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は じ め に

　患者に快適で効果的な酸素供給として、鼻カニュー
レから高流量の混合酸素を提供する新しい呼吸ケア治
療（NHFOT：nasal high-flow oxygen therapy）の有
用性が報告されている 1, 2）。当院においても高流量鼻カ
ニューレの効果について研究を行ったが、その際に供
給システムのプラットフォームである空気−酸素ブレン
ダー（以下、ブレンダー）を介した、空気配管への酸
素流入トラブルを経験した。そこで今回、ブレンダー
に起因する空気配管への酸素混入が起こる医療事故に
発展する可能性がある危険な事例を報告する。

事　　　例

　HCU で稼働中の人工呼吸器 1 台と、臨床工学部で点
検を行っていた人工呼吸器 1 台の計 2 台の人工呼吸器
に酸素濃度上限アラームが度々発生した。HCU で稼働
中の人工呼吸器は、酸素センサーの校正を繰り返し実
施することで対応した。しかし、臨床工学部で点検を
行っていた人工呼吸器は、酸素センサーの校正も不可
能であり、酸素セルの交換を行った。それでも酸素濃
度上限アラームが消えずに原因が特定されない中、ブ
レンダー製造販売業者より当院で使用しているブレン
ダーに関する注意喚起があった。それは配管圧の異な
る医療ガスの逆流を防ぐための逆止弁に不具合が生じ

た際に、逆止弁を介して空気配管へ配管圧の高い酸素
が逆流する可能性があるとの報告であった。
　当時、我々は臨床工学部内に設置されている医療ガ
ス配管で、注意喚起の対象となっているブレンダーを
用いた高流量鼻カニューレの効果について研究を行っ
ており、ブレンダーは医療ガス配管に接続したままで
あった。そこで、ブレンダーを配管から取り外して、酸
素センサーの校正、交換を実施しても酸素濃度が改善
されなかった人工呼吸器を再稼働させてみたところ、正
常動作に戻った。よって、度重なる人工呼吸器の酸素
濃度上限アラームはブレンダーが原因していると結論
づけた。そして、今回のトラブル経験をもとに、当院
でブレンダーに起因する空気配管への酸素混入に対す
る再現実験を行った。

対　　　象

　空気配管への酸素流入トラブルの原因となった、ス
トップバルブ機能付きタイプ（ノンブリードタイプ）
OA2060 ブレンダー（サンユーテクノロジー社、埼玉）
1 台を対象とした。ブレンダーとは、空気、酸素配管
からの供給を受け、21 〜100％の任意の酸素濃度ガス
を呼吸補助具へ供給することができる空気・酸素混合
装置である。成人に対する CPAP（continuous positive 
airway pressure：経鼻的持続陽圧呼吸療法）使用を目
的とした、6〜60L/min の流量範囲で使用できる高流
量タイプのブレンダーも存在する。一般的なブレンダ
ーは、ガス供給を行う上で、酸素濃度の精度を確保す
るための作動原理としてブレンダー内に常に一定流量
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のガスが流れていることが必要不可欠となる。ブレン
ダー内に供給された一定流量のガスの一部は常に器外
放出（大気放出）されており、これを「ブリードガス」
と呼ぶ。そのため、流量ダイヤルをゼロの待機状態に
していても、ブレンダーを酸素、空気ガス配管に接続
するだけで、ブレンダー自身でブリードガスを消費し
てしまう。ブリード流量は機種によって異なり、2.5〜
15L/min になるブリード流量によって供給ガスの濃度
精度が異なり、ブリードタイプのブレンダーでは±1.5
〜3％である。しかし近年、ブレンダーにストップバル
ブ機能が付いたタイプが販売されている。ストップバ
ルブ機能が付いたブレンダーは、ブリードガスをなく
すことが可能で、ランニングコストを抑えることがで
きる 3）。なお、ストップバルブ機能のあるノンブリー
ドタイプのブレンダーの濃度精度は±3％以内となって
いる。

方　　　法

　ストップバルブ機能付きタイプ OA2060 ブレンダー
および MX300-I 酸素濃度計（Teledyne、USA）を使用
した（Fig.1）。ブレンダーを、臨床工学部内にある人
工呼吸器の使用後点検時に用いている空気、酸素配管
に接続し、ブレンダー側のダイヤル流量 0 L/min、設
定酸素濃度 60％（使用される空気、酸素量の割合が 1：
1 となる濃度）とする。ブレンダーを設置した場所か
ら直線距離で 4 m、25m 離れた異なる 2 箇所の医療ガ

ス配管を使用して、同一の人工呼吸器 PB840（Puritan-
Bennett、USA）を稼働させる（PB840 における酸素濃
度精度：±3％）。換気モードは A/C（PC：呼吸回数
10 回 /min、吸気圧 20cmH2O、吸気時間 2.0 秒、呼気
終末陽圧 5.0cmH2O）とした。設定酸素濃度を変化（21、
30、50、70、90％）させた時の実測値酸素濃度を人工
呼吸器の吸気ガス出口に設置した酸素濃度計を用いて、
ブレンダーを設置した場所からの距離（4、25m）と経
過時間（12、24 時間）を変化させて 4 回、計測を行った。

結　　　果

　Table 1 より、ブレンダー接続から 12 時間後の人工
呼吸器からの酸素濃度に変化は見られなかった。しか
し 24 時間後では、4 m 離れた人工呼吸器は、全ての設
定酸素濃度に対して 100％近くを示すような濃度上昇
を認め、周辺の空気配管が純酸素で満たされていた。
25m 離れた人工呼吸器も同様に、設定酸素濃度の 10％
程度の上昇を示した。この結果から、人工呼吸器の設
定酸素濃度変化は、ブレンダーを使用してから少なく
とも 12 時間以上経ってから発生することが判った。こ
れは、ブレンダーを設置している近辺の空気配管から
酸素が満たされていくため、ブレンダーを使用してい
る医療ガス配管から近い場所で使用される人工呼吸器
ほど高い酸素濃度上昇を起こしたものと考えられた。

Fig. 1　High-flow blender and oxygen analyser
〈Left〉 OA2060 Air − Oxygen Blender（SANYU technology）
〈Right〉 MX300-I Oximeter（Teledyne）
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考　　　察

　実験開始から 12 時間は人工呼吸器からの酸素濃度に
異常が見られず、ブレンダーに起因する空気配管への
酸素混入を認めなかった。しかし、研究当時の使用方
法、使用した時間を考慮してさらに観察時間を延長し
た結果、24 時間後には人工呼吸器の酸素濃度上限アラ
ームが発生して、今回起こった事象を再現できた。そ
して、ブレンダーは逆止弁に不具合が生じるとブレン
ダーを介して空気配管へ配管圧の高い酸素が混入する
可能性があるため、周辺で使用している医療機器の酸
素濃度異常には十分注意しなければならないことが示
唆された。
　今回は、度重なる人工呼吸器の酸素濃度異常の原因
を、①酸素セルの不良、または②人工呼吸器自体の故
障、としか想定できなかった。そのため、ブレンダー
に起因したトラブルと現場で判断するまでに 2 日間程
度を要したが、ブレンダーの製造販売業者からの注意
喚起文を見ていなければ、さらに判断が遅れていたお
それも考えられる。人工呼吸器の酸素濃度上限アラー
ムが続く場合は、①、②の対処に加えて、人工呼吸器
の吸気側からガスをサンプリングして、設定酸素濃度と
実際の酸素濃度を比較してみるなど、人工呼吸器搭載
の酸素濃度計以外による測定も必要であったと考えら
れた。この点検を行っていれば空気配管内のガス濃度
異常を早期に発見できた可能性があり、人工呼吸器の
安全な保守管理について課題の残るところでもあった。
　また、ストップバルブ機能付きタイプのブレンダー
を使用する際は、ブレンダー自身が消費するブリード
ガスが流れないことから、使用後も医療配管に接続し

たままの状態で保管している施設も少なくないと考え
られる。ノンブリードタイプのブレンダーを使用して
も、ブレンダーを介して起こる空気配管への酸素混入
の危険性を考えると、使用後は速やかに医療者が機器
を医療ガス配管から外すことが望ましいと考えられた。
　次に、ブレンダーを介した空気配管への酸素の混入
は、ある程度時間が経過しないと発生しなかった。こ
のタイムラグが今回起こった事象においてトラブル原
因の発見を困難にし、また最も注意が必要とされるも
のと考えた。実際に、製造販売業者も事象発生当初は、
どのような経過で逆止弁に不具合が生じ、空気配管へ
の酸素混入に繋がるかを十分に把握できずにいた。そ
こで、製造販売業者へ我々の再現実験から得た結果を
伝え、製造販売業者で経過時間を考慮した再検査をす
すめた。結果、製造販売業者でも再現性が認められ、詳
しい原因の究明が可能となった。今回の事象に限らず、
現在使用されている他社製ブレンダーにも同様の不具
合等が起こる可能性も考えられるため、各施設におけ
るブレンダーの点検を強く勧めるとともに、使用者が
日頃の業務の中で、ブレンダーに起因する酸素濃度異
常トラブルを想定しておくことが望ましいと考えた。
　今回のブレンダーに関しては、ブレンダーを介した
医療配管へのガス混入の防止対策として、製造販売業
者による対象機器の自己回収が行われ、順次改良が施
されている。ブレンダーには配管圧の異なる医療ガス
の逆流を防止するために、ガスの供給を受けるガス IN
ジョイント内に、逆止弁（一方向弁）と弁の開閉を行
う戻りスプリングが用いられている（Fig.2）。この戻
りスプリングの力で逆止弁がゴムシート方向に移動し
た時に、逆止弁とシートが密着して空気−酸素間の相

Oxygen 
Concentration 

Setting

Distance between blender 
and Ventilator Results

Oxygen 
Concentration 

Setting

Distance between blender 
and Ventilator Results

4 m 25m 4 m 25m
21％ 22％ 21％ No Change 21％ 98％ 23％ Increase Oxygen Concentration
30％ 30％ 32％ No Change 30％ 98％ 32％ Increase Oxygen Concentration
50％ 50％ 50％ No Change 50％ 99％ 54％ Increase Oxygen Concentration
70％ 71％ 71％ No Change 70％ 98％ 78％ Increase Oxygen Concentration
90％ 93％ 91％ No Change 90％ 100％ 98％ Increase Oxygen Concentration

Table 1　The variation of oxygen concentration due to distance and change over time for mechanical ventilators 
We measured oxygen concentration at the ventilator inspiratory port used by the external oxygen analyser by an outside party. 
In this way, we can figure out if a problem is either due to the ventilator or the medical gas piping system.

〈After 12 hours〉 〈After 24 hours〉
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互逆流が防止されている（Fig.3）。しかし、戻りスプ
リングの力が弱いと、ガス配管からの逆流によって、本
来閉じられるはずの逆止弁とゴムシートが密着せずに、
すき間からガスの逆流を引き起こしてしまう。反対に、

戻りスプリングの力が強いと、逆止弁とゴムシート間
を十分に開けることができずに、ガスの通りが狭くな
ることで配管圧力を利用した高流量を出力させる性能
を妨げてしまう。そこで、通常の呼吸ケア療法で使用

Fig. 2　The detailed structure of check valve
The check valve allows the gas to flow forward but it automatically closes if the gas flows in the opposite direction. The check valve

（shadow area）is moved up and down by the return spring. This allows the gas to flow between the check valve and part of the 
sheet. The check valve is placed at the bottom of blender body point of both the oxygen and the air.

The Main body of the Blender

The Bottom of Blender body

Return Spring

Y Packing

Check Valve

Rubber Sheet

Air − Oxygen
Supply Joint

Pressure-Proof Hose
The Gas Supply side

（Medical Gas Piping System）

Parts of the Gas Joint

（A） An open check valve connected to the medical gas 
piping system

Fig. 3　The gas flow from the check valve
（A） The check valve floats due to pressure from the medical gas piping system. Then, the medical gas can flow into 

the blender through the check valve.
（B） If the blender is unconnected to the medical gas piping system, or the gas flow is inversed, the check valve sinks 

to prevent differential gas from being mixed into the gas supply.

（B） A closed check valve unconnected to the medical gas 
piping system or inversed gas flow
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されている 10L/min 程度のガス流量計ではスプリング
力の強い逆止弁を使用しても問題はないが、40L/min
以上のハイフローを必要とする高流量タイプのブレン
ダーには、ガスの逆流を引き起こさない程度のスプリ
ング力の弱い逆止弁が使用されている。今回、空気配
管への酸素流入を起こし回収されたブレンダーのガス
IN ジョイントを見ると、逆止弁とゴムシートにはキズ
や異物の付着はなかった。従って、逆止弁とゴムシー
ト自体の不良とは考えられず、逆止弁を押さえつける
戻りスプリング力が製造販売業者の想定していたもの
より弱過ぎたことで、逆止弁とシートを密着できずに
ガスが逆流してしまったものと推測できた。そこで、逆
止弁の弁押さえスプリングの全長を長くし、戻り力を
4 倍に強化したスプリングに交換することで、逆流防
止能力を向上させ、漏れ防止を図った。改善されたブ
レンダーは、当院で再度の再現実験を行ったが、空気
−酸素間の相互逆流は起こらず、十分な安全対策がな
されたと考えられた。
　最後に、今回の現象が発生する概略を示す。
1． ストップバルブ機能付き（ノンブリードタイプ）ブ

レンダーを使用している場合。
2． ブレンダーを酸素、空気配管に接続し、流量ダイヤ

ルを【ゼロ】にして待機 / 保管状態としている。
3． ブレンダー側の設定酸素濃度が高い設定になってい

る。
4． 上記の条件下で半日から丸一日を経過した場合。
5． ブレンダー内の逆止弁に使用されている弁押さえス

プリングが時間の経過とともに押されていき、一方
弁が押し戻されることで、逆止弁を介して空気配管
へ酸素が逆流する。

6． 周囲の空気配管へ酸素が混入して、近隣で使用して
いる人工呼吸器の酸素濃度上昇アラームを引き起こ
す。

7． ブレンダーを設置している近辺の空気配管ほど酸素
濃度が高くなっている。

　今回対象となったブレンダーに関しては改良がなさ
れた。しかし、他社製のブレンダー製品も多く存在し

ていることに加えて、良品の逆止弁においても使用中
の経年劣化、故障等は起こり得ることから、ブレンダ
ー関連の医療事故、トラブルには今後も注意が必要だ
ろう。
　なお、ブレンダーを使用する機会は、呼吸ケア治療

（低酸素療法や Heliox〈ヘリウムと酸素の混合気体〉療
法など）での単体使用とは限らず、新生児・小児人工
呼吸器や型式の古い成人用人工呼吸器といった人工呼
吸器にもブレンダーは搭載されているため、これらに
関しても安全性を再評価する必要があることを付記す
る。

結　　　語

　ブレンダーに起因する空気配管への酸素混入トラブ
ルを経験した。ブレンダーを安全に使用するには、ノ
ンブリードタイプのブレンダーを使用しても使用後は
医療者が速やかに機器を医療ガス配管から外すことが
望ましい。また、ブレンダー使用中は周辺の医療機器
の酸素濃度異常に対して、逆止弁の不具合により酸素
が空気配管へ混入した可能性を、使用時間をさかのぼ
って考慮する必要がある。
　何よりも、臨床現場では「ブレンダーを介した空気
配管への酸素混入が起こり得る」との認識を持って、
今後ブレンダーを使用していくことを強く勧める。
　最後に、ブレンダーを安全に使用するためには、日
頃の保守点検を行い、品質や安全性を維持することが
重要である。
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