の場合は，SpO2�88% あるいは，PaO2�55�Torr を酸素
投与開始の基準としてもよい。

急性呼吸不全への対応方法

急性呼吸不全への対応方法
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が起こっても SpO2 に反映されず発見が遅れるリスク
が高まる（例：PaO2 200 Torr が 100 Torr に悪化し
ても SpO2 は 100％と同じ）。他の酸素による問題点と
しては，新生児では 100% 酸素による蘇生で死亡率増
加，未熟児網膜症による失明，酸素中毒症，吸収性無
気肺，CO2 ナルコーシス等が知られている。

3 ．目標 ◀
　一般的な目標は，SpO2 94〜98% で，Ⅱ型呼吸不全
の危険性がある場合は SpO2 88〜92% である。pH は
7.35 以上を維持する。酸素化ヘモグロビンの解離曲線
から PaO2 が 60 Torr を越えても酸素含量の増加はわ
ずかである。導入時の酸素流量は，パルスオキシメー
タがあれば上記を目標とし，パルスオキシメータがな
い場合は PaO2 が 80 Torr 前後を目標とする。
　Ⅱ型呼吸不全で慢性呼吸不全の急性増悪である場合
は酸素化とともに換気状態に留意する。慢性呼吸不全
の急性増悪を疑うポイントとしては，HCO3

－が増加
（28 mEg/L 以上）している場合，慢性呼吸不全の身
体的特徴を認める場合，高炭酸ガス血症の症状や身体
所見（傾眠傾向，縮瞳，乳頭浮腫，頭痛，はばたき振
戦，発汗，高血圧）を認める場合などである。なお，
PaCO2 の絶対値より pH がより重要である。pH>7.35
であれば PaCO2 が高値でも代謝性に代償された状
態，すなわち慢性の比較的安定した状態と判断され
る。pH<7.25 は急速な悪化を示しており予後不良であ
る。
　PaO2 が高すぎると CO2 ナルコーシスの危険性が高
まるので，過量の酸素投与に注意する。ただし，酸素
療法で CO2 ナルコーシスが誘発されるのではない
か，という恐れから患者を深刻な低酸素状態に長時間
放置するようなことがあってはならない。低酸素血症
が深刻な場合はすみやかな低酸素血症の是正を優先さ
せるべきである。

　Ⅰ型，Ⅱ型呼吸不全のいずれにおいても，酸素化の
みでなく，自覚症状，呼吸パターン，意識状態，循環
動態等を総合的に判断して管理する必要がある。特に
呼吸数 25 回 / 分以上の頻呼吸は酸素化が保たれてい
てもその後の呼吸不全悪化の徴候である。

4 ．初期酸素投与の実際 ◀
　Ⅰ型呼吸不全とⅡ型呼吸不全に大別して解説する。

1．Ⅰ型呼吸不全

　Ⅰ型急性呼吸不全を来たす疾患としては，重症肺
炎，急性呼吸促迫症候群（ARDS），急性経過の間質
性肺炎，急性心不全，肺血栓塞栓症等があるが，いず
れの疾患においても，吸入気酸素濃度を高めることに
より十分な酸素化をえることを目標とする。鼻カニュ
ラは使用しやすく，忍容性が高く，ほとんどの症例に
有効であるので，酸素投与の第 1 選択とする。初期投
与量は室内気での動脈血ガス所見を参考にし，パルス
オキシメータ使用可能であれば SpO2 を 95% 前後と
なるよう投与量を調節する。投与開始 30 分後に動脈
血ガスを測定するが，SpO2 の改善が乏しい場合は迅
速に酸素流量を増加する必要がある。鼻カニュラの流
量は 0.5-6.0 L/ 分で使用し，FiO2 は呼吸パターンによ
り異なるが，一般に 1 L/ 分ごとに 0.04 上がるとされ
る。鼻カニュラ 6 L/ 分にても SpO2 が 95% 前後を維
持できない場合は，50% 以上の酸素供給が可能なリ
ザーバー付き非再呼吸性マスク，ネブライザー高流量
系システム，高流量鼻カニュラ（high-flow nasal can-
nula; HFNC）等を使用する。それでも十分な酸素化
が得られなければ人工呼吸管理に移行する。人工呼吸
管理には，挿管人工呼吸管理に加え，非侵襲的陽圧人
工 呼 吸（noninvasive positive pressure ventilation: 
NPPV）の適応を検討してよい。リザーバー付き非再
呼吸性マスクや従来のネブライザー高流量系システム
を用いても吸入酸素濃度の確実性には限界があるが，
高流量鼻カニュラ，高流量ネブライザー式酸素吸入
器，FiO2 設定可能な NPPV 用の人工呼吸器と NPPV
専用マスクは，非挿管下に酸素濃度を正確に設定出来
る非常に優れた装置である。PaO2/FiO2<200 で，呼
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表 １　酸素療法の開始基準

1）  室内気にて SaO2＜94%（ただし，Ⅱ型呼吸不全で，慢
性呼吸不全の急性増悪の場合は，SpO2< 88%）

2）  低酸素血症が疑われる状態（治療開始後に確認が必要）



吸困難の自覚が強い，あるいは，呼吸数 25/ 分以上の
頻呼吸を認める場合はこれらの適応を検討する。
　なお，救急外来で重症の呼吸不全と判断した場合
は，酸素療法を 50% 以上の酸素供給が可能なリザー
バー付き非再呼吸性マスク，高流量ネブライザー式酸
素吸入器，高流量鼻カニュラで開始し，酸素化障害の
程度を確認し酸素流量を減量する step down 方式を
用いる。

2．Ⅱ型呼吸不全

　Ⅱ型急性呼吸不全を来たす疾患には，Guillain-Barre
症候群，重症筋無力症などの神経筋疾患もあるが，
COPD や肺結核後遺症を代表とする慢性呼吸不全の
急性増悪，気管支喘息の重症発作の頻度が多い。Ⅱ型
呼吸不全においては，Ⅰ型呼吸不全と異なり，酸素化
を改善するのみならず換気状態の維持・改善を達成し
なければならない。したがって，パルスオキシメータ

による酸素化のモニターのみではなく，CO2 ナルコー
シスに陥らないよう，pH，PaCO2 のモニターと意識
状態，呼吸数，呼吸状態を注意深く観察する。酸素療
法は，基本的に鼻カニュラにて開始するが，PaCO2

上昇による呼吸性アシドーシスが悪化する場合はベン
チュリーマスクにより FiO2 を一定に管理することが有
効な場合がある。また，酸素化の目標を PaO2 55 Torr
以上あるいは，SaO2 88% 以上としてもよい。それで
も悪化する場合は高流量鼻カニュラ酸素療法や人工呼
吸管理（特に NPPV）を検討する。酸素投与の一つ
と NPPV の導入基準の一つを図 １，表 2 に示す。

5 ．モニタリング ◀
　循環状態，呼吸状態，意識状態を含めた臨床評価
と，血液ガス検査あるいは SpO2 の評価を行う必要が
ある。なお，呼気 CO2 測定（カプノグラフ）につい
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図 １　急性低酸素血症患者への酸素処方
＊高流量鼻カニュラ酸素療法は，NPPVの代替え，あるいは，NPPV受け入れ・施行困難時に検討して良い

BTSガイドラインより引用，一部改変

PaCO2≧45Torr or
呼吸状態悪化

pH≧7.35 ＆
PaCO2＞45Torr

PH＜7.35 ＆
PaCO2＞45Torr

（or 患者疲労）

PaCO2≦45Torr

血液ガスチェック，酸素投与調節

空気もしくは酸素の吸入でSpO2≦94％？

患者は高CO2呼吸不全の危険性を有するか（Ⅱ型呼吸不全）＊？

目標飽和度は94-98％

酸素濃度24％か28％で開始し，血液ガス所見を得る

目標飽和度は88-92％

致死的な重症患者か？
心肺停止しそうか？

リザーバーマスクか蘇生バッグによる
用手換気を開始する

Yes

Yes

No

直ちに上級者に再評価
を求め，NPPVもしくは気
管挿管を考慮

SpO2を88-92％の範囲
に維持できるように管理

目標維持できなければ，
NPPVもしくは気管挿
管を考慮

直ちに上級者に再評価
を求め，NPPVもしくは気
管挿管を考慮

酸素飽和度の範囲を下
回らなければ酸素投与
は不要。
SpO2をモニタリング

No

NoYes
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ては，健常者では有用であるが，呼吸不全患者では通
常は異常波形を呈するため，一般的な臨床意義は少な
い。
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表 2　NPPV の選択基準と除外基準

選択基準（2 項目以上該当）
● 呼吸補助筋の使用と奇異性呼吸を伴う呼吸困難
● 呼吸回数 >25 回 / 分
●  pH <7.35 かつ PaCO2>45 Torr を満たす呼吸性アシドー

シス あるいは PaO2/FiO2<300

除外基準（いずれか 1 項目が該当）
● 呼吸停止，極端に呼吸循環状態が不安定な患者
● 患者の協力が得られない場合
● 何らかの気道確保が必要な場合
● 頭部・顔面もしくは胃・食道の手術の実施
● 頭蓋顔面に外傷あるいは火傷がある場合

文献 10，11 より引用改変
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1 ．はじめに ◀
　慢性呼吸不全に対しては長期（在宅）酸素療法

（Long Term Oxygen Therapy：LTOT. Home Oxy-
gen Therapy；HOT）が行われる。
　慢性呼吸不全に対する酸素療法の目的は，症状（呼
吸困難）の軽減，QOL の向上，生命予後の改善に集
約される。生理学的な酸素投与の目的は低酸素血症お
よび組織低酸素の改善，肺循環における低酸素性血管
攣縮を防止して肺高血圧症を予防することにある。在
宅呼吸ケア白書（2010 年）では HOT の上位 5 疾患
は COPD 45%, 肺 線 維 症 な ど 18 ％， 肺 結 核 後 遺 症
12％，肺癌 6％，神経筋疾患 2％であった。HOT の
有効性は，基礎疾患によって異なるので疾患別に記載
するが，導入，副作用，問題点などは共通なことが多
く，COPD の項にまとめて記載する。

2 ．酸素投与の実際 ◀

1．COPD

1）意義
　COPD は HOT の基礎疾患として最も多く，かつ，
HOT で生命予後を改善することが証明されている。
　1 日 15 時間以上の酸素療法は，酸素療法を行わな
い患者に比べて，生命予後を改善すること，終日酸素
投与のほうが，夜間のみの投与より生命予後が改善さ
れることが報告されている。本邦でも厚生省特定疾患

「呼吸不全」調査研究班により，在宅酸素実施症例の
予後が非実施症例に比べて生命予後が改善されること
が明らかにされた（図 1）。
　一方，HOT による QOL の改善効果については一
定の見解は得られていない。
　HOT 適応でない安静時軽度低酸素血症で歩行中に
低酸素血症を起こす COPD 患者には，HOT による生
命予後改善効果は期待できない。しかしながら，生命
予後以外の呼吸困難，健康関連 QOL，ADL などの評
価項目における意義については今後の検討課題である。

Key Points
・�在宅般素療法（HOT）の適応には，安静時のみではなく，睡眠中，運動時の低酸素血症状態も
考慮しなければならない。酸素投与による目標PaO2 は 60�Torr 以上である。
・�Ⅱ型呼吸不全患者における酸素投与においては，パルスオキシメータのみではなく，適宜，動脈
血液ガス分析も施行するべきである。高二酸化炭素血症の程度によっては，非侵襲的陽圧換気
（NPPV）療法も考慮する必要がある。
・�境界域低酸素血症においては，HOTによる生命予後の改善は証明されていない。呼吸困難の改
善のみのHOT導入は，プラセボ効果もあり，医療経済学的にみても慎重になるべきである。

・�HOTの導入においては，家族を合めた教育が必要であり，導入後の流量の変更，HOTの中止
もあるため，再検査，再教育が必要である。

慢性呼吸不全への対応方法

慢性呼吸不全への対応方法

第Ⅲ章
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2）導入の実際
　基本的には「社会保険による在宅酸素療法の適用基
準」に準ずる（「社会保険適用基準の説明」の項参
照）。適用基準にあるように，PaO2 が 55～60 Torr の
ときには睡眠時または運動時の PaO2 も測定する必要
がある。現在はパルスオキシメータによる SpO2 から
低酸素血症を判定にすることが認められている。その
ため，動脈血ガス分析を行う機会が減少しているが，
HOT の導入時には，必ず動脈血ガス分析を行い，
PaCO2，pH を測定しなければならない。これは，
PaCO2 の測定が必要であるという点のみではなく，
SpO2 の測定値は多くの因子に影響されるからであ
る。特に末梢循環不全のときはその値の信頼性は低
い。十分な内科的治療を受けている COPD 患者にお
いて，動脈血ガス分析は少なくとも 3 週間以上期間を
おいて 2 回測定すべきである。酸素投与による目標
PaO2 は 60 Torr 以上とする。1 日 18 時間以上の酸素
吸入が好ましく，3 時間以上の中止は肺高血圧の悪化
を来すという報告がある。
　覚醒かつ安静時だけでなく，運動時，睡眠時の酸素
流量を決める。運動中の酸素投与は運動中の低酸素血
症の改善と予防，呼吸困難の軽減，運動耐容能の改善
が期待できる。なお，運動中の酸素投与によって予後

の改善が得られるか否かは明らかでない。
　一般的には運動時に SpO2 が 90％以上を保つための
酸素投与量を導入時に決定する。医師または看護師が
付き添って SpO2 を監視しながら 6 分間歩行試験など
を行って決める。
　COPD 患者の中には睡眠中，特に REM 睡眠中に低
換気により低酸素血症になる者が多く，このことが夜
間に COPD 患者に酸素投与する大きな要因になって
いる。本邦では PaO2 が 60 Torr 以下で夜間に著しい
低酸素血症を来す患者は HOT 適用となっている。
HOT 導入時には睡眠中にパルスオキシメータを用い
た測定を行い，夜間の適切な酸素投与量を決定する。
酸素投与下で高二酸化炭素血症を認めない場合は，夜
間 1 L/ 分を上乗せしてよい。

3）Ⅱ型呼吸不全患者対する対応
　高二酸化炭素血症の存在が酸素療法の禁忌にはなら
ないが，CO2 ナルコーシスの危険性を十分患者に説明
したうえで，きめ細かな対応が必要である。HOT で
は通常鼻カニュラ法が使用されるので，少量の酸素投
与から開始し，高二酸化炭素血症の増悪に注意しなが
ら少量ずつ（0.25～0.5 L/分）酸素流量を増やす。
PaO2 の目標値は 60 Torr で過度の高二酸化炭素血症

図 1　HOT 実施症例，非実施症例の累積生存率曲線
� （文献 5より引用）
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を来さない酸素流量にする。
　高二酸化炭素血症の程度によっては非侵襲的陽圧換
気（noninvasive positive pressure ventilation；
NPPV）療法の併用を考慮する。安定期 COPD 患者
への NPPV の使用は主に呼吸筋疲労および夜間の睡
眠呼吸異常を改善し，その結果，睡眠時間の延長と質
の改善を期し，夜間，日中の血液ガス値の改善と患者
の QOL の向上，患者の予後の改善と入院回数の減少
を目指すことにあるが，長らくその有効性は実証され
ていなかった。最近，欧米から慢性 COPD に対する
NPPV 療法において大幅な予後改善がみられたとの
報告もあり，今後の検証が期待される。安定期の重症
COPD 患者に対する NPPV 使用に関する適応基準は
いくつかあるが，その一つを表 1-1 に記載する。その
他，Medicare and Medicaid Services（米の老齢者医
療保険制度，低所得者医療扶助制度）のガイドライン
では，PaCO2 値が 52 Torr 以上かつ，夜間の酸素飽
和度の測定で日常使用の酸素吸入下（または空気呼吸
下）SpO2<89％が持続的に 5 分間以上続くような低換
気が認められる場合に，（ポリソムノグラフイーを必
要としない）臨床的な睡眠時無呼吸の除外，3 カ月
バックアップ機構のないバイレベル装置を使用して評
価する，とされている。
　 長 期 間 の NPPV 使 用 が 困 難 な 患 者 群 と し て，
NPPV を積極的に行う意思がない，酸素療法，薬物
治療などを的確に行えない，NPPV 治療を理解でき
ない，マスク呼吸に耐えられないなどが挙げられてい
る。現状の見解としては，徐々に悪化する日中の高二
酸化炭素血症とそれに加わる夜間睡眠中の低換気が，
重度 COPD 患者の NPPV 適用と考えられる。一般的
に COPD 患者は胸郭変形や拡張制限による拘束性換
気障害患者や神経筋疾患患者に比べて，NPPV のコ
ンブライアンスが悪い傾向にある。したがって，安定
期 COPD における NPPV については，導入 3～4 カ
月後に継続の必要性を再評価したほうがよい。
　一般に，HOT の導入基準を満たさない症例におけ
る，外出時の酸素療法は推奨されない。呼吸リハビリ
テーション時，あるいは，酸素吸入により運動耐容能
の改善が確認された場合に検討する（第 8 章呼吸リハ
ビリと酸素療法参照）。

4）問題点
　境界域低酸素血症に対する HOT 適応がしばしば問
題になる。PaO2 56～65 Torr の境界域低酸素血症 135
例に対する 3 年間の追跡で HOT の有無で生存率の改
善は認められなかった。COPD に限らず，呼吸困難
の改善という目的のみで在宅酸素を導入するときには
プラセボ効果の問題がある。室内空気，圧縮空気，酸
素吸入の 3 条件で比較した成績からは，圧縮空気の吸
入によっても呼吸困難の感じ方の一部分は改善するこ
とが判明している。さらに最近の安静時低酸素血症を
認めず労作時の酸素飽和度の低下を認めた COPD 患
者 738 例における 1 年から 6 年の無作為比較研究で，
HOT は生命予後改善にも初回入院の防止にも有効性を
認めなかった。この結果に対して，短期間の労作時の
酸素投与では予後改善は期待できないのは当然であろ
うとの指摘や，中間観察期間 18.4 カ月では，予後判定
には不十分であるとの批判的指摘もある。このよう
に，PaO2 55 Torr 以上群の生命予後についての有効性
は，安静時，運動時，睡眠時使用に関しでも明らかで
はなく，少なくとも安静時 60 Torr 以上の COPD に
関しての HOT の適応を支持する報告はみられない。
境界域低酸素血症に対する在宅酸素療法の適応につい
ては慎重になるべきであり，QOL，ADL への効果も
合めて，今後さらに検討される必要がある。

2．肺線維症などの間質性肺疾患

　肺線維症などの間質性肺疾患は HOT の基礎疾患と
して増加傾向にあり約 18％を占め，COPD に次いで
2 位である。間質性肺疾患は多くの疾患の集合体であ
るが，本項では特発性肺線維症（IPF）について述べ
る。IPF における HOT は，COPD や肺結核後遺症と
異なり，予後改善効果は証明されていない。しかし低
酸素血症を改善し，症状の軽減を期待して積極的に
HOT が行われており，IPF のガイドラインでも HOT
の適応基準を満たす症例については推奨療法とされて
いる。IPF では一般的には終末期までは二酸化炭素の
蓄積を考慮する必要はない。運動中の酸素投与につい
ては，低酸素血症の改善，運動能力の向上に有効であ
るとの報告がある。
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3．肺結核後遺症

　わが国における在宅酸素療法の基礎疾患として，肺
結核後遺症は年々減少しているが，約 12％を占め第 3
位である。厚生省特定疾患「呼吸不全」調査研究班に
より，肺結核後遺症で HOT を受けている症例におい
て，予後不良因子は高齢，男性，肺活量低値である。
高二酸化炭素血症は予後不良因子ではない。また，肺
高血圧症は予後左右しないとの報告もある。肺結核後
遺症患者では，特に夜間肺胞低換気による高二酸化炭
素血症を伴う例が多く，NPPV の有効性が期待され
る。本邦において，安定期に PaCO2 が 70 Torr 以上
を示した 56 例の検討では，死亡例は生存例より年次
PaO2 の低下率が大きく，室内気入時の PaCO2 は死亡
1 年間に急上昇した。したがって，このような時期に
拘束性換気障害により肺胞低換気を改善できれば
QOL や予後を改善できる可能性がある。なお，慢性
の拘束性換気障害の長期の NPPV の基準としては，

表 1-2 が示されている

4．肺癌

　HOT 導入症例における肺癌患者の割合は約 6％で
ある。肺切除後の低肺機能だけでなく，終末期医療と
して QOL を向上あるいは維持させる目的で HOT が
導入される症例も多くなってきている。ただし，低酸
素血症を認めない症例（SpO2 ≥ 92%）に対しての緩
和目的での酸素療法は推奨されない。

5．神経筋疾患

　神経筋疾患では，夜間の低換気による低酸素血症，
ついで，慢性Ⅱ型呼吸不全に陥る。この際の第一選択
は NPPV である。HOT は NPPV にて換気不全を改
善しても低酸素血症を呈する場合が適応となる。

6．肺高血圧症（第Ⅳ章）

表 1-1　COPD 慢性期における長期 NPPV の適応の目安

1．あるいは 2．に示すような自・他党症状があり，3．の 1）～3）いずれかを満たす場合

1．呼吸困難，起床時の頭痛・頭痛感．過度の眠気などの自覚症状がある．

2．体重増加・頚静脈の怒張・下肢の浮腫などの肺性心の徴候．

3．1）PaCO2≧55 Torr，
   PaCO2 の評価は，酸素吸入症例では，処方流量下の酸素吸入時のPaCO2，酸素吸入をしていない症例の場合は，室内気

下で評価する
  2） PaCO2＜55  Torr であるが，夜間の低換気による低酸素血症を認める症例．夜間の酸素処方流量下に終夜睡眠ポリグラフ

（PSG）あるいはSpO2 モニターを実施し，SpO2＜90％が 5分間以上継続するか，あるいは全体の 10％以上を占める症
例．また，OSAS合併症例で nCPAPのみでは夜間の無呼吸，自覚症状が改善しない症例．

  3）安定期のPaCO2＜55  Torr であるが，高二酸化炭素血症を伴う増悪入院を繰り返す症例．

PSG；polysomnography，OSAS；obstructive�sleep�apnea�syndrome，nCPAP；nasal�continuous�positive�airway�pressure
� （文献 10 より引用）

表 1-2　拘束性換気障害における長期 NPPV の適応の目安

1． 自・他覚症状として，起床時の頭痛，昼間の眠気，疲労感，不眠，昼間のイライラ感，性格変化，高次脳機能の低下，夜間頻
尿，労作時呼吸困難，体重増加・頚静脈の怒張・下肢の浮腫などの肺性心の徴候のいずれかがある場合．以下の（a），（b）の
両方あるいはどちらか一方を満たせば長期NPPVの適応となる。

　 （a）昼間覚醒時低換気（PaCO2≧45 Torr）
　 （b）夜間睡眠時低換気（室内気吸入下の睡眠でSpO＜90%が 5分間以上継続するか．あるいは全体の 10％以上を占める）

2． 上記の自・他覚症状のない場合でも，著しい昼間覚醒時低換気（PaCO2≧60 Torr）があれば，長期NPPVの適応となる。

3．高二酸化炭素血症を伴う急性増悪入院を繰り返す場合には長期NPPVの適応となる．

� （文献 10 より引用）
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1．肺高血圧症の定義・診断 ◀
　肺高血圧症（Pulmonary hypertension: PH）とは安
静時における平均肺動脈圧が 25 mmHg 以上のものと
定義される。診断のゴールドスタンダードはスワンガ
ンツ・カテーテルによる右心カテーテル検査である。
スクリーニング検査としては心エコーが広く用いられ
ている。

【肺高血圧症の分類】　
　国際的な臨床的分類（2013 年，Nice 分類）を表 1
に示す。PH は第 1 群：肺動脈性肺高血圧症（Pulmo-
nary arterial hypertension: PAH），第 2 群：左心疾
患による PH，第 3 群：肺疾患／低酸素血症による
PH，第 4 群：慢性血栓塞栓性肺高血圧症，第 5 群：
その他の原因不明／多因子による PH に分類される。
さ ら に 第 1 群 の PAH は， 特 発 性 PAH（Idiopathic 
pulmonary arterial hypertension: IPAH）， 遺 伝 性

Key Points
･　�肺動脈性肺高血圧症（Pulmonary�arterial�hypertension:�PAH）においては，心拍出量の低下
により組織低酸素がもたらされ，混合静脈血酸素分圧（Pv‾O2）が低下するため，酸素療法の適
応となる。

･　�わが国では肺高血圧症に対してPaO2 にかかわらず在宅酸素療法の適応とされる。

肺高血圧症の酸素療法

肺高血圧症の酸素療法

第Ⅳ章

表 1　肺高血圧症の分類
1. 肺動脈性肺高血圧症（PAH） 2. 左心疾患による肺高血圧症
1.1. 特発性肺動脈性肺高血圧症（IPAH）

1.2. 遺伝性肺動脈性肺高血圧症（HPAH）
　1.2.1. BMPR2
　1.2.2. ALK1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3
　1.2.3. 不明

1.3. 薬物および毒物誘発性

1.4. 他の疾患に関連するもの
　1.4.1. 結合組織病
　1.4.2. HIV 感染症
　1.4.3. 門脈圧亢進症
　1.4.4. 先天性心疾患
　1.4.5. 住血吸虫症

2.1. 左室収縮機能障害
2.2. 左室拡張機能障害
2.3. 弁膜症
2.4. 先天性／後天性の左心流入路／流出路障害および先天性心筋症
3. 肺疾患および／または低酸素による肺高血圧症
3.1. 慢性閉塞性肺疾患
3.2. 間質性肺疾患
3.3. 拘束型閉塞型の混合型を示すその他の呼吸器疾患
3.4. 睡眠呼吸障害
3.5. 肺胞低換気症
3.6. 高地への慢性曝露
3.7. 成長障害
4. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）

5. 原因不明の複合的要因による肺高血圧症

1’. 肺静脈閉塞性疾患（PVOD）および／または
　 肺毛細血管腫症（PCH）

1’’. 新生児遷延性肺高血圧症（PPHN）

5.1. 血液疾患：慢性溶血性貧血，骨髄増殖性疾患，脾摘
5.2.  全身疾患：サルコイドーシス，肺組織球増殖症，リンパ脈管筋腫症
5.3. 代謝疾患：糖原病，ゴーシェ病，甲状腺疾患
5.4.  その他：腫瘍塞栓，線維性縦隔洞炎，慢性腎不全，区域性肺高血圧

第 5 回肺高血圧症に関する国際シンポジウム , ニース , 2013 年　Simonneau G, et al. J Am Coll Cardiol 2013; 62: D34-41
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PAH，薬物に伴う PAH，随伴性 PAH（associated 
with PAH（APAH）に分類される。なお APAH に
は，膠原病，門脈圧亢進症，HIV 感染症，先天性心
疾患などに伴う PAH が含まれる。従来広く用いられ
ていた原発性肺高血圧症（Primary pulmonary hy-
pertension: PPH）とは IPAH と遺伝性 PAH を包括し
たものである。

2．肺高血圧症の病態と組織低酸素 ◀
　肺動脈性肺高血圧症（Pulmonary arterial hyper-
tension: PAH）においては，先天性心疾患，右左シャ
ント，膠原病でみられるような間質性肺炎／肺線維症
や気道病変を伴う肺高血圧症を除き，安静時における
低酸素血症の程度はごく軽度に留まる。一方，病初期

（前臨床期）であっても，肺高血圧症の進行により心
拍出量の低下は徐々に生じる。さらに病態が進行する
と，肺動脈圧の上昇は頭打ちになるが，主として右室
拡張により心機能が低下するため，心拍出量の低下が
徐々に顕著となり肺血管抵抗は継続的に上昇する（図
1）。このような病態下では，空気吸入下の PaO2 が
60 Torr 以上であっても，しばしば混合静脈血酸素分
圧（Pv‾O2）は組織低酸素を意味する 35 Torr 以下に
なる。心拍出量低下により循環時間が遅延した状況下
では，血液が末梢組織に留まっている間にも組織の酸
素消費は継続するため，組織中〜静脈血中の酸素分圧

の低下，つまり Pv‾O2 の低下がもたらされるためであ
る。

3．酸素療法の適応◀

１．肺動脈性肺高血圧症に対する酸素療法

　PAH 患者に対する酸素吸入は肺血管抵抗を減少さ
せるものの，長期酸素療法が PAH 患者の予後を改善
することを証明した無作為試験はこれまで存在しな
い。一方で，COPD を対象とした場合では，PaO2 が
55 Torr 未満の呼吸不全例または PaO2 が 60 Torr 未
満の肺性心を伴う例では長期酸素療法により生命予後
が改善することが証明されている。これら COPD に
対する酸素療法のデータに基づき，欧米の肺高血圧症
ガイドラインにおいては，PAH に対する酸素療法に
関して PaO2 が 60 Torr 未満の際に推奨するとされて
いる。しかし長期予後に関する確立したエビデンスは
存在しない。
　一方，わが国において 1994 年以来，肺高血圧症に
対しては，動脈血低酸素血症の HOT 基準（空気吸
入下にて PaO2≦55 Torr もしくは運動時／睡眠時に
PaO2≦60 Torr）を満たさない場合であっても HOT
の適応となる。つまり肺高血圧症（狭義には PAH）
に対しては，PaO2 レベルによらずに HOT の適応と
判断される。また，慢性血栓塞栓性肺高血圧症にお

レベル

15mmHg

4l/min/m2

前臨床期
（WHO-FC Ⅰ）

有症状/安定期
（WHO-FC Ⅱ-Ⅲ）

進行性/増悪期
（WHO-FC Ⅳ）

肺動脈平均圧

安静時心拍出量

時間経過

図 1　特発性肺動脈性肺高血圧症の臨床経過
Rich S et al. Prog Cardiovasc Dis 1988; 31: 205-238 
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いては低酸素血症を伴うため，PaO2 レベルからも酸
素療法の適応と判断されることが多い。

2．�慢性呼吸器疾患に肺高血圧症を合併したとき
の酸素療法

　呼吸器疾患に伴う肺高血圧症（肺高血圧症国際分類
の第 3 群）では，重症の肺高血圧症を呈することは比
較的まれとされている。これまでの報告の多くは右心
カテーテルではなく，心エコー等で診断されているた
め，診断の正確性で問題を有している。右心カテーテ
ル検査を施行した約 1,000 例の COPD 患者を対象とし
た報告では，平均肺動脈圧≧40 mmHg の重症肺高血
圧症の有病率は 1-2％であった。また右心カテーテル
の検討を施行した，肺移植適応の特発性肺線維症患者
を対象とした報告では，肺高血圧症（平均肺動脈圧≧
25 mmHg）は約 30% で認められた。
　慢性呼吸器疾患における酸素療法は COPD 患者に
対するこれまでのエビデンスに基づいている。つまり
PaO2 が 60 Torr 以下の呼吸不全を呈する場合は，酸
素療法にて 60 Torr 以上に保持することが推奨され
る。これは COPD においては PaO2 と肺動脈圧とは
負の相関関係があり，PaO2 と肺動脈圧の相関を表す
回 帰 曲 線 は PaO2 が 60 Torr の 際 に Pv‾O2 は 35 Torr

前後となる。つまり慢性呼吸器疾患においては PaO2

で組織低酸素レベルの予測がある程度可能と考えられ
る。肺高血圧患者における歩行時の酸素投与は，呼吸
困難の改善や運動時低酸素血症の改善が確認された場
合には PaO2 にかかわらず推奨されるべきである。
　COPD において長期酸素療法は部分的に肺高血圧
症の進展を抑制するとの報告がある。しかし肺高血圧
症を伴う症例においては，長期酸素療法によって肺動
脈圧レベルは正常域には回復せず，肺血管リモデリン
グは改善しないとも考えられている。慢性呼吸器疾患
で明らかな肺高血圧症を呈する症例に対しては，
PAH の要素を有していると考え酸素療法の適応と判
断するのが実情である。薬物療法に関しては，COPD
などの呼吸器疾患を伴う肺高血圧症においては，
PAH に特異的な肺血管拡張薬（エンドセリン拮抗
薬，PDE-5 阻害薬，プロスタサイクリン誘導体など）
は換気血流比不均等を強め低酸素血症を増強すること
があり，またエビデンスも確立されていないことから
安易な使用は避けるべきである。一方で，わが国にお
ける慢性呼吸器疾患をともなう肺高血圧症例を対象と
した後向き多施設共同研究においては，肺血管拡張
薬，とくに PDE-5 阻害薬の使用により予後は良好で
あったことが報告されている。
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第Ⅴ章

酸素療法の実際



1 ．酸素投与方法（表 1） ◀
　酸素投与器具は低流量システム，高流量システム，
リザーバシステム＊ １ に分類される。ここで低流量や
高流量とは酸素流量の大小を意味していない。患者が
必要とする １ 回換気量を超える酸素と空気の混合ガス
を供給するか，しないか，を意味している。

1．低流量システム

　患者の １ 回換気量以下の酸素ガスを供給する方式。
不足分は鼻腔周囲の室内気を吸入することで補う。
　鼻カニュラや簡易酸素マスクがこの方式である。
　患者の １ 回換気量により吸入する室内空気の量が異
なるので，吸入酸素濃度も変化する。つまり，吸気時
間が同じであっても １ 回換気量が大きいほど，また，
１ 回換気量が同じであっても呼気時間が短い（早い呼
吸）ほど吸入酸素濃度は低くなる。

2．高流量システム

　患者に １ 回換気量以上の酸素ガスを供給する方式。
患者の呼吸パターンに関係なく設定した濃度の酸素を
吸入させることができる。この方式はベルヌーイの原
理に基づくベンチュリ効果を利用した器具を使う

（「ベンチュリマスク」の項参照）。
　酸素と空気の混合比の調整には，空気の取り込み口
の大きさを変える方法と，酸素の流出口の大きさを変
える方法がある。
　配管からの酸素流量と，マスクから出てくる空気と
酸素の混合ガスの総流量（以下総流量）の関係は下記
の式で示される。

　Y＝ １00−2１　
P−2１　×X

　ここで，Y（L/分）は総流量，X（L/分）は酸素流
量，P（％）は設定酸素濃度，2１ は室内気の酸素濃度

（％）を示す。
　この関係を図 １ に示す。通常，成人患者に対しては
混合ガスの総流量が最低でも 30 L/分以上になるよう
に酸素流量を決める。ここで 30 L/分とは健常成人の平

Key Points
・�酸素吸入方法は，低流量システム，高流量システム（高流量ネブライザー式酸素吸入器，高流量
鼻カニュラを含む），リザーバシステム＊１ に分類される。

・�低流量システムとは，患者の １回換気量以下の酸素ガスを供給する方式。不足分は鼻腔周囲の室
内気を吸入することで補う。鼻カニュラや簡易酸素マスクがこの方式である。

・�高流量システムとは，患者の １回換気量以上の酸素ガスを供給する方式。そのため，患者の呼吸
パターンに関係なく設定した濃度の酸素を吸入させることができる。

・�新規の高流量システムには，高流量ネブライザー式酸素吸入器や，高流量鼻カニュラがあり，正
確なFiO2 が設定できる。
・�リザーバシステムとは，呼気相に使われない酸素をリザーババッグ内に貯え，次の吸気相に貯
まった酸素を吸い込む方式で，高濃度酸素を吸入させることができる。

酸素療法の実際

A. 酸素吸入に関する基礎知識

第Ⅴ章

＊ １：低流量システムに分類する場合もある。
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均吸気速度である。１回換気量 500 mL，平均吸気時間
１ 秒のときの平均吸気速度に相当する（〔500 mL/秒〕 
× 60 ＝ 30 L/分）。
　ベンチュリマスクには総流量を 30 L/分以上確保す
るための酸素流量が，設定酸素濃度ごとにダイリュー
ターの表面に刻印（印刷）されている。

3．リザーバシステム

　呼息相（呼気時）の酸素をリザーババッグ内に貯
め，次の吸息相（吸気時）に貯まった酸素を吸い込む
方式。
　高濃度の酸素を投与することになるので，酸素障害

（酸素中毒）や CO2 ナルコーシスなどを引き起こす危
険性があるので注意する。

2 ． 酸素投与後の動脈血ガス改善の   
判定 ◀

　PaO2 改善の程度は SpO2 で判定してかまわない
が，PaCO2 貯留の有無を確認するため，酸素投与を
行った場合は最低 １ 回は，動脈血ガス分析を行う。採
血は酸素吸入開始 30 分後に安静臥位で行う。

3 ．酸素加湿 ◀
　鼻カニュラでは 3 L/分まで，ベンチュリマスクで
は酸素流量に関係なく酸素濃度 40％までは，あえて
酸素を加湿する必要はない。むしろ，室内気の湿度に
注意すべきである。
　これは，１ ）ヒトは本来，天然の加湿器である鼻腔
を介して呼吸している，2 ）１ 回換気量に占める配管
からの酸素（乾燥酸素）の割合が少ない（鼻カニュラ
2 L/分〔＝33 mL/秒〕の場合，配管からの酸素は １
回換気量 400 mL/秒の患者では，吸気量の ８％を占め
るにすぎない。残りの 92％は鼻腔周囲の室内気を吸
入している），3 ）酸素を加湿しなくとも気道から失
われる水分量はきわめて少ない，4 ）室温で使用する
加湿器の加湿能力は低い，5 ）酸素加湿の有無で自覚
症状に差がないという報告がある，6 ）加湿器用蒸留
水の細菌汚染が報告されている，などによる。
　米国呼吸療法協会（AARC）の酸素療法のガイドラ
インでは 4 L/分以下，米国胸部学会（ATS）の COPD
ガイドラインでは酸素流量 5 L/分以下に酸素加湿をあ
えて行う根拠はないと記載されている。しかし，日本
人を対象とした研究では鼻カニュラ 4 L/分以上は鼻
腔の刺激症状が強く，米国のガイドラインをそのまま

表 １　酸素投与方法

３. リザーバシステム
　  １）リザーバ付マスク
　  ２） リザーバ付鼻カニュラ， 

ペンダント型リザーバ付鼻カニュラ

２. 高流量システム
　  １）ベンチュリマスク
　  ２）ネブライザー式酸素吸入装置
　  ３） 高流量ネブライザー式酸素吸入装置   

（ハイホーネブライザー®）
　  4）高流量鼻カニュラ

１. 低流量システム
　  １）鼻カニュラ
　  ２）簡易酸素マスク
　  ３）オキシアーム
　  4）経皮気管内カテーテル
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総
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図 １　酸素流量とマスクから流れる総流量との関係
通常の酸素流量計の最大流量は 10 L/ 分まで
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日本人に当てはめるのは無理がある。そのため，本マ
ニュアルでは日本人を対象とした研究結果から鼻カ
ニュラの場合，3 L/分以下とした＊ 2。その後，日本か
ら，鼻カニュラによる酸素吸入の場合，酸素流量が
2 L/分であっても，患者によっては鼻腔粘膜を刺激
し，びらんを生じさせることが報告された。そのた
め，酸素加湿をするかどうかは，一律に判断すること
なく，患者の状況をみて，柔軟に対応すべきである。
　気管切開患者や手術などで鼻腔に加湿能力が低い患
者に対して酸素加湿は必要である。また，鼻腔や口腔
の乾燥感を強く訴える患者には柔軟に対応すべきであ
る。
　一方，ベンチュリマスクの場合，乾燥した酸素が直

接鼻腔粘膜を刺激することはなく，吸入酸素濃度
40％までは，あえて加湿を行わなくともよい。
　現時点で小児や気管支喘息患者に対して酸素加湿を
中止してよいとする根拠はない。また，乾燥した酸素
を吸入することで鼻粘膜線毛運動が低下するとした報
告もある。
　なお，酸素加湿を行う場合，酸素マスクのチューブ
と加湿器の接続口はメーカーごとにサイズが異なるた
め，医療事故の危険性がきわめて高い。早期に規格統
一が図られるべきである。

＊ 2： 米国のガイドラインに従い，4 L/分あるいは 5 L/分
以下に酸素加湿を中止している施設もあるが，各施
設ごとに判断してかまわない。
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1 ．適応 ◀
　両側あるいは片側の鼻腔から酸素を供給する器具。
安価で簡便であり，酸素を吸入しながら会話や食事が
できるため広く使われている。低濃度酸素吸入に適し
ている。
　酸素流量と吸入酸素濃度の関係を表 １ に示す。

2 ．構造（図 １） ◀
　カニュラの酸素流出口は両側鼻腔でなくても，片側
だけでも効果はほぼ同じである。

3 ．注意点 ◀
１． 酸素流量と吸入酸素濃度の関係は患者の １ 回換気

量により変わる。特に，患者が低換気になると １
回換気量に占める吸入酸素量の割合が増加し，吸
入酸素濃度は上昇する。逆に過換気になると吸入

酸素療法の実際

B. 低流量システム

第Ⅴ章

Key Points
・�両側あるいは片側の鼻腔から酸素を供給する器具。安価で簡便であり，酸素を吸入しながら会話
や食事ができるため広く使われている。

・�吸入酸素濃度は患者の １回換気量に依存する。そのため，吸入酸素濃度は，同じ酸素流量であっ
ても低換気の患者では上昇し，過換気の患者では低下する。

・常時，口呼吸の患者には推奨できない。
・�酸素流量 ６�L/分を超える使用は，通常の加湿では酸素ガスが鼻粘膜を直接刺激するため，薦め
られない。

図 １　鼻カニュラの構造

表 １　酸素流量と吸入酸素濃度

  １  ２4 
  ２  ２8 
  ３  ３２ 
  4  ３6 
  ５  40 
  6  44 

  酸素流量（L/ 分）  吸入酸素濃度の推定値（％） 
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酸素濃度は低下する。このように表 １ に示す酸素
流量と吸入酸素濃度の関係は，あくまで目安とし
て理解する。

2．常時口呼吸の患者には推奨できない。

3． 酸素流量 6 L/分を超える使用は，通常の加湿では
酸素ガスが鼻粘膜に直接ぶつかり刺激するため，
薦められない（第Ⅵ章　高流量鼻カニュラを参照）。
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1 ．適応 ◀
　吸入酸素濃度を正確に調節できないマスク（図 １）
で，鼻カニュラと同様にわが国で広く使われている。
低濃度酸素吸入には適さない。
　酸素流量と吸入酸素濃度の関係を表 １ に示す。

2 ．構造（図 １） ◀

3 ．注意点 ◀
１． マスク内に貯まった呼気ガスを再呼吸しないよう

に酸素流量は通常 5 L/分以上にする。そのため，
吸入酸素濃度は 40％以上になり，低濃度酸素吸入
には適さない。

2． やむをえず酸素流量 5 L/ 分以下で使用する場合，
患者のPaCO2 がわずかに上昇する事に留意する。

Key Points
・吸入酸素濃度が正確に調節できない。
・�マスク内に溜まった呼気ガスを再呼吸しないように酸素流量は通常 ５�L/分以上にする。そのた
め，吸入酸素濃度は 40％以上になり，低濃度酸素吸入には適さない。

・�やむを得ず酸素流量 ５�L/分以下で使用する場合，患者のPaCO2 が上昇する危険性に留意するこ
と。

・PaCO2 上昇の心配のない患者に使用する。

図 １　簡易酸素マスク

表 １　酸素流量と吸入酸素濃度

  ５〜6  40
  6〜７  ５0
  ７〜8  60

  酸素流量（L/分）  吸入酸素濃度の推定値（％） 

（文献 1より引用）
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Key Points
・マスク本体が大きく解放されているタイプのマスク。
・圧迫感が少なく，飲水や会話がしやすい。
・喀痰吸引が容易。
・呼気を外に逃がしやすい。
・大小さまざまなマスクや低流量用マスク，高流量用マスクがある。
・呼気サンプルライン付のマスクもある。

表 １　酸素流量と吸入酸素濃度の推定値

  ３  40
  ５  ５0
  １0  60

  酸素流量（L/分）  吸入酸素濃度の推定値（％） 

図 １　開放型酸素マスク

1 ．適応 ◀
　簡易酸素マスク同様，吸入酸素濃度を正確に調節で
きない。マスクが開放されており，少ない流量でも
CO2 の再呼吸を防ぐことができる。酸素流量と吸入酸
素濃度の関係を表 １ に示す。

2 ．構造（図 1） ◀
3 ．注意点 ◀
　開放型であってもマスクは顔にしっかり装着させる。
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1 ．適応 ◀
　開放型酸素送流システムである（図 １）。　オキシ
アーム® はマスクおよび鼻カニュラとほぼ同等の吸入
酸素濃度が確保できる（表 １）。

2 ．構造 ◀
　ヘッドセット，操作用可動アームとアーム先端の特
殊カップ（ディフューザー；diffuser）からなる。流
体力学から考案されたディフューザーにより酸素マス
クや鼻カニュラと変わらない程度の吸入酸素濃度を維
持できるように設計されている。
　ヘッドセットを装着し，アームを動かしディフュー
ザーを口や鼻から 2 cm 離した所に固定する。ディ 
フューザーはオリジナルタイプ（図 １ 右下 A；酸素投
与のみ）と二酸化炭素モニターもできるカプノグラ
フィックタイプ（図 １ 右下 B）とがある。

Key Points
・�開放型酸素送流システムで，マスクによる圧迫感や鼻カニュラによる乾燥した酸素による鼻粘膜
への刺激，口呼吸患者などの問題点を解決したものである。

・マスクおよび鼻カニュラとほぼ同等の吸入酸素濃度が確保できる。

A

B

図 １　オキシアーム® とオキシアーム® 先端のディフューザー
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オキシアーム®（OxyArm）4

表 １ 　オキシアーム® の酸素流量と吸入酸素濃度

  １  ２１〜２７
  ２  ２8〜３１
  4  ３２〜３５
  6  ３6〜３9
  8  40〜4３
  １0  4２〜4７

  酸素流量の設定（L/分）  吸入酸素濃度の推定値（％）



1 ．適応 ◀
　気管内に直接経皮的にカテーテルを挿入して酸素投
与を行う方法（経皮的気管内酸素投与法，Transtra-
cheal oxygen；TTO）。気管内に直接カテーテルを挿
入することにより，必要な酸素流量を減じることがで
きる。鼻カニュラに比べ外見上目立たないため，米国
では在宅酸素療法患者の酸素投与法として，しばしば
用いられているが，わが国では普及していない。

2 ．構造 ◀
　　商品化された SCOOP®（Spofford Cristopher Ox-
ygen Optimizing Prosthesis）カテーテルが用いられ
る（図 １）＊。挿入にあたっては外科的処置が必要とな
る。

Key Points
・外科処置が必要である。
・鼻カニュラによる酸素投与法に比べ，酸素流量を 30〜５５％減量することができる。
・鼻カニュラに比べて，外見上目立たない。

カテーテル交換

フランジ

コネクター

図 １　SCOOP® を装着した状態と SCOOP® の構造

＊：SCOOP カテーテルはわが国では販売されていない
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3 ．注意点 ◀
１． TTO は，カテーテル挿入部が目立たないため，

患者によっては酸素吸入のコンプライアンスを改
善させることが可能である。

2． 鼻カニュラによる酸素投与法に比べ，酸素流量を
30〜55％減量することが可能であり，携帯用酸素
ボンベを用いてもより長時間の外出が可能とな

る。そのため在宅酸素療法患者の身体活動性の向
上に適している。

3． 合併症は，血痰，挿入部の皮下気腫，咳・喀痰の
増加，気道分泌物によるカテーテルの閉塞，カ
テーテルによる気管内損傷，カテーテルの位置異
常などがある。多くの合併症は実施早期に生じる。

4． 患者は毎日カテーテルを洗浄する必要があり，自
己管理が可能な症例を選択する。
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酸素療法の実際

C. 高流量システム

第Ⅴ章

1 ．適応 ◀
　患者の １ 回換気量に左右されず，吸入酸素濃度が
24〜50％の安定した酸素を吸入させることができる。
そのため，吸入酸素濃度調節が必要なⅡ型呼吸不全患
者に適している。

2 ．構造 ◀
　酸素と空気の混合比の調整には，酸素の流出口の大
きさを調節する方式と空気取り込み口の大きさを調節

する方式がある（図 １）。
　設定酸素濃度ごとに推奨酸素流量が決められてい
る。この推奨酸素流量は酸素と空気の混合ガス流量

（総流量）が 30 L/分以上になる酸素流量であり（「酸
素吸入に関する基礎知識」図 １ 参照），通常，設定酸
素濃度ごとにダイリューターの表面に刻印（印刷）し
てある。

3 ．注意点 ◀
１． 病棟での配管酸素の圧力と実際の流量，そして酸

Key Points
・�患者の １回換気量に左右されず，吸入酸素濃度が 24〜５0％の安定した酸素を吸入させることが
できる。

・�設定酸素濃度ごとに推奨酸素流量が決められている。この流量以下では設定濃度の酸素ガスを患
者に吸入させることは出来ない。
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ベンチュリマスク１

図 １　空気取り込み口調節式（左）と
　　　酸素流出口調節式（右）の構造の違い



素供給装置自体の抵抗の関係から，高濃度酸素を
必要十分な量で供給することは困難である。配管
からの酸素流量が少ないほど，また設定酸素濃度
が高いほど，供給ガス流量が減少する。供給総流
量は最低 30 L/分必要であるため最大酸素濃度は
50％までの設定である。

2． 使用するマスクは酸素や呼気ガスの流出のための
大きな穴があいているものを使用する。酸素吸入

中にはこの穴の部分がふさがれないようにする。
3． 流量が多いため騒音が大きく，顔面や眼球への刺

激が強い。会話の障害になり，食事を摂る患者で
は不便を感じるといった欠点がある。

4． マスクが外れたり密着不十分な場合は，期待した
酸素濃度は得られない。

5． 酸素流量が推奨流量より少ないと，実際の吸入酸
素濃度は設定値より低下する。
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1 ．適応 ◀
　酸素吸入と同時にネブライザー機能を兼ね備えてい
る。わが国ではインスピロンネブライザー®，アクア
パックネブライザー® が使われている（図 １）。十分
な加湿が可能であり，開胸術後で喀痰喀出困難な患者
などに適している。

2 ．構造 ◀
　ベンチュリマスクと同様にベンチュリ効果を利用し
たもので，空気取り入れ口調節式である（図 2）。酸
素流量と総流量との関係はベンチュリマスクと同じで
ある。

Key Points
・�ベンチュリマスクにネブライザー機能を備えたもので，十分な加湿が必要な開胸術後で喀痰喀出
困難な患者などに適している。

・余剰な供給ガスと呼気ガスを流出させる側孔の付いたエアロゾールマスクを使用する。
・�酸素流量と総流量との関係はベンチュリマスクと同じで，装置の酸素濃度調節ダイヤルに表示さ
れているような高濃度酸素吸入は成人患者にはできない。

・�大量のガスを供給するというこの装置本来の目的から，ネブライザーへの投与酸素流量は最低
５�L/分以上，十分な効果を得るためには １0�L/分以上が必要である（33 ページ，図 １を参照）。
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ネブライザー式酸素吸入器2

図 １　ネブライザー
左：インスピロンネブライザー®

右：アクアパックネブライザー®

エアロゾール
混合ガス

酸素濃度
調節つまみ

高圧酸素

空気取込み口

蒸留水

図 2　酸素濃度調節装置付ネブライザーシス
テム（インスピロンネブライザー型）



　酸素濃度調整ノブで酸素と室内気を，加湿部分では
霧吹きの原理で微粒子化した蒸留水と混合酸素を混合
している。
　余剰な供給ガスと呼気ガスを流出させる側孔の付い
たエアロゾールマスクを使用する。
　大量のガスを供給するというこの装置本来の目的か
ら，ネブライザーへの投与酸素流量は最低 5 L/分以
上，十分な効果を得るためには １0 L/分以上が必要で
ある（「酸素吸入に関する基礎知識」図 １ 参照）。
　加温加湿器を付けることができるが，そのときの加
湿器の水桶の加温温度は 30〜32℃に設定する。

3 ．注意点 ◀
１． 病棟で使用される酸素流量計の最大は １0 L〜

１5 L/分なので，インスピロンネブライザー® では
総流量が 30 L/分以上を確保できる酸素濃度は
60％である。アクアパックネブライザー® の場合
は装置自体の抵抗のため，最大で １2 L/分しか酸
素を流せないので総流量が 30 L/分以上を確保で
きる酸素濃度は約 50％である。

2． フラッシュ機能の付いた一部の酸素流量計は
60 L/分の酸素を流すことができるが，ネブライ
ザー自体の抵抗のため，インスピロンネブライ

ザー® では最大 １８ L/分までしか酸素を流すことが
できない。つまり総流量が 30 L/分以上を確保で
きる最大の酸素濃度はフラッシュ機能の付いた酸
素流量計を用いてもインスピロンネブライザー®

では約 70％に過ぎない。
3． このように，本装置に直接配管からの酸素（加湿

したもの）を流しても，通常の使用法では酸素濃
度調節つまみに記載されたような 60％以上の高濃
度酸素吸入は成人患者にはできない。設定値どお
りの高濃度酸素吸入が可能なのは乳幼児や小児，
あるいは １ 回吸気量が著しく減少した成人患者だ
けである。

4． この吸入器を使うと，あたかも高濃度酸素が吸入
できるように錯覚する。本装置の原理をよく理解
して正しく使用すべきである。

5． 酸素濃度 60％以上の高濃度酸素吸入を行う場合に
は，ハイホーネブライザー®，リザーバ付酸素マ
スク，高流量鼻カニュラを検討する。

6． 酸素濃度調節つまみはアナログ式であるが，設定
濃度が刻印（印刷）された濃度以外の設定をしな
い。特にインスピロンネブライザー® では，設定
酸素濃度が 70％と １00％の間にダイヤルを調整し
ても空気穴が閉塞されるため，供給されるガスの
酸素濃度は １00％になる。
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1 ．適応 ◀
　低流量もしくは高流量システムによる酸素供給に
よっても十分な効果が得られない患者から人工呼吸器
や非侵襲的陽圧換気療法を要する患者までが適応に含
まれる。急性期においては，人工呼吸管理を行うま
で，もしくは人工呼吸管理からの離脱中における補完
的役割が考えられる。また，慢性期および終末期医療
においては，人工呼吸管理の適応とならない場合も多
く，酸素療法の最終手段としての役割も期待される。

2 ．構造 ◀
　ハイホーネブライザー® の外観と構造を図 １ と 2 に
示す。外見は従来のネブライザー式酸素吸入器とほぼ
同じである。しかし本装置は酸素回路への酸素流量が
８ L/分を超えノズル周辺の圧力が 0.１１〜0.１3 MPa に
なると，８ L/分を超えた分の酸素が別の 4 つの回路

（小さな穴）に流れる（それぞれノズルと同じ内径
0.9 mm）。この回路もベンチュリ効果を利用して酸素
と空気を混合する。そのため最大 50 L/分まで，最大
１00％酸素を流すことができる。また酸素濃度の設定
ダイヤルには設定濃度ごと（40％〜9８％）に １00％酸
素の推奨流量（20 L/分〜35 L/分）が表示されている。

Key Points
・�従来の機器と異なり本装置では，酸素回路の抵抗を下げることで酸素濃度 40〜98％までの高濃
度酸素を安定して供給することが出来る。

・�この装置では設定酸素濃度ごとに推奨酸素流量が決められており，供給する総流量は常に 30�L/
分以上確保されている。

・専用の流量計が必要である。
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高流量ネブライザー式酸素吸入器3

図 １　 ハイホーネブライザー® の外観と専用流量計
　従来のネブライザー式酸素吸入装置と外観はほぼ同じであ
る。なお，この図で使用している酸素流量計は最大 50L/ 分流
せるものである。

図 2　 本装置の酸素回路。分流装置の拡大図（上段は低流量時，下
段は高流量時）

　本装置は酸素回路への酸素流量が 8L/ 分未満の場合とそれ以上の場合に酸素
の流れが異なる。
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3 ．特徴と注意点 ◀
１． 設定濃度通りの高濃度酸素ガスを患者が必要とす

る十分な量で供給できる。
2． 呼吸が促迫している場合には吸気早期で一時的に

吸入流速が著しく亢進していることがあり，その
際には本装置の総流量で賄いきれず，SpO2 が十分

に上昇しない可能性もある。
3． 本装置の酸素流量を調節する分流器はシリコンゴ

ムであるので，長時間の使用や消毒を繰り返すこ
とにより劣化し，酸素濃度を正確にコントロール
できなくなることが考えられ，１ 患者 １ 個限りの
使用を遵守すべきである。

4． この装置を使うには高流量の酸素流量計を使用す
る必要がある。

5． 高濃度酸素を高流量で供給しているが，二酸化炭
素が貯留し CO2 ナルコーシスをきたす可能性のあ
る患者への使用では，常に CO2 のモニタリングを
行う必要がある。
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表 １ 　酸素流量と吸入酸素濃度の推定値　

  １0  40
  １５  ５0
  ２0  60
  ２５  ７0
  ３0  80
  ３５  90
  ３５  98

  酸素流量（L/ 分）  吸入酸素濃度（％） 



酸素療法の実際

D. リザーバシステム

第Ⅴ章

1 ．適応 ◀
　高濃度酸素吸入（60％以上）に使われる。

2 ．構造 ◀
　リザーババッグとマスクの接合部，マスクの側方

（左右両側あるいは片側）にそれぞれゴム弁（一方向弁）
が付いており，呼息相（呼気時）にリザーバ内に酸素
を蓄え（容量 600 mL），吸息相（吸気時）にリザーバ
に貯まった酸素，チューブから出てくる酸素，そして
マスク内に貯まった呼気ガスを吸入する（図 １）。
　患者の １ 回吸気量が多いと（深呼吸）リザーババッ
グが途中で空になり，それ以上の呼吸ができなくな
る。そのようなときはマスクの側方のゴム弁を片側だ
けにして使用する＊。

・�酸素チューブから流れる酸素とリザーババッグに貯まった酸素を吸入するため，高濃度の酸素吸
入ができる。

・�吸入酸素濃度が ６0％以上を期待して使用するが，マスクと顔の隙間から空気が入りこむため予
想した吸入酸素濃度に達しない事が多い。

・�二酸化炭素の蓄積を防止するためと，リザーババッグ内に十分な酸素を貯めるために，酸素流量
は ６�L/分以上に設定する。酸素流量が少ないと呼気ガスを再呼吸するためPaCO2 が上昇する可
能性がある。

・�吸気時にリザーババッグがしぼむことを確認することが必須。
・�確実に高濃度酸素吸入を行いたいときには高流量式鼻カニュラ（P.５8）あるいは高流量ネブライ
ザー式酸素吸入器（P.4６）を使用する。

Key Points

＊： 患者が深い大きな呼吸を繰返している場合や酸素流量
１0 L/分以下で使用する場合は，リザーババッグへの
酸素の貯留量が吸気量に対して不足してしまい，患者
は吸気の途中でそれ以上吸気ができなくなる。その防
止策として，マスク両側のゴム弁の片方あるいは両方
を取り外し使用する。その場合，吸気時に室内気が混
入するため実際の吸入酸素濃度は参考値より低下する。
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リザーバ付酸素マスク１

図 １　リザーバ付酸素マスク



　マスク内に貯まった呼気ガスの再呼吸を防止するた
め酸素流量は 6 L/分以上にし，かつ，リザーバ 
バッグが空にならないよう酸素流量を調節する。
　酸素流量と吸入酸素濃度の関係を表 １ に示す。マス
クが顔に密着していないと吸入酸素濃度は安定しな
い。なお，マスクのゴム弁構造は精密でないため，吸
気時にもマスク周囲の空気がマスク内へ吸い込まれる
るため表 １ に示す吸入酸素濃度以下になる事が多い。

3 ．注意点 ◀
１． 二酸化炭素の蓄積を防止するためと，リザーバ 

バッグ内に十分な酸素を貯めるために，酸素流量
は 6 L/分以上に設定する。酸素流量が少ないと呼
気ガスを再呼吸するため PaCO2 が上昇する可能性
がある。

2． 高濃度酸素を吸入させるので，患者の状態を常に
観察する。

3． １ 回吸気量の多くが配管からの酸素（乾燥酸素）
であるため，酸素加湿が必要である。

4．長期間の使用には適していない。
5． １ 回換気量の多い患者に使用の際にマスク側方の

ゴム弁がはずれているかを留意する。
6． 確実に高濃度酸素吸入を行いたいときは，高流量

式鼻カニュラ（P.5８）あるいは，高流量ネブライ
ザー式酸素吸入器（P.46）に切り替える。
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表 １　酸素流量と吸入酸素濃度の目安

  6  60
  ７  ７0
  8  80
  9  90
  １0  　90〜

  酸素流量（L/分）  吸入酸素濃度の推定値（％） 

（文献 1より引用）



1 ．適応 ◀
　酸素節約を目的に使用されることが多く，在宅酸素
療法で高濃度酸素投与が必要な際に用いる。
　鼻カニュラの流出口のところにリザーバ（20 mL）
が付いたものと（オキシマイザー®），ペンダントの
ように胸元にリザーバが付いたものがある（オキシマ
イザーペンダント®）（図 １）。

2 ．構造（図 1） ◀

3 ．注意点 ◀
１． 内蔵のリザーバは薄い膜でできており，それに水

滴が付くとリザーバの動きが阻害されることがあ
るので加湿はできるだけ避ける。

Key Points
・�在宅酸素療法で高濃度酸素投与が必要な際に酸素節約効果も期待して使われる。
・�内蔵のリザーバは薄い膜でできており，それに水滴が付くとリザーバとして機能しなくなるので
加湿器との併用は避ける。
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リザーバ付鼻カニュラ2

図 １　オキシマイザー®（左）とオキシマイザーペンダント®（右）

表 １　鼻カニュラに対しての酸素節約効果

鼻カニュラの酸素流量
（L/分）

２
３
4
５

鼻カニュラと同じ吸入酸素濃度に相当する
オキシマイザー®あるいはオキシマイザー 
ペンダント®の酸素流量（L/分）

0.５
１.0
２.0
２.５

酸素節約効果
（％）

７５
6７
５0
５0



1 ．適応 ◀
　酸素テントは酸素マスクや鼻カニュラでの酸素吸入
を拒否する患者や，火傷などで酸素マスクの装着が困
難な場合に用いられるが，主に新生児や乳児に酸素を
供給する方法である。成人患者にはほとんど使用され
ていない。

2 ．構造 ◀
　ベッド上で患者の上半身をビニールテントで覆い，
この中へ加湿した １00％酸素を持続的に １0〜１5 L/分
以上の高流量で流す（図 １）。砂のう等でテントの裾
をベッド周囲に密着密閉させ，酸素のリークを防ぐ。
また，患者の頭部から胸部までを覆う小型の簡易酸素
テント，頭部のみを覆う酸素フードやヘッドボックス
もあり高濃度の酸素を供給できるが，二酸化炭素の蓄
積やフード内の温度上昇に注意する必要がある。

酸素療法の実際

E. 付録

第Ⅴ章

Key Points
・�酸素マスクや鼻カニュラでの酸素吸入ができない患者に用いられ，主に新生児や乳児に高濃度酸
素を供給する方法。

・�最近はさまざまな高濃度酸素投与可能な装置が開発され，実臨床ではあまり用いられなくなって
きている。

・患者処置ごとに吸入酸素濃度が大きく変動する。
・加湿・加温された酸素の長期曝露による細菌や真菌の増殖に注意が必要。
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酸素テント１

図 １　酸素フード



3 ．注意点 ◀
１． テントの開閉は酸素濃度を下げてしまう。酸素濃

度が元の値に上昇するまでに約 １5〜20 分かかり，
食事の介助や介護時には鼻カニュラからの酸素供
給の併用が必要である。テントの開閉のあとは十

分に酸素フラッシュを行う。
2． テント内の温度は患者の体温に影響を与えるた

め，厳密にモニターする必要がある。
3． 加湿・加温された酸素の長期曝露によって細菌や

真菌の増殖を来し，皮膚の真菌感染症を併発する
危険性があるので注意が必要である。
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Key Points
・気管切開患者に対して，気管切開部を被覆して直接気管に酸素を供給するマスク。
・気管に直接酸素を投与するため，酸素を十分加湿する必要がある。
・ネブライザーやベンチュリマスクのマスク部分と交換して使用する。

1 ．適応 ◀
　気管切開患者に対して，気管切開部を被覆して直接
気管に酸素を供給する。
　吸引カテーテルの挿入が可能で切開部のケアが容易
などの利点がある。

2 ．注意点 ◀
１． 気管切開部からの結露水流入防止のため，適宜結

露を除去する。また，感染防止のため，マスクに
付着した分泌物を適宜清拭する。

2． 気管に直接酸素を投与するため，酸素を十分加湿
する。加湿が不十分な場合には，人工鼻（図 2）
も考慮する。

3． ネブライザーやベンチュリマスクのマスク部分と
交換して使用する。

図 １　気管切開用マスク 図 2　人工鼻
・呼気中の熱や水蒸気を利用して加温および加湿する働きがある。
・加温加湿器の併用は行わない。
・喀痰が多い症例や血痰を伴う症例などでは使用できない。
・細菌の侵入を防いだり，抗菌作用をもつものもある。
・人工鼻の内部に分泌物が付着した場合には呼吸抵抗になる。
・換気量が大きな場合は十分な機能が発揮できない場合もある。

53

第Ⅴ章 酸素療法の実際─付録

気管切開用マスク（トラキマスク®）2



1 ．適応 ◀
　一酸化炭素中毒，減圧症，空気塞栓症，低酸素性脳
障害，網膜動脈閉塞，腸閉塞，ガス壊疽，末梢血行障
害，突発性難聴など。

2 ．注意点 ◀
　HBO の目的は動脈血中溶解酸素量の増加，動脈血
酸素分圧の増加，ガス洗い出し効果，体内ガス圧縮，
酸素毒性の利用などである。適応疾患と病態を表 １
に，副作用を表 2 に示す。副作用には大きく分けて圧
外傷と酸素中毒がある。閉鎖空間では加圧時には生体
内部気圧は相対的に陰圧になるため耳管閉塞では鼓膜
損傷が起こるが，これを中耳スクイズと呼ぶ。治療が
行われていない気胸患者は絶対禁忌である。治療に不
適である病態もあるが，治療の緊急度によってその適
応は相対的に決められる。たとえば妊娠している場合
は，通常禁忌であるが，妊婦が一酸化炭素中毒になっ
た場合などには HBO は行われることがある。その
他，HBO に由来する事故として火災，輸液回路から
の空気塞栓などもあり，注意が必要である。

Key Points
・�患者を間歇的に １絶対気圧（atmosphere�absolute）以上の治療装置内において １00％酸素下で
呼吸させる治療である。

・�動脈血中溶解酸素量の増加，動脈血酸素分圧の増加，ガスの洗い出し効果，体内ガス圧縮，酸素
毒性を利用して治療する。
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高気圧酸素（Hyperbaric Oxygen；HBO）療法3

組織の酸素化効果 急性虚血性眼疾患
（網膜動脈閉塞症など）
突発性難聴
脊髄障害
低酸素性脳機能障害
脳塞栓（急性期）
急性末梢血管障害

ガス圧縮効果
ガス洗い出し効果
酸素化効果

減圧症・空気塞栓症
腸閉塞

ガス洗い出し効果
酸素化効果

一酸化炭素中毒

酸素毒性および
酸素化効果

ガス壊疸

表 １　HBO の適応疾患と病態

（文献 ２より引用）

１. スクイズと圧外傷
耳管塞栓：中耳スクイズ→鼓膜破裂
副鼻腔の閉塞：副鼻腔→前額部激痛
減圧時呼吸停止→肺内ガス膨張→気胸
　施行前の胸部X線写真の確認
　呼吸管理に十分注意する

２. 酸素中毒
口唇のぴくつき，めまい，手足の震え，痙攣，意識障害

表 2　HBO の副作用

（文献 ２より引用）
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1．はじめに ◀
　高流量鼻カニュラ（High flow nasal cannula; HFNC）
は鼻腔内に高流量の酸素空気混合ガスを投与する方法
で，HFNC を使う酸素療法を高流量鼻カニュラ酸素
療法（HFNC oxygen therapy；HFNCOT）という。
単なる高流量酸素投与法の域を超えたさまざまな生理
学的効果を持ち，呼吸不全の病態改善をはかる治療法
で臨床的にも有用性が高い。

2．HFNCの生理学的特徴 ◀
　HFNC の主な特徴としては次のようなものが挙げ
られる。

1．高濃度まで正確な FiO2 設定。

 　患者の １ 回換気量や呼吸数の影響をほとんど受けず
FiO2 １00% の高濃度まで設定できる高流量システムで
ある。

2．解剖学的死腔の洗い出し

　上下気道の死腔に溜まった呼気ガスを洗い出すこと
で CO2 の再吸入を防ぎ，ガス交換，換気効率を上げ
る。死腔換気量を減らすことで肺胞換気量の増加が得

られる。

3．上気道抵抗の軽減。

　吸気流速を上回る高流量ガスの流入により，吸気努
力に伴う鼻咽頭の虚脱を防ぐ。

4．PEEP効果と肺胞リクルートメント。

 　持続的な高流量によって呼気終末に気道内が陽圧に
なる。たとえば，口を閉じた状態で 35 L/ 分では
2.7 cm H2O の気道内圧となる。これによって呼気終
末の肺容量は増加し，背側も含めた肺胞のリクルート
メントを可能にする。

5．気道の粘液線毛クリアランスの維持。

 　ほぼ体温に相当する温度で相対湿度 １00% までの加
温加湿が可能で，気道の乾燥を防ぎ，線毛機能を維持
するため，分泌物の移動性を維持し，分泌物の除去，
無気肺形成予防，呼吸器感染リスクの軽減などをもた
らす。

　上記 2，3，4 の効果はいずれも呼吸仕事量の減少を
もたらし，１ 回換気量増加や呼吸数減少，呼吸困難軽
減につながる。

Key Points
・�高流量鼻カニュラ（HFNC）は，
総流量 60�L/min まで可能な高流量酸素投与システムでFiO2�21 から 100%まで安定して供給
できる。
37℃相対湿度 100%のガスを供給でき，線毛機能の維持，気道浄化，喀痰喀出をうながす。
解剖学的死腔内のCO2 を洗い流し，死腔換気量を減らす。
呼気終末に気道内陽圧を生じ，軽度のPEEP効果をもたらす。
装着時の不快が少なく会話や経口摂取可能であり，患者の快適性やQOL維持に優れる。

高流量鼻カニュラ
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3．構造 ◀
　HFNC として現在わが国で使用できる専用システ
ムは数社あるが，いずれも酸素と空気の混合ブレン
ダー，酸素濃度計，高性能加温加湿器とセンサー付き
の熱線入り加温回路を組み合わせたものである（図
1）。酸素配管と圧縮空気配管からのガスを混合させ
FiO2 を直接設定できるブレンダー型のものと，酸素
配管からの酸素ガスに周囲の空気を吸い込んで混合さ
せ酸素濃度計の表示で FiO2 を設定するベンチュリ型
のものがある。後者は酸素配管さえあれば使用できる
が，騒音の発生と鼻カニュラのサイズ変更や鼻腔との
位置関係変化時の再調整が必要である。最近は一般病
室向きにコンパクトな一体型で騒音の少ない専用機も
ある。CPAP・NPPV 装置ないし人工呼吸器のガス
ジェネレーターを用いて高流量ガスを発生させて HF-
NCOT とする方法もあるが，前者では FiO2 の設定は
できず酸素濃度計もないため換算式を参考に SpO2 を
見ながら酸素流量を調整する必要がある。HFNC 専
用の鼻カニュラは径が大きく，直接鼻粘膜にジェット
状のガスが吹き付けないような構造となっている。

4．HFNCOTの適応 ◀
　HFNCOT はインターフェイスの不快が少なく，食
事や会話が容易で患者の QOL が高いため，他の方法
と比較して不穏，せん妄の減少，リハビリ促進が期待
される。さらには加湿・排痰促進による無気肺や感染
予防にも優れていると考えられる。したがって酸素マ
スクや NPPV（non-invasive positive pressure venti-
lation: 非侵襲的陽圧換気）の代用ならびに NPPV の
前段階もしくは離脱期，NPPV 困難例や拒否例，終
末期などに使用することができる。未だ有用性のエビ
デンスは少ないが，その生理学的効果などから現状で
は病態別に下記のような臨床適応が考えられる。

1．Ⅰ型呼吸不全

　FiO2 １.0（吸入酸素濃度 １00％）まで設定できるこ
とから，Ⅰ型呼吸不全全般に使用できる。ただし
HFNC でかけられる PEEP は 2-3 cm H2O と低く，高
い圧の PEEP を要する症例には適応できない。重症
例で HFNCOT のまま FiO2 を上げるだけで管理し，
NPPV や挿管に切り替えるタイミングが遅れてしま
うことは避けなければならない。臨床的エビデンスと

O2
（％）

鼻カニュラ

加温回路

加温加湿器

ブレンダー（空気と酸素）

流量計

図 1　HFNC システム
（Nishimura M et al. J Intensive Care, 3: 15, 2015 より）
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しては，肺炎，ARDS による重症Ⅰ型呼吸不全に対
する第 １ 選択の呼吸管理法としての成績がある。この
試験では通常の酸素マスク，１ 日 ８ 時間の間欠的
NPPV，総流量 50 L/min の HFNCOT を多施設でラ
ンダムに比較し，HFNCOT が重症例で挿管率や死亡
率で酸素マスク，NPPV に優れていた。また心臓胸
郭手術後のⅠ型呼吸不全に対する多数例の多施設ラン
ダム化比較試験で HFNCOT は NPPV と成功率，死
亡率などでほぼ同等で合併症は少なかった。さらに，
挿管人工呼吸後再挿管リスクの高い抜管予定患者に対
する抜管後 24 時間の HFNC もしくは NPPV を比較す
る 604 例の多施設ランダム化試験では，再挿管率と抜
管後呼吸不全の発生率において HFNC は非劣勢で，
ICU 滞在日数や治療中断の副作用は有意に少なかっ
た。

2．Ⅱ型呼吸不全

　HFNCOT は FiO2 を一定に保つ意味でベンチュリ
マスクと同等であるが，上に述べたさまざまな生理学
的効果により，死腔換気量ならびに呼吸仕事量を減少
させ，肺胞換気量の増加や呼吸困難の軽減など軽症Ⅱ
型呼吸不全に有効に働く可能性がある。したがって
NPPV 拒否例の呼吸管理法としてベンチュリマスク
より優れている。また慢性期で PaCO2＜50 Torr のよ
うな NPPV 適応の前段階としても用いることができ
る可能性がある。しかし慢性呼吸不全の急性増悪時な
ど積極的な換気補助によって病態改善を急ぐ必要のあ
る場合，NPPV の代用として用いることはできない。

3．緩和ケア

　HFNCOT は NPPV や酸素マスク以上に患者の快適
性が高く一般病棟でも実施可能であり，各種疾患の終
末期や NPPV 拒否患者において，低酸素血症改善，
呼吸困難軽減目的で使用できる。

5．使用法と注意点 ◀

1．禁忌の確認

　HFNCOT の開始にあたってはまず NPPV の禁忌，

すなわち自発呼吸消失，気道確保不能，循環動態不安
定，患者の非協力などに相当する状態がないかを確認
する。

2．実施場所

　圧縮空気配管のいらないベンチュリ型を使えば，酸
素配管のあるところならどこでも実施可能であるが，
むしろ患者の管理区分に応じて場所を設定すべきであ
る。いわゆる DNI（do not intubate，挿管拒否）の
みならず NPPV も行わないのであれば，一般病棟，
緩和ケア病棟などで実施可能であるが，悪化時に
NPPV や挿管人工呼吸も考慮するのであれば，集中
ケアユニットでの使用が望ましい。

3．カニュラの装着（図 ２）

　開始にあたっては適切にカニュラが装着されなけれ
ばならない。カニュラで鼻腔が完全に塞がれないよ
う，とくに小児においては留意する必要がある。また
体動があると鼻腔からずれやすく，そうなると急速に
呼吸状態の悪化を招く恐れがあり，十分なモニタリン
グが必要である。

4．流量の設定

　総流量は 30 L/min が一般的で，より高い PEEP 効
果を期待するならばさらに流量を増加させる。ARDS
や間質性肺炎急性増悪のような重症 １ 型呼吸不全では
50-60 L/min 程度まで上げうるが，長期間に及ぶと患
者の不快も強い。

5．FiO2 の設定

　FiO2 の設定はとくに II 型呼吸不全においては重要
であり，目標 SpO2 を ８８-92% として適宜調整する必
要がある。FiO2 の高い場合酸素使用量は膨大であ
り，ベンチュリ型 HFNC を酸素ボンベにつなぐこと
は可能であるが，数分で酸素が枯渇する恐れも有り移
動時の使用は控える。

６．加湿用水の供給

　HFNC は加湿性能に優れるが，加温加湿用精製水
の消費が極めて多い。チャンバー内の水がなくなった
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図 ２　HFNC の装着手順

⑤鼻カニューラの先端を回路チューブの先端に接続します。

チューブを弛ませる

④鼻カニューラの先を持ち，首ストラップを引っ張り，
鼻カニューラのチューブを弛ませます。

※締め過ぎないように注意しましょう。

③横のゴム紐で長さを調整します。

②鼻カニューラの先を鼻に入れ，ゴム紐を頭にかけます。

①首ストラップを伸ばして，首にかけます。
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空焚き状態は気道内乾燥をもたらし危険である。自動
給水装置の使用と精製水パック交換時期のモニターに
細心の注意が必要で，空焚き防止アラームを備えた機
種が望ましい。

７．HFNCOTの終了

　通常の鼻カニュラや酸素マスクで対応可能な FiO2

に下げられれば終了可能であるが，Ⅱ型呼吸不全で正
確な FiO2 投与が必要でベンチュリマスクの不快が強
い場合，喀痰量が多く加湿を十分に継続したい場合な
どは，あえて HFNCOT を継続することもある。

6．さいごに ◀
　HFNC の機械装置そのものは安価であるが，保険
適応が １ 日 １60 点（平成 29 年 4 月）しかなく患者一
人当たりの消耗品や酸素代のコストがやや高くつく。
酸素加算として認められる酸素流量は最大 １0L/ 分ま
でで，それ以上の流量は地域や保険によっては病院持
ち出しとなる。さらに包括医療費支払い制度を採用し
ている施設では診療報酬上酸素流量は関係ないため，
安易な処方は経営上の問題を招く恐れがある。しかし
ながら患者の QOL，早期 ICU 退室，早期退院などが
達成できる可能性があり，医療コストは総合的に考え
るべきである。HFNCOT の臨床効果については未だ
エビデンスが少なく，今後のデータ蓄積によって適宜
修正する必要がある。
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Key Points
・�保険適用基準の中で高度慢性呼吸不全例の対象患者は，PaO2 が 55�Torr 以下の者，および
PaO2�60�Torr 以下で睡眠時または運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者で，医師が在宅酸素
療法を必要であると認めた者である。適用患者の判定に，パルスオキシメータによる酸素飽和度
を用いることは差し支えない。

・�患者指導，管理においては，酸素投与方法および緊急時連絡方法の装置への掲示，夜間を含めた
緊急時の対処方法の説明，指示した根拠，指示事項，指導内容の要点の診療録への記載，動脈血
酸素分圧測定の月 １回程度実施（経皮的動脈血酸素飽和度の使用可）を医師が行う必要がある。

・�業務委託業者による機器の保守管理内容の患者への説明，動脈血酸素分圧測定結果（経皮的動脈
血酸素飽和度の使用可）の診療報酬明細書への記載を医療機関が行う必要がある。

在宅酸素療法

A. 社会保険適用基準

第Ⅶ章

1 ．適応基準 ◀
　 わ が 国 で は，1984 年 に 在 宅（ 長 期 ） 酸 素 療 法

（home oxygen therapy；HOT， long term oxygen 
therapy；LTOT）の医学的な適応基準が日本胸部疾
患学会（現在の日本呼吸器学会）より初めて発表され
た。在宅酸素療法は 1985 年より社会保険の適用＊が
認められた。日本胸部疾患学会の適応基準は 1988 年
に改訂され，社会保険の適用の適応基準も同年 4 月に
改訂，PaO2 60 Torr 以下で「肺性心を伴うもの」が

「睡眠時または運動負荷時に著しい低酸素血症を来す
もの」に変更された。1994 年にパルスオキシメータ
による酸素飽和度からの判定も可能となり，1996 年
には肺高血圧症が適用に加わった。2004 年 4 月の改
定では，チェーンストークス呼吸を伴う慢性心不全も
適用となり，今日に至っている。
　適応の決定に際しては，慢性呼吸不全の定義に基づ
き，薬物療法など十分な治療を行っても 1 カ月以上，
低酸素血症が持続するのを確認することが望ましい。

在宅酸素療法の適応を判断する前に，あらかじめ酸素
吸入以外に有効と考えられる治療（気管支拡張薬，呼
吸リハビリテーションなど）が行われている必要があ
る。パルスオキシメータは非侵襲的であり経過観察に
有用であるが，データの正確さの点や PaCO2，酸塩
基平衡が測定できない点から，酸素療法導入の際には
動脈血ガス分析を行うことが望ましい。なお，血液の pH
が 7.4 前後では PaO2 55 Torr は SpO2 88%，PaO2 60 Torr 
は SpO2 90% にほぼ相当する。

社会保険の適用基準

対象疾患
1 ）高度慢性呼吸不全例
2 ）肺高血圧症
3 ）慢性心不全
4 ）チアノーゼ型先天性心疾患

高度慢性呼吸不全例の対象患者
　動脈血酸素分圧（PaO2）が 55 Torr 以下の者，お
よび PaO2 60 Torr 以下で睡眠時または運動負荷時に
著しい低酸素血症を来す者であって，医師が在宅酸素
療法を必要であると認めた者。適応患者の判定に，パ
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＊： 学会の基準は医学的判断にもとづく「適応基準」であ
り，社会保険のそれは政策判断にもとづく「適用基
準」である。本文では「適応」と「適用」を分けて記
載する。



2 ．診療報酬算定要件について◀
在宅酸素療法の診療報酬は，指導管理料に材料加算を
加えて算定する。平成 28 年度より，装置に必要な回
路部品その他の附属品等に係る費用として，新たに

「在宅酸素療法材料加算」が新設された。 
　1）在宅療法指導管理料（第 2 部第 2 節第 1 款） 
　　◆在宅酸素療法指導管理料（月 1 回）　<C103> 
　2） 在宅療養指導管理材料加算（第 2 部第 2 節第 2

款） 
　　◆ 酸素ボンベ加算（3 月に 3 回）　<C157>
　　◆ 酸素濃縮装置加算（3 月に 3 回）　<C158>
　　◆ 液化酸素装置加算（3 月に 3 回）　<C159>
　　◆  呼吸同調式デマンドバルブ加算（3 月に 3 回）　 

<C159-2>
　　◆  在宅酸素療法材料加算（3 月に 3 回）　 

<C171>
が算定される。
　在宅酸素療法指導管理料は 1 カ月の患者指導，管理
料を包括するとする考え方に立つため，外来で同一月
に複数回の指導，管理を行っても 1 カ月 1 回を限度と

ルスオキシメータによる酸素飽和度を用いることは差
し支えない。

慢性心不全の対象患者
　医師の診断により，NYHA Ⅲ度以上であると認め
られ，睡眠時のチェーンストークス呼吸がみられ，無
呼吸低呼吸指数（1 時間当たりの無呼吸数及び低呼吸
数をいう）が 20 以上であることが睡眠ポリグラ
フィー上で確認されている症例。

チアノーゼ型先天性心疾患について
　チアノーゼ型先天性心疾患に対する在宅酸素療法と
は，ファロー四徴症，大血管転位症，三尖弁閉鎖症，
総動脈幹症，単心室症などのチアノーゼ型先天性心疾
患患者のうち，発作的に低酸素または無酸素状態にな
る患者について，発作時に在宅で行われる救命的な酸
素吸入療法をいう。
 （医科点数表記改定点の解釈　平成 26 年 4 月版）

して算定される。機器加算では，設置型酸素装置
（stationary）が酸素濃縮器，酸素ボンベ，液化酸素
の 3 種類に大別され，携帯型酸素供給装置（ambulato-
ry）併用の有無でさらに分類される。
　在宅酸素療法患者の指導，管理において，厚生労働
省より下記が通知で示されている。

　この通知には詳細は示されていないが，在宅酸素療
法患者の在宅療養指導では，導入時，外来管理時に禁
煙，感染予防，呼吸法，運動療法，食事・栄養，服
薬・吸入，パニックコントロール，機器類に関した指
導が包括的に行われることが望ましい。
　また定期的な連続パルスオキシメトリ―による労作
時および睡眠時を含めた低酸素血症の把握は，慢性 
呼吸器疾患の管理上重要である。例えば特発性肺線 
維症は COPD に比べて運動時の低酸素血症はより高
度であり，運動時低酸素血症（PaO2 55 Torr 未満）
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医師が
すべきこと

・�酸素投与方法（流量・吸入時間）の装置への
掲示

・�緊急時連絡方法の装置への掲示
・�夜間を含めた緊急時の対処方法の患者への説
明

・�指示事項（方法，注意点，緊急時の措置を含
む），指導内容の要点を診療録に記載

��・�動脈血酸素分圧測定を月 １回程度実施（経皮
的酸素飽和度測定器による酸素飽和度の使用
可）

・�関連学会より留意事項が示されている在宅療
養については指示，管理に当たってはこれら
の事項を十分参考とするものとする（例：が
ん末期医療に関するケアのマニュアル（厚生
労働省・日本医師会編））

医療機関が
すべきこと

・�装置の保守・管理を販売業者に委託する場合
には，業者の保守・管理の内容を患者に説明
した上で，定期的な確認と指導を行い，当該
装置の保守・管理が当該販売業者により十分
に行われている状況を維持�

・�上記動脈血酸素分圧測定結果（経皮的酸素飽
和度測定器による酸素飽和度の使用可）の診
療報酬明細書への記載

表　診療報酬算定要件である患者指導・説明事項

呼吸ケアリハビリテーションマニュアル　患者教育の考え方と実践　
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会　2007 より。平成 28 年度診
療報酬改定に沿い一部追記。



は酸素吸入によって管理する必要があるとされてい
る。こうした疾患特性を踏まえて酸素処方を決定し，
月々の管理を行っていくことが重要である。
付記
　呼吸器機能障害の診断書の作成において，指数の算
出に用いる予測肺活量には，従来のノモグラフに替え
て，日本呼吸器学会 2001 の予測式を，活動能力程度
の分類には，従来の Hugh-Jones 分類に替えて修正
MRC（Medical Research Council）を用いるように記

載されている。また，活動能力の低下を説明する他の
原因が認められない場合には，6 分間歩行試験（6 min-
ute walking test：6MWT）時の酸素飽和度最低値の
測定で活動の低下を説明できれば，その結果を採用し
て等級の認定をすることができると記載されている。
　なお，身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者
診断書・意見書」を作成するには，身体障害者福祉法
第 15 条の規定に基づき都道府県により指定を受けた
医師（以下，「15 条指定医」）でなければならない。 
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　在宅酸素療法（HOT）とは，慢性呼吸不全患者に
対し，いままで入院していないとできなかった酸素吸
入を在宅で行うことにより，住み慣れた環境で療養を
行いつつ，趣味や生活習慣，社会活動を持続し，患者
の生活の質（Quality of life；QOL）を高めるための
医療である。このような目的を達成するためには，
HOT を施行する患者に対し，より安全で簡便な患者
の日常生活のニーズに合致した酸素供給装置を提供す
ることが重要である。
　HOT に用いる酸素供給装置は，在宅で用いる設置
型酸素濃縮装置と液化酸素，および外出時に用いる携
帯用酸素供給装置（携帯用酸素ボンベ，携帯用液化酸
素装置）に大別される。最近は小型の酸素濃縮装置を
携帯して外出する場合もある。わが国では HOT 患者
の 95％が酸素濃縮装置および携帯用酸素ボンベを使
用している。

1 ．設置型酸素濃縮装置 ◀
　設置型酸素濃縮装置には吸着型酸素濃縮装置と膜型
酸素濃縮装置の 2 種類がある。わが国では当初，膜型

酸素濃縮装置が用いられていたが，現在は吸着型酸素
濃縮装置に取って代わられた。
　図 １ に吸着型酸素濃縮装置の構造を示す。吸着型酸
素濃縮装置は酸素と窒素を分離する性質をもつ吸着剤

（ゼオライト）を用いて，濃度の高い酸素を発生させ
る装置である。ゼオライトに加圧した空気を流すと窒
素が吸着され，減圧した空気を流すと吸着した窒素が
放出される。加圧と減圧を繰り返すことにより継続し
た酸素供給が可能となる（図 2）。取り出された酸素
は，酸素貯蔵タンクに蓄えられてから供給され，その
間に減圧された空気を吸着塔に流し，ゼオライトに吸
着された窒素を取り除く。また，吸着塔を 2 種類内蔵
して，交互に吸着を行い，酸素貯蔵タンクを有さない
機種もある。ゼオライトに窒素を吸着する際には水分
も一緒に吸着されるため，得られる酸素ガスは乾燥し
ている。現在，わが国で用いられている吸着型酸素濃
縮装置は 88〜95％の濃度の酸素を最大毎分 7 Ｌ/分まで
供給可能な機種がある。
　近年，酸素濃縮装置の改良が進んでいる。特に，運
転音の大きさ，電気代の負担が酸素濃縮装置の欠点で
あったが，最近は運転音が低減した機種や，1〜2 L/

Key Points
・�わが国では 95％が酸素濃縮装置を使用している。
・�携帯用酸素ボンベに呼吸同調装置を併用すると，連続使用時間を 2〜３倍に延長することが可能
である。最近は液化酸素の携帯用容器に呼吸同調装置を内蔵し，容器をさらに小型化したものが
普及している。

・�酸素濃縮装置は，電源があれば連続使用可能でメンテナンスに手間がかからないが，電気代と機
種によっては流量が増加すると酸素濃度が低下するなどの欠点がある。

・�酸素濃縮器から供給される酸素は１00％ではない。88〜95％で流量が多いほど酸素濃度は低下する。
・�液化酸素は，電気代が不要，高流量の酸素投与が可能で，携帯用液化酸素装置（子容器）も携帯
用酸素ボンベに比して長時間使用が可能である。しかし，定期的な親容器交換が必要で，高齢な
患者には子容器への充填が困難などの欠点がある。

在宅酸素療法

B. 酸素供給装置

第Ⅶ章
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分の低流量では電球 1 個程度の電気代で済む機種が開
発されている。また，酸素濃縮装置は，導入当初は
55〜65 kg と大型であったが，小型化，軽量化への改
良が取り組まれている。最近ではバッテリーで駆動す
る携帯が可能な酸素濃縮装置も使用可能となった。今
後 HOT 患者の利便性を増すためにも，さらなる小型
化，軽量化が期待される。

2 ．液化酸素 ◀
　家庭用に−189.1 ℃で液化した酸素を設置型容器

（親容器）に貯蔵し，そこから気化した酸素を吸入
し，外出の際には，親容器から携帯用容器（子容器）
に酸素を充填して用いる。図 ３ に液化酸素装置の親容
器の構造を示した。親容器，子容器のいずれも完全密
閉型ではないため，自然蒸発による喪失があり，1 日
2〜3％の目減りがある。そのため，最低月 2〜3 回は
液化酸素装置を充填した親容器と交換する必要があ
る。液化酸素装置の最大の利点は子容器の携帯性にあ
る。近年，液化酸素装置の子容器の軽量化が進み，約
2 kg の軽量な子容器も普及し，携帯用酸素ボンベに
比し可搬性は格段に向上した。一方，子容器の充填は
高齢者には困難なことが少なくなく，また，親容器交
換の際に狭い階段や 2 階以上には設置が困難など，日
本の住宅事情に合致しない点がある。なお，液化酸素
装置の使用にあたっては，HOT 開始 20 日前まで
に，患者の居住する都道府県知事に「高圧ガス製造事
業届け」を提出する必要がある。

酸素貯蔵タンク

除菌フィルター

吸着塔
（内部にゼオライトを充填）

除塵フィルター 電磁弁

調圧弁
流量調節器

酸素出口

加湿器空気圧縮機

排気

冷却ファン

吸気フィルター
切替弁

電磁弁

図 １　吸着型酸素濃縮装置の構造
（文献 １より引用）

吸着剤（ゼオライト）

加圧空気 90～93％の酸素

酸素
窒素

減圧空気

図 2　吸着型酸素濃縮装置の原理
ゼオライトに加圧した空気を流すと窒素が吸着され，減圧した空気を
流すと吸着した窒素が供給され，加圧と減圧を繰り返すことにより継
続した酸素供給が可能となる。� （文献 2より引用）

68



3 ． 携帯用酸素ボンベと 
呼吸同調装置 ◀

　設置型酸素濃縮装置を在宅で用いている HOT 患者
は，通院や外出の際に携帯用酸素ボンベを使用する。
携帯用酸素ボンベの使用は労作時の低酸素血症を改善
し，HOT 患者の ADL 拡大にきわめて有用である。
従来，重量が重く，携帯に不便であったが，近年，ボ
ンベの材質も従来の鉄製からアルミニウムやカーボン
製の軽量なボンベの開発が進んだ。また，さまざまな
容量のボンベが供給されるようになり，HOT 患者の
ニーズに合わせて選択が可能となった。しかしなが
ら，酸素流量を毎分 2 L で使用すると，2〜3 時間し
か使用できず，携帯用液化酸素装置に比べて使用時間
が短いのが欠点であった。このような携帯用酸素ボン
ベの欠点を改善するために，呼吸同調装置（デマンド
バルブ）が併用されることが多い。呼吸同調装置は，
酸素の供給が吸気時のごく初期にのみ行われるように
設計された機器であり，鼻カニュラを通じて吸気を検
出し，約 0.1 秒後に一定量の酸素を短時間に供給する
ことでボンベの連続使用時間を 2〜3 倍に延長するこ
とが可能となった。最近は酸素ボンベだけではなく携
帯用液化酸素装置にも呼吸同調装置を内蔵し，従来よ
り，より小型化したものも使用可能となった。
　呼吸同調装置の原理は 2 種類に分けられる。すなわ
ち，1 分間の酸素供給量が固定されており，呼吸数の
増加に伴い 1 吸気あたりの酸素供給量が減少するタイ
プと，呼吸数に関係なく 1 吸気あたりの酸素供給量を
常に一定とするタイプがある。
　このように酸素供給方法は装置ごとに異なっている
ので，酸素濃縮装置を用いて酸素供給を行った際の酸
素流量設定をそのまま呼吸同調装置を用いる際の設定
に当てはめることはできない。通常，労作時の酸素流

量は安静時の 1.5〜2 倍に設定されることが多いが，
呼吸同調装置をつけた酸素ボンベを用いて 6 分間歩行
試験などを行い，呼吸同調装置を用いたときの酸素流
量が適切であるかを検討することが重要である。ま
た，高齢者では酸素濃縮装置に比べて呼吸同調装置付
きの携帯用酸素ボンベの誤使用が少なくない。HOT
導入時にくり返し使用方法を指導する必要がある。

4 ． いずれの酸素供給装置を 
選択するか ◀

　表 １ に酸素濃縮装置と液化酸素装置の利点と欠点を
示した。これらの利点と欠点を考慮し，HOT 患者の
日常生活のニーズにあった酸素供給装置を選択する。

内外筒の
ステンレス製
魔法びん

気相

液相

①気相バルブ

④逃がし弁

⑤圧力計

②液相バルブ

③小容器への
　詰め替え口

図 ３　液化酸素の設置型容器（親容器）の構造
液化酸素は全く使用されない場合でも自然蒸発による喪失があるが，
気化して容器内の圧力が上昇するのを防止するため，逃がし弁（④）
がある。外出時には子容器を使用するが，子容器への詰め替え口
（③）に子容器を接続し充填する。� （文献 １より引用）
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システム 利点 欠点
酸素濃縮
装置

・電源があれば連続使用可能
・�メンテナンスに手間がかからず使用は比較的容易

・停電時は使用できない
・電気代がかかる
・�供給酸素濃度は 88％以上であるが，流量が増加すると，酸素
濃度が低下する機種もある

・高流量の酸素投与には不向き
・�外出時は携帯用酸素ボンベを使用するが，外出時間の制限が
ある

液化酸素
装置

・�電気代が不要
・高流量の酸素投与が可能
・携帯用システムがあり長時間使用可能
・供給される酸素濃度は １00％

・定期的な親容器交換が必要
・携帯用液化酸素装置への充填がやや困難
・容器転倒時の液もれ，低温やけど
・使用に制限がある（使用前届出の必要，住宅事情）
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1 ．主な社会資源 ◀
　在宅酸素療法（HOT）を受けている患者は，医療
費，医療機器の維持費，家族の介護などによる経済的
負担の増大が問題となる。現存する社会資源を最大限
に利用して在宅療養を支援し，経済的負担を軽減させ
ることは重要である。身体障害者福祉法，介護保険，
医療保険が主な社会資源となる。

2 ．身体障害者福祉法 ◀
　身体障害者手帳は，身体障害者福祉法に掲げる一定
以上の障害を有する者に対し，市町村の福祉事務所あ

るいは役所の障害福祉課への申請に基づいて指定医が
障害程度を認定し，都道府県知事が交付する。呼吸機
能障害の程度は，1 ）予測肺活量 1 秒率（FEV1/ 予測
VC×100），2 ）動脈血ガス，3 ）医師の臨床所見，に
よって判定される。動脈血ガスでは空気呼吸下で動脈
血酸素分圧 70 Torr 以下が対象の目安になる。活動能
力の評価は，呼吸器疾患活動能力区分表を用いる（表
１：呼吸機能障害等級）。
　身体障害者手帳取得により，等級に応じて身体障害
者福祉法による年金，税金，交通費，公共料金等の援
助および各自治体の条例による重度身体障害者医療費
助成制度を利用できる。医療費助成金制度の利用は重
度身体障害者が適応となるため，呼吸機能障害では 1

Key Points
・活用できる主な社会資源として身体障害者福祉法，介護保険，医療保険等がある。
・身体障害者手帳の取得の勧めは主治医からが約半分を占め，主治医が主な情報源である。
・�疾患にかかわらず介護が必要な場合には 65 歳以上であれば誰でも介護保険申請ができるが，
COPD（肺気腫，慢性気管支炎），びまん性汎細気管支炎，気管支喘息は介護保険における特定
疾病に該当するため，40 歳以上から申請ができる。

・社会資源が有効に活用されるためには，地域ケアネットワークの形成が不可欠である。

在宅酸素療法

C. 付録

第Ⅶ章

社会保障制度1

級数 区　　　分 解　　　説

１級 自己の身辺の日常生活活動が
極度に制限されるもの

呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの。呼吸障害のため指数の測定ができないも
の。指数が 20 以下のもの，または動脈血酸素分圧が 50�Torr 以下のもの。

3級 家庭内での日常生活活動が著
しく制限されるもの

指数が 20 を超え 30 以下のもの，もしくは動脈血酸素分圧が 50�Torr を超え 60�Torr 以下のも
の。またはこれに準ずるもの。

4級 社会での日常生活活動が著し
く制限されるもの

指数が 30 を超え 40 以下のもの，もしくは動脈血酸素分圧が 60�Torr を超え 70�Torr 以下のも
の。またはこれに準ずるもの。
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表 １　呼吸器機能障害等級
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図 １　身体障害者手帳で受けているサービス
（日本呼吸器学会肺生理専門委員会在宅呼吸ケア白書ワーキンググル
ープ（編）：在宅呼吸ケア白書 20１0 メディカルレビュー社，東京 ,�
20１0. より引用）

級および 3 級が支給の対象となる。また，医療費の助
成は医療保険に適用され介護保険の自己負担金には適
応されないため，訪問看護の利用にあたってはその使
い分けを考慮する必要がある。
　「在宅呼吸ケア白書」における患者調査では，回答
者の約 8 割が手帳を取得しており，在宅酸素・人工呼
吸実施者の約 1/3 が 1 級を取得していた。手帳による
助成は，等級による差に加えて酸素濃縮装置の電気代
の助成が一部の地域にとどまるなど各自治体間で差が
あるため（図 １），患者への説明に際してはサービス
内容をあらかじめ確認する必要がある。また，手帳の
取得の勧めについては，主治医からが約半分を占め，
主治医は重要な情報源であることを認識する必要があ
る。

3 ．介護保険 ◀
　介護保険は利用者が市町村に申請し，訪問調査と主
治医意見書を基に介護認定審査会において審査判定が
行われ，非該当，要支援 1〜2，要介護 1〜5 に分類さ
れる。65 歳以上では疾患にかかわらず介護が必要な

場合に申請ができる。COPD，DPB（びまん性汎細気
管支炎），気管支喘息は介護保険における特定疾病に
該当するため，40 歳以上から申請できる。介護保険
と身体障害者施策が重複しているサービスについて
は，介護保険のサービスが優先される。
　「在宅呼吸ケア白書」における患者調査では，在宅
酸素・人工呼吸実施者の約 4 割が介護保険を利用して
おり，「福祉機器のレンタル」，「訪問看護」，「ヘル
パー」が利用している主なサービスであった。
　介護認定は基本的には疾病の重症度ではなく，日常
生活での介護の手間を基準に判定される。そのため強
い呼吸困難がありながらも時間をかけ，休みながらな
ら介助なしで自分のことはできる慢性呼吸器疾患患者
の判定は軽度の要介護度になる傾向にあり，必要な
サービスを得られない場合がある。「在宅呼吸ケア白
書」における患者調査では，介護保険を利用している
にもかかわらず，介護状況が「変わらない」，「悪化し
た」と答えた人が約半数に達した。「息苦しさをわ
かってもらえない」，「希望より低い認定結果でサービ
スが使えない」がその主な理由である。今後，要介護
認定において，呼吸障害の評価が考慮されることが必
要であり，介護保険施設への啓蒙，啓発運動も重要で
ある。

4 ．地域医療 ◀
　訪問看護と往診は医療保険でも提供される在宅医療
サービスである。介護保険と重複する場合は，訪問看
護は原則として介護保険が優先される。一方，在宅人
工呼吸療法や末期癌など特定の疾患が対象となる場合
は医療保険が用いられるが，在宅人工呼吸療法のヘル
パーや福祉器具のレンタルなど介護保険独自のサービ
スは介護保険が適用となる。また，高齢の呼吸器疾患
患者では，医療保険による高齢者医療費自己負担の償
還制度の認知も重要である。
　介護保険と医療保険が重複する領域では，社会資源
が有効に活用されるために，地域ケアネットワークの
形成が不可欠である。「在宅呼吸ケア白書」における
医療担当者調査では，地域ケアネットワークは在宅酸
素療法施行施設の約 4 割で形成されており，その連携
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先は訪問看護ステーションが約 8 割を占めた。医療連
携が今後さらに推進される必要がある。訪問看護の介
入により急性増悪による入院期間の減少，入院回数の
減少と外来受診の抑制，再入院の減少，入院医療費の
抑制などの効果も報告されており，今後の検討課題で
ある。

5 ．その他 ◀
　年金制度では，老齢，または障害を受けたり，遺族
になった場合の保険事故（受給の権利の発生）に対し
て必要な年金が支給される。老齢年金は 65 歳以上で
受給可となるが，障害年金は 20 歳以上で受給可であ
る。また，民間サービスとして，家事援助者，介護人
の派遣などのホームヘルプ事業，福祉機器，介護用品
のレンタルなどがある。
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　酸素濃縮器は停電時には装置が停止するため，あら
かじめその対策を考えておく必要がある。特に停電対
策は在宅酸素療法の災害対策の基本となる部分でもあ
る。さらに大地震の場合は停電が数日間に及ぶことを
認識する必要がある。

1 ．適切な患者指導 ◀
　在宅酸素を導入する際，非常時の対処法の一つとし
て停電で酸素供給が止まった場合を想定した患者指導
が不可欠となる。
　医療者側は，想定される患者への影響を正確に指導
し，停電が回復するまでの当面の間の動き方を指導し
ておく。同居家族があわてないように事前に患者の状
況を伝え，適切に緊急度を判断できるようにしてお
く。過度に混乱し，パニックに陥ると低酸素血症の増
悪が予測されるため，呼吸法の活用や冷静に安静を保
つなどアクションプランを提示しておく。緊急度の高
い患者については，業者側にも連絡し，あらかじめ酸
素ボンベの予備を多く配置してもらうなどの適切な対
策を講じてもらうようにする。配置のみならず，患
者，家族が正しくボンベを設置，使用できるように指
導しておくことも重要である。業者と連絡がとれて業
者が直接自宅まで到達するまでの間，あるいは停電が

停電対策2

Key Points
・�停電対策として，停電が回復するまでの間，あるいは業者と連絡がとれて業者が自宅まで到達す
るまでの間のシミュレーションを行っておくことが大切である。

・�酸素供給業者側は，各家庭への追加ボンベの配備体制，停電が早期に回復しない場合に備えた地
域のガス関連企業との提携など，整備しておくことが望ましい。

回復するまでの間のシミュレーションを行っておくこ
とが大切である。

2 ．業者側との連携 ◀
　酸素供給業者側は，非常時の酸素供給体制をマニュ
アル化して備えるとともに，停電の際にどのような動
きで患者の健康を守る用意をしているかを患者に理解
してもらうようにする。非常時の酸素供給体制は，予
備的な酸素ボンベの配置が基本となるが，各家庭への
追加ボンベの配備体制，停電が早期に回復しない場合
に備えた地域のガス関連企業との提携など，可能な体
制を極力整備しておくことが望ましい。患者側にはこ
れらのことを十分に伝え，現行の流量でボンベ一本あ
たりの使用可能時間，業者への連絡方法，避難先を掲
示しての避難などの確認事項をあらかじめ打ち合わせ
ておく。充電可能な酸素濃縮器はその説明を十分にし
ておく。自衛手段として発電機を備えている家庭には
機器の消費電力の情報を伝えて確認しておく。各家庭
の訪問の際には，日頃から停電の際にどうするのかを
話しておき，万一の場合に備える。患者が自分の病状
に関して酸素なしでどうしたらよいのかを理解してい
ない場合は，医療者側から説明を受けるように勧める
など，適切な助言をする。
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1 ．航空機内環境について ◀
　航空機の巡航高度は，航空機の種類，総重量，目的
地までの距離や航路上の天候などにより異なるが，通
常，長距離国際線は高度 30,000〜43,000 ft（9,144〜
13,106 m）で運航される。短距離国内線は 19,000〜
30,000 ft（5,791〜9,144 m）で運航されるが，長距離
を飛行する場合，37,000 ft（11,278 m）まで上昇する
こともある。機内は機体の構造上，約 0.8 気圧前後と
地上より低い圧に維持されている。最大運航高度や機
内高度（cabin altitude）は機種ごとに異なる。通
常，機内高度は 8,000 ft（2,438 m）［ボーイング 747
型機で飛行高度 45,000 ft（13,716 m）の時］を超える
ことはないが，この気圧では，吸入気酸素濃度は地上
の 15％相当まで低下，ガスの容積は 1.4 倍になる。 
年齢や分時換気量により異なるが，健常人でも
PaO2 53〜64 Torr，SpO2 85〜91％まで低下する。ま
た，機内の温度は 22℃前後に保たれるが，湿度は長
時間の飛行では 10％以下まで低下する。

2 ． 酸素療法の適応，飛行適正に 
関する評価 ◀

　飛行適正に関する評価は地上での安静時 PaO2≦
70 Torr，FEV1＜50％予測値，FVC＜50％予測値，拡
散能力＜50％予測値，SpO2≦95％，50 m 歩行で強い

旅行（飛行機）3

Key Points
・機内は 0.8 気圧前後に減圧されている。
・�機内の高度が 8,000�ft（2,4３8�m，0.75 気圧）の場合，吸入気酸素濃度は地上に比べて １5％相当
まで低下する。気道と交通しない肺内ガスの容積は １.4 倍になる。
・�飛行適正に関する評価は，地上でのPaO2≦70�Torr，FVC<50％予測値，FEV１<50％予測値，肺
拡散能力<50％予測値，SpO2≦95％，50�ｍ歩行で強い息切れを認める場合，に行われる。
・�携帯用ボンベの持ち込みは航空会社で異なる。通常 １4 日以内に診断書（各航空会社の書式によ
る）とボンベのロット番号などを示したプロバイダーが発行する仕様証明書の提出（航空会社に
よっては不要）が必要である。

息切れを認める場合に考慮される。評価に際しては，
安静時や労作時の息切れなどの臨床症状，最近の感染
や急性増悪の有無，心疾患や肺高血圧症などの合併症
の有無，以前に航空機に搭乗したことのある場合はそ
の時の状況を問診する。スパイロメトリー，動脈血ガ
ス分析を旅行前に行うが，高二酸化炭素血症を伴わな
い場合にはパルスオキシメータにより SpO2 を評価し
てもよい。重症例で詳細な評価が必要な場合は，低酸
素環境下で行う high altitude simulation test（HAST）
を施行することが望ましい。
　飛行適正評価の報告は主に COPD を対象に検討さ
れている。航空機内の PaO2 は 50〜55 Torr 以上に維
持することが望ましい。COPD の航空機搭乗中の
PaO2 を機内高度，地上での PaO2，FEV1 を用いて，
少数例の検討ではあるが，予測することができる（表
１）。地上での PaO2≧68 Torr の場合，機内高度 5,000 ft

（国内線）で 91.7％の COPD が PaO2＞55 Torr 保た
れ，地上での PaO2≧72 Torr の場合，機内高度 8,000 ft

（国際線）で全員が PaO2＞50 Torr 保たれることが
HAST を用いた検討で推定されている。一方，地上
での PaO2 が 77 Torr の COPD（n＝18）における機
内高度 1,829m での通路歩行の検討では，SpO2 が
90％から 87％に低下，5 例は 84％以下に低下した。
このように歩行時の低酸素血症の有無も考慮する必要
がある。肺結核後遺症，肺線維症などの拘束性肺疾患
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を対象とした HAST を用いた検討においても，労作
時における高度の低酸素血症が報告されている。
　高度の呼吸困難，気道攣縮，高度の貧血，不安定な
心疾患の合併，高二酸化炭素血症（PaCO2≧50 Torr），
地上の PaO2≦50 Torr，VC≦50％予測値を示すよう
な呼吸機能障害，気圧変化が悪影響を及ぼす可能性が
高い肺嚢胞（気道と交通のないもの）や気胸などが存
在する場合は航空機利用の相対的禁忌となり，慎重な
評価が必要である。

3 ．航空機内での酸素療法 ◀
　高二酸化炭素血症のない COPD 患者では，機内高
度 8,000 ft で 2〜3 L/分の酸素を経鼻カニュラで投与
すると，地上での PaO2 とほぼ同等になる。また，在
宅酸素療法を行っている患者の場合には，通常，地上
での酸素流量に 1〜2 L/分を追加する。パルスオキシ
メータ測定下の酸素投与量の決定が望ましいが，航空
機が準備する酸素供給機器は 2 L/分，4 L/分に限ら
れる場合もあり，事前に使用する機器を確認すること
が望ましい。

4 ．航空機旅行前の準備 ◀
　携帯用酸素ボンベの持ち込みは国内線では可能であ
るが，国際線では航空会社により異なる。携帯用液化
酸素装置は国内外とも持ち込むことはできない。持ち
込みに際しては，14 日以内に診断書（各航空会社の
書式による）とロット番号などを示したプロバイダー
が発行する仕様証明書の提出（航空会社によっては不
要）が必要である。持ち込めるボンベの本数に制限が
ある場合もあり，航空会社に確認が必要である。国際
線に搭乗する場合，もしくは国内線で在宅酸素療法を
施行していない患者が飛行中のみ酸素吸入が必要と判
断される場合は，あらかじめ診断書を提出する。酸素
供給機器は航空会社が準備するが，機器に対する座席
料などの支払いが必要となる。また，患者は医師の作
成した和文もしくは英文の紹介状を持参することが望
ましい。座席はトイレや出入り口に近い席を要望す
る。機内用，空港内での車いすの手配などの必要性の
有無についても相談する必要がある。

Alt：Altitude　　＊：機内でのPaO2 を求める場合は機内高度を使用

１．PaO2Alt�＝�22.8−2.74X＋0.68Y（Torr）＊

� X：高度（単位 １,000ft），Y：PaO2（sea-level）� ［Gong�H�et�al］
2．PaO2Alt�＝�0.453X＋0.386Y＋2.440（Torr）
� X：PaO2（sea-level），Y：FEV１％ pred� ［Dillard�et�al］

表 １ 　PaO2（sea-level），FEV１ を用いた以下の航空機搭乗中の PaO2 の予測式
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　在宅酸素療法（HOT）の導入は，慢性呼吸不全患
者の予後を改善し，入院生活から自宅療養が可能に
なったことにより，患者の QOL（quality of life）向
上にも大きく貢献した。このように HOT は多くの患
者に恩恵をもたらした一方で，酸素吸入の必要性を認
識しているにもかかわらず，HOT に対するコンプラ
イアンスが低い患者が存在する。コンプライアンス低
下にはいくつかの要因が考えられる。

1 ．物理的要因 ◀

1．居住環境

　医療施設では居室だけでなく，浴室やリハビリ室な
ど必要な場所に酸素供給装置が配置され，施設内の移
動においても広く平らな廊下は障害物も少なく，携帯
用カートでスムーズに移動が可能である。一方，在宅
では，日本の狭い住宅事情から部屋の間取りの問題や
家具の配置などから家中での移動がスムーズにできな
いことが多い。また，酸素供給装置が 1 カ所に固定さ
れているため目的の場所までチューブが届かない，延
長チューブ（通常は 20 m 以内）の使用は移動の妨げ
となるばかりか，途中でチューブが折れてしまう危険
がある。

2．日常生活

　入浴，洗顔，洗髪など顔に水がかかる場合，カニュ
ラは動作の邪魔になる。調理で火気を使用しなければ
ならない者にとっては，火傷，火災の危険性がある。
重症の COPD 患者においても，「面倒である」，「短時
間であれば身体に支障ない」という理由で，日常の生

在宅酸素療法の継続における諸問題4

Key Points
・�HOTを継続させるためには，居住環境の改善や日常生活への指導による物理的障害因子の排
除，抑うつや不安などの心理的障害因子の解決が重要である。

活場面で酸素を使用していない患者が少なくない。

2 ．心理的要因 ◀
　HOT 患者は抑うつや不安が高いといわれている。
疾患に対する不安，葛藤，予後への悲観のほかに，
HOT によるチューブにつながれた生活の制約，家族
への気兼ねなど，患者は心身両面にわたるストレスを
受けている。HOT により呼吸困難が緩和され，より
活動的な生活が営まれるはずが，実際は外見を気にし
て室内に閉じこもりがちになったり，就業時や外出
時，来客時など人前では酸素を使用していないという
HOT 患者が見うけられる。社会参加の機会の減少，
レクレーション・旅行は諦めなければならないという
思考は，患者の楽しみや希望を剥奪し，生活意欲の減
退につながる。

3 ．HOT導入・継続管理にあたって ◀
　患者自身と家族が酸素の必要性および取り扱い・管
理方法を十分理解していることが重要である。慢性呼
吸不全患者は高齢者の占める割合が多く，難解な説明
や機器の操作が不得手であるため，説明不足や誤動作
の危険が懸念される。HOT の習得にはチェックリス
トやパスを用いて時間をかけて繰り返し指導するとと
もに，自己管理のための日誌などを用いた定期的な指
導と快適感や満足感なども含めた使用状況のチェック
が推奨される。テレメディスン（機械使用時間や流量
のモニタリング，バイタルサインのモニタリング，患
者指導の提供など）を用いた管理，指導の展開も今後
の課題である。
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　次に，HOT 開始により予測される問題を事前に提
示し，その対処法について患者が納得するまで具体的
に説明する。たとえば，患者の生活環境，行動様式を
把握し，家中のすべての行動範囲内にチューブが届く
ような解決策を示す。液化酸素を使用している場合は
携帯用装置を家庭内で使うことでこの問題は解決され
る。また，酸素使用下での入浴・洗顔・洗髪などの安

楽な動作方法の知識，火気を使用しない電磁調理器や
目立たない眼鏡タイプの鼻カニュラの紹介，さらに，
社会的・心理的支援として，患者会，公共交通（バ
ス・電車・タクシー・船舶・飛行機）の利用法や国内
外旅行の支援体制など社会資源の情報を提供すること
で，酸素使用による問題点を解消する努力が必要であ
る。
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第Ⅷ章
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1.  呼吸リハビリテーションにおける運
動時低酸素血症と酸素吸入の意義 ◀

　呼吸リハビリテーションの主要な構成要素はコン
ディショニング，運動療法，日常生活活動（activities 
of daily living, ADL）トレーニング，教育指導であ
る。中でも運動療法は呼吸困難の軽減，運動耐容能の
向上，健康関連生活の質（health related quality of 
life, HRQL）を改善させる上で必要不可欠なプログラ
ムである。
　運動療法は通常，歩行といった下肢の運動を主体と
した持久力トレーニングを中心におこなう。しかし，
換気亢進に伴って呼吸困難を生じやすい。また間質性
肺炎や一部の COPD 患者では，安静時に正常の PaO2

（SpO2）であってもしばしば運動中に著明な低酸素血
症を生じる場合がある。これは運動時低酸素血症（ex-
ercise-induced hypoxemia, EIH） と 言 わ れ る。EIH
は肺血管攣縮，運動筋の酸素化障害に加えて，心拍数
の増加や酸素搬送障害をもたらすとともに，換気ドラ
イブを刺激して換気量を増大，呼吸困難が増強されて
運動中断に至る要因となる。運動療法を中心とした呼
吸リハビリテーションの実施にあたっては特に重要な
制限因子となる。
　EIH をきたす症例では運動療法実施にあたって酸

素投与を行うべきである。後述する EIH の評価に
よって，その適応を検討するとともに，酸素吸入の即
時効果も評価する。その有効性が示される場合には，
積極的に酸素投与を進めるべきである。酸素吸入に
よって動脈血中の酸素含量の増大が得られることで，
頸動脈小体の低酸素性刺激の軽減，低酸素性肺血管攣
縮の解除による肺循環の改善，運動筋への酸素供給の
是正が期待され，運動療法の円滑な実施が可能となる。

2. 運動時低酸素血症（EIH）の評価 ◀
　COPD では EIH が出現しやすいが，間質性肺炎で
はより顕著である。呼吸機能検査における肺拡散能の
低下が EIH に有意に関与していることが示されてお
り，EIH の予測因子として重要である。
　運動時低酸素血症の主要因は換気血流比（V

4

A/Q
4

）
不均等である。COPD では気道閉塞による換気不均
等が大きく関与し，その結果低 V

4

A/Q
4

領域が増加す
ることによる。また毛細血管床の破壊に伴う血流不均
等分布も影響している。特に運動に伴う心拍出量の増
加が制限される患者においては，V

4

A/Q
4

不均等の存在
下で EIH を増強する。
　間質性肺炎では EIH がより顕著である。これには
肺の拡散障害によっても説明できるが，多くは V

4

A/Q
4

Key Points
1．�運動時低酸素血症（Exercise-induced�hypoxemia;�EIH）の主要因は換気血流比（V

4

A/Q
4

）不均
等である。

2．EIHは肺血管攣縮，心拍数増加，換気刺激による呼吸困難増強の要因となる。
3．EIHの症例では酸素投与を行うべきであり，運動負荷テストによる評価を行うことが望ましい。
4．�酸素投与は，運動時の SpO2 が 90%を下回る，あるいは安静時から 4%以上の低下が適応とな
る。

5．運動中の SpO2 が 90％以上を保つように必要十分量の酸素投与を行う。
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不均等が原因であるとされる。間質性肺炎では肥厚し
た肺胞壁によって拡散速度が減少するが，運動によっ
て血流が増加し血液と肺胞内ガスとの接触時間の短縮
が生じる。拡散障害がどの程度関与するかは不明であ
るが，少なくとも EIH の一部の要因であることは明
確である。
　運動療法あるいは ADL 実施中における SpO2 モニ
タリングにて EIH が認められた場合には，パルスオ
キシメトリーを利用した運動負荷テストによる EIH
の評価を行うことが望ましい。運動負荷テストは，ト
レッドミルや自転車エルゴメータを使用する心肺運動
負荷テストと，6 分間歩行テスト（6 min walk test, 
6MWT）やシャトルウォーキングテストに代表され
るフィールド歩行テストに大別される。最近では，前
者における簡便性，再現性および信頼性が多くの研究
によって示された結果，特に 6MWT が適用されるこ
とが多い。6MWT 実施中の SpO2 の最低値は，テス
ト終了時（および以降）の SpO2 とは必ずしも一致し
ない。そのため，6MWT 実施中の連続した測定＊が
推奨されている。6MWT では，歩行距離とあわせて
脈拍数，SpO2 の回復時間，Borg スケールによる呼吸
困難や下肢疲労も評価し，SpO2 最低値と照らし合わ
せて評価する。
　EIH の程度は運動強度に比例して増強するが，テ
スト中あるいは終了後の SpO2 が 90% を下回る，あ
るいはその低下度が 4% 以上であれば有意（異常）と
判定する。EIH と呼吸困難などの自覚症状は必ずし
も関連性はない。これらが乖離する症例，特に「EIH
は顕著であるが，呼吸困難は軽度」という症例を特定
する必要がある。これらの情報を自己練習や教育指
導，ADL トレーニングの実施に役立てる。酸素投与
の適応症例では，酸素吸入下での 6MWT の歩行距
離，SpO2 低下，呼吸困難を評価し，両者の結果を比
較することが望ましい。
　また，呼吸リハビリテーションの実施にあたって
は，患者の日常生活における EIH の評価もプログラ
ム立案上，有用な情報源となる。24 時間の連続 SpO2

モニタリングは，1 日の中での EIH の頻度，程度な
らびに（記録表との照らし合わせによって）問題とな
る動作や活動の特定が可能となる利点がある。

3. 運動療法中の酸素吸入の実際 ◀

1．基本的な考え方

　EIH が出現する症例の運動療法実施にあたって
は，前述の評価に基づいて酸素投与，あるいは投与量
の増量を優先する。運動療法の効果は運動強度や時間
に依存するため，運動強度を低くしたり，時間を短縮
することで EIH を防止しようとすることは避けるべ
きである。

2．適応

　運動負荷テストによって処方された運動強度におい
て，SpO2 が 88% 以下，あるいは PaO2 では 55 Torr
以下となる症例が酸素吸入の適応である。前述の
6MWT による評価では，SpO2 が 90% を下回る，あ
るいはその低下度が 4% 以上をもって適応とすること
も提唱されている。しかし，この基準を満たさなくて
も運動時の呼吸困難が酸素吸入によって緩和される症
例もあり，その限りではない。なお，運動療法中は酸
素吸入がいつでも利用可能なようにリハビリテーショ
ン室などに酸素の配管を設置したり，酸素吸入機器を
常時準備しておく必要がある。

3．酸素投与量

　運動中の SpO2 が 90% 以上に保たれるようにパル
スオキシメータでモニターしながら酸素流量を調節す
る。通常は鼻カニューラを使用し，1～3 L/min の投
与量で調節する。間質性肺炎では，運動時に著明な
SpO2 の低下が起こりやすいため，COPD にて適用す
る流量よりも多い投与量を必要とする。酸素流量が
3 L/min を超える場合には酸素マスクあるいはリザー
バー機能がついた器具の使用も検討し，必要十分量の
酸素投与を行うべきである。

＊： 歩行中は体動の影響を受けてパスルオキシメータが誤
表示することがあるので注意する。
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4．モニタリングと実施評価

　運動療法実施中は，パルスオキシメータにて SpO2

と脈拍数をモニターするとともに，修正 Borg スケー
ルにて呼吸困難と四肢の疲労も評価する。運動療法の
効果判定として，6MWT を中心とする運動負荷テス
ト，24 時間連続 SpO2 モニタリングの評価も行う。運
動中の SpO2 測定には十分に注意を払う必要がある。
その理由は，パルスオキシメータの不安定性，つまり
運動に際してパルスオキシメータのプローブを装着し
た指を動かすと SpO2 が正確に測定できないためであ
る。プローブ先端の発光部と受光部の皮膚との接触面
が体動によって動くこと，加えて運動に伴って拍動が
変動する（増加した心拍出量によって静脈も拍動する
可能性もあり）ことが影響している。運動時に SpO2

をモニターする際は，できる限りプローブを装着した
腕（手指）を動かさないようにするとともに，脈拍の
シグナルを強く検出しているかを確認して数値を評価
する必要がある。
　重症 COPD や間質性肺炎では，安静時の PaO2 が
70-80 Torr 程度の軽度の低酸素血症であっても，顕
著な EIH をきたすことが多い。運動療法実施中に維
持すべき SpO2 の許容下限レベルに関する報告は，
85%，88%，90% と異なっている。軽度の運動であっ
ても，EIH が顕著な症例も少なくなく，各施設内で
の安全管理ルールにしたがっているのが実情である。

4. 運動療法中の酸素吸入の効果 ◀
　EIH を伴う患者への運動時酸素吸入は，呼吸困難
を軽減させ，運動耐容能を増大させる可能性がある。
その作用機序として，動脈血中の酸素含量の増大およ
び低酸素性肺血管攣縮の解除による肺循環の改善，頸
動脈小体への低酸素性刺激の軽減，運動筋における代
謝性アシドーシスの改善などが考えられている。

1．COPD患者

　EIH が出現する COPD 患者に対し，運動中の酸素
投与は EIH を予防するだけでなく，呼吸困難を軽減
し，運動耐容能を改善させる。しかし，運動療法中の
酸素投与の有益性を示し得なかったとする報告もあ
る。EIH を呈さない COPD において，運動強度を高
める目的で運動療法前後の短時間大量酸素投与の効果
が検討されているが，EIH の有無にかかわらず有効性
はなく，この方法は推奨されていない。

2．間質性肺炎患者

　運動療法実施中の酸素吸入は，即時的に間質性肺炎
患者の運動耐容能を改善させることが認められてお
り，運動療法の効果を最大限に引き出せる可能性があ
る。しかし，組織への酸素搬送は改善するが，肺動脈
圧への良好な影響は認められていない。
　安静時に低酸素血症を認めない EIH を伴う間質性
肺炎に対する運動時酸素投与の長期効果は検討されて
いない。しかしながら，労作時の酸素療法の適応基準
を満たす患者では，運動療法実施中に酸素吸入を行う
ことが推奨される。
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第Ⅸ章

酸素療法の合併症



1 ．CO2 ナルコーシスの定義 ◀
　CO2 ナルコーシスとは，高二酸化炭素血症により重
度の呼吸性アシドーシスとなり中枢神経系の異常（意
識障害）を呈する病態である。原因は肺胞低換気であ
る（＝hypoventilation coma）。従来，意識障害の原
因として PaCO2 の中枢神経への作用が考えられてい
たが，脳組織の pH およびその低下速度の重要性が強
調されるようになった。こういった点からいって，
CO2 ナルコーシスという表現は厳密な意味では病態か
ら少しはずれる。

2 ．高二酸化炭素血症の病態生理 ◀
　健常人において PaCO2 は狭い幅（36〜44 Torr）に
維持されるよう肺胞換気量（V・A）は調節されてい
る。式で表せば次項のようになる。

　　PaCO2＝k×V・CO2

V・A

 　　（ k＝定数，V・CO2＝二酸化炭素産生量，  
V・A＝分時換気量−死腔換気量）

　つまり，V・CO2 が一定であれば PaCO2 は V・A の低下
によって上昇する。V・A は呼吸調節系，すなわち動脈

血中の PaCO2，PaO2，pH の恒常性を保持するための
末梢化学受容体および中枢化学受容体を介したネガ
ティブ・フィードバック機構で調節されている。換気
は，１）中枢神経のドライブ（命令）を，2）神経およ
び呼吸筋が担い，最終的に 3）呼吸器（肺，気道，胸
郭）で行われるが，このいずれのステップでの異常も
肺胞低換気（＝高二酸化炭素血症）を来しうる。表 １
にその主な基礎疾患を記すが，臨床的には COPD や
肺結核後遺症の増悪での発症例が多い。

3 ．CO2 ナルコーシスの発生機序 ◀
　表 １ に示したような疾患群では，いずれも増悪時の
さらなる PaCO2 の上昇から CO2 ナルコーシスを来し
うる。勿論，いわゆる CO2 ナルコーシス時には，
PaCO2 の上昇，アシドーシスに加え，低酸素血症，
心拍出量の低下，内因性神経ペプチドの放出など，意
識状態（中枢機能）に影響する因子が変化する。
　臨床的に慢性呼吸不全患者（Ⅱ型呼吸不全）に高濃
度酸素を吸入させた場合，PaCO2 のさらなる上昇と
意識障害の出現から，従来はナルコーシス（意識障
害）にいたる機序として，PaCO2 の中枢神経への直
接作用が想定されてきたが，最近の報告ではこの考え
は否定的である。脳血管関門を通過した CO2 は水と

Key Points
・�意識障害患者を診察する場合は，常にCO2 ナルコーシスを念頭におき動脈血ガス分析を行う。
・�CO2 ナルコーシスの原因は，肺胞低換気であり，室内気吸入下には必ず低酸素血症を伴う。
・�CO2 ナルコーシスの主症状は，意識障害，呼吸性アシドーシス，自発呼吸の減弱である。
・�CO2 ナルコーシスを恐れるあまり酸素投与を逡巡することは，患者にとって危険である。酸素飽
和度 90％を目標として低濃度酸素投与から始め，NPPVから挿管下人工呼吸器療法までを視野
に入れる。

・�人工呼吸管理による急速なPaCO2 の低下は，アルカローシスを来し危険。
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反応して水素イオン（H＋）と重炭酸イオンになる。
PaCO2 の上昇は，この H＋増加による脳脊髄液中の
pH 低下によって意識障害を起こすという考えが主流
であり，脳脊髄液中の pH 値および変化速度の急峻さ
の重要性が指摘されている。

4 ．CO2 ナルコーシスの診断 ◀
　意識障害患者を診た場合，まず鑑別診断として CO2

ナルコーシスを疑うことが最も重要である。既往歴
（表 １ 参照）から本病態が考えられたら，まず動脈血
ガス分析を行い，PaCO2 の上昇（通常 80 Torr 以上）
やアシドーシスの存在があるか確認する。
　表 ２ に記したように意識障害，高度の呼吸性アシ
ドーシス，自発呼吸の減弱の 3 つが CO2 ナルコーシ
スの 3 主症状としてよく知られている。病状初期に
は，呼吸促迫，頻脈，発汗，頭痛，羽ばたき振戦など
の神経刺激症状を示し，進行例では，傾眠，昏睡，縮
瞳，乳頭浮腫などを呈す。前述したように低酸素血症
や循環不全を伴うことが多く，そのための症状の修飾
もあるので注意する。

5 ．CO2 ナルコーシスの予防と治療 ◀
　前述したように高二酸化炭素血症は肺胞低換気を伴
い室内気吸入下には必ず低酸素血症を示す。呼吸不全
患者は増悪時に重度の低酸素血症を呈し，不整脈や心
筋梗塞をはじめとした致死的病態を引き起こしうるの
で，CO2 ナルコーシスを恐れるあまりの酸素投与への
逡巡は避けなければならない。もちろん酸素過剰投与
は CO2 ナルコーシスの誘引となるので，ベンチュリ
マスク 24％といった低濃度から開始し，酸素飽和度
90％を目標として吸入酸素濃度を上昇させる。pH の
急激な低下の危険性は前に述べたが，頻回の血液ガス
分析は重要である。
　非侵襲的陽圧換気（NPPV）も考慮に入れた管理を
行う。
　上述した酸素療法や NPPV で効果が得られない場
合や意識障害が高度な場合では，挿管下での人工呼吸
管理が必要である。人工呼吸においては，気道確保と
低酸素血症からの回避を第一の目標とする。急速な
PaCO2 の低下は，アルカローシスを来し脳血流低下
などの危険を生じるので換気量の設定は少なめにす
る。CO2 ナルコーシスを来す患者では，安定時にも慢
性の高二酸化炭素血症を示しているので，その値が分
かればそれを目標値とする。
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表 １　高二酸化炭素血症を来す主な疾患

１ ．中枢神経障害
　脳血管障害，脳炎，薬物（睡眠薬，鎮静剤，麻薬）中毒など

２ ．神経筋疾患
　重症筋無力症，筋萎縮性側索硬化症，Guillain-Barŕe 症候群，
　多発性筋炎，進行性筋ジストロフィー，フグ中毒，ボツリヌス中毒など

３ ．呼吸器疾患
　１ ） 肺・気道疾患 

閉塞性肺疾患（COPD，喘息〔発作〕など） 
拘束性肺疾患

　２ ） 胸郭の異常 
胸郭形成術後などの肺結核後遺症，胸膜肥厚，脊椎後側弯症，肥満
性低換気症候群など

表 ２　CO２ ナルコーシスの主症状

１ ．意識障害
２ ．高度の呼吸性アシドーシス
３ ．自発呼吸の減弱



1 ．酸素中毒とは ◀
　高濃度酸素吸入による肺障害は，吸収性無気肺，気
道および肺実質障害，肺以外の障害，などがあげられ
る。しかしながら，「酸素中毒」は一般的に酸素投与
による気道および肺実質障害を指す。
　酸素中毒は，superoxide anion（スーパーオキシド
アニオン），hydroxyl radical（ハイドロキシルラジカ
ル），hydrogen peroxide（過酸化水素）などの活性
酸素による細胞傷害が主因と考えられている。活性酸
素が過形成されて抗酸化防御能（アンチオキシダン
ト）を超えると，さまざまな細胞内物質を障害し細胞
死を来すことにより生ずる。
　酸素中毒は，吸入気酸素濃度（FiO2）の上昇によ
り，肺胞気，血中，細胞での酸素分圧（PO2）上昇に
より生ずるが，酸素中毒発生の閾値（FiO2 と吸入時
間）は明らかでない。

2 ．酸素中毒の発生機序 ◀
　高濃度酸素環境下では，肺胞上皮細胞や血管内皮細
胞における抗酸化防御機構の処理能力を上回る活性酸
素が産生される（直接的傷害）。また細胞が傷害され
ると好中球・マクロファージなどが肺へ集積・活性化
し，炎症性メディエーター，サイトカイン，フリーラ
ジカル等を放出して肺胞上皮細胞と血管内皮細胞がさ
らに傷害される（間接的傷害）。
　酸素中毒の初期は，肺毛細血管内皮細胞・肺胞上皮
細胞傷害と間質の浮腫（肺胞−毛細血管膜肥厚）が出
現する。この病態が持続するとⅠ型肺胞上皮細胞が破
壊され，Ⅱ型肺胞上皮が増殖する。次いで肺胞腔が滲
出液に充填された滲出期となり，低 V・A/Q・ 領域（生
理学的シャント）が増え低酸素血症が増悪する。終末
期には硝子膜形成，肺線維化と肺高血圧などの不可逆
性変化が出現する。肺傷害の増悪に伴って低酸素血症
が増悪するが，この進行性の低酸素血症に対して高濃

Key Points
・�高濃度酸素吸入による気道および肺実質障害を「酸素中毒」という。
・�酸素中毒は，活性酸素による細胞傷害が主因と考えられている。活性酸素が過形成されて抗酸化
防御能（アンチオキシダント）を超えると，細胞内物質を障害し細胞死を来すことにより生ずる。

・�酸素中毒の基本病態は抗酸化防御機構の処理能力を上回る活性酸素産生（直接的傷害）と肺へ集
積して活性化された炎症細胞からの炎症性メディエーター，サイトカイン，フリーラジカルなど
の放出（間接的傷害）による肺傷害である。

・�酸素中毒は，吸入気酸素濃度（FiO2）の上昇により，肺胞気，血中，細胞での酸素分圧（PO2）
上昇により生ずるが，酸素中毒発生の閾値（FiO2 と吸入時間）は明らかでない。
・�終末期には不可逆性変化が出現して低酸素血症が増悪するが，この進行性の低酸素血症に対して
高濃度の酸素が投与されるとさらに肺傷害が増悪する。

・�FiO2 が 0.6 以下であれば，酸素中毒は生じにくいとされている。そのため，酸素中毒の予防に
は，酸素投与下での酸素化の目標値をPaO2 で 60-70�Torr（SpO2 で 90-93%）として，可能な
限りFiO2 を低下させる。
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度の酸素が投与されると，さらに肺傷害が増悪する。

3 ．酸素中毒の所見 ◀
　健常者における １ 気圧の １00% 酸素吸入時の経時的
な変化を表 １ に示す。なお酸素中毒の臨床経過は個人
差が大きい。

5 ． 酸素中毒以外の高濃度酸素投与の問
題点 ◀

1．高二酸化炭素血症

　慢性高二酸化炭素血症を伴った COPD や肺結核後
遺症では，中〜高濃度酸素投与により換気が抑制され
る。たとえば，約 20% の換気低下により PaCO2 は
20〜30% 上昇する。酸素投与による高二酸化炭素血
症の機序は主に低酸素換気刺激の抑制によるが，ホー
ルデン効果（PaO2 上昇による HbCO2 からの CO2 の
解離の増加）や低 V・A/Q・ 領域への血管収縮の解除

（高 V・A/Q・ 領域への血流低下により CO2 排泄低下）な
ども関与する。

2．未熟児網膜症

　早産時に過度の酸素療法を行うと未熟児網膜症の原
因となる。PaO2 が 80 Torr 以上になると高率に発症
するとされている。

3．吸収性無気肺

　吸入気酸素濃度が高い場合，無気肺を生じる場合が
ある。生理学的シャント量が増加して低酸素血症の原
因となり注意を要する。

4 ．酸素中毒の予防 ◀
　酸素中毒発生の閾値に対する一定の見解はないが，
FiO2 が 0.6 以下であれば，酸素中毒は生じにくいとさ
れている。そのため，酸素投与下での酸素化の目標値
は PaO2 で 60-70 Torr（SpO2 で 90-93%）として，可
能な限り FiO2 を低下させる。人工呼吸器下で FiO2 

0.6 以上で 6 時間以上酸素投与した場合には，positive 
end-expiratory pressure（PEEP）を用いて，可及的
に FiO2 を低下させる。
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図 １　酸素中毒発生における酸素分圧（PO２）
と吸入時間との関連

（文献 １より引用）
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表 １　健常者 １00％酸素吸入時の臨床所見
吸入時間（時間） 臨床所見
０〜１２ 肺機能正常

気管・気管支炎
胸骨下痛

１２〜２4 肺活量低下
２4〜３０ 肺コンプライアンス低下

肺胞 -動脈酸素分圧較差（A-aDO２）増加
運動時低酸素血症

３０〜7２ 肺拡散能低下
� （文献 １より引用）
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第Ⅹ章

酸素療法のモニタリング



Key Points
・�酸素結合能を有するヘモグロビンの中で酸素と結合したヘモグロビンの割合が SaO2 であり，
SaO2 を簡便に体外から測定する方式がパルスオキシメトリ，これを利用したモニターがパルス
オキシメータである。

・�酸化ヘモグロビンは赤外光を，還元ヘモグロビンは赤色光をよく吸収する。パルスオキシメータ
はこの吸光度の違いから SaO2 を算出する。

・�体外からの赤外光と赤色光は動脈以外でも吸収される。パルスオキシメータでは，脈波分析によ
り拍動性の吸光成分から静脈血や組織に由来する非拍動性の吸光成分を除去して動脈血由来の吸
光成分を求める。

酸素療法のモニタリング

A. パルスオキシメータ

第Ⅹ章

1 ．酸素飽和度（SaO2） ◀
　動脈血酸素飽和度（SaO2）は分画的酸素飽和度と
機能的酸素飽和度に分類される。前者は，酸素の運べ
ない一酸化炭素ヘモグロビン（CO-Hb）やメトヘモ
グロビン（Met-Hb）などの異常ヘモグロビンを含む
全ヘモグロビンに対する酸化ヘモグロビンの占める割
合（%）であり，後者は，酸素結合能を有するヘモグ
ロビンの中で酸素と結合したヘモグロビン（酸化ヘモ
グロビン）の占める割合（%）で示される。通常，酸
素飽和度というと機能的酸素飽和度を意味し，下記の
式で示される。

SaO2=
酸化ヘモグロビン

（酸化ヘモグロビン+還元ヘモグロビン）×100（%）

　光学的技術の進歩により SaO2 を簡便に体外から測
定することが可能になり，この方式をパルスオキシメ
トリ（Pulse Oximetry）と呼び，パルスオキシメト
リを利用した装置がパルスオキシメータ（Pulse Ox-
imeter）である。パルスオキシメータで求めた酸素飽

和度は経皮的酸素飽和度といい，動脈血採血により求
めた酸素飽和度と区別するために SpO2（p は percuta-
neous あるいは pulse の略）と表記する。

2 ．原理 ◀
　酸化ヘモグロビンは鮮紅色であるのに対し，還元ヘ
モグロビンは暗赤色である。この色の違いは酸化ヘモ
グロビンと還元ヘモグロビンとの光の波長，すなわち
色による吸光度が異なるためである。酸化ヘモグロビ
ンは赤色を吸収せず，還元ヘモグロビンは赤色を吸収
してしまうという性質の違いによる。パルスオキシ
メータはこのヘモグロビンの吸光特性（波長による吸
光度の違い）を利用して SpO2 を算出している。
　図 1 に各種ヘモグロビンの各波長における吸光度を
示す。パルスオキシメータでは，赤色光（波長 660 nm）
と赤外光（波長 940 nm）の 2 つの波長の光を用いて
いる（使用する波長はメーカーにより弱冠異なる。）。
赤外光は酸化ヘモグロビンで強く吸収され，赤色光は
還元ヘモグロビンで強く吸収される。この吸光度の比
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から SpO2 を計算する。パルスオキシメータは一酸化
炭素ヘモグロビンとメトヘモグロビンの存在を無視し
ており，いずれかが増加するような病態では誤差を生
じるので注意する。
　なお，CO オキシメータは最新の血液ガス分析器に
組み込まれており，多種類の波長の光により酸化・還
元ヘモグロビンとメトヘモグロビンや一酸化炭素ヘモ
グロビンなどの異常ヘモグロビンを測定することがで
きる。近年，パルスオキシメトリの原理に基づいて，
8 波長以上の光を活用したパルス CO オキシメータが
開発され，経皮的に異常ヘモグロビンの測定も可能と
なった。
　指尖部などの組織に光を当て，脈拍による透過光の
変化で動脈成分を識別しているが，体外から当てられ
た光は動脈血だけではなく，静脈血や組織でも吸収さ
れる。このため，脈波分析を行い，拍動している吸光
成分から静脈血や組織に由来する非拍動性の吸光成分
を除去したものを動脈血由来の吸光成分として分析し
ている。実際には赤色光と赤外光の 2 つの光を LED

（発光ダイオード）と呼ばれる 2 つの発光素子を使っ

て交互に発光させている。毎秒数十〜数百回程度で交
互に点滅させ，一定時間あるいは一定の脈拍数ごとの
平均値を表示している。2 つの透過光の比から理論的
に SaO2 を求めることができるが，理論値と実測値と
の間には若干の隔たりがあり，補正が加えられて最終
的な SpO2 の値が表示される。
　パルスオキシメータの精度を検討する場合には，動
脈血ガス分析の測定値から計算して得られる SaO2 を
基準値とするのではなく，CO オキシメータの測定値
から計算して得られる SaO2 を基準値として用いる。
SpO2 と CO オキシメータの計算値から得られる SaO2

とは高い相関関係が認められ，SaO2 が 70〜100% に
おいて両者の差の 1 標準偏差は±2% 程度の精度とい
われる。
　SpO2 は一定時間あるいは一定の脈拍数ごとに得ら
れた値を移動平均により求めているので，短時間に
SaO2 が変動する場合には，測定値に時間の遅れと平
均化が生じ，正確に測定できないことに注意する必要
がある。なお，吸光度の比から SpO2 を算出している
ので，吸光度の絶対値を必要とせず，較正も不要であ
る。
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図 1　各ヘモグロビンの吸光度曲線



1 ．測定法 ◀
　パルスオキシメータは電源を入れ装着するだけで，
直後からほぼリアルタイムに測定ができ，較圧が不要
で簡便な操作性が特徴であるが，正確な値が得られる
よう，目的に応じて適切にプローブ（センサー）と機
器を選択し測定を行う必要がある。なお，機器本体の
メーカーが指定したセンサー以外のセンサーを使用す
ると測定精度は保証されない。

1．機器，プローブの種類と選択

　パルスオキシメータは，一般にプローブ，機器本
体，プローブと本体をつなぐケーブルよりなる。機器
の種類は，スポット検査を目的とする小型・軽量で携
帯性にすぐれたもの，持続的モニタリングを目的とす
る設置型のものがある（図 1）。前者は外来・病棟の
みならず，往診・訪問看護時にも利用されている。患
者自身が自己管理用に購入する場合もある。後者は集
中治療室などで呼吸異常時の警告に用いられる。
　プローブはフインガープローブ（グリップタイプ・
グローブタイプ）が広く用いられているが，さまざま
な種類があるので，患者の年齢や体格，目的に応じて
選択する（図 2）。
　動脈血ガスの変化の追従（遅延時間）は，機械的要
因（機器自体の応答性や移動平均など）・生理的要因

（肺胞から末梢循環までの到達時間）・病的要因（心不
全などでの循環時間の延長）により影響される。生理

的要因において，遅延時間は肺胞から装着部位までの
血液循環時間に依存するため，耳朶，手指，足趾の順
に長い（低酸素負荷開始から SpO2<90% になるまで
の時間差は耳柔と手指間で平均 6 秒，手指と足趾間で
平均 57 秒）ので，低酸素血症の変動をすばやくとら
える必要があるときには足趾は不適当である。特に四
肢に末梢循環障害があると，手指，足趾の脈拍振幅は
小さくなり測定が困難になるとともに，遅延時間もよ

Key Points
・プローブと装置本体にさまざまな種類があるので，患者の年齢や体格，目的に応じて選択する。
・�プローブは発光部を爪側，受光部を指の腹側に装着し，向かい合うようにする。固定を適切に行
うことが重要である。なお発光部と受光部が逆のプローブもある。

・体動，末梢循環障害，光の干渉，プローブにより圧迫が測定不良の原因となる。
・�本体は定期的に清掃し，プローブは使用後に清掃，消毒を行う。清掃時に取りきれない体液や消
毒液でプローブのゴム部分が劣化した場合は，新しいプローブに交換する。
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図 1　携帯型パルスオキシメータと設置型パルスオキシメータ



り延長する。このような場合は血液供給が比較的保た
れる頭部（耳朶，鼻，前額部）のセンサーを用いると
よい。
　機器本体では酸素飽和度と脈波，脈拍数を表示す
る。アラーム機能，メモリー機能，トレンド機能，体
動ノイズ除去機能を有する機種がある。また，応答の
速さ（何秒ごとの平均値が表示されているか）も機種
により異なるので，使用目的に応じて装置を選択す

る，あるいは設定を変更する。応答性を使い分けがで
きる機種においては，例えば，「速い」・「ふつう」・

「遅い」の 3 種の平均化設定をできる場合，短時間の
SpO2 の低下によるアラームを抑制したい場合には

「遅い」を，無呼吸の頻度や程度をより精密に測定し
たい場合には「速い」を選択する。
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プローブの種類
（測定部位）

クリップタイプ
（手の指または足の趾）

種類 特徴

・スポット測定など，短時間測定に用
いる
・体重にあわせて大きさが2～3種類
ある
・足趾は手より反応が遅い

本体と一体型
（手の指）

密着タイプ
（手の指・足の趾）

（足背）

（手・足の甲）

（耳朶）

（鼻梁）

（前額）

・スポット測定に用いる
・指の細い人，脈拍の弱い高齢者に
は不向き
・左利きには不便

・反射型のセンサー，ヘッドバンドで固
定する
・反応が早く体動や低灌流に強い

・圧迫をかけずに粘着テープで密着
する長時間測定用

・新生児，乳幼児に用いられる

・新生児，乳幼児に用いられる

・大人に用いられる

・大人に用いられる

図 2　プローブの種類と特徴



2．測定手順

　電源をオンにし，時計やアラームなどの設定を行っ
たのち，プローブを装着する（表 1）。プローブは発
光部を爪側，受光部を指の腹側に装着し，向かい合う
ようにする（発光部と受光部が逆のプローブもある．
図 3）。プローブを装着した手（足）は自然な状態を
保ち，力を抜く。測定を開始したら脈波振幅が小さく
ないか，測定状態が不安定でないかを確認する。
　手指・足趾・耳朶にプローブを装着する場合，正確
な値を得るためには装着部位の厚みや装着状態を注意
しなければならない。発光部と受光部の間隔が広くな
るに従って透過光強度が低下し，反対に間隔が狭いと
血流が少なくなって脈波シグナルが小さくなるため，
通常 6〜18 mm 厚（10 mm 程度が最適）の部位に装
着する。
　クリップタイプのプローブで測定する場合，発光部
と受光部を関節部位に装着すると脈波シグナルが小さ
くなり，先端と指先の隙間や爪白癬症で爪が著しく肥
厚して表面が凹凸な場合には，外部光が入り込みやす
くなるが，グローブタイプのプローブを使用により，
外部光を遮光することができる。また，粘着テープで
固定するタイプ（ディスポーザブルプローブ）では発
光部と受光部を互いに対向しないと，外部光が受光部
に入り込みやすくなる。プローブは被験者の体型や体
重に応じて選択してテープで動かないように固定す

る。なおプローブと本体を接続するケーブルも固定す
ると，わずかな指の動きでプローブが動くため注意す
る。
　疾患や測定状況によって，プローブの装着部位によ
り SpO2 が異なることがある。動脈管開存症（PDA）
が進行して右→左シャントを生じると，PDA が大動
脈に開存する部位によって左右の手指で SpO2 が異な
る場合がある。また，経皮的心肺補助（PCPS）施行
時は右鎖骨下動脈に酸素化が悪い血液が流れるため，
SpO2 に左右差を生じることがある。
　なお，新生児，幼児，末梢循環不全や皮膚が弱い患
者などにおいて，稀にプローブ装着部位に低温熱傷を
生じることがあり，長時間使用する場合には，同じ部
位に装着せずに定期的に変更する。

3．測定時の注意事項

　パルスオキシメータが測定不良な場合は，以下を念
頭にチェックする。まずプローブとプローブの装着状
態やケーブルに断線がないかを確認する。次に，検者
自身の指に付けて正しい測定が可能かをチェックし，
不良であれば別のプローブに変えて測定する。装置に
エラーメッセージが出ている場合は取扱説明書を参照
し対策を講じる。装置の動作が良好であっても，体
動，末梢循環障害，光の干渉，プローブによる圧迫，
マニキュアなどが測定誤差を生ずる要因となることに
留意して対応する（表 2）。
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図 3　プローブの装着方法

電源をONにする

測定準備 ・時計表示を確認する
・上下限アラームを設定する
・アラーム音量・同期音量を設定する
・トレンドデータを消去する

プローブを装着する ・体形や体重に応じてプローブを選ぶ
・発光部を爪側，受光部を指の腹側に装着する
・連続測定する時は絆創膏で固定する（締め付けない）

測定を開始する ・プローブの状態が良好であることを確認する
・�脈波振幅が小さくないか，SpO2，脈拍数の表示値
が不安定でないかを確認する
・�少なくとも ８時間ごと（クリップ型の場合は ４時間ご
と）に装着部位を観察し，発赤の有無や皮膚の保清な
どの状態を確認し，必要に応じて装着部位を変更する

表 1　一般的なパルスオキシメータの測定手順



　体動ノイズ除去機能をもたないスポットタイプのパ
ルスオキシメータを用いて，6 分間歩行試験などの運
動負荷試験のモニタリングを行う場合は注意を要す
る。唐突で不安定な数値は信頼性に乏しいので，測定
中の酸素飽和度，脈波振幅，脈拍数を十分に監視し，
低酸素血症を過大評価しないよう注意する。特にプ
ローブを装着した指と同側の手で機器本体を持つ，あ
るいは力を入れて握るなどの動作は脈波振幅が減弱す
るため誤差を生じやすい。

2 ．メンテナンス ◀

1．点検と清掃

　点検，清掃，消毒を行う際は，装置の電源を切り，
かつ電源プラグをコンセントから抜いて行う。

1）始業点検・終業点検・定期点検
　始業時，終業時には，バッテリーや電池は消耗して
いないか，装置やプローブの外観に損傷はないか，プ
ローブの使用期限は過ぎていないかを点検し，装置が
正常かつ安全に使用できることを確認する。もし，異
常が認められた場合は取扱説明書を参照にして適切な
対処を行う。装置の故障が考えられる場合は使用禁止
とし，メーカーに修理を依頼する。リチウム電池や
バッテリーは寿命に応じて定期的に交換する。

2）清掃・消毒・滅菌
　本体は定期的に清掃し，プローブは使用後に必ず清
掃・消毒を行う（表 3）。清掃時に取りきれない体液
や消毒液でプローブのゴム部分が劣化した場合は，新
しいプローブに交換する。

2．精度管理

1）パルスオキシメータの精度の決め方
　ISO9919 では，パルスオキシメータの測定精度は
70〜100% の範囲で±4% 以下（1SD）であることと，
精度を取扱説明書に明記することを規定している。さ
らに，測定精度はパルスオキシメータの測定値

（SpO2）と同時に測定した CO オキシメータの測定値
の差の 2 乗平均の平方根として表すと規定されている。
　実際には，健常成人被検者に酸素濃度の低い空気を
吸入させることで徐々に血中酸素飽和度を低下させ，
採血して CO オキシメータで測定して得られた値

（SaO2）と SpO2 を同時に測定して精度を評価する。
説明書に明記されている精度「±2%」は，（SaO2）と
SpO2 の差の標準偏差（1SD）が 2% の範囲入ること
を示している。現在のところ SpO2 80% 未満では 80%
以上に比し精度は低い。理想的には測定範囲全般にお
いて 1% 未満が望ましいが達成が難しい。

2）機器の較正と測定精度の確認方法
　パルスオキシメータはメーカーごとに光の波長や R
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誤差要因 対処方法

体動 ・プローブやケーブルを絆創膏で固定する
・動きの少ない部位にプローブを装着する
・�体動ノイズ除去機能付のパルスオキシメータを使
用する

末梢循環障害 ・測定部位を暖める
・�血流のよい他の部位にプローブを付け替える
・低灌流に強いパルスオキシメータを使用する

光の干渉 ・装着部位を毛布や布で覆って光を避ける
・粘着式プローブに変更する

圧迫 ・粘着式プローブに変更する
・クリップ式プローブの場合は装着部位を変更する
・プローブの上から絆創膏を強くまきすぎない

マニキュア ・除光液できれいに取り除く

表 2　測定誤差の要因とその対処方法



曲線の相違などがあるため標準的な較正方法はない。
メーカーは独自の方法で装置の較正を行い，パルスオ
キシメータ用テスタを用いて測定精度が既存品と比較
して同等の性能であることを検証した後に出荷している。
　使用者は，人によるテスト以外に装置の較正が正確
かどうか確かめる手段はなく，また，装置の外部から
較正することもできない。したがって，使用中の機器
が出荷時と同等の精度を保持しているか否かを検証す
ることはできない。
　パルスオキシメータ用テスタが市販されており，こ
れを用いてプローブと装置本体の精度を検証すること
ができるが，そのテスタ自体の精度は不明である。
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本体
ケーブル

・定期的に清掃する
・�中性洗剤，水またはぬるま湯で湿らせた柔
らかい布できれいに拭き，その後乾いた布
で水分を拭き取り，十分に乾燥させる
・�消毒を行う場合は 70％消毒用エタノール＊を
含ませた柔らかい布できれいに拭く

プローブ ・使用後は，必ず清掃・消毒を行う
・�70％消毒用エタノール＊を含ませた脱脂綿ま
たは柔らかい布できれいに清掃・消毒す
る。清掃・消毒後は十分に乾燥させる
・�浸漬消毒，滅菌を行う場合，その可否なら
びに推奨方法は各使用説明書で確認する

表 3　清掃・消毒・滅菌

＊：�メーカーにより推奨する消毒薬が異なるので使用説明書を確認す
ること。



Key Points
・健常者の SpO2 はおおむね 96〜99%である。
・普段の SpO2 よりも 3〜4%低下していれば，急性増悪の存在を疑う。
・SpO2 の値を確かめるには，動脈血をCOオキシメータで測定する。
・�SpO2 から予測するPaO2 はヘモグロビン酸素解離曲線の右方または左方移動を考慮していない
ため参考値である。正確なPaO2 が必要な場合は動脈血液ガス分析を行う。

1 ．パルスオキシメータの利用目的 ◀
　パルスオキシメータは当初，主に麻酔時や手術時の
モニタリングを目的に利用されていたが，現在では用
途が大きく広がり，さまざまな目的で利用されている

（表 1）。

2 ．SpO2 の基準範囲と結果の解釈 ◀

1．スポット検査

　健常者の SpO2 はおおむね 96〜99% の範囲にある。
95% 以下であれば何らかの急性疾患の存在が疑わ
れ，90% 未満であれば急性呼吸不全が疑われる。慢
性の肺疾患，循環器疾患患者では，病態や重症度の違

いにより安静時は正常範囲であっても運動時や夜間睡
眠時に低値を示す場合，安静時でも低値を示す場合な
どさまざまである。したがって慢性疾患の患者におい
ては，病状が安定した状態における安静時 SpO2，体
動時の SpO2 低下の有無とその程度を把握し，普段の
SpO2 よりも 3〜4% 低下していれば，急性増悪の存在
を疑う。
　急性，慢性の低酸素血症の診断や治療適応判定を目
的とする場合には，SpO2 値単独で判断するのではな
く，適宜，動脈血の CO オキシメータ測定と血液ガス
分析を行うことが望ましい。1994 年以降，在宅酸素
療法の適応基準において，適応患者の判定にパルスオ
キシメータによる酸素飽和度の判定も可となった。し
かし，パルスオキシメータは CO2 分圧や酸塩基平衡
障害の測定ができないので，少なくとも酸素療法導入
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解釈3

1．患者の病態把握や経過観察のためのスポット検査
　　1�）入院，外来患者の定期的なバイタルチェック
　　2�）在宅酸素療法患者の指導管理および教育（日常生活動作など）
　　3�）慢性呼吸不全患者の在宅における日常管理など

2．経過監視のための連続的モニタリング
　　1�）重症患者の急激な低酸素状態を早期に認知するための監視
　　2�）�侵襲的な検査や治療時（気管支内視鏡，上部・下部内視鏡検査，手術中など）

の監視
　　3�）リハビリテーション運動療法のリスクマネージメント
　　４�）酸素投与量の設定の目安を得るためのモニタリング

3．睡眠時や運動時の酸素飽和度低下を測定するための検査

４．適応判定
　 在宅酸素療法導入の適応判定，肺炎やCOPDの急性増悪時の重症度判定など

表 1　パルスオキシメータの主な利用目的



の際には動脈血ガス分析を行う。

2．経過観察（モニタリング）

　重症患者のモニタリング，手術中，気管支内視鏡な
どの検査中，呼吸リハビリテーションの運動療法中の
経過観察などに用いる場合は，あらかじめ限界値をア
ラーム設定しておき，SpO2 を持続的に測定する。基
準の SpO2 よりも 3〜4% 低下したら何らかの呼吸循環
動態の増悪が疑われる。患者の基礎疾患や検査・治療
の内容によって異なるが，最低限維持すべき SpO2 を
決めておき，SpO2 が想定範囲を越えて低下した場合
には，直ちにその原因を判断し，適切な対応をとる。

3 ． 酸素飽和度（SO2）と酸素分圧 
（PO2）の関係 ◀

　SpO2 の結果の解釈には，しばしば動脈血ガス分析
により得られた PaO2 との対比はなされるため，ヘモ
グロビン酸素解離曲線を理解しておく必要がある。
　全ヘモグロビンの中で酸素と結合したヘモグロビン

（酸化ヘモグロビン）の占める割合（SO2）と酸素分
圧（PO2）の関係は直線ではなく S 字状の曲線とな
り，体温 37℃，PCO2 40 Torr，pH 7.40 および Hb 15　
g/dL において，おおむね図 1，表 2 のようになる。
　また，酸素解離曲線は，体温の上昇，pH 低下およ
び PCO2 の増加，2,3-diphosphoglycerate（2,3-DPG）
濃度の増加で右に移動し，逆に，体温の低下，pH 上
昇および PCO2 の低下，2,3-DPG 濃度の低下で左に移
動する（図 2）。SO2 と PO2 の関係はさまざまな因子
により変動し，その関係は一定ではない。SpO2 から
予測する PaO2 は，ヘモグロビン酸素解離曲線の移動
を考慮しないため，あくまで参考値であることを認識
し，正確な PaO2 が必要な場合は動脈血ガス分析を行
う。

4 ． 酸素飽和度の 3 つの測定法と 
測定精度 ◀

　酸素飽和度の求め方には，CO オキシメータ，パル
スオキシメータ，血液ガス分析結果（PaO2，pH）か

らの計算式で求める方法，の 3 つがある。CO オキシ
メータの測定精度は±1% 未満であり，パルスオキシ
メータ（SpO2 70〜100% の範囲で±2% 程度*）よりも
精度が高い。一方，血液ガス分析結果から計算式で求
める方法は正確ではない。
　現在の技術ではパルスオキシメータの精度は CO オ
キシメータの測定精度を超えるものではないが，モニ
タリングを目的とする場合においては，パルスオキシ
メータの簡便性，場所を選ばない柔軟性という大きな
利点により臨床上の有用性はきわめて高い。一方，診
断や治療適応判定の目的には CO オキシメータ同様の
高い精度が要求される。実際の患者をパルスオキシ
メータで測定する場合にはさまざまな誤差要因があ
る。そのため，より正確な方法で SaO2 を知る必要が
ある場合は，CO オキシメータによる動脈血の SaO2

測定を適宜実施する必要がある。

5 ． 測定結果に影響を及ぼす 
誤差要因 ◀

　パルスオキシメータの使用に際して，測定誤差を生
ずる要因がいくつかある。

1．異常ヘモグロビン

　2 波長式のパルスオキシメータは一酸化炭素ヘモグ
ロビン，メトヘモグロビンなどの異常ヘモグロビンは
存在しないものと仮定して計測している。これらが高
濃度で存在する場合は，SpO2 の計測結果に直接影響
するので測定誤差を生ずる。メトヘモグロビン血症
は，遺伝性のほか，亜硝酸塩，ニトログリセリン，局
所麻酔薬などによっても発症することが知られている。

2．色素

　血液中にメチレンブルー，インドシアングリーンな
どの色素を注入している場合には，これらの色素が赤
色光，赤外光の透過光量に影響を与え誤差を生ずる。
例えば，脳血管のクリッピングにおいて，インドシア
ングリーンを静注して蛍光顕微鏡で脳血管血流を確認
する際に SpO2 が一過性に低下する。
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3．静脈拍動

　動脈血流の変動を利用して測定しているため，三尖
弁閉鎖不全，気道内圧の上昇などでは静脈波が大きく
なり正しい測定ができなくなる。

4．血流阻害

　動脈血流の変動を利用して測定しているため，腕や
指が圧迫され血流が阻害されると正しい測定ができな
る。スポットタイプのプローブを長時間同じ指に装着
する場合や，手を握るなどで測定値の低下や測定不能

となる場合がある。自転車エルゴメータでプローブを
付けた手に一定のリズムで力を入れると，圧迫を脈の
変化と捉え誤差を生ずることがある。

5．体動

　体動により組織，血液などが揺さぶられノイズが発
生し，動脈波形を特定できず計算値に影響を与え，測
定が不安定になったり，不能になったりすることあ
る。各メーカーで独自の体動ノイズ除去アルゴリズム
を採用しているが，ノイズを完全に除去できないこと
が多く，運動中（歩行中）に測定する場合にはプロー

103

第Ⅹ章 酸素療法のモニタリング─パルスオキシメータ

SO2（％） 75 ８5 ８８ 90 93 95

PO2（Torr） ４0 50 55 60 70 ８0

表 2　 酸素飽和度（SO2）と酸素分圧（PO2）の関係 
（体温 37℃，PCO2 40 Torr，pH 7.40 および Hb 15 g/dL）
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・2，3-diphosphoglycerate高値
・pH低値（アシドーシス）
・PCO2高値

・体温の低下
・2，3-diphosphoglycerate低値
・pH高値（アルカローシス）
・PCO2低値

（Torr）

図 1 体温 37℃，PCO2 40 Torr，pH 7.40 
および Hb 15 g/dL のときのヘモグロビン
酸素解離曲線

図 2  ヘモグロビン酸素解離曲線に影響を 
及ぼす因子
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ブを装着した腕（手指）を動かさないようにする。体
動の影響は個人差があり，脈拍の変動が安定していれ
ば，SpO2 は比較的信頼できる。

6．マニキュア

　マニキュアが透過光を吸収するため，非拍動性吸光
成分が変化し，計算値に影響を与える可能性がある。

7．末梢循環不全

　測定部位が低灌流になると末梢血管が収縮し，脈波
差動が小さくなり，やがて動脈波を検知出来なくな
り，測定不能になる｡ 原因はレイノー症状，心不全，
低体温，循環血液量の減少，カテコールアミンの増
加，ショックなどがあり，重篤な患者ほど測定が困難
となる。ショック状態では内頸動脈血流が最後まで保
持されるため，反射型のセンサーを眼窩上動脈が灌流

する部位（目の上）に貼る。

8．光の干渉

　強い光（手術灯，紫外線灯，太陽光など）の当たる
場所で測定すると，プローブの側面から光が侵入して
光の干渉により正しい測定ができないことがある。例
えば，手術ナビゲーションシステム使用する場合，間
歇的に発せられる強い赤外線によりパルス波形が高頻
度の短波形になる。

9．電磁波

　電磁波放射量が多い電気メスなど医療機器，テレビ
などの電化製品や携帯電話使用時は，電磁波が受光素
子（フォトダイオード：PD）に影響するためノイズ
が生じて誤差の原因となる。

104



1 ． 経皮 PCO2（PtcCO2 または  
TcPCO2）の解釈 ◀

1．適応

下記疾患における持続的モニタリング。
1 ）急性呼吸不全
2 ）慢性呼吸不全および急性増悪
3 ）非侵襲的換気を含む人工呼吸管理中
4 ）睡眠時無呼吸症候群
などの疾患における持続的モニタリング

2．測定原理と使用方法

1 ） 局所の皮膚を暖め毛細血管を拡張させることで，血
液は動脈血化する。経皮的二酸化炭素分圧（PtcCO2）
測定装置は，皮膚より拡散してくる CO2 分圧を電
極法により測定し，PaCO2 を推定する方法である

（図 1）。
2 ）センサーは耳朶，胸壁などへ装着。
3 ）現在複数の機器が使用でき，保険適応となった。

3．利点と欠点

1 ） 最近の PtcCO2 測定装置では SpO2 と PCO2 を小型

Key Points
・動脈化された毛細血管血から皮膚へ拡散する二酸化炭素分圧を測定する。
・個人内でPCO2 の経時的変化のモニターに有用である。
・患者間での単純な比較には注意が必要である。

酸素療法のモニタリング

B. 経皮PCO2（PtcCO2またはTcPCO2）

第Ⅹ章
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バッファアンプ
LED（発光ダイオード）

pHガラス電極（CO2検出部）

ヒータ

サーミスタ

フォトダイオード（受光部）

動脈

動脈血化された
毛細血管

静脈

電解液
透過膜
金属製保護プレート

耳朶
反射面
緩衝加圧クリップ

Ag/AgCl基準電極

1cm

CO2

図 1　TOSCA センサの断面図



電極で測定する方式に変更したことで 42℃の局所
皮膚温で測定可能にした。これにより長時間連続
測定（最大 12 時間）が可能となった。

2 ） 動脈血ガス分析では，PaCO2 を直接測定すること
ができるが，刻一刻と変化する呼吸状態を連続的
にかつ非侵襲的にモニタリングすることはできな
い。また自己抜去のリスクや医療者の取り扱う際
の煩雑さなど医療安全の面からも，経皮的測定が
有用な場合もある。

3 ） 麻酔中の患者を対象とした検討では，被検者（患

者）間ではばらつきも多く，相互の比較に用いる
には注意が必要である（図 2）。

4 ） 経皮的 PCO2 測定器の精度を，健常ボランティア
を対象として，任意に制御した様々なレベルの
PaCO2 と直接比較検証した結果，TOSCA® から
得られた PtcCO2 は，各個人内での PaCO2 の変化
をほぼ正確にかつ迅速に反映した。この結果よ
り，数回の動脈血採血により得られた PaCO2 と
PtcCO2 の関係を求めることで，臨床での経時的
変化のモニターにも応用可能であることが示され
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図 3　個人内での PtcCO2 と PaCO2 との相関
個人内ではPtcCO2 と PaCO2 の相関は良好で，傾きはほぼ 1に近似していた。

図 2　麻酔中の患者データを用いた PtcCO2 と PaCO2 との相関
PtcCO2 と PaCO2 の相関は良好であるものの，ばらつきが認められた。
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第Ⅹ章　酸素療法のモニタリング　推奨文献

A. パルスオキシメータ
①原理
 1） 諏訪邦夫：パルスオキシメーター．中外医学社，東京，1989
 2） Barker SJ, Tremper KK: Pulse oximetry, Application and limitation.　Int Anesthesiol Clin 25: 155-175, 1987

②測定法
 1） Hamber EA, Bailey PL, James SW, Wells DT, Lu JK, Pace NL: Delays in the detection of hypoxemia due to site of 

pulse oximetry probe placement.　J Clin Anesth 11: 113-118, 1999
 2） TC 121/SC 3; ISO Standards.　Medical electrical equipment−Particular requirements for the basic safety and 

essential performance of pulse oximeter equipment for medical use.　ISO 9919 second edition 2005

③解釈
 1） Severinghaus JW, Astrup J, Murray JF: Blood gas analysis and critical care medicine.　Am J Crit Care Med 157: 

S114-S122, 1998
 2） Mengelkoch LJ, Martin D, Lawler J: A review of the principles of pulse oximetry and accuracy of pulse oximeter 

estimates during exercise.　Phys Ther 74: 40-49, 1994
 3） Cox NJ, van Herwaarden CL, Folgering H, Binkhorst RA: Exercise and training in patients with chronic obstructive 

lung disease.　Sports Med 6: 180-192, 1988
 4） Gay PC: Chronic obstructive pulmonary disease and sleep.　Respir Care 49: 39-51, 2004

B. 経皮 PCO2（PtcCO2 または TcPCO2）測定器
 1） Eberhard P, Gisiger PA, Gardaz JP et al: Combining transcutaneous blood gas measurement and pulse oximetry.　

Anesth Analg 94: S76-80, 2002
 2） Fuke S, Miyamoto K, Ohira H, et al; Evaluation of transcutaneous CO2 responses following acute changes in PaCO2 in 

healthy subjects. Respirology. 14: 436-42. 2009
 3） 福家聡：COPD と気管支喘息の呼吸管理．並木昭義，氏家良人，升田好樹編集：よくわかる人工呼吸管理テキスト．

改訂第 6 版．南江堂，（東京）2014，249-255．
 4） 宮本顕二，福家聡：Bedside Teaching　経皮的ガスモニターの最新の話題．呼吸と循環 58：503-509，2010．
 5） 福家聡，斎藤拓志，高階太一，他：経皮的 CO2 分圧測定装置を使った肺結核後遺症患者の CO2 モニタリングの有用

性．日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 19：48-52，2009．

た（図 3）。
5 ） また急性期および慢性期の COPD，肺結核後遺症

など様々な呼吸器疾患の呼吸管理に有用であるこ
とも臨床的に示されている。

6 ） なお，睡眠時無呼吸症候群にみられる夜間就眠中
の急激な PaO2 低下と PaCO2 の上昇には正確に追
随できない。過少評価に注意する。
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1 ．HOT患者の体験 ◀
　HOT を導入した患者は，低酸素血症の改善に伴う
息切れの軽減と行動範囲の拡大を体験することが多
い。しかし，鼻カニュラや携帯用酸素ボンベを使用す
る体裁の悪さや生活の煩わしさなどから HOT を否定
的に捉えたり，疾患の進行に伴う呼吸困難により行動
制約をきたし，他者依存や社会的役割を果たせないと
いう思いなどを抱くことが少なくない。そして不安，
抑うつの精神症状を合併したり自尊感情が低下し，社
会的孤立をきたしやすい。
　このような体験をする中，患者が在宅で安定期を長
く過ごし，QOL を向上させるためには，酸素療法を
はじめ増悪予防などの自己管理を行いながら，病気と
折り合いをつけて生きていくことが必要となる。

2 ．患者教育 ◀
　看護職者は，患者が HOT の自己管理および生活の
再構築ができるように，患者─医療者のパートナー
シップを構築しながら，教育的支援を行うことが重要
である。患者の HOT に対する受け入れや認識状況を
把握し，患者個々が必要としている知識と技術を提供

しながら自己効力感を高め，アドヒアランスを向上さ
せる。アドヒアランスは，自己管理能力の向上に重要
な要因である。また，HOT 導入に伴う体験によって
おこる不安や抑うつ，自尊感情の低下などへの心理的
配慮も忘れてはならない。自己効力感の向上は，不安
や抑うつの緩和，自尊感情の向上にも繋がる。
　慢性呼吸不全は，慢性進行性で長期に渡って続くた
め，入院時だけでなく外来，在宅医療においても連携
してケアの継続とフォローアップを行うことも重要で
ある。
　さらに，HOT は包括的呼吸ケアリハビリテーショ
ンの一環として実施するものであり，運動療法，肺理
学療法，栄養療法，薬物療法などの教育と精神的サ
ポートを，多職種によるチーム医療として実施するこ
とが重要である。

1．HOT導入時の患者教育

　HOT 導入時の患者教育の目標は，患者が酸素療法
に対するアドヒアランス＊を向上させ，より安全によ

Key Points
・�患者が，在宅酸素療法（Home�oxygen�therapy；HOT）を生活の中に取り入れ，生活の質
（quality�of�life；QOL）を向上させるためには，自己管理教育が重要である。
・�患者教育を行うにあたり，患者─医療者のパートナーシップ（連携，協力関係）の構築は重要で
ある。

・�患者のHOTに対する心情や受け入れ状況，認知能力，望む生活などを把握しながら教育を進め
る。

・�一般的な知識・技術ではなく，患者個々に必要な知識，技術を提供する。
・�自己管理および生活の再構築を目指すためには，ケアの継続とフォローアップが不可欠である。

酸素療法と看護（患者教育）

酸素療法と看護（患者教育）

第Ⅺ章

＊�アドヒアランス：患者が積極的に治療方針の決定に参加
し，その決定に従って治療を受けること（WHO）
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り望む生活に合わせた酸素療法の手技を獲得し，自己
管理能力を高めることおよび生活を再構築する方法を
理解することである。
　チェックリストやクリニカルパスを活用し，チーム
間の標準化や患者・家族の教育計画・目標の理解を促
しながら，教育実施状況および患者・家族の習得状況
を共有し進めていく。

1）�HOTに対するアドヒアランス向上への関わり方
・生活者としての患者を理解する
　　・�病状をどのように理解し，酸素療法をどのよう

に捉えているのか傾聴する。
　　・�今まで生きてきた過程（ライフヒストリー）や

病いの体験から，価値観を理解する。HOT 導
入に拒否的な態度や処方された酸素流量が遵守
できない場合，患者の価値観が脅かされたり，
誤った酸素療法の認識など患者なりの理由があ
るため，その行動の意味を理解する。

・�パートナーシップの関係を構築し，患者の HOT 導
入に伴う心情に理解を示すとともに，HOT の受け
入れ状況や認知能力，指導内容の習得状況を確認し
ながら指導を進める。

・�自己管理能力，望む生き方，生きがいなどを把握
し，患者個々に必要な知識・技術を提供する。

・�成功体験，代理的経験，言語的説得，生理的・情動
的状態の 4 つの情報源を用いて自己効力感の向上を

はかる（表 1）
・�患者が，HOT を受け入れ生活に取り入れるまでに

試行錯誤するプロセスを承認しながら保証する
　�　例えば，処方された酸素流量より少ない流量で歩

行する患者の行動は，自己の必要な酸素流量を納得
するために検証している場合がある。

・�少しでも自己管理や行動変容がみられたら称賛する

2）�低酸素血症を起こしている身体であることの理解
を促す

・�患者の病態と病状を説明する：肺機能，動脈血ガス
分析，パルスオキシメータによる SpO2・脈拍のモ
ニタリングの結果を提示する。

・�SpO2 値の解釈について説明する：日常生活，睡眠
中に SpO2 が 92％以上必要であることを教える。

・�低酸素血症と SpO2 の低下が一致しないことを説明
する。

3）酸素吸入の必要性，HOTの意義を説明する
・�低酸素血症が身体に及ぼす影響：全身の臓器機能の

低下や，肺高血圧症から肺性心に至り生存期間の短
縮，運動耐容能の低下，睡眠障害や中枢神経系への
障害による精神心因機能障害が起こる。

・�HOT の意義：酸素吸入を在宅で行うことにより，
住み慣れた環境で療養を行いつつ低酸素血症を改善
し生存期間の延長および QOL の改善を可能とす

表 1　自己効力感を高める情報
情報 支援例と患者の反応

成功体験 ・�達成できたという成功体験 ・酸素濃縮装置，携帯用酸素ボンベの取り扱い練習を段階的に行う。
・少しでもできたことを褒めて成功体験としての認知を高める
・「ボンベ交換がうまくできた」

代理的経験 ・�自分と同じ状況の人の成功
体験や問題解決方法を知る

・�患者と同じ病状の患者が，酸素を上手く使用し，患者の望む生き方をして
いることを紹介する。

・「私と同じ病気の人が頑張っているので私も頑張れそうな気がする」
言語的説得 ・�専門性に優れた信頼できる

人から，励まされたり，褒
められたりする
・できると自己暗示をかける

・�あなたなら，きっと酸素機器をうまく使いこなして息切れが楽になると力
強く話す。

・「○○さんにできると言われたのでできそう」

生理的，情動的状態 ・�課題を実行した時に生理的
にも心理的にも良好な反応
が起こる

・�適切な酸素流量の使用により，息切れの軽減や動悸がないことを実感して
もらう。モニタリングを行い脈拍やSpO２ が安定していることを視覚的に
提示し，息切れが少ないことを称えると効果的である

・「酸素を使ったら，動悸がなく息も楽だった」
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る。低酸素血症に伴う息切れの軽減により安楽な日
常生活や趣味・社会活動の維持，行動範囲の拡大，
精神神経症状の改善などにより QOL は改善する。

4）処方された酸素流量の遵守について説明する
・�安静時，労作時では，酸素流量が異なる：労作時

は，酸素消費量が増加するため，酸素を増量し補う
必要がある。通常，労作時の酸素流量は安静時の
1.5〜2 倍に設定されることが多い。労作後に状態が
落ち着いてから安静時の酸素流量に戻す。

・�処方された酸素流量を遵守することの重要性：自己
判断で処方された酸素流量の減量や酸素吸入をしな
い場合には低酸素血症を，Ⅱ型呼吸不全患者が不適
切な高濃度の酸素吸入をした場合には CO2 ナル
コーシスをきたすおそれがある。

・�必要な酸素流量の理解を促す：歩行，食事，入浴，
着替え，排泄など生活動作場面でパルスオキシメー
タを用いてモニタリングを行う。SpO2 や脈拍を提
示し，上肢挙上や息止め等息切れを増強させる動作
を行っていないか，休憩を取り入れていたかなど動
作要領も含めてともに評価することで，患者が必要
な酸素流量を理解し，処方流量を言えるようにす
る。SpO2 の低下や脈拍の増加時には，息切れや動
悸などの自覚症状を確認することで心臓への影響の
理解を促す。自覚症状がなく SpO2 低下している場
合は，自覚症状がなくても SpO2 の低下をきたす身
体であることを説明し，自覚症状に任せて活動（休
憩を取り入れずに継続動作や過度な労作など）する
ことの危険性の理解を促す。

・�酸素療法は癖になる，酸素流量を増やすと二酸化炭
素がたまるなど，酸素療法に対する誤った認識があ
る場合は，酸素の性質，酸素療法の目的，低酸素血
症が身体に及ぼす影響などの正しい知識を提供する。

5）酸素供給装置の種類を説明し選択を検討する
・�酸素供給装置には，設置型酸素濃縮装置，携帯型酸

素濃縮装置，液化酸素装置があり，酸素流量調整，
機器の操作手技の理解度，望む生活と行動範囲，家
族や住宅環境などを考慮し，患者・家族とともに検
討する。携帯用酸素ボンベも患者の呼吸状態や外出
時間・活動状況により，ボンベの大きさや運搬方
法，呼吸同調装置の使用の有無などを検討する。

　
6）機器の操作・管理について説明し練習する
・�酸素供給装置の使用方法，フィルター掃除などの手

入れ，携帯用酸素ボンベの使用方法，ボンベ交換と
ボンベの残量チェック方法，呼吸同調装置の電池交
換，液化酸素の場合は充填方法など，パンフレット
を用いて説明し，取り扱いに自信が持てるまで練習
する。ステップ・バイ・ステップ（段階的に）で計
画し，できていることは承認や称賛し自己効力感の
向上を図る。携帯用酸素ボンベの使用時間の目安
は，リーフレットを用いて説明し携帯用酸素ボンベ
のバックに入れておくことを勧める。

・�安全な利用方法と機器トラブル時の対応は第Ⅻ章を
参照

7）生活上の工夫を紹介し，HOTに対する適応を促す
・�体裁の悪さに対する工夫：メガネタイプの鼻カニュ

ラ，マスクやスカーフを使用する。服の下に，酸素
チューブを通す。携帯用酸素ボンベのカバーを好き
なスカーフでおしゃれにカバーリングしたり，好き
なカバンに変更する。

・�生活の煩わしさに対する工夫：延長チューブが絡ま
ないように自分で延長チューブを巻きながら移動す
る，階段にフックをつけ延長チューブをかけながら

酸素ボンベ使用可能時間の計算
・圧力計の単位が「MPa」の場合
　　使用可能時間（分）= ボンベ内容積（L）×圧力計の値× 10 × 0.8（安全係数）÷酸素指示流量
・圧力計の単位が「kgf/cm2」の場合
　　使用可能時間（分）= ボンベ内容積（L）×圧力計の値× 0.8（安全係数）÷酸素指示流量
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移動する，天井にカーテンレールを取り付けてレー
ルの金具に延長チューブを通しておく。風呂場や 2
階など頻回に行かない場所が，生活の拠点（リビン
グなど）から離れている場合は，その距離分の延長
チューブを巻いて酸素濃縮器にかけておく。

8）環境整備
・�自宅の間取り図を書いてもらい，家屋の状況や患者

の動線を確認し，酸素供給装置の設置場所や休憩の
ための椅子の設置などを患者・家族とともに検討す
る。これは，酸素療法を行いながらの在宅生活をイ
メージしてもらうことにも繋がる。

9）増悪の予防と対応について説明する
・アクションプラン＊について文書化し説明する。
・�増悪時の対応だけでなく，患者の「体調が良い日」
「体調が悪い日」の行動も明記する。

・�なにかいつもと違う，という感覚が重要であること
を伝え，早期受診と救急受診方法を伝える。

10）精神的支援
・�HOT に対する思いや感情を傾聴，共感し，理解を

示す。
・�HOT は，息切れを軽減し望む生活を可能とするす

ばらしい医療であることを伝え，具体的に望む生活
の実現に向けて一緒に検討する。

・�HOT を取り入れて生活をする中，患者が夫，妻あ
るいは親としてなどの役割を果たしていることや頑
張っていることを言語化して伝え，承認，称賛する。

11）�社会資源の活用
・�介護保険や身体障害者手帳，訪問看護師などの社会

資源を有効活用できるように情報提供する。第Ⅶ章
参照

12）災害・緊急時の対応法　　第Ⅻ章参照

13）�その他：患者が望む生活を可能にするための酸素
流量設定への支援

・�患者の望む生活を可能とする適切な酸素流量の処方
が必要である。日常生活動作だけでなく患者の望む
生活を想定した労作時の呼吸状態，SpO2，脈拍，
動作要領を詳細に観察し，医師に報告する。特に肺
拡散能障害（％ DLCO＜80％）をきたしている患者
は，労作時に容易に低酸素血症になることを念頭に
置いてモニタリングを行う。

・�患者が高齢で活動に応じた酸素流量調整が困難であ
れば，患者の病態と活動状況などから固定の酸素流
量を検討する。

2．HOT導入後（在宅）の教育

　HOT 導入後の患者教育の目標は，患者が，入院中
に学習した HOT 機器の管理や悪化予防などの療養法
の自己管理と生活の再構築を行い QOL を向上させる
ことである。
　外来診療を行う医師が，患者の生活や心理状況など
詳細に聞くことには時間的に限界がある。看護師は，
直面している問題や，進行していく病状と望む生活に
あわせた酸素流量を評価し，医師に情報提供を行う。
そして酸素流量の調整を含めた自己管理および生活の
再構築や，増強する心理社会的問題に対しての支援を
行う。
　近年，自己管理能力維持・向上には，外来や在宅で
のケアの継続とフォローアップが重要と言われる中，
看護外来における患者教育の有用性が認識され，看護
外来を設立する施設も増加している。看護外来や訪問
看護のおける継続看護と連携の充実が望まれる。
　教育内容は，HOT 導入時の内容が基本である。以
下に HOT 導入後の患者に追加される教育内容を示す。

1）観察・確認項目
・�酸素療法を行いながら生活をしていることへの思い

や不都合なこと，困っていること
・�酸素管理：酸素吸入の使用状況，処方された酸素流

量が遵守できていない場合はその理由，機器の取り
扱いの状況，認知能力

＊�アクションプラン：患者自身が増悪に気づき，対応でき
るような具体的な行動プラン
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・�診療報酬明細書（レセプト）には受診時の酸素吸入
量（L/ 分）とその時の SpO2 の値を記載する。

・�安静時，労作時の SpO2 や脈拍，呼吸数などの呼吸
状態，呼吸補助筋の緊張状況，浮腫の有無

・日常生活と活動範囲，息切れの状況
・栄養療法や運動療法などの実施状況
・不安，抑うつ状態，自尊感情など心理状況
・アクションプランの実施状況の確認
・緊急時の対応方法の確認

2）指導項目　
・�HOT 実施上の問題点に対する対処
　　・�アドヒアランスが低い患者への対処（思いを傾

聴し・共感，アドヒアランスの障害となるもの
を見極め対処，生きがいと HOT を結びつけ
る，酸素療法の必要性の説明など）

　　・�機器に関する問題への対処（酸素投与器具，酸
素供給装置や携帯酸素ボンベの取り扱いと工
夫）

　　・�日常生活や趣味継続など生活に関する問題への
対処（環境の調整，酸素流量の調整，やりたい
ことを実現できる方法を検討，社会福祉制度の
利用の紹介など）

・�進行する病状や生活状況に合わせた酸素流量調整や
酸素投与器具の検討

　�（6 分間歩行テストや，パルスオキシメータによる
労作時や 24 時間モニタリングの活用）

・�生活状況に応じた栄養療法，薬物療法，運動療法な
どの指導

・�精神的支援（傾聴・共感，自己管理できているこ
と・少しの患者の行動変容や頑張っていることを言
葉で伝え称賛する）

・�体調不良・増悪時のアクションプランの適宜修正と
指導

・�緊急時の対応方法の指導

3 ． 患者から寄せられる質問とその答
え方 ◀

・なぜ私に酸素が必要なのでしょうか？
　酸素は，心臓や脳など身体の臓器が正常に働くため
に必要なものです。空気中に約 21％の酸素があり，
通常はこの量で十分です。しかし，あなたの動脈の血
液中の酸素量を調べた結果，健康な人よりも少ないこ
とがわかりました。肺の病気のため酸素を血液に十分
に取り込むことができないため，酸素を補給する必要
があるのです。

・�酸素吸入にはどのような効果があるのでしょうか？
　酸素吸入は低酸素血症を改善します。心臓や脳など
の重要な臓器に酸素が行きわたり寿命が長くなりま
す。低酸素血症による息切れも軽減し，食事や入浴な
ど日常生活が楽に行えるだけでなく，趣味や生きがい
である活動の継続や，睡眠の改善などを得ることがで
きます

・酸素吸入は癖になるのでしょうか？
　酸素は依存性がないため癖になることは決してあり
ません。なお，酸素は肺に溜めることができないた
め，酸素吸入は持続して行う必要があります。これは
癖になったからではありません。

・�息苦しくないときは酸素を吸わなくても良いの
でしょうか？

　息苦しさと身体の中の酸素が少ないことは別の問題
です。あなたが息苦しさを感じていなくても，身体の
中は酸素が不足して悲鳴をあげています。それは，動
脈の血液中の酸素量を調べる検査結果やパルスオキシ
メータの数値からわかります。息苦しさの自覚にまか
せて処方された酸素を守らず，酸素流量を減らした
り，酸素吸入を使用しないで過ごすと，心臓や脳など
身体の重要な臓器に障害を起こしてしまいます。医師
の指示通り，酸素吸入をしましょう。

・寝るときに酸素が必要でしょうか？
　日中に酸素吸入が必要な場合は，夜間も必要です。
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睡眠中は，呼吸がゆっくりになるため，日中血液の中
の酸素が不足していると，睡眠中にさらに酸素が低く
なる可能性があるからです。医師は，睡眠中に酸素吸
入が必要か，どれくらいの酸素が必要か判断します。
医師が処方した酸素流量を吸入しましょう。

・�酸素を吸入すると外出などできなくなるので
しょうか？

　在宅酸素療法は，低酸素血症を改善し，やりたいこ
と，望む生活をするための素晴らしい治療法です。酸

素不足により息切れが生じている時は，不足している
酸素を補うことで息切れを軽減できます。身体の臓器
もしっかり働いてくれます。息切れのためお風呂に入
れなかった人，大好きなゲートボールや映画鑑賞を諦
めていた人，楽しみである百貨店に行くことができな
くなった人たちが，酸素吸入をしてそれぞれやりたい
ことを行っています。酸素を上手く使って（医師の酸
素指示量を守る）やりたいことをしましょう。やりた
いことをする方法を一緒に考えましょう。
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第Ⅻ章

安全管理



1 ．酸素療法の安全管理 ◀

1．酸素の危険性

　酸素ガス自身は燃焼しないが，他の燃焼を助ける支
燃性ガスである。ときには爆発的な燃焼を起こさせる

（表 1）。
　酸素は通常黒色（一部白色の帯）のボンベに圧縮ガ
スとして保存され（図 1-A），必要に応じ減圧して使
用される。大規模な施設では，大型の酸素ボンベ（図

1-B）や液化酸素タンク（定置式超低温真空断熱貯
槽；図 1-C）から中央配管で各病棟，各病室へ送ら
れ，最終的にアウトレットから酸素流量計や人工呼吸
器の酸素ラインを経由して用いられる。なお，酸素は
乾燥ガスとして提供されるため，吸入する場合は適時
加湿を行う。

2．機器の危険性

　酸素はさまざまな医療機器を用いて投与されるた
め，それらに起因した危険性がある。

Key Points
・�酸素吸入や酸素機器に関する潜在的リスクを理解し，個々の患者への適応を吟味して酸素処方を
行う。

・�酸素療法に関するヒューマンエラーを防止するためには，患者および医療スタッフへの十分な教
育が行われる必要がある。

・�緊急時・災害時の対応については，病院内のマニュアルの整備と同時に，在宅の患者に対する対
策も普段から十分検討し，緊急の酸素供給方法など患者を含めた全員で周知しておく。

・�酸素療法に関する重大事故の約 6割は火災に関するものであるが，人為的なミスも少なくない。
その予防のために「事故の要因解析」を行って，チーム医療として改善につなげてゆくことが求
められる。

安全管理

安全管理

第Ⅻ章

A B C
図 1　医療施設における酸素供給方法
A　一般の酸素ボンベ，左 500 L，右 1,500 L
B　中央配管に接続された 7,000 L ボンベ
C　定置式超低温真空断熱貯槽

表 1　酸素の特徴

分子量 32
融点 −218.8℃
沸点 −183.0℃
比重 1.11（空気＝1）
液密度 1.14 kg/L
色（ガス） 無色
臭気 無臭
燃性 支燃性

・ 無色・無臭の気体で空気より重く，燃焼を助ける性質を
もっている（支燃性）。

・液化酸素は淡い青色であり，大気圧下で−183℃の超低温。
・液化酸素 1 L は気化すると約 800 L の気体酸素になる。
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1）材質，規格，操作性に起因する危険性
　酸素カニュラやマスクのほとんどが塩化ビニルなど
安価で大量生産に向く素材で作られている。しかし，
これは大変燃焼しやすい素材である。
　酸素吸入装置，酸素流量計，加湿器など，各社より
さまざまな特徴をもった製品がある。これらの接続口
のサイズもさまざまな規格のものがあり，接続はずれ
も起こしやすい。
　酸素流量計はその形状からフロート式とダイヤル式
の 2 種類に，フロート式流量計はさらに内部構造から
大気圧式と恒圧式の 2 種類に分類される。またフロー
ト式流量計はフロートの形状で読み取り方が異なる

（図 2）
　フロート式流量計の大気圧式は低流量システム機器

（鼻カニューレや簡易酸素マスクなど）で用いられ，
恒圧式はさらに高流量システム（ベンチュリーマスク
など）にも対応している。両者の区別にはゲージ管に

「0.4 MPa」と表記されているのが恒圧式流量計であ
る。恒圧式は未使用時に酸素配管へ常時接続すると過
剰圧力により破損する場合があり取り扱いに注意する。
　ベンチュリマスク，ネブライザーについてもメー
カー間で仕様が異なる。
　液化酸素は，電気を使わないので停電に強く，操作
も簡単だが，本体が大きくかさばるのと，外出時に携
帯用ボンベへ詰め替えが必要になる。また携帯用ボン
ベを倒した場合，液化酸素が漏れ凍傷などを起こす危

険性もある。
　現状では統一された規格で製品ができていない以
上，酸素吸入器具を無計画に導入すると院内にさまざ
まな種類の酸素機器が存在し，混乱を招く。安全に配
慮した標準的な機能をもったものを，統一された規格
で揃えることも事故防止策として有効である。

2）故障・損壊に起因する危険性
　医療機器が故障した場合の対応を事前にスタッフや
患者と話し合っておく必要がある。特に酸素貯蔵設備
や配管，バルブや流量計，酸素発生装置やボンベなど
は特に注意する。在宅の場合，すぐに対策がとれない
こと，代替器を用意するまでに時間がかかることなど
を考えると，むしろ病院におけるよりも十分な対策を
たてる必要があろう。

3）その他の原因による危険性
　酸素加湿には気泡式の加湿ビンが用いられている
が，精製水の追加給水を繰り返すと細菌繁殖の危険性
を高め，院内感染の原因となる。そのため，最近は
ディスポーザブルで長期間使用可能な加湿装置も登場
してきている。
　なお，加湿ビンのふたをきちっと閉めないことによ
る酸素漏れにも注意する。

図 2　流量計の読み方

コマ（Rotor）型 ボール型
（ボールの上端で読むものもある）
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3．ヒューマンエラー対策

1）患者教育
　在宅酸素療法におけるヒヤリ・ハット事例が日本産
業・医療ガス協会から報告されている。その中で最も
多いのは酸素使用者の操作ミス・理解不足が 33%，
次に酸素吸入中の喫煙が 24％であった。（図 3）
　酸素療法の必要な高齢患者が年々増加しており，そ
れに伴い機器の操作を間違う，理解出来ないなどの問
題が多くなっている。安全で正しい治療法に関する知
識を，繰り返し時間をかけて説明し，酸素療法の利点
と欠点，危険性やその予防・回避の方法に言及する。
さらに家族やヘルパーなど介護者を含めた指導，定期
的な評価が必要である。
　酸素は，燃焼を助ける性質が強いガスであり，火を
近づけることは極めて危険である。日本産業・医療ガ
ス協会が調査・集計した統計によると，在宅酸素療法
患者宅の火災は毎年数件の報告があり，そのうち喫煙
が原因と思われる事例も散見される（図 4）。治療開
始前に徹底した禁煙指導，火気取り扱いへの注意が必
要である。カニュラやマスクへの引火の可能性，身の
回りにある可燃物への事故の拡大など，具体的な事故
の可能性を挙げて注意を喚起すべきである。火災は周
囲への影響が多大であるため，患者家族にも治療の必
要性と事故の危険性について説明し，最大限注意を払
うよう指導する。
　火気取り扱いについての具体的注意事項を表 2 に挙
げる。厚労省，酸素業者，関係機関からも繰り返し火
気取り扱いへの注意を促しており，日本産業・医療ガ
ス協会では動画をホームページに準備しており，これ
らの利用も有用である（http://www.jimga.or.jp/front/
bin/cglist.phtml?Category=6908）。

2）医療スタッフの教育
　医療現場で発生する酸素トラブルの主な原因は
ヒューマンエラーである。日本医療機能評価機構が提
供している，医療事故情報収集等事業の公開データ検
索による検討で「医療事故」及び「ヒヤリ・ハット」
として報告されたボンベ関係の検索結果によると 102
例中 90 例が酸素ボンベ関連であった。その報告内容

を表 3 にまとめる。これらの内容は「確認を忘れた」
「焦っていた」「知らなかった（知識不足）」「大丈夫だ
と思った（確認不足）」などに集約されるが，発生原
因を単に個人の問題とするのではなく，医療システム
や環境要因にも焦点をあて再発予防を図ることが必要
である。
　例えば，酸素ボンベの使用時は開栓の仕方（ゆっく
り回し，全開にしない），流量設定（フロート式なら
ば垂直状態で設定する），残量把握（具体的な計算方
法は 118 項参照）など多くのチェック項目があり，こ
れらを全スタッフが一律に取り組めるように確認票を
使用するなどの工夫も必要である。さらに不慣れな医
療従事者が患者急変時に酸素の過大投与を行い，炭酸
ガスナルコーシスを引き起こすのを防止するために，

（特に II 型呼吸不全のある患者では）酸素使用に関す
る緊急用指示カードなどを準備しておきたい。

4．具体的な事故防止の注意点

1）患者の適切な選択，正しい指示とその後の監視
　酸素療法を行う患者の適応を厳密に検討する。緊急
時は酸素投与を躊躇せず行うことが重要であるが，病
状が安定し低酸素血症が改善した場合には，速やかに
酸素投与を中止する。さらに慢性呼吸不全患者に対す
る酸素処方については，低酸素血症の有無を安静時，
労作時の両方で十分検討すべきで，慎重な処方が求め
られる。そして一度酸素処方を行った患者に対して

表 2　在宅酸素療法における火気取り扱いの注意事項

1． 酸素は燃焼を助けるガスであり，火に触れると突然火
が大きくなる，着衣や近くの物に燃え広がり，重度の
火傷や火災になる恐れがある

2．従って，酸素吸入中は，たばこは絶対に吸わない
3． 酸素濃縮器の使用中は，装置の周囲 2 m以内に火気
（タバコ，ストーブ，コンロ，ろうそく，線香，マッ
チ，ライター等）を置かない

4． 液化酸素装置（親容器）から携帯型装置（子容器）に
液体酸素を移充填する時は，装置の 5 m以内に火気を
置かない

5． 酸素濃縮装置などは取扱説明書どおりに適切に使用す
れば安全な装置なので，過度に恐れず，医師の指示に
従い療法を継続してもらう

（日本産業・医療ガス協会　http://www2.jimga.or.jp/dl/iryo/all/
top/HOT_jiko.pdf より改変）
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酸素の漏れ 2％
自然災害・停電など
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酸素供給装置のトラブル
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火気の取り扱いに関するもの
12％

ガス切れ 3％

図 3　在宅酸素療法におけるヒヤリ・ハット
（仲山一郎．Medical Gases, 11: 8-13, 2009 より引用改変）
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図 4　 在宅酸素療法実施中の患者居宅で火災が発生した火災による重篤な健康被害の事例
（日本産業・医療ガス協会　医療ガス部門のまとめより）（平成 27 年 12 月末時点）
出火原因が不明の中にも喫煙の可能性が否定できないものもある

表 3　 酸素ボンベについてのインシデント・アクシデント
発生内容（90 例）

途中で空になったことに気付かなかった 28
開栓忘れ 26
流量計・付属物・架台などの破損 16
中央配管接続時の開栓忘れ 4
最初から空のボンベを使用 4
ボンベの故障 3
（誤って）閉栓 3
ボンベの吸着（MRI 装置） 3
酸素流量設定の誤り 1
その他 2

  石川雅彦，斉藤奈緒美．医機学．84：354-360，2014 より引用

も，その後の経過観察を十分行い，治療の受け入れ具
合や酸素流量の再設定など訪問看護ステーションや受
託業者と協力して検討していくことが重要である。

2）機器の正常動作の確認
　酸素療法に必要な機器類の動作確認も重要である。
医療者や患者が適切に操作できているか，またきちん
と処方通りに吸入されているか，実際に患者の口元に
設定した通りの流量が来ているか，などを確認する。
設定された流量を鼻カニュラで開口状態のまま吸入し
ている高齢者や意識レベルの低下がみられる患者をみ
かけることがあるが，口呼吸では必要な流量は取り込
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まれない。また鼻腔が鼻汁や凝血などで閉塞している
こともある。必ずしも供給酸素流量が吸入酸素流量と
はならないことを念頭に，酸素療法の器具が患者に適
合しているかどうかの確認を行う必要がある。
　受託業者の中には電話回線を用いた 24 時間モニタ
リングシステムを取り入れているところもあり，医療
者側に情報提供を行うと同時に緊急対応を行っている。

3）酸素ボンベの残量確認
　新品ボンベの場合は以下の計算式で表される
　　酸素ガス残量（L）
　　　＝ボンベ容積（L）×ボンベ内圧（MPa）×10
　　　　　　　あるいは
　　　＝ボンベ容積（L）×ボンベ内圧（kg/cm2）
　例えば病棟で汎用される新品の 3.4 L ボンベで充填
圧が 14.7 MPa ならば酸素ガス残量は 3.4×14.7×10≒
500 L となる。1 MPa は 10 気圧のことであり，ボン
ベは実に 150 気圧近い高圧で圧縮されていることにな
る。酸素ボンベは自然減少も起きることから，実際の
酸素使用可能量はこれに安全係数として 0.8 を掛けて
400 L とする考え方もある。外気侵入を防ぐため，完
全に 0 になるまで使い切らないほうが良い。酸素使用
可能な時間は酸素ガス残量（L）を酸素流量（L/ 分）
で割れば求められる。残量 400 L を酸素 2 L/ 分で使
用ならば 200 分使用可能と計算される。
　病棟では計算による煩わしさを軽減するために，図
5 のようにあらかじめ早見表を準備しておくのも有用
である。

4）加湿器の蒸留水の確認
　日常のメンテナンスとして，接続ラインの確認（不
完全な接続，折れ曲がり，亀裂，破損，水分の貯留な
ど）や加湿器の水のチェックなどをきちんと行えるよ
うにしておく。病院内では患者や介護者に酸素処方の
内容が明確に伝わるよう，ベッドサイドや携帯ボンベ
に流量の設定値を記したカードを添えるなどの対策も
有用である。これは患者自身が自分の流量を変更して
しまうなどを予防することにも効果がある。

5．災害時の酸素療法

　2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災において酸
素療法を受けていた患者，酸素業者，医療者は以下の
ような問題に直面した。①患者自宅の酸素機器の使用
ができず酸素を求めて，医療機関へ患者が集中し混乱
した。②停電により院内外の酸素供給や人工呼吸器の
使用が困難になった。③酸素業者自体が被災し担当患
者の対応が不可能となった。④洪水，火災による治療
薬の消失，医療機関の倒壊。⑤避難所における感染症
や心的ストレスの発生，等である。
　酸素療法における災害対策として，平時の患者教育
において日常療養生活の指導と供に，酸素使用できな
い場合には携帯ボンベへ速やかに切り替えることを指
導する。また平時よりも一時的に酸素流量を減らして
酸素を節約できるかどうかを事前に主治医が検討し説
明しておく。最悪の場合は口すぼめ呼吸でしのぐとい
う手段もありうる（先の大震災では実際に口すぼめ呼
吸で乗り切った HOT 患者がいたという）。
　医療機関の倒壊に備えて，できれば 1 週分程度の予
備の処方薬を確保しておくこと，自分の治療に関する
データ，お薬手帳などと供に酸素処方についての緊急
時カードを残すこと，災害時にどのように行動すべき
かを事前に決めておく。発電所事故の影響で計画停電
が実施される場合もある。災害時マニュアルを作成す
る際に，計画停電の対応策も触れておく必要がある。
　酸素業者は平時の管理だけでなく発災時にも患者に
とって大きな拠り所となる存在である。しかし，業者
間に患者対応力の差があるのも事実である。医療者が
行うべき指導を業者に任せきりにしないこと，業者間
でも情報共有，対応の連携なども必要である。
　災害時に酸素だけ供給できれば医療的問題のない患
者（トリアージで緑に相当）への対応を医療機関に過
剰負担させないために，所定の場所に HOT ステー
ションを設置する準備を自治体と医療機関，酸素業者
の間で協議する地域も現れている。いずれも事前準備
と情報共有が重要である。
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※　使用時間が残り30分（濃い青の欄）になったら酸素ボンベを交換してください。

時間/分　　使用可能時間　60分以上　　使用可能時間　46～59分以下　　使用可能時間　30～45分以下　　使用不可　交換　30分未満

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

760 700 650 590 540 480 430 380 320 270

380 350 320 290 270 240 210 190 160 130

190 170 160 140 130 120 100 95 81 68

120 110 100 99 90 81 72 63 54 45

95 88 81 74 68 61 54 47 40 34

76 70 65 59 54 48 43 38 32 27

63 58 54 49 45 40 36 31 27

54 50 46 42 38 34 31 27

47 44 40 37 34 30 27

42 39 36 33 30 27

38 35 32 29 27

kgf/cm2

MPa

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

酸
素
流
量

（L/分）

ボンベの圧力

内容積3.4Lの場合（ガス容量：500Lの場合）

［分］

●1MPa＝10kg/cm2とし，安全係数0.8をかけた数値で表示しています。
　（有効数字2桁切り捨てで計算しています。）

図 5　酸素ボンベ残量早見表の一例 （http://www.koike-medical.co.jp/checkpoint2.pdf より転載）

2 ．酸素療法に関する事例紹介 ◀

1．あとを絶たないインシデント・アクシデント

　川村は 2000 年に看護のヒヤリ・ハット事例の分析
を行い，診療の補助業務に関するもののうち，酸素や
笑 気 な ど 医 療 ガ ス に 関 わ る 事 例 が 52/6,817 例

（0.76％）にみられたと報告している。また重大事故
に関しては日本医療ガス協会の過去 25 年の検討で，
半分以上は火災に伴うものであり，残りはガス切れや
ガスの間違いであった（図 3）。一方，院内における
医療ガスに関連する事故は，ほとんどが医療者の知識
不足などによると考えられており，2004 年 5 月には
日本医療機能評価機構から，具体的な対策の提言も発

信されている。
　医療者・患者を問わず，酸素の事故は生命に危機を
及ぼしうるものや，施設・設備に被害を及ぼしうるも
のなどが含まれており，これらの事例を解析し，今後
の改善につなげることが事故の再発を防止するうえで
重要である。参考として，いくつかの事例とその対策
を挙げてみた（表 4，5）。

2．チームで防ぐ事故

　ヒューマンエラーは必ず発生するため，個人の資質
や知識に頼る対策には限界がある。このためシステム
そのものを改善する方向，たとえば燃えにくく，確実
な接続ができる酸素チューブの開発や，酸素療法中の
患者の生体モニターを持続監視するシステムの構築，
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表 4　酸素療法に関する入院患者の事例

事例 対策
事例 1：携帯用の酸素ボンベを引いてトイレに行こうとした患者
が，廊下とトイレの段差で転倒した。このとき同時にボンベも転
倒させ，流量計が破損し酸素が漏出した。

・ 携帯用ボンベを引いている患者の転倒のリスク評価を事前に行
い，対策を立てること

・病院内の段差をなくすこと
・転倒しても破損しにくい流量計を用いること

事例 2：高流量の酸素を吸入中の患者をリハビリ室に車椅子で移
動させる際に，ボンベの延長チューブとカニュラの接続部が緩
み，低酸素血症になってしまった。また夜眠っているときに延長
チューブの接続が緩んでSpO2 が低下していた。

・チューブ同士の接続法を統一すること
・移動時の危険予知を行い，接続を十分点検して移動すること
・外れにくいコネクタを開発すること

事例 3：在宅酸素療法を行っていた患者が，症状の増悪で入院し
た際に，酸素流量の変更が指示されたにも拘わらず，委託業者に
その指示が伝達されず，退院後に患者が呼吸困難を訴えて再入院
した。

・ 流量変更の指示書が退院時に必ずそろっているかなどチェック
するシステムを構築すること（在宅酸素療法患者の退院時チェ
ックリストなど）

・ 患者自身にも処方量の変更を認識してもらい，処方量を確認し
てもらうこと

・ 在宅酸素療法の中止，再開に係る入退院情報および患者の処方
変更を酸素業者に連絡する必要がある

事例 4：挿管中の患者を移送させる際に，看護師が酸素ボンベか
らチューブを誤って直接，患者の気管内チューブに接続した。患
者は息を吐くことができず急変し，死亡。同様の事故が本件を入
れて 3件発生。

・ 気管内挿管患者の酸素投与の知識と安全な取り扱いを再確認する
・コネクタの目的外使用を禁止する
・ 酸素チューブの外径と気管内チューブの内径が偶然一致してい
ることによる事故である。このような危険な行為ができない製
品が開発され，すでに導入されている

  （文献 7〜10 より抜粋，事例 4は追加した）

表 5　酸素療法に関する在宅者の事例

事例 対策

事例 1：酸素濃縮装置から鼻カニュラを用いて酸素吸入を行って
いた肺気腫の患者。ほぼ寝たきりの生活だったが，ベッドで喫煙
し，タバコの火がカニュラに引火し濃縮装置に伝わり火事となった。

・ 本人 ･家族に事故の事例を提示するなどして根気強く禁煙を促
すと同時に，医療者側にも喫煙の事実を連絡し禁煙指導を強化
してもらう

事例 2：鼻カニュラに結び目ができており，その状態で酸素吸入
を行ったため，酸素流量が低下して呼吸困難を訴えた。また延長
チューブが引っ張られて家具の下敷きになり，酸素流量が低下し
ていた。

・閉塞しにくい材質のカニュラに変更すること
・延長チューブの長さを十分とること

事例 3：液化酸素の携帯容器を転倒させてしまい，低温の液化酸
素がカニュラを伝わり顔面に達して，凍傷を負った。また液化酸
素を親容器から子容器へ移し変える際に，接続が緩かったため液
が噴出した。

・ 携帯容器の取り扱いや充填方法などを繰り返し教育すること，
本人が十分理解できない場合は，家族など介護者にも協力を求
める

・ 転倒しても液漏れしない，また充填も容易な携帯容器を開発す
ること

事例 4：在宅酸素療法中の患者が，加湿器の水を交換する際，精
製水と誤ってアルコールを入れていた。また加湿器の蓋が緩んで
いたため，設定された酸素流量が流れていなかった。

・ 専用の加湿用水を前もって提供する，また患者教育を繰り返し
行うこと

・ 水を補給する際にいちいち蓋を開けなくてもよい機器を開発す
ること

事例 5：受託業者が定期点検で家庭訪問した際，酸素濃度計で濃
縮器の酸素濃度を測定したところ 21%と全く濃縮されておらず，
機器のトラブルが判明した。患者は，全く自覚症状はなかった。

・ 機器の状態を 24時間チェックできるシステムを取り入れること
・ 患者自身がSpO2 をチェックできるようパルスオキシメータを
用意してもらうこと

事例 6：自衛隊機が河川敷に墜落し，そこにあった送電線を切
断，80 万世帯が停電した。同地区の在宅酸素の対象患者は約
2,000 名と推測され，数名は救急車で病院へ転送，残りは受託業
者が電話，訪問などによる確認作業を行い，予備の酸素ボンベへ
の供給・切り替えで対応した。

・ 緊急時対策についてマニュアルなどを用いて事前に十分指導を
行うこと

・ 緊急時対策を構築している業者に委託し，具体的な対応策を患
者側に十分認識してもらうこと

  （文献 7〜10 より抜粋，改訂）
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病院内での酸素供給機器の統一や一括管理など，間違
いを起こしにくい機器やシステムにつなげていくこと
が最も確実な事故防止である。このような方向性を築
くには，病院管理者やスタッフ，医療ガス・医療機器
製造者，受託業者の各々が，安全管理の重点を共通認
識し，職種の壁を越えて横断的にシステムの改善に協

力し合い，事例の解析や問題の解決に当たることが必
要である。なお，1988 年には厚生省から「医療ガス
安全・管理委員会」の設置が通知され，医療ガスに特
化した活動を積極的に行っている病院が増えてきてい
る。

第Ⅻ章　安全管理　推奨文献

 1） 医薬品医療機器総合機構　医療安全情報　https://www.pmda.go.jp/files/000144705.pdf
  2） 厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003m15_1.html
  3） 日本産業・医療ガス協会　医療ガス部門
 4） 仲山一郎．Medical Gases，11：8-13, 2009
  5） 石川雅彦，斉藤奈緒美．医機学．84：354-360，2014
  6） 厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）総合研究報告書「災害時及び災害に

備えた慢性閉塞性肺疾患等の生活習慣病患者の災害脆弱性に関する研究」班長 木田厚瑞
 7） 有限責任中間法人　日本医療ガス協会．医療ガス・機器 376：6-8，2003
  8） 有限責任中間法人　日本医療ガス協会．医療ガス・機器 377：8-9，2003
  9） 有限責任中間法人　日本医療ガス協会．医療ガス・機器 389：8-9，2004
10） 有限責任中間法人　日本医療ガス協会．「在宅酸素療法用酸素供給装置の保守点検業務サービスマーク」認定に係わる

更新時講習会テキスト．平成 16 年 9 月改定版
11） 川村治子．看護のヒヤリ・ハット事例の分析─与薬（注射）エラー発生要因の分析を中心として─．平成 11 年度厚生

科学研究費「医療のリスクマネジメントシステム構築に関する研究」，2012 年 3 月．
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第�章

用語の説明



アシデミア

動脈血の pH が 7.35 以下の状態。

アシドーシス

動脈血中の酸塩基状態が正常よりも酸性に傾いた状
態。動脈血の pH を意味しない。呼吸性アシドーシス
と代謝性アシドーシスがある。

アルカレミア

動脈血の pH が 7.45 以上の状態。

アルカローシス

動脈血中の酸塩基状態が正常よりもアルカリ性に傾い
た状態。動脈血の pH を意味しない。呼吸性アルカ
ローシスと代謝性アルカローシスがある。

一酸化窒素（NO）

血管内皮などに由来するガス分子で，血管を強力に拡
張させる作用がある。肺高血圧症などに対し NO 吸
入療法が試みられる。呼気ガスの NO 濃度は気道炎
症の指標とされ，気管支喘息などの患者で高く，診断
的意義がある。

医療ガス安全・管理委員会

1988 年に厚生省（当時）からの通知で設置を通達さ
れた医療ガスの安全と管理についての医療施設組織内
の委員会。委員会は，医療ガスの設備の保守点検，工
事の施工管理を義務づけられ，医療ガスの保守点検指
針作成などの業務がある。

インシデント（ヒヤリハット）

事故（アクシデント）に至らなかったが，なりそうに
なった出来事。ヒヤリハットと同じ意味。ヒヤリとし

たことやハットしたことを報告として集積し，それを
分析することで対策につなげることが重要な意味をも
つ。

運動時の低酸素血症

運動や労作などの体動時に PaO2 が安静時より低下し
低酸素血症になること。運動前の安静時から運動中止
し再び安静にして回復するまでの PaO2 の時間経過
は，疾患の重症度，運動強度，その他種々の条件に依
存する。

運動負荷試験

運動耐容能を評価するための検査。通常，トレッドミ
ルまたは自転車エルゴメータによる負荷を用い，呼気
ガス分析を併用して最大酸素摂取量，嫌気性（無酸
素）代謝閾値（anaerobic threshold；AT），限界時の
負荷量と制限因子などを指標とする。呼吸器患者で
は，６ 分間歩行試験，シャトルウォーキング試験が簡
易法として普及している。

液化酸素（液体酸素）

在宅酸素療法を実施する際の酸素供給装置で，わが国
では在宅酸素施行患者の約 5％が使用している。家庭
用に−189.1℃で液化した酸素を設置用容器（親容器）
に貯蔵し，そこから気化した酸素を吸入し，外出の際
には，親容器から子容器に酸素を充填して用いる。

エビデンス

医学的な事実に対する臨床的，学問的な証拠，裏づけ
のこと。エビデンスは通常，研究論文によって発表さ
れた成績に基づき，その研究の方法によってエビデン
スの強さが評価される。最も強いレベルのエビデンス
は前向きの大規模無作為比較試験（RCT）である。
蓄積されたエビデンスによって臨床的な判断を委ねる

用語の説明

用語の説明
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医療をエビデンスに基づく医療（Evidence based 
medicine；EBM）と呼んでいる。

エルゴメータ

　　　参照→自転車エルゴメータ

オキシアーム

最近開発された開放型酸素送流システム。酸素吸入時
のマスクによる制限や問題点を解決するために工夫さ
れた酸素供給法。

オキシヘモグロビン（Oxy-Hb）

酸素化されたヘモグロビン。理論上，1 g のヘモグロ
ビンに 1.39 mL の酸素が結合できる。
　　　参照→動脈血酸素飽和度

オキシメトリー

　　　参照→パルスオキシメータ

科学的根拠

　　　参照→エビデンス

過換気症候群（hyperventilation syndrome）

器質的疾患が存在せず，精神的不安や緊張などの心理
的要因によって発作的に換気の異常な増加を来したも
のをいう。過換気に伴い体内酸素分圧は正常から正常
以上に保たれるが，二酸化炭素分圧が低下するため
に，呼吸性アルカローシスを来す。そのために脳血流
の減少やテタニーを来したりする。症状として，激し
い呼吸困難，動悸，頭痛，発汗，手足のしびれ・震
え，全身けいれん，失神などがある。
　　　参照→呼吸性アルカローシス，呼吸困難

拡散障害

肺胞における酸素の拡散現象の障害。間質性肺疾患，
肺水腫などで典型的にみられる。低酸素血症の原因と
なる病態の一つ。

ガス交換障害

肺における酸素摂取あるいは二酸化炭素排出に生じる
障害。何らかの代償がなければ低酸素血症あるいは高
二酸化炭素血症を生じる。

活性酸素

反応性に富む酸素分子種の総称。フリーラジカル
（スーパーオキシド，ヒドロキシラジカルなど）とそ
の前駆物質（過酸化水素，一重項酸素，ペルオキシナ
イトライトなど）がある。老化やさまざまな病気の発
生に関連していると考えられている。抗酸化物質は活
性酸素と反応し保護的な役割をする。

カプノグラフィー

呼気ガス中の二酸化炭素濃度を連続的に測定するこ
と。通常，動脈血二酸化炭素分圧と良好な相関を示す。

換気血流比（V・A/Q・）

肺胞換気量とその部分の血流量の比。肺胞気の組成，
動脈血液ガス，肺内ガス交換の効率などの重要な決定
因子。特に COPD では肺内の換気血流比の不均等分
布が特徴的な病態としている。

間質性肺疾患

肺胞壁あるいはその間質を主な病変の場とする疾患
群。含まれる疾患は種々の間質性肺炎，塵肺，肉芽腫
形成性疾患など非常に多い。息切れ，乾性咳の症状が
多く，画像上では両側びまん性陰影，肺機能では拘束
性換気障害，拡散能力低下，低酸素血症が特徴である。

奇異呼吸

通常の呼吸と反対の異常な胸壁または腹壁の運動の状
態。動揺胸郭（フレイルチェスト）の場合に典型的に
みられる。
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機器加算

在宅診療のために使用される在宅機器は病院から患者
に貸し出されるため，その分の費用を月 1 回保険請求
できる。在宅酸素療法関連では，酸素濃縮装置，液化
酸素装置，携帯用酸素ボンベ，携帯用液化酸素装置な
どに加算が算定される。

吸収性無気肺

気道が急性経過で閉塞された際に，末梢に閉じ込めら
れた空気が毛細血管床から吸収されるために肺胞が虚
脱してなる無気肺。酸素の拡散が窒素の拡散よりも速
いため，高濃度酸素を吸入させた場合には無気肺とな
る進行速度が速くなる。

急性呼吸促（窮）迫症候群（acute respiratory 
distress syndrome；ARDS）

外傷やショック，感染などの過大なストレスを契機と
して発生する急性呼吸不全。酸素投与に反応しない重
篤な低酸素血症，肺コンプライアンスの低下，胸部 X
線写真上の両側びまん性浸潤影などを特徴とする。人
工呼吸管理を必要とすることが多く，予後は不良。

急性呼吸不全（acute respiratory failure）

呼吸不全のうち急性の経過を有するもの。急性の期間
についての定義はない。
　　　参照→慢性呼吸不全

急性増悪

　　　参照→慢性呼吸不全の急性増悪

急性肺損傷（＝急性肺障害）  
（acute lung injury；ALI）

重篤な急性呼吸不全で ARDS に準じた病態の概念で
あ る。 定 義 上 の 違 い は，ARDS で は PaO2/FiO2 が
200 未満なのに対し，ALI が 300 未満であることであ
る。

ギランバレー症候群

　　　参照→Guillain-Barŕe 症候群

経皮的気管内酸素投与法（Transtracheal 
oxygen；TTO）

気管内に直接経皮的にカテーテルを挿入して酸素投与
を行う方法。酸素流量が少なくて済むこと，および美
容上の利点がある。米国で行われているが，わが国で
は一般的ではない。

経皮的動脈血酸素飽和度

　　　参照→動脈血酸素飽和度

血中窒素分圧

血中に溶解した窒素の分圧。血中窒素分圧が肺胞気中
の窒素分圧より高ければ窒素は体外に排出され，その
逆では体内にさらに溶解していく。1 気圧下では，両
者は平衡状態にある。潜水病は潜水作業などで高圧環
境から急速に常圧環境に戻る際に，減圧が急であった
ため体内に窒素の気泡が形成されて起きる障害。

減圧バルブ

高圧ガスボンベ内からの圧力を一般に使用できるよう
なレベルに低下させるための弁（バルブ）。
　　　参照→断熱圧縮，酸素ボンベ

原発性肺高血圧症（primary pulmonary 
hypertension；PPH）

原因不明の肺高血圧症で，労作時呼吸困難，全身倦怠
感，失神発作などの症状を有し，特に若年女性に好発
する。現在は「肺動脈性肺高血圧症」に疾患概念が拡
大された。比較的まれな疾患であるが，予後はきわめ
て不良。最近はプロスタサイクリン持続注などの治療
が効果を上げている。在宅酸素療法および，外科的に
は肺移植の適応となる基礎疾患となる。

高圧酸素療法（HBO）

　　　参照→高気圧酸素療法

高気圧酸素療法（hyperbaric oxygen therapy）

患者を 1 絶対気圧以上の治療装置内において 100% 酸
素下で呼吸させる治療。
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高二酸化炭素血症

動脈血ガスの二酸化炭素分圧が 45 Torr を超える場
合。肺胞低換気が原因となる。呼吸不全で本症を伴う
場合はⅡ型，伴わない場合はⅠ型である。

高濃度酸素療法

　　　参照→高気圧酸素療法

高流量システム

患者に 1 回換気量を超える酸素と空気の混合ガスを供
給するシステム。
患者の呼吸状態に関係なく，設定した吸入酸素濃度を
維持できる。

高流量鼻カニュラ  
（high flow nasal cannula；HFNC）

総流量 20-６0 L/min で FiO2 21 から 100％まで安定し
て供給できる専用の鼻カニュラを用いた高流量酸素投
与システムで，37℃相対湿度 100％のガスを供給でき
る。解剖学的死腔の洗い出しで死腔換気量を減らし，
呼気終末に軽度の PEEP 効果をもたらす。

呼吸器機能障害

身体障害者福祉法で，呼吸器の機能の障害で永続し，
かつ，日常生活が著しい制限を受ける程度であると認
められるものと定義されている。障害の等級は内臓の
機能障害として 1 級，3 級，4 級の基準が設けられて
いる。2 級はない。

呼吸機能検査

　　　参照→肺機能検査

呼吸機能障害

呼吸機能が対照と比べて低下した状態を包括的に呼称
する用語。呼吸不全はガス交換の面からの呼吸機能障
害の概念。このほか，換気機能，肺血流障害の面から
障害を考えることができる。
　　　参照→呼吸器機能障害

呼吸商

呼吸の際に単位時間に排出する二酸化炭素量と摂取す
る酸素量の比。呼気ガス分析で実際に測定できる。生
体内での燃焼物質を推定でき，グルコースを消費する
場合は 1，蛋白質は 0.8，脂質は 0.71 である。人の呼
吸商の平均は 0.8 程度。

呼吸性アシドーシス

体内の pH が正常値よりも酸性側に変動すればアシデ
ミアであるが，実際は緩衝系により pH が変化しなく
ても生体の動きが酸性側に動くときにアシドーシスと
いう。そのアシドーシスが肺によるとき，すなわち二
酸化炭素分圧の増加が原因であれば，呼吸性アシドー
シスという。生体内の緩衝系を Henderson-Hasshel-
balch 式（pH＝６.10＋log｛［HCO3

−］/0.03PaCO2｝） に
適応すると二酸化炭素が高くなると，log 内の分母が
大きくなるので，pH は下がることになる。つまり，
アシドーシスに傾くことになる。
　　　参照→ 呼吸性アルカローシス，�  

Henderson-Hasshelbalch 式

呼吸性アルカローシス

何らかの理由で，過換気状態に陥った場合，動脈血中
の二酸化炭素分圧が低下することによって血液が塩基
性を帯びること。低カリウム血症となる。
　　　参照→ 呼吸性アシドーシス，過換気症候群，�

Henderson-Hasshelbalch 式

呼吸同調装置（デマンドバルブ）

呼吸同調装置（デマンドバルブ）は，酸素の供給が吸
気時にのみ行われるように設計されたバルブであり，
鼻カニュラを通じて吸気刺激が伝わると 0.1 秒後に一
定量の酸素を短時間に供給することで，ボンベの連続
使用時間を 2〜3 倍に延長することが可能となる。
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呼吸不全（respiratory failure）

呼吸機能障害によって動脈血液ガス，特に O2 と CO2

が異常値を示し，そのために生体が正常な機能を営み
得ない状態。診断基準では室内気吸入下，酸素分圧

（PaO2）が ６0 Torr 以下の状態。高二酸化炭素血症
（PaCO2＞45 Torr）を伴わないⅠ型，伴うⅡ型に分か
れる。急性に経過するものを急性呼吸不全，1 カ月以
上持続しているものを慢性呼吸不全とする。

呼吸補助筋

吸気筋は横隔膜が主であるが，胸鎖乳突筋の収縮も胸
郭に対して吸気の方向に働くため，呼吸補助筋と呼ば
れている。健常者では安静呼吸でほとんど呼吸への寄
与はなく，深吸気時に収縮する。息切れのある患者で
は，吸気ドライブが亢進し，安静呼吸でも動員される
ようになる。

呼吸リハビリテーション

呼吸器疾患患者に対して行うリハビリテーション。呼
吸困難の緩和と QOL 向上を目指す。多くのプログラ
ムの中で運動療法が重視され，特に下肢運動に強いエ
ビデンスが蓄積されている。COPD のガイドライン
では薬物療法と並んで不可欠の非薬物療法として位置
づけが確立している。

混合静脈血酸素分圧（Pv̄O2）

右心カテーテル下で肺動脈からサンプリングした混合
静脈血の酸素分圧。

混合静脈血

全身の諸臓器から還流した静脈血が右房内で冠状静脈
と合流し，右心内で十分に混じりあった状態の静脈血
のこと。通常，右心カテーテルにより肺動脈から採取
する。混合静脈血液ガスは全身体組織の平均的 O2，
CO2 分圧を表す。

コンプライアンス

患者が医療従事者の指示に従い，遵守すること。医師
の服薬の指示どおりに患者が薬を使用しているかとい

うことでよく使用される用語であるが，他職種の医療
従事者からの生活指導やリハビリテーション指導など
にも用いられる。

サービスマーク

1992 年 9 月「財団法人医療関連サービス振興会」が
発足させた制度，医療関連サービスに対する医療機関
や国民の信頼を確保し，良質なサービスの発展に寄与
することを目的としている。在宅酸素療法には「在宅
酸素療法用酸素供給装置の保守点検業務サービスマー
ク」が運用されている。

在宅酸素療法（home oxygen therapy；HOT）

日常生活で酸素吸入が必要な患者に対して，家庭用の
酸素濃縮装置による酸素を投与すること。医療保険適
応となっており，慢性呼吸不全への適応基準は，
PaO2 が 55 Torr 以下，あるいは 55〜６0 Torr で睡眠
時または運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者で医
師が必要と認めた患者である。その他，肺高血圧症，
一部の慢性心不全，チアノーゼ型先天性心疾患患者。

在宅酸素療法指導管理料

保険診療で認められている種々の在宅療養指導管理料
のうち，在宅酸素療法に関する指導管理料。月に一
回，外来診療の際に算定される。医師には，療養上必
要な事項について適正な注意および指導を行った上
で，当該患者の医学管理を十分に行い，かつ，各在宅
療養の方法，注意点，緊急時の措置に関する指導等を
行い，併せて必要かつ十分な量の衛生材料または保険
医療材料を支給することが求められている。

酸素運搬能

赤血球の酸素運搬能力を表し，ヘモグロビンおよび酸
素親和性で規定される。

酸素解離曲線

組織の酸素分圧とヘモグロビンの酸素飽和度の関係を
表した曲線をいう。酸素解離曲線の右方シフトは酸素
親和性の低下を意味し，ヘモグロビンが酸素を離しや
すくなるので末梢組織への酸素運搬量は増加する。逆
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に，左方シフトはヘモグロビンと酸素の結合が強くな
り，末梢組織への酸素の受け渡しが減少することにな
る。
　　　参照→酸素分圧，ヘモグロビン，酸素親和性

酸素含量

血液 100 mL 中に含まれる酸素の総量。物理的に液体
に溶解した量とヘモグロビンと結合したものの総和。

酸素親和性

ヘモグロビン，ミオグロビンのような分子と酸素分子
の結合や放出のしやすさを表す。特性は酸素解離曲
線，定量的指標としては P50 を用いる。ヘモグロビン
の酸素親和性は，温度，pH，PCO2，2,3-DPG などで
影響を受ける。
　　　参照→ヘモグロビン，酸素解離曲線，P50

酸素耐性

酸素中毒発生閾値以下の酸素投与による酸素中毒の抑
制効果。

酸素中毒

高濃度酸素の長時間吸入によって発生する肺傷害や神
経症状。

酸素テント

酸素投与する際の一方法。吸入濃度を高めるため，患
者の顔面周囲または上半身または全身をビニール製の
シートで覆い，その中に酸素を投与する。小児などに
有用。高流量の酸素が必要であること，処置などで開
閉のたびに酸素濃度が下がり，酸素濃度維持が難しい
ことなどが短所。

酸素瀑布

酸素は分圧の勾配によって拡散する。大気から肺胞
気，肺胞の毛細血管内血液，肺，心臓を経て全身の臓
器に分布し，毛細血管から組織内に酸素が移行しミト
コンドリアに到達するまでの酸素分圧の圧勾配の大き
さを示した図を指していう用語。

酸素フリーラジカル

　　　参照→活性酸素

酸素分圧（PaO2）

動脈血中の酸素ガスの分圧。80 Torr 以上が正常。
　　　参照→動脈血液ガス，酸素解離曲線

酸素飽和度

　　　参照→動脈血酸素飽和度

酸素流量

病室配管あるいは酸素ボンベから出る単位時間あたり
の酸素量。通常，1 分あたりの酸素量で表示する。　
例：2 L/分。なお，病室配管に用いる酸素流量計は最
大でも 15 L/分である。ただし，中にはフラッシュ機
能（30 L/分や ６0 L/分など）がついたものがある。
なお，保険診療で認められている最大酸素流量は 
10 L/分までである。

自転車エルゴメータ

運動負荷，運動トレーニング，リハビリテーションに
用いられる機器の一つ。車輪がない自転車様構造で，
負荷の強さが調節可能なペダルを漕ぐ。運動負荷試験
などの評価に用いるほか，サドルに座ってできるた
め，自重を下肢で支える必要がなく，体力の低下した
患者の下肢の持久力トレーニングにも適している。

支燃性ガス

そのものは燃焼しないが，他のものの燃焼を高めるガ
スのこと。助燃性ガスともいう。

社会保険による在宅酸素療法の適応基準

　　　参照→第Ⅶ章

シャトルウォーキングテスト（shuttle walking 
test；SWT）

運動負荷試験のうち簡易的に施行されるものの一つ。
平坦な室内で，9 m 離したコーンの間を歩かせる。漸
増負荷法が標準化されており，歩行速度を徐々に上
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げ，規定時間内にコーン間を歩けなくなった時点を終
了とする。

右→左シャント

右心から出た動脈血が肺胞気に接して酸素を摂取する
ことなく左心に到達すること。種々の要因によって発
生し，低酸素血症の原因となる。

重症筋無力症

全身の筋力低下，易疲労感を主徴とする神経筋疾患の
一つ。神経筋接合部においてアセチルコリン受容体自
己抗体が結合する疾患で，眼瞼下垂，複視などの眼症
状を起こしやすく，重症例では呼吸筋にも影響が及
ぶ。約 70％に胸腺腫が合併する。

人工呼吸管理

人工呼吸器で機械的に呼吸管理すること。全身麻酔下
の手術中および手術後，重篤な呼吸不全などの際に必
要。

心拍出量

心機能の基本生理指標の一つ。1 回心拍出量に心拍数
を乗じた量で，心臓が 1 分間に拍出する血液量を意味
する。色素希釈法，熱希釈法，フィック法を用いて測
定される。

睡眠時無呼吸

睡眠中の呼吸停止で 10 秒以上持続するもの。中枢型
と上気道閉塞による閉塞型がある。閉塞型の頻度が圧
倒的に高く，肥満，小下顎症，下顎後退症などに合併
することが多く，通常いびきを伴う。

生理学的シャント（physiologic shunt）

生理的な状態で存在する血流の短絡。解剖学的シャン
トとシャント様血流の総和。

設置型酸素濃縮装置

在宅酸素療法を実施する際の酸素供給装置で，わが国
では在宅酸素施行患者の 95％が使用している。設置
型酸素濃縮装置には，吸着型酸素濃縮装置と膜型酸素

濃縮装置の 2 種類があるが，現在は吸着型酸素濃縮装
置が用いられており，90〜93% の濃度の酸素を最大
で毎分 2〜7 L 供給可能な機種がある。

総流量

ベンチュリ効果を利用した酸素マスクやネブライザー
において，マスクから出てくる酸素と室内空気の混合
ガスの全流量。酸素と室内空気の混合比は設定酸素濃
度ごとに決まっている。

組織低酸素（tissue hypoxia）

PaO2 が低値の場合，もしくは，PaO2 が正常であって
も心拍出量が低下した場合には組織酸素分圧（PvO2）
の低下がもたらされ，この状態を組織低酸素という。
組織酸素分圧の測定は，右心カテーテルにて肺動脈血
を採取し血液ガス分圧からえられる。

代謝性アシドーシス

血中の HCO3
−が減少し，pH が低下に向かっている状

態。

代謝性アルカローシス

血中の HCO3
−が増加し，pH が上昇していく状態。高

二酸化炭素血症を伴う慢性呼吸不全では，PaCO2 が
上昇して呼吸性アシドーシスとなるため，代償性に代
謝性アルカローシスが起きる。

断熱圧縮

外界から熱の供給がない状態で，気体が圧縮されると
気体の温度が上昇する。たとえば酸素ボンベのコック
を急激に開けると，減圧バルブの内圧が急激に上昇し
て部品や埃などに引火し，出火したり爆発したりする
場合がある。
　　　参照→減圧バルブ

チェーン・ストークス呼吸（Cheyne-Stokes  
breathing）

うっ血性心不全や脳血管障害の患者でよくみられる周
期性呼吸。1 回換気量が漸増漸減した後に呼吸停止が
起こり，同様の呼吸を繰り返す。心不全患者で睡眠時
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に本症候がみられた場合には在宅酸素療法の適応とし
て 2004 年 4 月から認められた。

長期酸素投与療法（long term oxygen therapy 
；LTOT）

在宅酸素療法の欧米での名称。

低酸素血症

動脈血酸素分圧（PaO2）が正常よりも低下している
状態。PaO2 が ６0 Torr 以下は呼吸不全と定義されて
いる。
　　　参照→呼吸不全

低酸素性血管攣縮

肺胞気酸素分圧（PAO2）が ６0 Torr 以下になった場
合に肺動脈血管平滑筋が収縮を起こす現象。生理的に
は換気血流比が低い領域の血流を減少させて換気と血
流のミスマッチを少なくする意味がある。しかし，肺
疾患が重症化すると肺高血圧症を起こす要因となる。

低流量システム

患者に 1 回換気量以下の酸素と空気の混合ガスを供給
するシステム。
不足分は鼻周囲の空気を吸入するので，患者の呼吸状
態により吸入酸素濃度は変化する。

デマンドバルブ

　　　参照→呼吸同調装置

動脈血液ガス分析（blood gas analysis）

末梢動脈から穿刺法で直接動脈血を測定する方法。
pH，二酸化炭素分圧（PaCO2），酸素分圧（PaO2）を
直接測定する。HCO3

−，base excess および酸素飽和
度（SaO2）は計算で求めている。呼吸不全，換気不
全，拡散障害，アシドーシスやアルカローシスなどの
情報が得られる。
　　　参照→ 動脈血酸素飽和度，ヘモグロビン酸素解

離曲線

動脈血酸素分圧

　　　参照→酸素分圧

動脈血酸素飽和度（SaO2）

ヘモグロビンに結合可能な酸素量に対して実際に結合
している酸素量の割合。酸素解離曲線によって動脈血
中の酸素分圧を推定できる。

トール

トルとも発音する。
　　　参照→Torr

特発性肺線維症（idiopathic pulmonary 
fibrosis；IPF）

特発性間質性肺炎の一型。慢性型の肺線維症。病理学
的には通常型間質性肺炎（UIP）を示す。中高年に発
症，息切れ，乾性咳を示す。拘束性換気障害，肺拡散
能力障害から低酸素血症，慢性呼吸不全となる。在宅
酸素療法の典型的な基礎疾患の一つ。

トラキマスク

気管切開患者に対して，気管切開部を被覆して直接気
管に酸素を供給するマスク。気管に直接酸素を投与す
るため，酸素を十分加湿する必要がある。ベンチュリ
マスクやネブライザーを使用する。吸引カテーテルの
挿入が可能で切開部のケアが容易などの利点がある。

トレッドミル（treadmill）

運動負荷，運動トレーニング，リハビリテーションに
用いられる機器の一つ。回転するベルトの上を被検者
が歩くようになっており，ベルトの速度と傾斜を変え
ることで負荷強度を調節できる。

二酸化炭素

炭酸ガス（CO2 ガス）のこと。体内でのエネルギー代
謝によって発生し，呼気で排出される。肺胞換気量と
動脈血中二酸化炭素分圧は反比例する。
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二酸化炭素ナルコーシス

　　　参照→CO2 ナルコーシス，高二酸化炭素血症

二酸化炭素分圧（PaCO2）

動脈血中の二酸化炭素の分圧。正常値は 35〜45 Torr。
　　　参照→動脈血液ガス

ネブライザー

液体エアロゾルを発生させる装置。ジェットネブライ
ザーと超音波ネブライザーに大別される。

肺気腫

終末気管支の末梢の気腔が異常かつ恒常的に拡張した
状態と形態学的に定義される。肺実質のエラスチン線
維が消失し，肺が弾性力を失い，気道を虚脱させ閉塞
性換気障害となる。原因は日本ではほとんどの場合が
喫煙。従来，慢性気管支炎とともに独立した概念で
あったが，国際的ガイドライン（GOLD）によって
COPD と統一された疾患呼称となった。

肺機能検査

呼吸に関する生理検査のこと。換気およびガス交換障
害の診断と評価が可能。健康診断のスクリーニング，
重症度判定，治療経過の判定，健康被害補償の判定な
どに用いられる。最近は呼吸機能検査と呼ぶことの方
が一般的である。

肺結核後遺症

肺結核治癒後に種々の合併症が生じた状態。わが国の
結核治療の歴史から，人工気胸や外科療法（胸郭形成
術や肺切除術）との関係が深い。主な病態は拘束性換
気障害と続発するⅡ型慢性呼吸不全，肺性心，肺真菌
症など。在宅酸素療法，在宅人工呼吸の対象となる代
表的な基礎疾患の一つ。

肺高血圧症（pulmonary hypertension）

肺動脈圧の平均圧が 25mmHg を上回る場合に診断さ
れる。診断のゴールドスタンダードは右心カテーテル
検査であり，心エコーによる肺動脈圧の圧推定はあく

までスクリーニング検査としての位置づけにとどまる。

肺コンプライアンス

肺の弾性特性を表す生理指標。気流を止めて測定した
静肺コンプライアンス，換気している状態で測定した
動肺コンプライアンスがある。値が大きいと柔らかく
肺は膨らみやすいことを示し，値が小さいとその反対
となる。動肺コンプライアンスの周波数依存性は末梢
気道障害の早期検知に用いられる。

肺性心

肺疾患が原因で肺高血圧を来し，右室の拡大（肥大・
拡張）から右心不全を起こした病態。慢性の肺性心の
基礎疾患は肺結核後遺症，COPD など。治療として
酸素吸入が必要であり，在宅酸素療法の絶対的な適応
である。

肺動脈性高血圧症  
（pulmonary arterial hypertension）

肺高血圧症のうち，左房圧を反映する肺動脈楔入圧が
正常の場合，つまり左心疾患が否定できる肺高血圧症
をいう。前毛細血管性肺高血圧症と同義語である。

肺胞換気量

分時換気量のうち死腔換気量を除いた，実際に肺胞を
満たしてガス交換に関わった部分の換気量。

肺胞気式（alveolar air equation）

肺胞気のガス組成，特に酸素分圧（PAO2）を推定す
る式。簡易には，PAO2=PIO2−PaCO2/R と表される。
R には 0.8 または 0.83 を入れる。A-aDO2 はここで求
めた PAO2 と血液ガス分析で測定した実際の PaO2 と
の差となる。

肺胞気動脈血酸素分圧較差（A-aDO2）

肺胞気酸素分圧（PAO2）と動脈血酸素分圧（PaO2）
との圧較差。20 Torr 以上は異常。換気血流比不均等
分布，拡散障害，シャントの増大などが原因となる。
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肺胞低換気

肺胞換気量が正常よりも低下した状態で，高二酸化炭
素血症となる。

バイレベル装置

吸気，呼気ともに気道内圧を陽圧にして換気を行う装
置。吸気時気道陽圧（inspiratory positive airway pres-
sure；IPAP）と呼気時気道陽圧（expiratory positive 
airway pressure；EPAP）の圧較差が大きいほど換
気量は多くなる。

鼻カニュラ

酸素療法を行う際の酸素を供給するためのカニュラ。
通常，細いチューブを耳にかけて固定し 1 cm ほどの
プロングを鼻腔に入れる。通常，5 L/分程度までの流
量が可能である。

パラコート中毒

除草剤による中毒で，服毒自殺企図により発生する。
重症例では，循環不全，肝腎機能低下，間質性肺炎に
よる呼吸不全が合併し，死亡に至る。

パルスオキシメータ（pulse oximeter）

生体中の動脈血の酸素化を非侵襲的にパルスオキシメ
トリーによってモニターする機器。測定プローブは通
常，指または耳朶に装着される。機器が安価になり，
医療現場に幅広く普及するとともに在宅で患者自身が
使用することも増えている。

パルスオキシメトリ（pulse oximetry）

赤色光と赤外光に対する酸素化ヘモグロビン（HbO2）
と還元ヘモグロビン（Hb）への吸収度が異なること
を利用した分光光度法によってヘモグロビンの酸素化
の程度を測定する方法。パルスオキシメータはこの測
定機器。

非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）

　　　参照→NPPV

ヒヤリハット

　　　参照→インシデント

ヘモグロビン（hemoglobin；Hb）

赤血球中に含まれる酸素を運搬する役割を果たす蛋白
分子。分子量は約 ６ 万 7,000。酸素分子と可逆的に結
合する。
　　　参照→酸素解離曲線，酸素分圧

ベルヌーイの原理

ベルヌーイの定理ともいう。
エネルギー保存の法則で，理想流体において流体の速
度が速くなると，その圧力は低下する。飛行の原理で
もある。

一般式は下記に示される。

1
2 pv2＋pgz＋P＝一定 

 
p：密度　v：流体の速度
g：重力加速度　P：圧力

ベンチュリマスク

ベンチュリ管を酸素ガスが流れる時空気を取り込み，
希望する酸素濃度を吸入できるように，ベンチュリ効
果を利用し設計された酸素マスク。高二酸化炭素血症
の患者などで正確な酸素濃度の調節が必要な状況に適
している。

包括的呼吸リハビリテーション

　　　参照→呼吸リハビリテーション

ボーア効果（Bohr effect）

　　　参照→Bohr 効果

ポリソムノグラフィー

睡眠中に脳波や呼吸運動をはじめとする各種生理学的
指標を連続同時記録し，合わせて睡眠脳波のステージ
分類を行う検査。睡眠時無呼吸症候群などの睡眠時呼
吸障害の病態を解析するために不可欠。
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慢性呼吸不全（chronic respiratory failure）

呼吸不全の状態が 1 カ月以上持続している病態。高二
酸化炭素血症を伴わないⅠ型，伴うⅡ型に分離され
る。在宅酸素療法の適応基準は，PaO2 が室内気吸入
下で 55 Torr 以下，または ６0 Torr 以下で睡眠時また
は運動負荷時に著しい低酸素血症を来すもの。

慢性呼吸不全の急性増悪

慢性呼吸不全に起こる感染や炎症を契機として急性で
かつ持続する，日常的な状態の変化の範囲を超えた増
悪。診断は通常臨床的に行われ，呼吸困難増悪，痰の
増量と色調変化が典型的な症状。患者の QOL の低下
や予後的な面，医療経済面から予防のための対策が重
用視される。

慢性心不全

安静時もしくは労作時に息切れや倦怠感などの症状や
浮腫などの身体所見があり，かつ心機能不全の客観的
証拠があるような慢性の病態を指す。高血圧，心筋梗
塞，弁膜症，心筋症などすべての器質的心疾患の末期
の臨床像。NYHA Ⅲ度以上，睡眠時にチェーンス
トークス呼吸があり無呼吸指数 20 以上の患者に在宅
酸素療法が保険適応となった。

要因解析

インシデントやアクシデントの背後に隠れている原因
を分析し，問題点を抽出して対策につなげていくこ
と。医療安全における事例解析の方法の一つ。

溶存酸素

水に溶けている酸素。酸素は水に溶けにくく，37℃の血
液に溶解する酸素は酸素分圧 100 Torr で 0.31 mL/dl。
血液の酸素運搬能はほとんどがヘモグロビンが担う。

予測肺活量 1 秒率

（1 秒量）÷（予測肺活量）×100 で表される指標。呼吸
器機能障害の障害者等級判定に用いられる。

リザーバ

麻酔回路，人工呼吸器，吸入装置，酸素マスクなどに
付属して気体を一時的に蓄える袋。酸素マスクに付属
するリザーバは高濃度酸素を蓄えさせて吸入酸素濃度
を高く保つ目的で用いられる。

BODE 指数（BODE index）

Celli らが 2004 年に提唱した COPD 患者の重症度を
示す指数で（N Engl J Med 350：1005, 2004），予後
との関連が明らかにされた。栄養状態，1 秒量，呼吸
困難度，運動耐容能をスコア化したものである。

Bohr 効果（ボーア効果）

体内がアシドーシスに傾くときに酸素解離曲線が右に
シフトし，酸素親和性が低下する生体の代償現象をい
う。デオキシヘモグロビンはオキシヘモグロビンと比
べて H と強く結合する。したがって酸性ではヘモグ
ロビンは酸素と結合しにくくなり，末梢組織に酸素を
放出しやすくなる。そのために酸素解離曲線が右にシ
フトすることになる。
　　　参照→酸素解離曲線

CO2 ナルコーシス（炭酸ガスナルコーシス）

肺胞低換気により高二酸化炭素血症，呼吸性アシドー
シスとなり意識障害を来した状態。
　　　参照→高二酸化炭素血症

COPD（慢性閉塞性肺疾患）

肺気腫と慢性気管支炎が統一して定義された疾患概
念。完全には可逆的でない気流制限を特徴とする疾患
である。気流制限は，通常進行性で，有害な粒子やガ
スに対する肺の異常な炎症性反応と関連している。日
本人の COPD の原因のほとんどは喫煙である。呼吸
機能検査によって診断する。主な症状は，呼吸困難，
咳，痰。

CO 中毒（一酸化炭素中毒）

一酸化炭素（CO）ガスを吸入して発症する中毒。CO
は酸素よりもヘモグロビンに約 200 倍も親和性が強
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く，血液の酸素運搬能力を障害する。CO-Hb 濃度が
10％程度より頭痛などの症状が起こり，６0〜70% が
致死濃度である。治療は高濃度酸素吸入，または高気
圧酸素治療を行う。昏睡が遷延した場合，後遺症とし
て，中枢神経障害が残る。

dysoxia

低酸素血症が進行し，酸素の供給不足により細胞の
ATP 合成を制限するようになった状態。

GOLD

2001 年に最初に発表された COPD 管理のための国際
的ガイドライン。COPD の定義，病期分類，治療，
維持管理などについてエビデンスに基づいて指針が示
されている。わが国のガイドラインも GOLD に沿っ
た内容となっている。

Guillain-Barré 症候群

先行のウイルス感染から 1〜3 週間後に発症する
ニューロパチー。筋力低下，感覚障害を主徴とし，重
症では呼吸筋にも麻痺が生じる。

Haldane 効果

ヘモグロビンの酸素飽和と CO2 親和性に影響を与え
る現象。肺胞ではヘモグロビンが酸素で飽和されて
CO2 解離が促進され，組織では逆に，血液の pH をあ
まり変えずに効率的にガス交換が行われる。

HBO 療法（HBO therapy；HBO）

　　　参照→高気圧酸素療法

HCO3
−

炭酸（H2CO3）から水素イオンが解離したイオン。腎
臓が主な産生部位。血液の pH は主に重炭酸緩衝系で
調節されていて，HCO3

−と呼吸で調節されている
PaCO2 によって決定される。通常血液ガス分析で測
定可能で，代謝性アルカローシスで上昇，代謝性アシ
ドーシスでは減少する。正常値 24 mEq/L 前後。

mmHg

圧力の単位。0℃で 1 平方 cm の水銀柱を上昇させる高
さ（mm）を指標とする。血圧，気圧などの単位として使
用 さ れ る。Torr も 実 質 的 に 同 じ。1 cmH2O= 
13.６ mmHg，1 気圧 =7６0 mmHg，1 Pa=0.0075 mmHg，
と換算する。

NPPV（non-invasive positive pressure 
ventilation，NIPPV と略されることもある）

気管内挿管や気管切開を行わずに人工呼吸器によって
呼吸管理する方法。一般にはフェイスマスクまたは鼻
マスクを用いた陽圧人工呼吸を指す。近年急速に普及
しており，保険適応にもなっている。なお，NIPPV
は non-invasive intermittent positive pressure venti-
lation の略でもあり，混同されることがあるので注意。
　　　参照→非侵襲的陽圧換気法

P50

ヘモグロビンの酸素親和性を示す定量指標の一つ。ヘ
モグロビンが 50% 飽和される酸素分圧で示す（単位
Torr）。P50 が小さいほど酸素親和性が高い。

PaCO2 モニタリング

呼気終末二酸化炭素分圧（PetCO2）と動脈血液二酸
化炭素分圧（PaCO2）が近似していることを利用し
て，赤外線分析器や質量分析器を用いて，非侵襲的に
呼気中の二酸化炭素濃度を測定する。赤外線カプノグ
ラフィを用いて，人工呼吸器管理下の患者のモニタリ
ングができる。大気中に二酸化炭素が含まれるため
に，モニタリングに際しては，閉鎖空間，すなわち気
管内挿管や気管切開管理下の患者に利用される。
　　　参照→カプノグラフィ

PaO2/FiO2

吸入気の酸素濃度（FiO2）によって動脈血酸素分圧（PaO2）
が変化するため，酸素化障害は PaO2 からだけでは判
断できない。P/F 比は簡易にこれらの障害の指標と
なるもので，正常は 450 以上である。300 以下は ALI
の，200 以下は ARDS の診断基準になっている。
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permissive hypercapnia

人工呼吸器管理などの際，肺疾患患者において換気の
ために陽圧をかける際に気道内圧を低く維持すること
で肺障害を回避する方法。必然的に肺胞低換気となる
ため，正常な二酸化炭素圧での維持は放棄する。吸入
気の酸素を高濃度にすることにより，酸素分圧は維持
させて管理する。

PF 比

　　　参照→PaO2/FiO2

PtcCO2 測定装置

血中二酸化炭素分圧を経皮的に測定する装置。皮膚を
温めて毛細血管を拡張させ，皮膚から拡散する CO2

分圧を電極法で測定する。定常状態では PaCO2 と良
好な相関が得られる。

SCOOP（Spofford Cristopher Oxygen 
Optimizing Prosthesis）

経皮的気管内酸素投与法のために商品化されたカテー
テル。導入時に外科的処置が必要でチューブ交換は
90 日ごと。

superoxide dismutase（SOD）

フリーラジカルの活性酸素であるスーパーオキシドを
酸素と過酸化水素にする反応を触媒する酵素。生体を
防護する役割をもつとされる。

Torr

ガリレオの弟子トリチェリ（Torricelli）の名にちな
む単位。mmHg と実質的に同じ。トリチェリは水銀
柱によって人工真空を初めてつくり（トリチェリの実
験），またその実験は初めて大気圧を測定したもので
あった。なお，ヨーロッパでは Pa（パスカル）が使
われている。1kPa＝7.5 Torr

Ⅰ型呼吸不全

呼吸不全で PaCO2 が正常のもの（PaCO2≦45 Torr）。

Ⅱ型呼吸不全

呼吸不全で PaCO2 が上昇しているもの（PaCO2＞
45 Torr）。

2,3-DPG

2,3-diphosphoglycerate（2,3-DPG）は，解糖過程の産物
で，3-phosphoglyceraldehyde から生成される。2,3-
DPG はデオキシヘモグロビンと結合するが，オキシ
ヘモグロビンとは結合しにくいという性質をもつ。さ
らに赤血球内 2,3-DPG が増加して，ヘモグロビンと
結合すると，構造変化を介して酸素親和性を低下させ
る（酸素飽和曲線の右方シフト）。この結果，末梢組
織への酸素運搬量は増加する。
　　　参照→酸素解離曲線

6 分間歩行テスト（6 minute walking test；
6MWT）

運動負荷試験のうち簡易的に施行されるものの一つ。
平坦な室内で，６ 分間で歩くことができる最大距離を
測定する検査。呼吸リハビリテーションにおける評価
や効果判定に用いられている。
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	バインダー2
	17060535_013.1-14_1章
	17060535_027.15-20_2章
	17060535_033.21-26_3章
	17060535_039.27-30_4章
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