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呼吸仕事量は機械的な換気補助のパラメータとなりえるか?

司会

弘(名古屋大学医学部麻酔科)

パネリスト

Robert M. Kacmarek (Respiratory Care Unit， 

Massachusetts General HospitaI) 

康田島

人(帝京大学医学部麻酔科)

純(名古屋大学医学部附属病院集中治療部)

明(岡山大学医学部附属病院集中治療部)

司(大阪府立母子保健総合医療セ ンタ ー麻酔科)

政(名古屋大学医学部附属病院集中治療部)

日召

宏

匡

智

村

津

岡

村

村

大

武

時

西

木

について，仰臥位での検査を行いました。弾性ベル

トを用い，直方体の 2個の振動器を第 2と第 3の胸

骨傍肋間腔に取り付けました。マウスピース(被験

者はこれを通して呼吸)に接続した熱線流量計から

の信号により振動器をトリガーし，吸気時のみ 3~5

分間にわたり 100Hzの振動を加えました。 FRCお

よび一回換気量の変動は Benedict-Roth (べル型)

型のスパイロメータを用いて測定し，呼吸に対する

胸郭の寄与は inductiveplethysmograph (胸郭と腹

部に巻き付けた 2個のトランスデューサ付き バンド

で構成されている)を用いて調べました。また 6

名の健常者において， 35mmの映画フィルムを用い，

仰臥位で横隔膜の右半分の動きの前後像を X線透視

法により調べました。

健常人では，振動を開始すると， FRCレベルを表

胸壁振動によ るFRCの増加 (健康成人)図 1

島田 :呼吸不全は今でも重大な疾患のひとつであ

り，最近の報告では ICUが発達し膨大な研究が行わ

れているにもかかわらず ARDSの死亡率は 50%以

上とされています。この原因としては疾患の病態生

理の解明が不十分ということと，人L呼吸管理の限

界という問題があります。最近の呼吸管理では pres

sure support ventilation， inverse ratio ventilation， 

airway pressure release ventilationなどの方式が開

発されており，治療の焦点、はガス交換の改善から呼

吸仕事量の軽減に移ってきているように思います。

ガス交換の評価を行う方法は多々ありますが，呼吸

仕事量を謂べる方法は まだ十分ではありません。今

日は，皆さんには様々な呼吸様式での呼吸仕事量の

評価を中心に述べていただきたいと思います。それ

では大村先生，お願いします。

大村:上腹部手術後の横隔膜機能および関連の反

射機序を中心に述べます。上腹部手術後に無気肺の

発生率が高いのは，顕著な肺容量の減少と横隔膜の

機能不全に起因しています。吸気の際に上胸部に振

動を力日えると， Tonic Vibration Reflex (TVR)に

よって一回換気量 (VT)が増加することが知られて

いますが，この反射は胸骨傍肋間筋の活動を高めて

胸壁を拡張すると考えられています。そこで私は胸

壁の振動が横隔膜の動きや機能的残気量 (FRC)に

影響を及ぼすかどうかを調べました。対象は 10名の

健康人および上腹部手術後 15~18 時間の 9 名の患者
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胸壁振動による呼気終末および吸気終末時の横隔膜の位置

の変化(健康成人 6名)

O呼気終末振動前 ・呼気終末振動中
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図 2

ロ吸気終末振動前

の寄与は大幅に低下しました(図 4)。このことは振

動中には，横隔膜の一回換気量への寄与が増大した

ごとを示唆しています。健常者において振動前と振

動中にと った横隔膜筋電図(EMG)では胸壁の振動

を開始すると横隔膜の放電量は増加しました(図

5)。ひとつ興味あることは，呼気の際にも放電量は

振動前よりもわずかに多 くなったということです。

このことから，横隔膜の基線トーンも振動中に増大

したと思われます。

肺活量検査の結果，吸気相のみ上胸部に振動を加

えるととは換気を増大させるだけでなく ，健常者に

おいても上腹部手術後の患者においても FRCを増大

させました。X線透視検査，呼吸用 inductivepleth-

ysmography，更には EMGの結果でも，健常者およ

び上腹部手術後の患者とも，吸気の際に上胸部に振

動を加えることにより呼吸に対する横隔膜の寄与が

増大したことを示唆しています。また，振動中の一

回換気量は単に TVR(これは胸骨傍肋間筋の活動を

高めて胸壁を拡張させると思われる)によって増加

しただけではなく ，横隔膜の活動を高めた別の未知

の反射機序によっても増加したことが示唆されます。

しかし，横隔膜には筋紡錘がほとんどなしまた，

TVRがないことも知られているので，横隔膜の活動

-吸気終末振動中

す基線が 6~7 回の呼吸で急速に上昇し， プラ トーに

達しました (図 1)。振動を止めると FRCレベ/レは

突然増加分の約半分に低下し，その後は徐々に低下

してコ ン トロールレベルに戻 りました。肺容量は，

健常者および上腹部手術後の患者の両方において，

一回換気量およびFRCは振動中に顕著に増加しまし

た。呼吸数は変化しませんでした。振動中の平均一

回換気量は健常者で 446mlから673mlに増加し，

患者では 317mlから 412mlにまで増加しました。

平均 FRCは健常者で 604ml，患者で 199ml増加 し

ました。

5名の健常者における X線透視検査の結果では，

横隔膜の偏位は振動中に顕著に増大しました(図

2 )。平均偏位は振動中に 1.3から 2.6cmと2倍に

なりました。興味あることに 5名の健常者では呼

気終末の横隔膜の位置も振動中に動いていました。

4名の被験者では尾方向に 1名では頭方向にシフ

トしていました。次の胸部X線写真を見るとこの横

隔膜の移動がよく 判り ます(図3)。

振動中には一回換気量は健常者でも患者でも顕著

に増加しましたが，一回換気量に対する胸郭の寄与

は大幅に変化することはありませんでした。事実，

3名の健常者と 4名の患者では，振動によって胸郭
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図 3 胸壁振動 (CWV) による吸気および呼気の横隔膜の位置の変化

の高まりはそれ自体の TVRに帰することはできま

せん。上腹部手術後の患者においても振動中に横隔

膜一腹部側からの一回換気量に対する寄与の増大が

見られたことは，上腹部手術後の横隔膜の機能不全

が少なくともある程度は改善したことを示唆してい

ます。

島田 :ありがとうこざいました。非常に明快な発

表でした。これについて討論して下さい。

Kacmarek : EMG活動の増大については，胸壁上

に取り付けた振動器によって横隔神経が刺激され，

それによって横隔膜の EMG活動が増大したという

ことですね.腹部や胸部の手術後にはある程度横隔

膜の抑制があって FRCが減少することは実証されて

いますが，胸壁の刺激が最後には横隔膜線維を短縮

してそれらを低い位置に維持することになるという

ことは面白いと思います。

大村 :現時点では，振動が横隔神経を直接刺激す

るという証拠はありません。実際の機序として考え

られるのは，恐らく振動はまず胸骨傍肋間筋を刺激

しますが，これは確かに吸気肋間筋です。そしてこ

の胸骨傍肋間筋の刺激の増大により ，振動は脊椎レ

ベルで反射的に横隔神経の活動を高める可能性が考

えられます。これは興奮性の肋間筋横隔膜反射と

呼ぶことができます。この ことはスウェーデンの研
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幅を変更した ら患者の反応は変化しましたか。

大村:正確な振幅はわかりません。概して生理学

では振幅が話題になりますが，こ れは振動器のエネ

ルギーと胸壁の弾性の聞のバランスによると思いま

す。振幅は数 mm以下であると思いますが正確な振

幅はわかりません。正確な振幅がわかっていてその

振幅を変えれば，応答の程度や質は変わるかも知れ

ません。確かではありません。

西村:振動器を呼気時にしたらどうですか。

大村:呼気相で患者や健常者の振動を行うとー上

胸部，胸骨傍肋間腔のことですが振動は吸気を抑

制します。

西村:FRCも減少させましたか。

大村:振動させた時，実際に FRCを調べることは

しませんでした。しかし実際に呼気相で吸気筋を刺

激しますと，胸骨傍肋間筋の活動を高めるのは明ら

かで，こ のことが恐らく次の吸気また呼気にも干渉

を及ぽすと考えられます。呼気時に行えば， FRCを

増加させるかも知れません。本間の報告では，大幅

なFRCの増加は見られなかったとのことです。

時間:振動を長時間続けることは可能ですか。振

動中，患者に呼吸筋疲労の徴候は見られましたか。

大村 :吸気筋の活動を高めている訳ですから，患

者は深呼吸を行いながら FRCを高いレベルに保って

いるようなものです。患者の酸素消費量を増加させ

ているのは確かですが，振動中に実際の酸素消費量

を調べましたが，この増加もわずかでした。既に呼

吸不全と戦っている患者で長時間にわたって振動を

継続すれば，患者の呼吸筋の疲労を引き起こすこと

は可能性があると思います。

時間 :振動中に EEGのpower-spectrumを見られ

ましたか。

大村 :調べませんでした。 H/L比のことですね。

深呼吸を続けて行っている患者とは違い，一回換気
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究者グループによって示されており ，下肋間神経を

刺激した時には横隔神経の活動を高めることができ

たということです。しかしこれは 30-40msecと瞬間

的なものでした。長い間持続する興奮性肋間筋一横

隔膜反射の存在を示した人は誰もいません。

Kacmarek:どの位の時間刺激を持続しましたか。

大村:3~5 分で， それ以上はしませんでした。 5

分間で止めた理由は，この振動法は術後患者に対す

る肺活量測定の刺激法のひとつと考えたからです。

振動を継続している聞は，FRCや一回換気量の増加

は持続しました。

西村:振動振幅はどの位でしたか。また，振動振
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横隔膜筋電図に対する胸壁振動の効果(健康成人)図 5
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量の増加は非常に大きいという のではありません。

また，最大経横隔膜圧の 45%で呼吸した場合には通

常の被験者では疲労は起こ らないということがわ

かっていますので，急速に疲労を引き起こすことは

ないと思います。しかし，こ の H/L比を調べること

は興味あることです。

木村:この方法を麻酔下の患者または動物に対し

て行いましたか。

大村:動物ではなく正常な被験者(志願者)に対

し，笑気麻酔を実施して本法を行いました。笑気は

この反射を抑制することはな く，場合によ っては反

射を増大させることもありました。また，ハロセ ン

麻酔の 2患者でも調べ 1名では一回換気量の増加

がいくらか見 られま したが， もう 1人の患者では見

られませんでした。ハ ロセ ンはこの反射を抑制する

と恩われま す。

島田 :これについてコメ ン卜はあり ますか。

大村:もし良ければ，上腹部手術後の この横隔膜

機能不全の病態機序について話したいと思います。

時間先生が筋肉疲労のことを持ち出されましたが，

上腹部手術後の償隔膜の抑制は時によっては 7~8 日

も続くことがあり，回復は非常にゆっくりしていま

す。しかも，これは手術直後，患者が麻酔から覚め

た直後に見ることができます。従って疲労が関係し

ているとは思えません。多くの研究者は反射抑制機

序であると考えています。 胆嚢の圧迫，勝脱の膨張

などを行う と，これは即座に横隔神経の活動を抑制

します。しかし，術直後は腸管内ガスや浮腫のため

に腹部は更に膨張することがあり ，これは横隔膜に

とっては実際にハンディキャップとして作用します。

術後後期の方では疲労が関係すると思いますが，手

術直後では関係していないと思います。 従って，機

能不全の主たる重要な機序は反射抑制であると思い

ます。

Kacmarek:大村先生の最後のコメントには同感

です。 12月にヒツジのモデルを使った研究を JAPに

発表しました。胸部手術後，横隔膜が回復するまで

には 3~4 週間かかりました。横隔膜に sonomi

crometerを埋め込み，通常の呼吸と CO2刺激下での

呼吸で横隔膜機能を実際に測定しました。回復に非

常に長い時聞がかかりました。私も何らかの反射抑

制機序があるのだと思います。しかし，横隔膜の局
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所的な器質的な障害もあると思います。その理由は

現在ではクリスタルの埋め込みは別の外科医が行っ

ており ，その研究でわれわれが発表したものと比較

して異なったレベルの抑制が術後に見られたからで

す。 つまり ，誰が実際に外科手術を行ったかとい う

ことにより差が生じます。ですから，これは複雑な

現象であると考えられ，ある程度は反射の抑制かも

知れませんが，機械的な手技や患者管理の結果かも

知れません。いくつかの現象が合わさったものと思

います。

島田:ありがとうございました。次の発表者 Dr.

Kacmarekどうぞ。

Kacmarek:仕事量は力に距離を掛けたものです

が，呼吸器系では圧力に容量を掛け，一般的に 2つ

の単位すなわち kg.m/Iまたは joules/Iで表 しま

す。 ICUで患者を見る場合，呼吸の総仕事量を 3つ

の要素に分類しま す。 通常，私達は肺の仕事量と胸

壁の仕事量を調べますが，更に，人工呼吸器や回路

によって負荷された仕事量についても調べます。実

際には患者に食道内ノてルーンを挿入し，吸気相と呼

気相で経肺圧の変化を測定し，圧力一谷単曲線を描

きます。そして，これを弾性成分，気道の抵抗成分

に分けることができます。もちろん，もし調節呼吸

下で患者の機械的な換気を行い，気道内圧の変動を

調べた場合にも同様な曲線が見られ，これにより全

仕事量を計測する ことができ ます。健常者の肺の仕

事量については 0.35から o. 5 joules/Iといわれてい

ます。胸壁の仕事量もそれと大体同じです。従って，

現在われわれが経験している全仕事量は0.7から 1.0

joules/Iの間です。分時換気量が 61/分であると仮

定すると，私達の肺の平均仕事量は 2~3joules/分と

なります。 呼吸の総仕事量もこれの 2 倍で 4~6

joules/分となります。

そこで人工呼吸器や呼吸器回路などによる影響を

評価する場合，少し違った見方で負荷を調べます。

基本的には気道内圧の変化と一回換気量を P-Vカー

ブで調べます。いかなる人工呼吸器を通してでも，

CPAPで自発呼吸している患者を見る場合には，圧

が基線から偏位するほど患者が実際に行っている仕

事量は大きくなります。人工呼吸器での気道内圧を

見る場合は， -2 cmH20の偏位は気管内チュープの

先端では-4，-6 cmH20の偏位となり ，更に，食
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道内圧は -8，一10，-12 cmH20の偏位となりま

す。従って，仕事量の量的な測定値を得ることはで

きませんが，質的な見地からは気道内圧の変動を見

ることが重要だと思います。

まず人工気道のことから話します。気管内チュー

ブによる呼吸負荷を信じていないレジデントに私が

行っていることは，本人に内径 7mmのチューブを

通して呼吸させて，実際の呼吸苦を経験してもらい

ます。 Shapiroが 1986年に 4名の志願者で内径 9，

8， 7， 6 mmのチューブを通して呼吸させました。

被験者には食道内ノ{)レーンを付けています。従って，

彼らが測定したのは肺の仕事量と負荷した仕事量を

加えたものでした。一回換気量は 500mlに維持しま

したが，様々なレベルの分時換気量を得るために呼

吸数を多くし，総合的な呼吸負荷を joules/minすな

わち仕事率で測定しました。結果は負荷仕事量は気

管チューブのサイズを小さくするにつれて，分時換

気量を高く設定するにつれて，指数関数的に増加し

た。もちろん，肺疾患のために既に負荷が増大して

いる患者では，その影響は更に増大されます。

Mariniも気管内チューブを用いてガスの流れに対

する抵抗を invivoで調べました。流量 501/minで

の差を見ると，内径の小さいチューブの抵抗は非常

に増大します。患者においては流量が増加すると，

総合的な抵抗は更に大きくなることが考えられます。

私も特に経鼻気管内チューブで同じ現象を経験して

おり，患者の呼吸負荷に対する経鼻気管内チュープ

の影響についてはいつも心配しています。チューブ

は鼻咽頭を通過する際によじれることが多いと思い

ます。このよじれのために，分泌物が蓄積し，それ

がチューブの全体の抵抗よりも大きくなります。こ

れがこのグループが invitroではなく invivoでの負

荷の増大を研究した理由でした。肺モデルに対する

影響と比較し，患者チュープに取り 付けた際の分泌

物の蓄積とチューブ内腔のねじれの影響は予想以上

に大きいものがあり ，そのため私は現在では経鼻の

気管チューブの使用を極力避けています。

次に人工呼吸器の話に入ります。定常流システム

かディマンドフローシステムかに よって， 負荷され

る仕事量に影響する要因は数多くあります。定常流

システムの場合に負荷に影響すると考えられるのは，

システムを通る総流量， リザーパーの容量， リザー

人工呼吸 :8巻 l号

ノfーのコンプライアンス，および，PEEPパルプの

4項目です。そして PEEPパルプは評価が最も遅れ

ています。患者が負荷を最小限にするためには，態

者の最大吸気流速以上の十分大きなi流荒量の定常流を

必要とします。この時には比較的大きなリザーパー

を必要とし，いくらか堅めで，必要に応じて，実際

にリザーパーの中に溜まっているガスを急速に患者

回路に送ることのできるものが必要です。また市販

のPEEPパルプはすべて flowresistorであり ，私の

知る限りでは本当の thresholdresistorは全くありま

せん。これらの resistor型パルプは，すべて流速に

抵抗する特徴を持っています。 oCPAPから 10

CPAPにすると，いずれの定常流システムでも，ま

たそれについてはディマンドパルプシステムでも，

PEEPパルプ。や呼気ノ{)レブの機能が悪いために負荷

は顕著に増加します。

ディマ ンド システムでは，幸いなことに最近の人

エ呼吸器の大部分では， トリガー感度，装置の送気

能力，使用 している加湿器などの調節を行うことが

できます。 7200aでのデータではカスケード型の加

湿器に towerを付けたままにするか towerを外すか

によって大きな違いがあります。従って bubble

-throughタイプの加湿器を使用するか pass-overタ

イプの加湿器を使用するかによって，総合的な負荷

が違ってきます。

私達が oCPAPで調査したすべての人工呼吸器に

ついてのデータでは，Drager， EVIT Aが負荷する

仕事量が最も少ないという結果でした(図 6)。

towerを付けた 7200aでは，負荷した総合的な仕事

量は最大でした。定常流システムでは，5 1のレザー

ノfーバッグ付きで定常流 60l/minで使用しました。

このシステムより性能が優れていたのは，EVITAと

VEOLARだけでした。また，Newport人工呼吸器

も使用し ました。使用したのは E100と新製品の

N ewport BREEZEです。 これらの人工呼吸器に 51

のリザーパーバッグを取り 付 け，これらの装置でで

きる限り 最大の流速をかけました。 E100での最大定

常流は 481/分で，BREEZEでは 531/分でした。す

べての定常流システムでの負荷は，いずれのディマ

ンドパルプシステムでの総合的な呼吸負荷 とほとん

ど差がありません。従って，ディマン ドパルプの性

能は以前の報告と比べてかなり良くなったこ とが分
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に設定 したとき の「圧 (yコネクタ ー接続部) 容量曲線」

A-Drager Evita， B-Hamilton Veolar， C一定常流システム， D-Puritan-

Bennett 7200 a (Flow-by 20 l/分)， E-Intermed Bear 3， F -Puritan-Ben. 

nett 7200 a， G-Intermed Bear 5 (定常流 20l/分)， H-Newport EIOO， 1 

Bird 6400 ST， ]-Siemens Servo 900 C， K-Intermed Bear 5， L-Newport 

Breeze， M-Puritan Bennett 7200 a (Tower装着)，すべての呼吸器は 1 

cmH20で あ り加湿器 はpassover型のものを使用している。 Mだけは

Tower型の加湿器を使用している。

(Hirch CP， et al : Work of breathing during CPAP and IPS imposed by 

the new generation mechanical ventilators : A lung model study. Respira. 

tory Care (in press) より号|用)
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かります。臨床上では，少なくともこれらの装置聞

の総合的な効果の差を認めるのは困難です。 7200a 

の Flow-byはほかのどの装置よりも性能が優れてお

り， towerを取り除いた 7200aよりも優れていまし

7こ。

次に CPAPを10cmH20に高めました。総合的な

負荷は本質的には 10倍になりました。 VEOLARと

EVITAについては，負荷がいちばん低い結果でし

た。定常流システムの性能は良好でしたが，これら

の装置で問題だったのは PEEPパルプすなわち呼気

弁が flow resistorであったということです。

BREEZEの負荷仕事量はほかの装置よりわずかに高

くなりましたが，その理由は呼気弁の流速に対する

抵抗特性がほかの人工呼吸器のものよりも高かった

からです。しかし，負荷量は私達の定常流システム

の場合と大体同じ結果になりました。

CPAPとその限界については，私達は FRCレベル

を高めるために CPAPや PEEPを肺にかけます。通

常の場合は，これは酸素化を改善し，呼吸仕事量 を

削減し，総合的な心臓の仕事量を削減しようとして



38 人工呼吸:8巻 l号

表1. Pdi，肋間筋電図，呼気胃内圧に対する CPAP，IPS (プレッシャーサポート換気)，

IPS/CPAPの影響

CPAP 

cmH，O 10 15 10 

p(cdmi H20) 8.9 12.3* 4.3・
EMG 8.3* 11.7* 2.5* (Au) 

Pgas 
(cmH，O) 2.2* 4.4* 0.0' 

Au-arbitrary units 

* Di任eredfrom quiet breathing (P<0.05) 

行われます。 CPAPの使用については皆さん同意見

だと思いますが，主要な適応症は急性呼吸不全や肺

水腫の患者です。しかし，少なくともコンプライア

ンスのモニタ リングを行い， FRCを向上させる上で

効率的に行っているかを確定する何らかの方法が必

要だと思います。ご承知のように， FRCを判断する

のに inductanceplethysmographyとかある種のX線

法を用いない限りは，CPAPをかけた時の FRCレベ

ルを知ることは非常に困難です。しかし， CPAPを

限局的な肺病変のある術後患者や外傷性胸部損傷患

者に用いる場合，あ るいは，ほかのすべての CPAP

適用例に用いる場合でも，目的とする FRCを獲得し

たかどうかを確定することが重要です。しかし，コ

ンブライアンスおよび抵抗の局所的な変動により，

最適な CPAPレベルを確定するのは非常に難ししh

と少なくとも私は考えています。その代わりに，実

際には私は CPAP使用の目的を達成したかどうかを

調べています。すなわち，総合的な負荷を削減でき

たか，換気ノfターンを正常にできたか，患者の循環

状態を安定させることができたか， 当該患者の基礎

となる状態や酸素化を正常に維持することができた

か，と いうことを調べています。従って，大多数の

患者において最適な CPAPレベルにあるかどうかを

調べる合理的な方法は，CPAPの適用と考えている

目標を達成したかどうかであると思います。少なく

ともベッドサイドで検討するための現在の私達の能

力レベルでは，適正 CPAPレベルに到達したと言え

る明確な指標を見付け出すことができるかどうかわ

かりません。これらの目標やそれらの達成レベルは

患者によって変動するもので，患者の状態により目

IPS IPS/CPAP Control 

15 10 15 

5.2* 3.7* 3.9* 7.8 

1.6事 4.6 4.9 4.9 

。。 0.5 1.1 0.0 

標が何であるか，実際に どのような結果になるべき

かが左右されると思います。

終わりに少し時間をとって，私達が American

Reviewに提出したヒツジのモデルに関するデータを

紹介したいと思います(表 1)。開胸術により，横隔

膜の肋骨面と腹腔面に sonomicrometerを埋め込み，

また，両面に EMGを埋め込みました。これらのヒ

ツジは食道内バルーンと胃内ノfルーンを挿入しまし

た。そして 5，10， 15 cmH，Oの CPAP，5， 10， 15 

cmH，Oの PSVの組み合わせでの効果を検討しまし

た。コンビネーションは PSV5+CPAP 5， PSV 

10+CPAP 10， PSV 15+CPAP 15です。私達が比

較したのは横隔膜の EMG活動です。これらのヒツ

ジでは術後 24~48 時間に実施しましたが，ヒツジは

すべて立位で，鎮静剤は投与しておらず，自発呼吸

をしていました。 CPAPでは 5，10， 15と上げた時，

総合的な EMG活動の高まりが見 られました。単純

にEMG信号を積分して調べました。微分と H/L比

は調べませんでした。 CPAPを増加させると， EMG 

活動は顕著に上昇しました。 Pdiの顕著な増加も見ら

れました。 PSVでは，正反対の結果が見られまし

た。興味を引いたことは 2つを一緒に組み合わせ

た場合には本質的にコントロール値と同じ EMG活

動を維持することができたということです。そして，

発生する Pdiは顕著に低下させることができました。

呼気時の腹圧の発生をも調べてました。 CPAPを

高めると， CPAP 15で最高 5cmH，Oの呼気時の腹

圧が発生しているのが見られました。これはヒツジ

が CPAP 10 cmH，Oレベルでは CPAPOcmH，Oで

の FRCレベルを維持しようとして腹筋を活用したと
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考え られます。この筋肉は FRCをそれ以上のレベル

にはさせず，呼気相で腹筋を活性化させたことにな

ります。 PSVとCPAPを組み合わせた時には，腹圧

を5cmから 1cmH20にまでほとんど完全に低下で

きました。

ヒツジで肋骨面の EMG活動と呼気終末 CO2も調

べました。 CPAPレベルを上昇させると呼気終末

CO2が増加し，この変動は PSVをかけるにつれて減

少しました。基本的にはこのデータでの結論は，た

とえ CPAPは臨床的には頻繁に用いられているとし

ても呼吸仕事量に対しては好ましくない影響を及ぽ

すことがあり ，実際に CPAPを用いる患者を選ぶ場

合には十分注意する必要があるということになりま

す。少なくともこのデータでは， 10 cmH20に達す

るとヒツジは腹筋を活性化させて腹圧を高め，過剰

に増加した FRCを最小限に抑えようとしました。結

論としては， CPAPを使用しようとする場合で，患

者の腹部に緊張が見られる場合には，恐らく CPAP

はPSVと一緒にかけて，過剰 CPAPにより起こる

過剰 FRCの再構築という好ましくない影響(と私は

呼んでFいます)を逆転させるべきです。

次に auto-PEEPの管理における CPAPの効果に

関する巌近の 2~3 の文献に言及します。これは

American Review of Respiratory Diseaseに Milic

-Emiliのグループが今月発表したものです。確か 7

名の患者だったと思いますが全員人工呼吸からの

ウィ ーニ ング期で，6~ 12 cmH20の auto-PEEPに

なり自発呼吸をしている 患者に対して，彼らは 5，

10， 15 cmH20のCPAPを加えた時の効果を調べま

した。

コントローjレから CPAP 5， CP AP 10， CP AP 15 

にすると，総合的な負荷は顕著に減少しています。

これが起こった理由は auto-PEEPのレベルが変動し

たためでした。私の経験では，このレベルの PEEP

でも気道抵抗の高い自発呼吸患者に加えるにはかな

り慎重でした。彼らの発表したデータでは，このグ

ループの患者では auto-PEEPのために CPAP15の

方が良いことを示しています。

Mariniのグループが 1988年 12月に JAPに発表

したデータのことは大部分の方が御存じと思います

が，彼らも同様なタイプの患者を調べています。こ

れらの患者は離脱期ではなく，人工呼吸が行われて
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いました。ここで言いたいことは，CPAPをかけた

際には最大気道内圧は 32，33， 37で， プラ トー圧も

17， 19， 23と大きな変化は見られず，少なくとも彼

らが行った CPAPレベルの全体的な上昇とは同じ程

度ではなかったと いうことです。

これら 2つのデータと対比して，1989年 l月か2

月に AmericanReviewに発表された研究では，この

場合も 6~7 名 の慢性閉塞性肺疾患患者で CPAP レ

ベルを 0，5， 10， 15 cmH20と変え，呼吸数を変え

て分時換気量レベルを変更しています。彼 らが見い

出したのは，基本的には先の 2つの研究者とは正反

対の結果でした。つまり 患者に PEEPをかけた ら，

プラトー圧は大幅に上昇 し，最大気道内圧は大幅に

上昇し， 全体的な FRCは増加しました。そして呼吸

数が上昇すると airtrappingの量が多くなりました。

何故あるクツレープで CPAPが有効で別のグループで

は総合的に好ましくないかということを説明するも

のは， dynamic compressionが存在することである

と思います。 PEEPの使用で肯定的な結果が示され

た 2つ の 研 究 で は ， す べ て の 患 者 は か な り の

dynamic compressionがあることが証明されていま

す。 auto-PEEPを治療するための CPAPの使用が

肺の過膨張を起こし，循環系の抑制を不したこの最

後の文献は， dynamic compressionのない患者で し

た。患者には auto-PEEPや airtrappingがありまし

たが，dynamic compressionはありませんでした。

従って CPAPは患者管理に対して非常に有用な補助

手段のように思えますが，CPAPを適用す るすべて

の患者で負荷が軽減されることはないということで

す。個々の患者の病態により正反対の結果を生じる

ことがあ るので，CPAPを患者に用いる場合は十分

に注意を払い，選択しなければならないと思います。

最後に， どの時点で患者に CPAPから人工呼吸器

による換気補助を行うかについて述べます。普通，

私達は患者に必要以上に自発呼吸させていると思い

ます。このことを調べる最良の方法は，ウィーニン

グさせる時に患者を見るのと同じ方法で換気不全を

起こしている患者を見ることだと思います。ウィー

ニングを止めて機械的な換気に移行する指標は，私

達が自発呼吸を止めさせて患者を休ませる時に用い

る指標と同じです。これらの指標は，呼吸筋の実際

の疲労または差し迫った疲労，あるいは，単に換気
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負荷の顕著な増大，呼吸数 30~35/min での換気ノ f

ターンの変化，少ない一回換気量，循環系の窮迫，

補助的な筋肉の使用， paradoxicalな呼吸に関係して

います。最も重要なものは最後のものだと思います。

というのは，私達は低炭酸血症が顕著になり ，アシ

ドーシスになってから患者を休息させることが多い

からです。このことは呼吸筋の機能不全患者の管理

における大きな過ちのひとつであると思います。疲

労や差し迫った疲労に関連した徴候をそれまでの治

療法を止めて変更するための指標として用いるどこ

ろか，機能不全があまりに悪くなって重大な低炭酸

症を起こすまで待ってしまっています。

島田:呼吸仕事量と CPAPについての包括的な見

解をありがとうございました。 auto-PEEPの機序に

ついても付け加えてくださいました。討論をお願い

します。

武j畢:呼吸仕事量に対する CPAPの効果に関して

日本では甚だしく混乱しています。 CPAP中には横

隔膜の EMG活動は高まることを示されましたが，

それは CPAPは正常に近い肺や過剰な CPAPを用い

た場合は呼吸仕事量を軽減せず，呼吸仕事量を増大

させたということ だと思います。そのメカニズムは

どうなっていますか。

Kacmarek : CP APの使用を調べる場合，呼吸仕

事に対するその影響は CPAPを加える患者の病態に

よって決定されます。私が示したヒツジはすべて術

後 24~48 時間で，肺感染の徴候は全く見られません

でした。ヒツジに CPAPをかけた時には，横隔膜の

長さの変動によって FRCを増加させたと考えてい ま

す。その結果起こったことは，収縮させる際に横隔

膜をその長さ 張力曲線上で有効性の劣るレベルに

まで動かしたということだと思います。そのために

同じ容量変化を維持するためにはより大きな電気的

な活動が必要となり ，患者の全体的な負荷が増大す

る結果になります。一方，CPAPが正常な FRCを構

築する場合には，虚脱肺胞を改善します。患者の肺

と胸郭をその肺のコンブライアンス曲線上の最適状

況にまで動かし，肺を過度に拡張することはしませ

ん。もし，そうであれば負荷は減少することになる

と思います。そうでなく，ただやみくもに CPAPを

使用すれば先生のおっしゃる通り大きな混乱が起こ

ります。個々の患者の状態により結果は正反対にな
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ることがあるからです。

武j撃:それから auto-PEEPに関連して dynamic

compressionのある患者では CPAPで auto-PEEP

が下がり ，呼吸仕事量を減少させると言われました

が，臨床上では dynamiccompressionがあるのとな

いのを区別するのは非常に困難だと思います。時に

は，同一患者で dynamiccompressionのある部分と

ない部分が共存することもありますので，臨床上で

はどのように患者の評価を行いますか。

Kacmarek:先生のご意見には全く同感だという

ことだけ言わせて下さい。どの患者にとって auto

PEEPを軽減するのに PEEPが効果があるかを見分

けるのは非常に難しし私達が用いる時も有効な結

果ではな くて有害な結果になるのではないかといつ

も心配します。見分けるために，しっかりした基準

はありません。そのことについては後で話しましょ

フ。

木村:最適な CPAPレベルを決定する際， Pdiや

食道内圧の変動をモニターすることはど うでしょう

か。

Kacmarek:モニターしたことはありません。し

かし， Pdiを調べた場合，もし，管、者の肺胞が虚脱して

いれば患者は同じ一回換気量を維持するためには非

常に大きな Pdiを発生しなければなりません。これ

らの肺胞を開存させて実際に呼吸仕事量を軽減した

場合には， Pdiは低下すると思います。逆に FRCレ

ベルを越えて実際に横隔膜を過伸展した場合にも，

Pdiの上昇がみられるはずです。つまり肺容量が減少

したら高くなるでしょう。それから病態が正常化し

て，もし肺が過膨張すれば，また Pdiは上昇するで

しょう。従って私も同感です。非常に論理的にモニ

ターできると思います。

大村 :非常に興味深いと思ったのは， 15 cmHzO 

のCPAPで呼気筋の活動の高まりが見られたという

ことです。通常，分時換気量 40l/分で呼吸すると

か，呼気の抵抗負荷を非常に高くするとかしなけれ

ば，呼気筋は全く使いません。 15cmHzOのCPAP

だけで呼気筋の活動を引き起こしたのは非常に興味

があります。どのように解釈しますか。

Kacmarek:これらの ヒツ ジにとっては， 15cmHzO 

で作り出されるレベルの FRCで自発呼吸する場合，

CPAPによ る吸気の負荷が大き過ぎる と感じたのだ
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と思います。従って負荷を防止したり最小限に抑え

るために，呼気筋を活性化することで低い(正常の)

FRCになるまで横隔膜を動かしたとい うことです。

このことは慢性閉塞性肺疾患の患者にも見 られるこ

とがあり ，腹部を触診しでもすぐ分かります。

CPAP 15で引き起こされた FRCが過剰であったと

いうことです。

西村 :大村先生の質問に関連しますが， ドッドが

1988年か 1989年だと思いますが，JAPの報告につ

いてです。被験者に対して吸気相ま たは呼気相で抵

抗を負荷した時ですが， この抵抗を克服するために，

呼気相では被験者は呼吸筋の 2倍の酸素消費量を必

要としました。呼気相で抵抗を克服するには，強固

な胸郭と腹筋が必要です。もしそれが強くなければ，

呼気抵抗を克服することはできないと言っています。

時間:吸気の呼吸仕事量を軽減することは重要だ

と患います。しかし，呼気の呼吸仕事量を軽減する

ことも重要です。また， PEEPパルプやその他の装

置の特性も非常に重要です。

Kacmarek:同感です。それを見る場合，どの程

度大き過ぎるかということは確かではありません。

ある患者には仕事を軽減する必要もあれば，ある患

者では trainingのため呼気仕事誕を負何する必要も

あります。慢性肺疾患の患者において患者のウィー

ニングを行う場合，たとえ CPAPを用いないとして

も，その高い流量に抵抗して呼吸することにより負

荷した呼気抵抗が効果があることがあります。その

理由は，ちょうど人工気道を取り付けていない時の

唇や声帯と同様に resitor様の効果があるからです。

このク。ループの患者では，呼気の負荷は効果がある

と思います。そのほかの術後患者では，これらは不

快感だけです。定常流に対して呼吸することは負荷

となることがあることはよく知られていることです。

島田 :次の演者に移りましょう。時間先生，どう

ぞ。

時岡:auto-PEEPについて述べます。 auto

-PEEPは慢性閉塞性肺疾患の患者では一般的に見ら

れ，調節呼吸時は容易に測定することができます。

一方，自発呼吸時においては， auto-PEEPを測定す

ることは非常に困難です。 自発呼吸下に auto-PEEP

を測定するひとつの方法は，inductive plethysmo-

graphを使用す ることです。この方法では，胸郭の
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ガス容量は外部から加えた auto-PEEPを越えた場合

にのみ増加するということを仮定としています。も

うひとつの方法は，食道内圧を連続的に測定して肺

胞内圧の変化を推測することです。本研究では

Fleulyの気道閉塞法を用しh ウィーニ ング時の自発

呼吸患者での auto-PEEPの発生率と pressure sup-

port ventilation (PSV)の影響について調べました。

対象は，換気補助を必要とした術後あるいは急性

呼吸不全の患者 14名です。これらの患者はウィーニ

ング中で，5~10 cmH20レベルの PSVにより自発

呼吸をしていました。 PEEPは用いていません。流

量および気道内圧は気管内チュープの口側で，食道

内庄は， 先端にトランスデューサを取り付けたカ

テーテルを用いて食道の中央レベルで測定しました。

auto-PEEPは気道の閉塞法により測定しました。気

道の閉塞は終末呼気時に用手法により行い，患者に

は閉塞状態での自発吸気努力を 2~3 回実施させまし

た。気道内圧は，気道閉塞後陰圧に偏位した後，呼

気の際にプラトーを形成しました。気道内圧のプラ

卜ーは，呼吸筋が弛緩し肺胞内圧と 気道内圧が平衡

になるときです。気道内圧の変動と食道|付陀の変動J

は同様でした。 l名の患者は測定中に端息発作を起

こしました。 auto-PEEPはこの端息患者 会除く 13

名のうち PSVOcmH20では 5名に見られました。

auto-PEEPの平均値は 0.9cmH20で，その範囲は

0~3 cmH20でした。 PSV10 cmH20では， auto 

-PEEPは1名を除き OcmH20に低下しました。症

例を呈示します(図 7)。

この患者は， PSV 0 cmH20で auto-PEEPは3

cmH20， PSV 10 cmH20で 1cmH20に低下しまし

た。呼気終末時の食道内圧も， 1 cmH20から 1 

cmH20に低下しました。 PSVOと10cmH20にお

ける呼気終末時の食道内圧の差は，閉塞法による

auto-PEEPの差と同じでした。

端息の症例では， PSV OcmH20では，食道内圧

は一10から12cmH20の聞を変化しました(図 8)。

PSV 10cmH20では，食道内圧は 3か ら6cmH20 

の聞を変化しました。呼気終末時の食道内圧は PSV

レベルを高めると低下し，PSV OcmH20では 12，

PSV5では 8，PSV 10では 6cmH20でした。同じ

瑞恵、患者で気道閉塞時の気道内圧曲線を記録します

と，PSV 10では auto-PEEPは5cmH20でした。
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図 7 症例:67歳，男性，片肺全摘術術後

PSV 0 cmH20では，auto-PEEPは 10cmH20で b

た。

以上まとめますと，人工呼吸器からのウィーニン

グ時の 13名の患者のうち 5名で auto-PEEPが存在

しました。 PSV10cmH20では，auto-PEEPはl名

を除きゼロに低下しました。ウィ ーニ ング時の患者

においては auto-PEEPレベルは低かったのですが，

吸気筋は人工呼吸器をトリガーするために auto

-PEEPのレベルだけ余分な圧を発揮しなければなり

ません。このことは吸気仕事量を増大させ，人工呼

吸器からの離脱を困難にさせることが考えられます。

本研究で用いた気道閉塞法には限界があります。呼

気終末の前に防塞を実施した場合には，測定された

auto-PEEPは実際の auto-PEEPより過大評価しま

す。自発呼吸の際には呼吸サイクルは一定ではない

ので呼気終末時に正確に閉塞することが重要です。

更に，患者が気道閉塞時に弛緩していない場合は

auto-PEEPを過大評価すると考えられます。結論と

して，ウィ ーニング時に， 13名の患者のうち 5名で

1~3 cmH20 の auto-PEEP が見られました。 PSV

はauto-PEEPオフセットすることができました。

島田:ありがとうございました。

西村:PSVが auto-PEEPを下げたメカニズムを

教えて下さい。

時間 :PSVは呼吸数を低下させ，呼気時間を長く

します。従って呼気時間の延長が auto-PEEPの低下

に役立っていると思われます。

Kacmarek:私も同感です。それはより大きな一

回換気量を与えたからで，呼吸数を下げ，呼気時間

を長くしたからです。呼吸数はどの位変動しました

か。

時間:この研究では呼吸数の影響は調べていませ

ん。もちろん，PSVでは一回換気量は増加しますの

であまり高いレベルの PSVは，呼吸数を低下させる

反面，息を吐き出すためには一層長い時間を必要と

して auto-PEEPレベルを低下させない可能性があり

ます。

Kacmarek:このことが auto-PEEPの大きさを変

えようとして日常的に PSVを用いることに対して抱

いている懸念なのです。私も PSVをかなり用います

が，慎重に検討し， dynamic compressionがある患

者には用いないことが多いのです。より大きな一回
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図 8 77歳，女性，肺葉切除術術後，端息発作

換気量を与えると 一層長い呼気時聞が必要となり，

その結果，auto-PEEPレベルを下げるのではなく ，

実際にはそのレベルを上げてしまう心配があるから

です。

時間 :PSVが auto-PEEPを下げら れるかとい う

ことは， 一回換気量と 呼吸数の両方に関係していま

す。今回の患者は，大手術を受けたり急性呼吸不全

の患者で，このような患者では通常 FRCは少なし

一回換気量も大きくありません。通常のレベルの

PSVを行っても一回換気量は あま り大きくないの

で，肺の過膨張は起こりません。しかし.COPDや

気道抵抗のある患者に PSVを用いると，患者は過膨

張を起こす可能性があるので注意する必要がありま

す。

Kacrnarek:それが大きな問題だと思います。術

後患者に対しては日常的に PSVを用いているのです

か。

時間:日常的に用いています。また，この研究で

はPEEPは用いませんでしたが，通常少な くとも 5

cmH20のPEEPを用いています。 5cmH20PEEP 

または 5cmH20のPSVはauto-PEEPを下げると

思いますo

Kacrnarek:私も同じことをしていますが，私は

組み合わせて行って います。このような負荷の増大

が心配な患者では大抵5cmH20のCPAPを用い，

更に 5または 10cmH20のPSVを用いています。

CPAPはauto-PEEPの影響を最小限にする 可能性

がありますが.PSVは横隔膜の負荷を除去して，患

者には以前よりも深い呼吸をすることができるよう

にします。その結果，呼吸数が少な くなります。

島田:それでは，次は武津先生お願いします。

武j畢:今日はPSVの限界について述べます。現在

までのところ，呼吸の方式としては assist venitIa-

tion. PSV. PCV. PPSVの 4つのタイプの圧補助

呼吸法があります。最後の方法は前回の CCM学会

で報告しました。圧補助換気の利点は，流量が常に

目標圧に対してサーボ制御されているので患者の呼

吸努力との同期性が良いということです。 PSVでは

気道内圧が目標信号です。しかし，気道内圧を目標

として用いると，これが横隔膜の収縮ノfターンから

物理的に離れるので吸気努力からの遅れと歪みの両

方を引き起こすことになります。 PSVの場合のよう
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に気道内圧の代わりに胸腔内圧を目標圧として用い

ると，胸腔内圧補助呼吸 (PPSV) と呼ばれる新しい

人工呼吸を行うことができます。 PPSVの利点とし

ては，第 1に患者呼吸努力の遅れや歪みが少ないこ

と，第 2に患者の呼吸努力に直接関係した目標圧で

あることが考えられます。本研究においては，様々

なインピーダンスをも った肺の自発呼吸を シ ミュ

レーションできるモデル肺を使用し，病的肺におい

ても PPSVの長所と限界を立証することを試みまし

た。 一方で，このことが病的肺に対する PSVの応用

の限界を明らかにすると考えられます。

昨年 Dr.MacIntyreが来日された時にモデル肺の

報告をしましたが，このモテソレ肺を今回は大幅に改

良できたと思います。私達のモデル肺は， 2 bellows 

in box法を用いました(図 9)。胸壁のコンブライア

ンスは 0.12l/cmH20に設定しであります。気道抵

抗は resistor型抵抗器を使用し，抵抗値は 5と20

cmH20/ l/secでした。人工呼吸器は Siemens

Elema Servo 900 Cを使用しました。感度は 1

cmH20にセ ットし，駆動圧は PSV時には60cmH20，

PPSV時には 15cmH20に設定 しました。 PPSVは

同 じ人工呼吸器で気道内圧の代わりに胸腔内圧を

目標圧としてモニタリ ング し，PSV 0 cmH20の

PSVモードで送り込みました。 一回換気量，気道内

圧，気密箱内の圧 (Pp1)，および，呼吸仕事量の諸

量を測定しました。 3種類の呼吸モードの呼吸仕事

量を比較するために，それぞれのモードの一回換気

量は jet-flowの大きさ，または，PSVのレベルのい

ずれかを調整して 700mlに設定しました。呼吸数は

20回/分でした。総コンブライアンスは 0.06l/ 

cmH20です。

結果は吸気流量は， PPSVの方が PSVより低値で

した。それぞれ胸腔内圧と一回換気量に相当する圧

容量曲線は， PPSVでは最も小さい表面積を示し

ており ，しかもほとんど直線でした。 PSVと同様，

吸気仕事量は完全に軽減されました。総コンプライ

アンスを 0.026l/cmH20に下げた時(肺のコンブラ

イアンス 0.04l/cmH20) では圧一容量曲線では，

PPSVの方が小さい表面積を示しています。人工呼

吸器をトリガーする遅延時間は PPSVで280msec， 

PSVで 180msecでした。 PSVの方がトリガ一時間

が短いのは，コンプライアンスが低いことにより時

人工呼吸 :8巻 1号

図 9 モデル肺の模式図

定数が下がったためです。 PSV中には，初期の呼気

相で胸腔内圧の陰圧への偏位が見ら れました。これ

は呼気相で発生するので，吸気に負荷が加わること

を意味するものではありません。しかし， PSV時に

は胸腔内圧の overshootingが見 られま した。 このこ

とは PPSVと比較して，PSVの方が患者の吸気特性

に比して吸気流速が早く ，吸気時聞が短いことを示

していると考えられます。

正常なコンプラザアンスのモデル肺に抵抗を加え

ますと，PSV時には気道内圧の振動が見られまし

た。トリガ一時間は PPSVが 200msec， PSVが 380

msecでした。 PSV時におけ るトリガー時間の上昇

は，抵抗を加えたことにより時定数が長くなったた

めです。コンブライアンスの低い肺とは逆に，pres-

sure supportする時間は呼気相初期にまで延長し，

呼気相では胸腔内圧の陽圧への偏位が見られ， auto 

-PEEP発生の危険性が疑われました。

高い抵抗と低いコンプライアンスの両方をモデノレ

肺に加えますと，トリガ一時間は PPSVが 200

msec， PSVが 140msecでした。これも低いコンプ

ライアンスにより時定数が正常化したためです。

PSV中の胸腔内圧の陰圧への偏位も低いコンプライ

アンスによるものと考えられます。従って，ト リ

ガー遅延時間と呼気相での胸腔内圧の陽圧への偏位
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の影響は，低いコンブライアンスの superimpose効

果により排除されました。 PPSVでは人工呼吸器の

サーボメカニズムを胸膜腔へ働らかして胸腔内圧を

目標圧として用いており ，従って患者の実際の信号

に近くなっています。従って，これには病的肺にお

ける吸気仕事量を軽減する潜在的な利点があります。

しかし，PPSVは一定の胸腔内圧を維持しようと

するので，圧補助は初期の呼気相においてもまだ継

続しており ，呼気相で胸腔内圧の陽圧偏位を引き起

こすことになります。この現象は抵抗の大きい肺に

おいて PSVの時にも見られました。従って PPSV

とPSVの両方の場合において，呼気の開始の認識が

まだ問題となっています。 PSVの主たる限界は抵抗

の大きい肺に対する適用です。トリガ一時間は時定

数が大き いために一層長くなりま す。 PSVによ る一

回換気量の増加と吸気時間の延長は auto-PEEPを引

き起こす危険性が考えられます。私達のモテ'ル肺の

場合のように肺が受動的に呼気していても，抵抗が

そのような問題を引き起こすことがあります。肺が

能動的に呼気している 時には， 予期せぬほど高い胸

腕|付Irが呼気の始まり時に発生することがあります。

結論として，病的肺に PSVを使用するにはまだ特別

な注怠を払う必要があります。

島田 :これはモデル肺の実験でした。コメン卜は

ございますか。

Kacmarek:胸腔内圧の変化を利用したデータは

非常に素晴 しし全く 同感です。私の懸念はメカニ

ズムについてではありませんが，私もこれを日常的

にできたら良いと思っているのですが，どのように

したら侵襲少なくモニターできるでしょうか。私達

はいろいろな機会に人工呼吸中の患者に食道内ノf

fレーンを挿入することを試みましたが，私達が肺機

能検査室で使用している通常の薄い食道ノ{jレーンを

ICUで使用することは事実上不可能でした。その圧

変化からトリガーすることの効果は，それに関連し

た問題のマイナス面より大きいとお考えでしょうか。

武j撃:現在患者で信号を捕えようと試みていると

ころです。木村先生が次に食道と Pdiのモニタリン

グについてお話しにな りますが，私は人工呼吸器を

トリガーするための Pdi信号を捕えようとしている

ところです。時々，人工呼吸器をトリガーするのに

非常に大きな吸気努力を必要とする患者に出会いま
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すが，そのような場合には気道内圧と Pdiからの 2

種類の入力信号を使えるとよ いと思います。

Kacmarek:そうできたら素晴しいと思いますが，

先程言いましたように，大きな問題を抱えている患

者は auto-PEEPのある 患者です。しかし，auto 

PEEPを除去したり，その存在を確認することは難

しいことです。食道内圧の変化により人工呼吸器を

トリガーすることは，少なくとも呼吸仕事量の見地

からは auto-PEEPの存在の問題を除去することにな

ると思います。しかし，バルーンを適切に膨張させ，

正しく位置させ，患者が動いたり 8時間， 12時間，

1日 2日の うちにあれこれ起こった時，それを維

持することは技術的に非常に大きな問題です。

武j畢:同感ですが，何か別の信号があれば良いの

ですが。

Kacmarek:そういうことではなし私は先生が

既に取り組んでいるか知りたかっただけです。先生

の意見に全く同感であり，引き続き追求すべき素晴

しいテ マであると思います。それによって患者と

人工呼吸器の協調がはるかに良くなると思います。

ただ，それそするのに出てくる技術的な問題を心配

しているだけです。

時間:人 l呼吸器のトリガ一方法を改善すること

は呼吸仕事量を削減するよで非常に重要です。食道

内圧を求めることが重要であると言われましたが，

人工呼吸器をトリガーするもうひとつの方法として，

圧ではなく流量によるトリガーがあります。流量の

情報を得ることは食道内圧を求めるのに比べればそ

れ程難しくありません。どちらの方が呼吸仕事量を

減 らすのに効果があるとお考えですか。

武津 :流量計の感度による と思います。 Flow-by

systemを使用すれば，恐らく 11/min以下の相違を

捕らえることができます。その場合は呼吸仕事量を

最小限に抑えることができるでしょう。しかし感度

を上げると， S/Nが高 くなり ，信号はノイズにより

変動します。従つである程度の限界があると思いま

す。ひとつの方法は，愛知医大の明石先生が報告さ

れているように流量計を口元に置きます。流量を求

めて人工呼吸器からディマン ドフローを与えます。

この方が精度は上がります。しかし 2個のセン

サー，すなわち吸気センサーと呼気センサーを使用

する場合は 2つのトランスデューサの感度や精度
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が非常に重要となります。

時間:圧情報を気管内チューブの先端か ら得る方

法はどうでしょうか。特殊な先端の圧サンプリング

チューブを利用できますが，試されましたか。

武漂:私は試していませんが，西村先生が新生児

で試みています。特に気管チューブが細い新生児で

はその方がはるかに良いでしょうが，それでも横隔

膜， EMG，筋肉からは掛け離れる分だけ呼吸仕事量

軽減には限界があります。

区acmarek:一言コメントさせていただきます。

圧が筋肉から発生する点に近付けば近付くほど良い

と思います。流量でトリガーする方が圧でトリガー

するよりも良いということについては同感です。た

だし，チューブに水がたまり，ノイズが多くなり，

共鳴が多くなり， self-cyclingが多くなるなどの問題

があります。しかし，流量でトリガーすることや気

管内チュープの先端で トリガーすることでは，負荷

を増大させる auto-PEEPの影響を除去することには

なりません。増大した仕事量を最小限にすることの

できる方法は，胸腔内圧を調べることだけです。平

均的な術後患者では，負荷が小さいとか o. 5 joules/l 

であるとかは全く重要ではありません。重要なのは，

重度の呼吸筋の機能不全のある患者，そして auto

-PEEPを起こす可能性のある患者だけです。

大村:横隔膜の吸気活動の信号を捕らえるもうひ

とつの可能性として考えたのは， Respitraceを使っ

て胸郭下部の拡張をモニターすることです。恐らく

わずかな拡張で，気道内圧を下げるには十分ではな

いと思われますが。このスピードは遅いでしょうが，

可能性として思い付いたことです。この点に関して，

どなたか経験あるいはコメントはありませんか。

西村:ある日本の医師がそのようなセンサーにつ

いて報告しています。彼は歪みゲージを使用し，セ

ンサーを下肋間筋に触れさせています。気道内圧よ

りも良いということです。また，このシステムは小

児患者にも有用だと言っていますが，本当かどうか

はわかりません。

Kacmarek:装置を正しい位置に長い時間保って

おくことはかなり難しい。 respitraceタイプの装置

を正しく作動させたい場合にはベルトを常に保つこ

とが問題です。

西村:トリガーするための条件の設定は PSV時と
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PPSV時は同じですか。

武j畢:同じで， 1 cmH20です。

西村:臨床上では食道内圧は必ずしもゼロ ではな

いから，陰圧からのトリガーは難しくありませんか。

武j峯:差圧 トランスデューサを使って，ゼロ をシ

フトしたい場合は，差圧トランスデューサの反対側

に陰圧をかければよいのです。簡単にできます。

時岡:臨床では，患者は通常は仰臥位にあり，食

道内圧は胸腔内圧と縦隔の重量の両方の影響を受け

ています。そのため基準点を決定するのは非常に難

しいと思います。

武j畢:私達が使お うとしているのも Pdiです。心

臓の振動はお互いにキャンセルさせることができる

からです。そうすると，曲線はより滑らかになりま

す。それでもまだ問題があります。すなわち，何が

ゼロかということです。食道内圧もそうですが，胃

内カテーテルの先端はいくらか動いています。その

ため微妙な影響が出ます。

島田:そのことについては木村先生が後で発表し

ますので，実際のモニタリング記録を見て下さい。

次の発表者は木村先生です。お願いします。

木村:適正 PSVレベルを決定するための経横隔膜

圧モニタリング (Pdilの有用性の評価について述べ

ます。横隔膜を横断する圧すなわち Pdiを測定する

ことは，横隔膜の疲労を理解する上で重要であると

言われています。しかし臨床上で Pdiをモニターす

ることは，患者が経鼻胃カテーテルに加えて食道内

バルーンカテーテルも飲み込まなければならないの

で多少困難です。従って，私達は吸気努力を評価す

るために Pdi測定用の新しい多目的経鼻胃管カテー

テルを開発しました。今日は適正 pressuresupport 

レベルに焦点を絞って述べます。私達の新しく開発

した多目的経鼻胃管カテーテルには管腔が 5つあり

ますーサンプ，サーミスタ，胃内圧，食道内圧およ

び主吸引口です。最適な PSVレベルについての検討

から入りたいと思います。まず，最適な PSVレベル

を決定する単純な方法は，例えば MacIntyreが

PSVmax として報告している 10~12 ml/kgの一回

換気量を求めることです。もうひとつの方法は正常

の呼吸数が得られるサポート圧で， これは1O~25

回/minと様々です。そこで，適正 PSVレベルを決

定する際の吸気努力のパラメータとして Pdiに注目
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しました。機械的な換気補助を必要とした 6名の患

者を選ぴ，胃内圧と食道内圧を同時に測定しました。

それぞれの PSVレベルは.20分間維持しました。

更に. 100%酸素中でのT-ピーストライ アルを 2分

間行い，個々の患者で自発呼吸努力を調べました。

F102とSIMVrateは一定にしました。 PSVレベル

を高めると食道内圧は低下しました。過度に PSVレ

ベルが高くなると，食道内圧は上の方にシフトしま

すが，これは肺が過膨張していることを示唆してい

ます。そこで，最適な PSVレベルは食道内圧の陰圧

および陽圧への偏位が最も少ない圧と定義しました。

Pdiの計算は食道内圧の陰圧ピークのところで行いま

した。 MacIntyreの PSVmaxは一 回換気量は

10~12 ml/kgです。私達の方法で確定した最適な

PSV レベルの一回換気量は 6~19 ml/kgと大きな差

がありました。 呼吸数は PSVレベルが高 くなると低

下 しま し た。 最適 PSV レベルでの呼吸数は 13~26

回の範囲でした。 最小呼吸数は必ずしも最適なPSV

レベルとは関連がありませんでした。 PdiはPSVレ

ベルが高くなると直線的に低下 しました。 PSVレベ

ルが高くなると Pdiの低下は少なくなりました。こ

の現象は吸気努力により発生した Pdiが圧補助によ

り除去されたことを示唆しています。最適な PSVレ

ベルでの Pdiの正常値は約 4cmH20でした。最小二

乗法により PdiとPSVレベルの関係を求めました。

スロープの平均値は約一0.8です。この値を用い，適

正 PSVレベルを計算しました。ここでT-ピース試

験の際に Pdiを測定し，最適 pressuresupportレベ

ルを計算する簡単な計算式を提案します。式は適正

PSVレベル=(PdisponH)/0.8です。私は最適な

PSVレベルを計算するのにこの簡単な等式を提案し

ます。結論としては，最適な呼吸仕事量を維持する

という見地から. Pdiをモニターすることは PSVレ

ベルを求める上で有用な手段であると思います(図

10. 11)。

島田:ありがとうございました。コメントはござ

いますか。

Kacmarek:どの位の時間モニターし続けること

ができましたか。つまり .PSVレベルを調整するた

めのデータを得ょうとして行われた訳ですが。ノイ

ズとか信号とかに関して，モニター中に何か問題は

ありませんでしたか。あるいは，その信号は比較的

47 -

長時間にわたって信頼できましたか。

木村 カテーテルの位置は変化しているので，圧

曲線の特性を毎日調べ，胸部と腹部のX線撮影によ

り位置を確認すれば特に問題ありません。

Kacmarek:ひとつ私が驚いたのは，これらの患

者全員で食道内圧の陽圧への偏位が見られなかった，

あるいは，ほとんど見られなかったということです。

高いレベルの PSVでも，基線と比べて比較的陰圧側

に留まっていました。食道内圧を調べられた時は，

単に患者がトリガーした食道内圧を調べ，食道内圧

が陰圧から陽圧に変わったら中止し，基線から陰圧

側だけを注目されたということだと思い ます。しか

し，先生の説明では，基線の方に戻るようにさせた

時，大部分の患者で PSVのレベルが高かった時でさ

えも基線より上に行くことはなかったのですね。

木村 2名の患者は陽圧側に振れました。

武;事:患者の気道抵抗によりま す。 抵抗が大 きい

場合には，吸気の終わりの時点で陽圧側への偏位を

得るのは簡単です。

Kacmarek:能動的呼気を行っている場合は高い

腹腔内圧が得られるわけですね。わかりました。人

工呼吸を行っている患者を考えた場合，私達はいつ

も胸腔内圧をかなり高めていると考えています。私

達が調べたヒツジのモデルでは，健康なヒツジでは

ありましたが常に 10だけ陽圧の食道内圧が見られま

した。 5ではありません。 PSV10では，食道内圧は

いつも陽圧側にありました。そして患者の場合には，

大抵は人工呼吸中ではなくウィーニング期間中の患

者を調べています。従量式換気での患者で比較して，

食道内圧が変化したかを調べましたか。 SIMVの患

者で，食道内圧は陽圧になりましたか，あるいは，

そのままでしたか。

木村:与える容量と患者の肺の状態により異なり

ます。

西村 :Pdiだけでなく，吸気時間も非常に重要だと

思います。先生は Pdiだけをモニターされてますが。

tension-time indexはどうですか。 Pdiは呼吸仕事量

とは直接には関係ありません。 Pdiと時間を掛けたも

のが呼吸仕事量に関係しています。また耐久性も非

常に重要です。

島田:西村先生の主張は正しいと思いますが，彼

は単に Pdiを見ているだけでなく，変化すなわち d
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上から気道内圧，胃内圧，食道内圧を示す。 PS0の時は気道が開放

されているため気道内圧曲線は記録しなかった。プレッシャーサポート

圧を上げるに従い，気道内圧が上昇するが，食道内圧の陰性ふれは減少

した。しかし PS20では食道内圧は吸気後半で陽性にふれておりプレ

ッシャーサポート圧が過剰にかかっていることが推測された。

PS15 PS10 PS5 PSO 
図 10

PSVということの定義だと思います。先生の定義で

は，最適な PSVレベルというのは負荷が最小限にな

るレベルだと思います。しかし，そのレベルは，干ム

が人工呼吸器から離脱させようとしている患者，仕

事をさせたい患者，筋肉の状態を改善するために一

定時間実行させ，その後で休息させたい患者で用い

る最適な PSVレベルではないかも知れません。患者

の努力が最小限になるという観点から PSVレベルを

調整することを調べているのであれば，妥当に思え

ますが。

時間:患者によっては，最適な PSVレベルは呼吸

数を下げると言われています。そうすると 1分当た

りの呼吸仕事量も減少する可能性があります。

Kacmarek:同感です。どの位軽減することが必

要かということです。 10cmH20， 15 cmH20の

PSVでは，負荷は 8joules/分だけで，Pdiは 4で

す。 PSVを20にすると， Pdiは下がり，呼吸数が低

下し，負荷を計算すると 3joules/分だけです。筋肉

の疲労する仕事量より下で呼吸した場合，そのこと

が本当に重要ですか。良いデータはありませんが，

少なくとも 10joules/分に達した人はほとんどいませ

ん。そのレベルより下の場合は，恐らく筋肉に対し

て疲労を起こさせないレベルだと思います。また，

その点より適度に下で維持する限りは，確かではあ

30 
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PSO PSlO PS20 PS30 
プレッシャーサポートレベルを変えたと

きの経横隔膜圧 (Pdi)の変化

プレッシャーサポート圧を上げるに従い Pdi
は直線的に減少した。 2重丸は Pdiが陽性にふれ

ない最小の値を示しており，この点を適正プレッ

シャーサポート圧とみなした。

図 11

Pdiを調べている訳ですね。ごのスロープを見れば，

Pdi自体すなわち絶対値を見るだけよりも多くの情報

が得られ，持久性とか離脱後に患者がどうなるかと

か，何らかの概念が得られるかも知れません。その

ためにスロープを調べたのではないですか。

Kacmarek:ここで注意しておくことは，最適な
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りませんが 6から 3にすることで違いが出る場合

には，20 joules/分は悪い，5 joules/分では疲労は引

き起こさないと言える と思います。しかし，最良の

レベルとは何かは確かではありません。

大村 :通常の経横隔膜圧はどの位ですか。

木村 :坐位での吸気時の通常の胸腔内圧は-6か

-5で，胃内圧は大体 1か 2です。従って 10以下で，

恐らく 7か8cmH20でしょう。

Kacmarek:これを 4に設定されたというのは，

患者の負荷は取り除かれていると思います。患者は

大した仕事はしておらず，理論的には人工呼吸器を

トリガーしているだけでしょう。それでも何名かの

患者では呼吸数は 1分当たり 24，26回と比較的多く

なっています。最適なレベルで 30だった人はいます

か。最適な PSVレベルで最も多い呼吸数はいくつで

したか。

木村:25-26回/分位です。

Kacmarek:そうだと思いました。その患者で呼

吸数がそれ程多かったのには何か理由がありますか。

全員同じような患者だったのに，ほかの患者は皆，

少なかったものですから。唐、者によっては，何をし

ようとも呼吸数を下げられないこ ともあります。

西村 :そのような症例では PSVレベ/レを上げるべ

きだとお考えですか。また，呼吸数 25以上ではどう

ですか。

木村:それは患者の換気に対する中枢性のドライ

プに関係しているかも知れません。

Kacmarek:心不全患者では間質性肺水腫のため，

また末梢性に刺激されているタイプの過呼吸は何を

しようとも，どのようにしようとも頻呼吸を止めら

れません。そしてそのようなタイプの患者で鎮静し

なければ，そのような形で呼吸するようになります。

鎮静が足りなし呼吸数を下げるのに何もできない

ことが良くあります。先生の言われているのは，そ

のことだと思います。

島田:では，最後の発表に移ります。西村先生で

す。

西村:間欠的強制換気(IMV) は 1973年に

Downsが紹介してから，機械的換気からの段階的な

離脱を図る方法として広く用いられています。一般

的には，患者の呼吸努力は強制換気回数に比例して

低下するとされています。この仮定は長い間議論さ
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れることはありませんでしたが， Mariniの研究によ

り異論が唱えられるようになりました。彼らは成人

患者においては，換気ポンプは機械的な補助のレベ

ルに関係なく活動を維持する と報告してい ます。彼

らの報告は，同期型 IMVのそれぞれの段階において

患者の呼吸仕事量が変化しなかったというものです。

これが小児患者にも当てはまるかどうかは，はっき

りしていません。今回の報告では 3症例を提示し，

IMVが小児患者に対しでも段階的なウィーニング法

とはならないことを示します。私も木村先生が紹介

したのと同じ 5管腔の経鼻胃カテーテルを使用しま

した。この管腔は食道内圧を測定するために使用し

ました。も うひとつの管腔はチューブの末端近くで

聞いており，胃内圧をモニターするのに用いました。

管腔には水を満たし，圧トランスデューサに接続し

であります。チュープの正しい位置は， FRC時に気

道閉塞に対応した努力中の食道内圧の吸気変動と気

道内圧の吸気変動が最も一致した点と定めました。

患者にはカフ付き気管内チュープを経鼻的に挿管し

ました。測定中のみ，カフを膨張させました。次に，

熱線流量計を気管内チュ ーブ と呼吸回路の Yピース

の問に置きました。 一回換気量は流量信号の電気積

分により測定しました。横隔膜の筋電図は 4 対の表

面電極を用いて第 7と第 8肋間腔で記録しました。

仕事量の計算には pressure-timeproductを用いまし

た。その理由は呼吸筋の酸素消費量と最良の相聞が

あるからです。しかし，患者で横隔膜の酸素消費量

を測定することは非常に困難です。 Colletteらは，

自発呼吸中には呼吸筋の酸素消費量は吸気圧と相関

関係があ ることを示しています。このために，呼吸

筋の仕事量の指標として pressure-timeproductを選

びました。最初の症例は l歳の男児で，修正大血管

転位症，肺動脈弁閉鎖症，心室中隔欠損症，右胸心

と診断された患者です。左側の Blalock-Taussig手

術を実施しました。人工呼吸器は従圧式の Sechrist

を使用しました。設定条件は，流量 12l/min， PIP 

20 cmH20， PEEP 3 cmH20，換気数 20回/分，吸気

時間 1秒で，分時換気量は 3.751/分でした。データ

の収集は換気パターンが安定してから 20~30 分後に

行いました(図 12)。

15回/分の IMV時，呼吸数は 31回/分，自発呼吸

の平均吸気時間は 0.64秒，分時換気量は 3.621/分
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図 12

一人の患児の胃内圧，食道内圧，気道内圧，横隔膜筋電図を示す。

IMV 15回/分の時の記録である。強制換気により気道内圧が陽圧にな

っているときも食道内圧は強制換気のかかっていない時と同じ程度の陰

圧であるとともに横隔膜筋電図でも横隔膜の収縮が起こっていることが

わかる。つまり，間欠的強制換気により横隔膜の収縮が抑制されていな

いことを示している。

でした。CPAP時は呼吸数は 31，吸気時間は 0.74

秒，分時換気量は3.361/分でした。これらの記録は

10回/分および 5回/分の IMVの際にも行いました

が，こ こでは 15回/分の IMVとCPAPを比較しま

す。強制換気中にも，食道内圧は低下しています。

これは強制換気中も吸気努力が続いていることを示

しています。同時に記録した EMGでは，横隔膜が

活動していたことを示しています。 IMVレート が低

下すると，強制換気中の pressure-timeproductは減

少しました。しかし，いずれのレベルの IMVでも

pressure-time productの合計は変化ありませんでし

た。また，それぞれのレベルの IMVでの分時換気量

も同じような範囲内にありました。これらの結果は，

IMVによ って横隔膜の仕事量が減少していないこと

を示しています(図 13)。

2番目の患者は体重 7kgの9カ月の女児で，重度

の肺動脈狭窄を伴ったフアロー四徴症と診断されま

した。 Blalock-Taussig手術を実施しました。最初

の患者と同様に IMV中の pressure-timeproductは

CPAP中のものと差はありませんでした。また，分

時換気量も変化はありませんでした。

3番目の患者は 2歳の男児で，体重 10kgでフア

ロー四徴症と診断されました。根治手術を実施し，

ほかの 2人の患者と同様にして調べました。pres-

sure-time productの合計は IMVレー トにかかわり

なく同様なレベルのままでした。

まとめとして， IMV実施時には明らかに胸郭の受

動的な動きが発生しましたが， pressure-time prod-

uctの合計はウィ ーニング中を通して変化は見られま

せんでした。食道内圧が低下したこと，および，同

時に EMG放電が増加したことは，強制換気中も吸

気努力が継続していたことを示しています。分時換

気量は，ウィーニング中 3名の患者全員で変化は見

られませんでした。これら 3名か ら得ら れたデータ

は，強制換気中に横隔膜が活動していたことです。

自発呼吸が始まると，小児用人工呼吸器により IMV

モードをかけてもこの収縮は全く低下しません。

従って，小児患者に対しては IMVは人工呼吸器から

の段階的なウィーニング法とはなりません。従って，

結論は成人患者で到達した結論と同じです。 Hering

-Breuer反射が強い新生児の場合には，陽圧換気に

より自発呼吸を抑制し，呼吸仕事量を減少させる可

能性があります。現時点では新生児のデータは手元

にはありませんが，新生児のデータを収集し，IMV 

が新生児の呼吸仕事量を削減することができるかど

うかを今後明らかにするつもりです。
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図 13

同じ患児の各 IMVの段階での PTPを示す。

黒く塗りつぶした部分は強制換気時の PTPであ

る。斜線部は自発呼吸時の PTPである。ト ータ

ルの PTPはいずれの段階でもあまり差がない。

間欠的強制換気は呼吸仕事量の段階的な補助とは

なっていないと思われる。

島田:ありがとうございました。質問はあ ります

か。

Kacmarek:先生の判定基準では，全員ウィーニ

ングのための何らかの方法がとれる状態だった訳で

すね。 Mariniのデータを参照されていますが，彼が

調べた患者は誰も離脱できる状態ではありませんで

した。全員重篤な患者で，機械的な換気が行われて

いました。そして，機械的換気の回数を変えること

が患者の仕事量に及ぽす影響を検討しようとしてい

たのです。従って，状況は少し違っていると思いま

す。調節呼吸から最初のレベルの IMVにした時に起

こった呼吸数の変化には本当に驚きました。大抵の

場合は 2倍かそれ以上になります。先生の調節レー

トは 16から 12に下がっていますが，自発呼吸の回

数は実際にほとんど変化がありません。調節呼吸の

時と同様にIMVの一回換気量を維持されましたか。

西村:同じです。小児患者の管理にはいつも従圧

式人工呼吸器を使っています。

Kacmarek:調節呼吸と同じということですね。

それなら同感です。先生のデータは Mariniが示した

データと類似しているようです。繰り返しますが，

違いは Mariniの患者はウィーニングできる状態では

なかったということだけです。多くの医師が行って

いるように，患者が 30回/minで呼吸しているにも
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かかわらず，適切な血液ガスを維持する最低の IMV

レートを選択するということは良くないということ

を彼は指摘しようとしたのだと思います。このよう

な間違いは少なくとも私が関係 した多 くの病院では

一般的に行われているのです。これがその文献の要

点です。

西村:1983年の AmericanReview of Respiratory 

Diseaseにパーンスタインの報告があり ，彼も成人患

者での研究を行っていました。彼は 8レベルの非同

期型 IMVでの呼吸のタイミ ングと頻度を調べ，同じ

結果を報告しています。 IMV回数を変えても呼吸の

タイミ ング と頻度は変化しなかったということです。

時間 :なぜ IMVの強制換気の際に横隔膜が収縮す

るのかが理解できません。もし IMV回数を 30以上

に増やしたら，異なった結果が得られますか。人工

呼吸器が同期型の場合には，横隔膜は吸気時，人工

呼吸器をトリガーしなければなりませんが，非同期

型では IMVレベルを多くすれば自発呼吸は減少する

と思います。

西村:同感です。自発呼吸が始まったら， IMV 

モードは段階的な引き離し方法ではなくなります。

呼吸数と呼吸のタイミングはあらかじめプログラム

されていると大勢の研究者が言っています。従って

IMVモー ド中では，患者はあ らかじめプログラムさ

れたタイミングで吸気し，横隔膜は収縮しようとし

ます。

Kacmarek:先生の言わんとしているのは，中枢

呼吸調節機構のドライブのレベルに基づいて，人工

呼吸器あるいは自発呼吸により予測 された換気パ

ターンのいずれかに従うということだと思います。

機械によるある一定のレートより上では，人工呼吸

器によって取って代わられます。たとえその聞に自

発呼吸したとしても，人工呼吸器に干渉することは

しません。人工呼吸中，人工呼吸器が大きな負荷を

かけることなく患者の換気を行うことができる期聞

があります。しかし，ひとたびそれより下がれば，

コントロールは主として自発呼吸となります。また，

患者を機械的に換気しても，それでも患者は人工呼

吸中にあたかも自発呼吸しているかのようにして同

じように呼吸します。このことは，先生がおっしゃ

られるように多くの研究者によって実証されていま

す。
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大村:もし間違っていたら訂正して下さい。 Mar-

iniが提案しているのは，IMV回数を 20から 18，

15， 12などへと下げる代わりに，患者の自発呼吸が

見られる点まで下げるということではないですか。

Kacmarek:そうではありません。 Mariniが行っ

たのは患者を補助調節にしたということです。そし

て患者に補助調節回数を選択させ，その補助調節目

数を完全な換気補助レベルとしたのです。補助調節

レベ/レが 20/minであれば，換気補助の 75%は20の

75% ，すなわち15ということで，それから 10， 5 

と行いました。つまり，彼は患者を補助調節にして，

持続的な機械換気回数がいくつであったかを患者に

決定させたのです。そして，補助調節で患者が楽に

感じる回数を推測させ，それを彼の基線として用い

たのです。

時間 3名の患者に最高の IMVレートを加えたと

しても，まだ患者は呼吸努力をしており，横隔膜は

IMV中にも収縮しているのでしょう。つまり患者は

人工呼吸器と同調しておらず， IMVは不要だ，とい

うことを示唆していると思います。これは，同期型

のIMVではないため患者は fightingしていたのです

か，それとも IMVは肺を膨らまさないということで

すか。

西村:いいえ，患者の胸郭は明らかに受動的に拡

張していました。 fightingはありませんでした。し

かし，食道内圧は低下し，EMG活動は続いていまし

fこ。

時間:同期型の IMVでは呼吸仕事量を下げること

ができるのですか。

西村 :MariniはSIMV中にも呼吸仕事量は低下し

なかったと言っています。小児の呼吸を同期させる

良い人工呼吸器がありません。ですから，同期型で

も非同期型 IMVでも呼吸仕事量を軽減できないとい

うことを主張したいのです。

島田:IMV中のPTPと自発呼吸のとを分けたと

いうことですね。もし PTPが横隔膜のエネルギー消

費量を表しているとすれば，先生の症例では IMVは

横隔膜の消費量を低下させることはない。そ ういう

ことですか。

西村:そうですo

Kacmarek:先生が言わんとしているのは，大抵

の場合の高いレベルの IMVから始めて徐々に下げる
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と，人工呼吸中にも PTPは徐々に増加するようにな

るということだと思います。これは中枢のドライブ

メカニズムに基づいており，個々の呼吸は自発呼吸

でも人工呼吸でもこの方向に行くようにあらかじめ

プログラムされているのだと思います。先生のデー

タを見ると，Mariniのデータと似かよっています。

島田:ありがとうございました。では総合討論に

移ります。まず，CPAPを用いる場合は，どのよう

にCPAPレベノレを定めますか。 PSVの方が良けれ

ば，どのように PSVを使用しますか。誰かが言われ

ましたが，SIMVが抵抗の大きい患者には最良であ

るとするならば，どのように流量を定めますか。こ

れらの点について討論を頂きたいと思います。

Kacmarek : CP APについて話すにしても，機械

的な換気について話すにしても，もし患者が自発呼

吸している場合には，どのような方法を取るにして

も最終目的は患者の呼吸努力を最小限に抑えるとい

うこ とです。 酸素化の問題のために CPAPをかけて

いる場合にも，その最終目的は呼吸努力を最小限に

したいわけです。術後無気肺のために CPAPをかけ

るとしても，それでも 患者の努力を最小限にする必

要があります。従ってどのような換気補助メカニズ

ムで取り組むとしても，私達が求めているのはその

応答だと思います。重要な問題はその応答をどのよ

うに定義するか，どのように測定するか，そして，

異なったグループの患者でどのように違うかという

ことだと思います。もしすべての患者で仕事量を測

定することができ，庄一容量曲線を計算できれば，

私達が取り組むすべての患者を最適に管理すること

ができ るということだと思います。もちろん，そ う

するには技術的な問題も臨床上の問題もあります。

島田:庄一容量曲線は侵襲的な方法ですか。

Kacmarek:それを得るには食道内ノ'¥lレーンが必

要です。気道内圧を用いて測定することは，たとえ

気管内チュープの先端での圧を用いたとしても，患

者にかけた負荷を減らしているかどうかを本当む伝

えるには十分な情報は得られないと思います。機器

によってかけられた負荷を評価する ことは可能です

が，生じた負荷を少なくしているとしても，患者が

経験している仕事量については何も知ることができ

ません。従って，それは単 に全体として患者に起

こっていることを定性的に反映しただけのものなの
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で，常にそれ以上のことを求める必要があると思い

ます。

島田:木村先生と武津先生が Pdiを提唱されてい

ますが，EMGもですかo

Kacmarek:表面 EMGを使っているのですか。

木村:いいえ，食道からの横隔膜 EMGを使おう

としています。

Kacmarek:表面 EMGでの問題は腹部の筋肉の

信号が入るということです。区別するのは困難であ

り，それが EMG全般でのすべての問題だと思いま

す。ノイズが非常に入ります。

大村:ですから，私どもは食道内のモニター以外

に，お腹の筋肉も同時に調べる予定です。

時岡 :先生が腹壁肋間筋の EMGをモニターされ

ている理由は，それらが通常の呼吸パターンには含

まれるものではないからで，従って腹壁の EMGが

活動を始めたら，それはつまり呼吸不全の徴候，あ

るいは，患者が不全に陥いる初期の徴候だというこ

とではないでしょうか。

Kacmarek:私達はここで研究者に対して，ある

いは，臨床家がベッドサイドで用いることができる

ようにメッセージを提供しようとしている訳です。

3つの異なった筋肉グループでの EMG測定を推薦

するという状況は実用的だとは思われません。実験

室や研究施設では理想的な方法を考え出すことはで

きます。しかし臨床的には，私達が管理している患

者でどうすべきか，どうしたら研究室で得られた情

報を臨床に持ち込むことができるかです。私も EMG

を使っています。電極を埋め込んだ EMGですが，

その場合にも問題があ りま す。表面 EMGを測定す

ること は，臨床上で継続的に使用する見地からは非

常に大きな問題になると思います。

大村 :横隔膜 EMGを食道電極によってモニター

されている訳ですね。実際には H/L比をモニターさ

れているのですか。

武;撃:そうしようと思っています。今のところ実

際に食道内カテーテルがありませんので。

大村 :H/L比をモニターしなければ，放電量だけ

では，収縮に関しては何 も得られません。そうです

ね。

Kacmarek:その通りです。基準に対して見なけ

ればならないか らで，そして臨床的には基準があり
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ません。

島田:そうです。もし患者の筋肉が衰えていれば，

放電と収縮，機械的な仕事量との聞には大きな差が

あります。 EMGの話を続けますか，それとも別のパ

ラメ ータに移りますか。

Kacmarek:私は Pdiが考慮すべき妥当なものだ

と思います。

島田 :しかし，Kacmarek先生はそれを侵襲的で

あると考えていらっしゃる。

Kacmarek:そうです。それが問題なのです。何

人の患者に食道と胃のバルーンを挿入できるか，何

人のベッドサイドの臨床家が行うことができ，圧モ

ニタリング装置や記録計に接続して臨床的に調節す

るために必要なデータを得ることができるで しょう

か。更に一歩進めて現実的に見ればということです。

木村:しかし，多 くの患者にはルーチンに経鼻胃

チュープが挿入されています。私は多腔経鼻胃

チュープを使用して Pdiをモニターしています。

Kacmarek:先程のチュープのことですね。素晴

しい経鼻胃チュープだと思います。

島田:バルーンと比べれば侵襲度は少ないですね。

Kacmarek:かなり少なし挿入もバルーンより

かなり簡単です。

島田 :ここで皆さんに質問したいのは，どのよう

な患者が Pdiや EMGのような侵襲的なモニタリン

グを必要とするかということです。もし患者に

CPAPを用いている場合には，Pdiのモニタリング，

あるいは，呼吸仕事量のモニタリングが必要でしょ

うか。

Kacmarek:私がモニターしたいのは長期間にわ

たって人工呼吸器に依存している患者で，患者の経

過から予測 してウィ ーニ ングが困難である患者，

auto-PEEPの可能性が高い患者，呼吸筋の機能不全

がある患者です。そのようなタイプの患者，主とし

て重度のCOPD患者では，ICUへ移送されてきた理

由が術後の問題のためか，医学上の問題のためかを

知る必要があります。このタイプの患者が，今日の

討論全体が実際に向けられている対象であり ，ある

いは， 人工呼吸器からのウ ィーニ ングに問題がある

重度の神経筋肉疾患患者が対象であると思います。

島田:皆さん， Dr. Kacmarekの意見に賛成です

か。そのような患者では，どのようなモニターが適
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当でしょうか。

大村 :そ のようなタイプの患者に対しては. Re-

spitraceすなわち respiratoryinductive plethysmo・

graphy (RIP)は最適な PSVあるいは CPAPとか

の評価に関 しては恐ら く十分ではないでしょう。し

かし，このような患者をこの RIPでモニターすれば，

患者が呼吸不全になる時には胸郭と腹部の聞の mis-

matchingを見ることができます。このモニターは侵

襲的なものではなく測定は非常に簡単で，呼吸数や

恐らく auto-PEEPも調べることができます。個々の

様子はそれほ ど正確ではないかも知れませんが，私

は RIP をこ の 2~3 年使っ ており，これらの情報を組

み合わせれば臨床状況では良いモニターが得られる

と考えています。ただし，これまでは COPD患者に

は使用したことはなし大抵は上腹部手術後の患者

においてなので確かなことは言えませんが。どうお

考えでしょ うか。

Kacmarek:それら の患者では，確かに違いを見

ることができます。 COPD患者では paradoxが直接

見えます。けれども，実際の paradoxになる前に，

負荷の増大について必要な情報がそれによって得ら

れるかどうか疑問です。この装置は PSVレベルが適

当かどうかを調べるために用いるこ とはできます。

横隔膜の負荷が paradoxを生じる レベルにはないこ

とを調べるために用いることはできます。しかし，

今から 2時間後に paradoxを防止できるレベルにあ

るか，つまり，まだ疲労していない疲労を引き起こ

す負荷であるかというこ主はわかりません。このこ

とだけが RIPでの問題です。換気ノfターンの変動は

示されますが，将来 paradoxを生じる換気負荷で呼

吸している患者がいるということは示されません。

発生した後で示すだけです。

武漂 :Pdiがその情報の役をします。患者が para-

doxicallyに呼吸すると，食道内圧と胃内圧は同じ方

向にシフトします。

Kacmarek:そうです。非常に素早く。

島田:疲労が起こる前に，疲労が差し迫っている

ことを予測できますか。早期の徴候とは何かという

ことです。理論的には.EMGのH/L比を調べた場

合には疲労が起こる 2時間前. 3時間前に疲労を予

測することができますか。

Kacmarek:変化します。筋肉が疲労するにつれ
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て.H/L比の分布は変化しま す。筋肉を疲労させる

につれ，変化を見ることができます。

島田 :臨床的な徴候が見られる前にですか。

Kacmarek:確かではありません。私達は ICUに

入って患者を一人ひとり見て，この患者は何かする

必要がある，と知ることができま す。データを示す

必要もありません。ただ患者を見れば，その患者に

トラブ'ルが起こるかどうかわかります。患者を調べ

る時に見るのは何であるかということです。

大村 :しかしそれは定量的なデータではなく ，経

験が必要です。RIPなどによる定量的データも重要

であると思います。

島田 :しかし，早期に徴候を検出するには十分で

はないということですね。

Kacmarek:十分に鋭敏であるとは思いません。

研究や重大な状況を識別する上では非常に良い情報

が得られると思いますが，最終的に換気方法を調整

し，患者にかける負荷をモニターしながら調整する

ことに用いるには十分に鋭敏な指標であるとは思い

ません。臨床的には，呼吸数， 一回換気量，心拍数.

血圧，発汗などあ らゆる臨床徴候を利用して行って

います。良くわかりませんが，それで十分であるか

も知れませんし，接近し過ぎているかも知れません。

時間 :EMGに関 して は. H/L比は急性呼吸不全

の患者ではそれほど感度は良くなくて呼吸筋疲労を

予測する上では有用ではないと思います。

Kacmarek:筋肉が疲労しているということは知

ることができます。しかし，患者が弱まっているこ

とはわからないかも知れません。つまり ，疲労につ

いてはいつでも知ることができ，もし比率が変化す

れば確実に疲労していることを知ることができます。

しかし，比率が変化しないで，患者の呼吸が止まる

かも知れません。

木村:ですから.Pdiの方が良い指標ではないかと

思います。

Kacmarek:私もそうだと恩います。つまり.Pdi 

が良い指標だということに同感です。私が心配して

いるのは 平均的な ICUを考えているのですがー私

達がモニターすることができ，平均的な臨床家に能

力があるかということです。侵襲性については考え

ないで下さい。 Pdiをモニターするために必要な技術

としては，ある程度熟練した研究室での手腕を必要
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とし，単に接続してモニターするだけのことではあ

りません。実際にそのデータを得るために必要な圧

トランスデューサや記録計などを揃えるのは費用が

かかります。

大村:私達が話しているのは変化すなわち Pdiの

低下についてであり， Pdiが低下し始めれば， RIP 

にも何らかの変化が見られると思うのですが，そう

は思われませんか。

Kacmarek:必ずしもそうではありません。非協

調呼吸がなくても，より一層努力することができま

す。理論的には，より 大きな容量変化を見ることに

なると思います。衰えている患者の場合には，筋肉

は最も paradoxicallyな点まで疲労していないかも

知れません。しかし， Pdiは非常に上昇している可能

性があります。

大村 :Pdiの上昇ですか。

Kacmarek:そうです。患者が不全を起こすか，

つまり，患者が一生懸命努力すれば，Pdiは更に大き

くな ります。しかし，RIPでは差圧が同じ動きを維

持するこ とを必要 とすること があるので，それには

何も変化が見られないこともあります。また，疲労

に達している筋肉がない場合には paradoxicalは全

く見られないでしょう。

大村 :CPAP中にはどうでしょうか。普通，人工

呼吸器が付けられている 患者では，非協調性が見 ら

れることが多いのですが。患者に CPAPをかけてい

る場合はどうでしょうか。この場合でもこのような

非協調が起こりますか。ここで提案したいことは，

このように Pdi変化を良くモニターされている訳で

すから， inductive plethysmographyも同時にモニ

ターされたらどうでしょうか。

島田:その問題はハイテク技術が開発されれば解

決できると思います。一定時間のデータの収集に関

してですが，手術室などで心電図で ST-T変化を見

るように，呼吸のパラメータでもこのようなことが

できたら，ある程度のノイズを除去して 30分か 1時

間のデータを集めた後には，この患者が 2~3 時間後

には不全を起こすかも知れないということができる

可能性があります。これは理論上ですが。

大村:呼吸仕事量を推定する別の方法としては一

呼吸ごとの酸素消費量がありますが，それは有用で

しょうか。
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武j撃:それ程有用ではないと思います。

Kacmarek:私達は行っています。私達は代謝の

研究を行っていますが，退屈する作業で時間もかか

ります。また，信頼性のあるデータを得るのは困難

です。酸素消費量データでは非常に多くの問題があ

ります。従って現実的な方法ではないと思います。

島田:CPAPをかけている時，患者が疲れていて

何らかの機械的な換気補助を必要としている場合，

このパラメータが影響することは全くありませんか。

Kacmarek:私だったらどう使うかということを

考えているところです。 CPAP中の患者に対しては，

直ぐに酸素消費量を測定しま す。そして治療したり

何かをしたり して，新たに酸素消費量を測定し ます。

患者があるべきレベルが全くわからないので，最適

なレベルとしては計算で求めた基本レベルを用いる

必要があると思います。

島田 :そうです。患者の予備力はわかっ ていませ

んから。

Kacmarek:全くその通りです。本当に難 しいも

のです。気道に関しては，どんなものが絶対的な基

準として考え出されるかわかりませんが，患者に

よってデータが得られることもあると思います。し

かし，代謝の研究を行うために必要な時間と労力は

もし千子ったこ とがあれば，どのようなものかわかる

と思し〉ます。 私 達は breath-by-breathとmixing

chamberの 両方を持ってい ますが， breath-by 

breathには退屈させられます。信頼性のあるデータ

を得ることは非常に困難です。基線は定まらず，特

に自発呼吸している患者においては，基本的なレベ

ルとして，あるいは，その状況下で最も基本的なレ

ベルとしてどれをとるべきか決してわかりません。

武j畢:吸気の F102はコ ントロールされているので

すか。

Kacmarek:そうしようとしています。大部分の

人工呼吸器では吸気 F102の実際の変動が存在しま

す。人工呼吸器にプレンダーが付いていなければ，

すなわち，ある種の proportionalsolenoidメカニズ

ムを使用.している場合にはうまくいきません。一貫

した基線を見付け出すためには，このような人工呼

吸器にはプレンダーを取り付けて混合ガスを送り込

まないといけません。さもないと，私の言うのは

1~2% のことですが，それでも値が変動するには十
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分です。基線の吸気 F102が安定していないことに気

がついたら，単純にブレンダーを取り付けて混合ガ

スを得るようにしています。その方がかなり信頼性

のあるものになり ます。

島田:それでは，モニターに関してはほかに新し

い考えはございませんか。それでは，呼吸不全患者

における最良の CPAPの件に移りましょうか。どの

ように最良の CPAPレベルを決定されますか。

西村:特に新生児では，自発呼吸の際に過膨張す

る以前の FRCを積極的に維持しようとしています

が，時に呼吸をしないことがあります。無呼吸が起

こります。通常の呼吸と無呼吸の聞の差から.FRC 

の差を検出することができます。

Kacmarek:どうやって測定しますか。

西村 :小児患者で、は，流量容量曲線からの差を

測定している研究者もいます。

Kacmarek:その場合も.CPAPをかけるすべて

の患者でこのような曲線を求めるのは非常に骨が折

れることだと思います。

武j事:この方法で auto-PEEPを検出することは可

能でしょうか。

Kacmarek:できます。流量一容量曲線を調べる

ことによって，いくらかは変更しなければなりませ

んが，呼吸させている患者とは違った曲線が得られ

ます。肺機能検査室で行うのと同じように，流量

一容量曲線で知ることになります。

武;畢:それでは，流量と容量を測定することに

よって最適な CPAPレベルを決定できることになり

ますか。

Kacmarek:変動を測定する ことはできると 思い

ます。実際に FRCを変えたこ とを確定することはで

きますが.FRCを変え ることが必ずしも最適な

CPAPレベルにあるということは意味しません。ど

の変更が最良の変更かはわかりません。その方法だ

けで見分けることができるかどうかわかりません。

CPAPや FRCの影響を定量することはできると思い

ます。しかし，どのような FRCの変化が一定の患者

に対して最適な変化であるかということを言えるか

どうかは，患者が病気になる前の経過がわかってい

なければ知るこ とはできません。普通はそのこと は

わかっていません。

島国:指標としては. FRCの変化. Pao2 • 酸素の
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運搬，呼吸数や呼吸パタ ーンについて話してきまし

たが，呼吸努力を最小限に抑えるための良いモニ

ターはないということで一致しています。もうひと

つ難しい問題がでてきた訳です。

Kacmarek : CP APの場合には， 結果を定義する

必要があると思います。 CPAPで何を達成したいか

ということです。そして，それが達成されるまで

CPAPを調節します。 overshootingのマイナス面を

考え，それによって何が起こるか，達成した時のプ

ラス面を考え，調節する場合にはガス交換，換気ノf

ターン，循環系の応答などを調べることによって最

適なレベルについての定義にできるだけ近付くよう

にします。それより良いことができるかどうかはわ

かりません。 CPAPが高過ぎると Pdiは上昇すると

いうことはわかっています。逆に正常より低い FRC

の時には，コンブライアンスが良くないので Pdiは

高くなると思います。 CPAPを改善するにつれて，

Pdiは良くなるはずです。しかし，それで全部がわか

るか，すなわち，酸素化を改善するために用いた

CPAPについてすべてがわかるかどうかは確かでは

ありません。

木村 :CPAPをあまりに高いレベルにまで上げた

らどうなりますか。ヒツジでも患者でも積極的に呼

気しなければならないと思いますが。

Kacmarek:その通りです。

武j撃:それから CPAPレベルが高すぎるというこ

とが言えます。どうですか。

Kacmarek:腹部の筋肉が活動することは CPAP

レベルが高すぎることを意味すると思います。通常

の換気パターンでは腹部の筋肉の活動は見られない

はずです。

島田:その前に.CPAPを考え る場合には auto

-PEEPのことを頭に入れておく必要があります。胃

内圧や Pdiによって，どのように最適な CPAPレベ

ルを定義しますか。

時間:過剰な PEEPは胃内圧を調べることによっ

てモニターできます。

Kacmarek : auto-PEEPがある 場合には.Pdiは

大きくなるでしょう。 基線から下げる時には食道内

圧を克服しなければならないので. auto-PEEPを克

服してからガスの動き を引き起こ すために必要な食

道内圧を生じさせます。そこで.CPAPをかけてそ
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の auto-PEEPの影響を最小限にする場合には，

auto-PEEPを克服するために必要な胃内圧の変化は

低下します。同じように， auto-PEEPを克服するた

めに適切に CPAPをかければ， Pdiはだんだん小さ

くなるはずです。負荷は軽減するために定義したの

と同じ正しい方向に作用すると思います。

時間:しかし，これ らの患者は既に高い auto

PEEPがある ということを仮定しているのですが。

Kacmarek:そうです。適切に CPAPをかけてい

る時に Pdiが小さくなるのが見られないような状況

がありますか。

武濠:正常な コンプライアンスカーブの時は，患

者が呼吸できる最適な CPAPレベルは Pdiが小さい

場合です。患者は小さい Pdiと同じレベルの一回換

気量で呼吸できます。同じコ ンプライ アン スカーブ

でも，過剰なCPAPは大き なPdiを必要とすること

がある からです。従って， Pdiは最適なCPAPのパ

ラメ ータのひとつであると思います。

Kacmarek : Pdiは実際には換気努力全体が複合し

たものを含んでいるので， Pdiが横隔膜だけを表して

いるとは思いません。横隔膜の努力と胸壁の努力を

表しています。何かをして胸壁の動きを止め，努力

の全体的なレベルを改善すれば， Pdiは再び低下する

はずです。

島田:Pdiが最良のモニターだと考えている訳です

ね。

Kacmarek:その通りです。

武漂:ですか ら，病的肺の場合には補助的な筋肉

を使う必要はありません。従って補助的な筋肉を使

用しないように患者の状態を変えれば， Pdiの動きは

最小となるということですね。

Kacmarek:そうだと思います。

大村:補助的な筋肉の場合には定義するのは非常

に困難です。通常の呼吸の際にこれらの筋肉の EMG

をとると，非常に活発な EMGが得られます。 EMG

パターンで病的な状態と正常な状態を区別すること

はできるでしょうが，それらは単に呼吸のための補

助的な筋肉ではないように思います。

Kacmarek:しかし，健康的でストレスを受けて

いないビトでは可能と思います。

大村:それは疑問でしょうね。カナダのマ ッギー

ル大学の研究者は正常な呼吸パターンの際にも非常
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に活発な EMGがあることを証明しています。

島田:CPAPで管理できる患者では， Pdiが最良

のモニターだと思います。では，患者に何らかの機

械的な換気補助を行っている場合には，どうします

か。

Kacmarek:総合的な呼吸努力を見る限りは仕事

量は測定できます。仕事量を測定するのと Pdiを測

定するのとどちらの方が簡単か。肺の仕事量を測定

するよりも， Pdiの方が多くのことを知ることができ

ます。

島田:Pdiは単に圧力ということですね。

Kacmarek:そうです。それによって患者の努力

の指標が得られていますが，この方が仕事量すなわ

ち実際の負荷よりも重要だと思うことがあります。

多くの仕事をすること はできま すが，も しその仕事

をするのにそれ程かからなかったら どうでしょ うか。

その仕事をするのに，私の努力は必要としてい ませ

ん。このテーブルを一日中押 して，仕事は何も して

いなくても，その日の終わりには非常に疲れます。

従って，実際の仕事量の測定よりも努力の方が重要

であると思います。その意味では， Pdi あるいは呼吸

筋によって発生する圧力の測定は妥当であると思い

ます。

島田:機械的な換気補助の最近の傾向は，自発呼

吸を残してそのままにしておくということです。そ

の点に関して は，患者の努力の負荷を取り去る こと

が必要で，従って何らかの呼吸仕事量あるいは呼吸

仕事量のパラメータが必要です。 そして，患者が完

全に人工呼吸器の補助を受けている場合には，何も

することはありません。しかし，ウィーニング期に

は，更にほかのパラメータを必要とします。

Kacmarek:そうです。測定することが重要なの

は移行期においてです。

島田:それでは，ウィーニング期間においてはど

うでしょうか。どのようなパラメータを指標にしま

すか。

Kacmarek:同じことだと思います。換気不全を

測定する〆場合には，あるレベルを越えているという

ことを調べます。ウィーニングでは，それが越える

のを防止します。

時間:しかし，ウィ ーニ ング期間には，患者の予

備力についての考えが必要になります。
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Kacmarek:離脱させるのにどの方法をとるかに

よります。 MacIntyreも使っていると言われました

が，高いレベルでの PSVを用いて徐々に下げるか，

あるいは，Tピーストライアルを行って筋肉に仕事

をさせ，戻して休ませるかということです。私は患

者の状態により両方行っています。

時岡:ウィーニング期には筋肉の回復も必要とす

るということですね。

木村:ウィ ーニ ング時に Pdiを測定した 2症例を

経験しています。 l例は発表した通りで， Pdiは上昇

したが，ウィ ーニ ングは成功しました。もう 1例で

はPdiの急激な上昇が見られ，患者はウィ ーニング

ができませんでした。自発呼吸を継続することがで

きなかったのです。 2~3 日後には ， Pdiは低下して

患者は人工呼吸器から離脱することができました。

従って，ウィーニングの指標として Pdiを測定する

時には注意する必要があります。

Kacmarek:どの程度上昇しましたか。

木村:非常に大きし 20か 25以上です。

時間:その患者には予備力があったのですね。

Kacmarek:抜管した時はどうでしたか。

木村 :Tピースは短時間で，15分か 10分間だけで

した。 Pdiが急速に上昇して離脱することができませ

んでした。

Kacmarek:それは離脱できなかった例ですが，

離脱できた例はどうですか。その患者では Pdiは上

昇したが離脱できたといわれましたが。

木村:その患者の Pdiは正常範囲であったと思い

ます。

Kacmarek:そこが違いですね。正常な方向に上

昇したということですね。

Kacmarek:これを定期的にモニターするように

なれば，どのレベルが容認できるかについてうまく

処理できるようになると思います。私の知る限りで

はまだ誰も行っていないので，データはありません。

負荷についてのデータはありますが，Pdi変動 や

pressure-time indexが換気不全に関係しているかを

調べたデータはありません。患者が耐えられないレ

ベルがあると思われます。

大村 :それは興味深いですね。しかし， トラ ブル

が起こる前に Pdiを上昇させなさい，と何が患者す

なわち呼吸中枢に伝えているのでしょうか。 何 らか
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のセ ンサーが呼吸筋のどこかにあると思うのですが。

木村:恐らく 呼吸筋の情報ではないかと思います。

大村 :延髄の呼吸中枢へ。恐らく横隔膜の腿器官

から求心性の経路を通じて。こ のような求心性の情

報を捕えることができれば，あらかじめ知ることが

できるのですが。

武;畢 :大村先生，胸壁振動法をウィーニ ング中に

行ったことがありますか。

大村 :まだありません。しかし，この方法は持久

性を訓練する方法として用いることができると思い

ます。患者には横隔膜を働かせ，毎日少しずつ強く

するように言しh そうすることによ って離脱させる

ことができると思います。たとえ人工呼吸器につな

がれている場合でも，患者が IMVや pressure sup-

portや CPAPの聞に自身で呼吸していれば，この方

法を用いて患者の横隔膜筋を訓練することができる

と思います。まだ試みたことはないので確かなこと

は言えませんが，将来における理論上の可能性です。

島田:そろそろ終わりの時間ですが，その前に何

か付け加えたいコメントはありますか。

Kacmarek:同じ問題の回りを何回もまわったよ

うに思います。残念ながら現時点では，自発呼吸し

ている患者での換気補助をモニターする上で有用な

方法はひとつもないという点で全員一致すると思い

ます。私達は皆が患者の努力を魔術的なレベルまで

引き下げることのできるたったひとつのパラメータ

を見付け出すのに一生懸命になっていると思います。

しかし，今日討論した中で，最 も非侵襲的で最も有

望であると思われるのは Pdiの測定であろうという

ことには同意せざるを得ないと思います。この方法

は現時点では測定を行うに は技術的に少し困難です

が，解釈するのが比較的簡単です。平均的な臨床家

でも，Pdi変動を解釈し，それに関係した治療法を求

めるためのトレーニングを容易に行うことができる

と思われます。患者をモニターするために非侵襲的

に用いている通常の臨床ノTラメータ以外では，私達

が発表した情報に基づき，自発呼吸している患者に

おける換気補助の分析をモニターする上では，Pdiが

ただひとつの最も有望な方法であると思います。

武j畢:私達が行おうと しているのは，患者が呼吸

不全を起こし，努力性呼吸を行っている場合に，呼

吸仕事を最小限にするということです。私達は患者
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に対して知らずに多大な負荷をかけています。その

ために，患者の呼吸を補助するための新しい機械的

換気モードを見付け出そうとしています。その中で

最も重要なものは，人工呼吸器のトリガーです。で

すから，私達は気道から始め，気管内チュープの先

端，胸腔内圧へと進み，現在では EMGから情報を

得ょうとしています。これが呼吸不全患者，特に抵

抗の大きい患者を治療するために最も重要なことで

す。また，換気力学的モニターも必要です。どの程

度の仕事量や努力が人工呼吸器や臨床家によってか

けられているか。これからもこれらの問題に取り組

む必要があると思います。

大村:私がひとつ付け加えたいのは，特にこのよ

うな状況では様々な呼吸筋の聞の協調が非常に重要

だと思うということです。極端な例としては，例え

ば，胸郭と横隔膜の間で協調性が失われることがあ

ります。しかし，もし様々な筋肉の協調のパターン

変化をモニターする精巧な方法があれば，患者が呼

吸不全を起こすよりかなり前にその手掛かりが得ら

れるかも知れません。しかし，現在あるのは磁力計

とrespiratoryinductive plethysmographyだ け で

す。もし心電図のように一定期間のパターンをモニ
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ターすることができれば，パタ ーンの変化を検出で

きるかも知れません。単に一呼吸ごとの変化を調べ

るだけでは何もわからないかも知れませんが，デー

タを一定期間合計することによって，何らかの見解

が得られるかも知れません。

島田:今日は呼吸不全患者における呼吸仕事量を

モニターするための最良の方法を見付け出そうと試

みました。新しいタイプの人工呼吸器の開発と評価

のためのモデル肺について述べた方もありました。

Dr. Kacmarekは動物モデルの発表をされました。私

達は臨床家であり，ヒ卜に適用する良い人工呼吸器

を必要としています。その点てる，私達が本当に必要

としているのはモニターであり ，まず人工呼吸器を

トリガーするため，次に呼吸仕事量の負荷除去の評

価をするためのモニターです。また，ウィ ーニング

期には，筋肉の回復や患者の仕事量の予備力の評価

のためのモニターを必要としています。私達はより

新しい情報を得ょうと努力しており，また，現在は

メディカルエンジニアリングの発展期であるので，

2~3 年のうちにはこの円卓会議に対する良い答えが

得られるように希望します。


