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Ⅰ．緒　　　言

　食道造影検査に使用される硫酸バリウム製剤（以下、
バリウム）の大量誤嚥は、初期にはショックや呼吸不
全、続いて肺炎や急性呼吸促迫症候群（acuterespira-
torydistresssyndrome：ARDS）を引き起こし、30～
50％が死亡するとされている1）。今回、食道造影検査
時にバリウムの大量誤嚥を引き起こした食道がん患者
の気道クリアランスを経験した。医師の指示のもと、
胸部X線画像を確認しながら呼吸理学療法を実施し、
誤嚥物のスムーズな喀出につなげることができたので、
ここに報告する。

Ⅱ．症　　　例

74 歳、男性。
診断名：進行期食道がん（StageⅢorⅣa）
現病歴：食思不振に対して検査目的で 2020 年 10 月 X
日入院。入院前のADLは全自立だが 2020 年に入って
臥床傾向であった。入院後StageⅢorⅣa（T3orT4b、
N2orN3、M0）の進行期食道がんと診断された。X＋
5日、食道造影検査中にバリウム誤嚥した。
　報告に際し、患者本人に対して十分な説明を行い、

同意を得た。

Ⅲ．経　　　過

　食道造影検査中にバリウムを大量誤嚥したと造影検
査室より理学療法士に緊急呼び出しがあった。理学療
法士が訪問すると透視撮影台の上に、嘔吐したバリウ
ムにて全身が汚染された患者を認めた。検査を実施し
た消化器内科医師とともに、造影検査室で緊急に気道
クリアランス目的の理学療法を開始した。
　意識レベルは JapanComaScaleⅠ-1。胸腹式混合呼
吸で著明な努力呼吸や呼吸困難の訴えは認められなか
った。バイタルサインとしてはSpO294％、脈拍 85bpm
程度であった。①蒼白、②冷汗、③虚脱、④微弱な速
い脈、⑤促拍呼吸といったショックの 5徴候症状2）は
認められず、呼吸理学療法の禁忌に該当する項目3）も
なかったため、介入を開始した。聴診上、左気管支分
岐から左上中肺野にかけて広範囲に低音性連続性ラ音
と粗い断続性ラ音が認められた。誤嚥したバリウムの
偏在を確認するために医師の指示の下、その場で胸部
X線写真を撮影した。
　理学療法介入直前に撮影した胸部X線画像を図1に
示す。正面像において左主気管支から葉気管支、区域
気管支、亜区域気管支を超えて細気管支まで造影剤が
到達していることが確認できる。側面像でも気管支壁
に沿って S8 から S10 区まで造影剤が分布していること
がわかる。主として左肺野にバリウムが貯留している
ことが確認できたため、左肺野をターゲットとして気
道クリアランス介入を開始した。修正排痰体位4）を参
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考にして体位の調整を行うとともに squeezing を実施
した。あわせて患者本人にアクティブサイクル呼吸法
（activecyclebreathingtechniques：ACBT）を指導
し実施してもらった。ACBTを併用することで、唾液
混じりの白色分泌物を継続して自己喀出することがで
きた。その後は 1回のX線画像撮影を挟み、経時的に
身体所見の評価を行いながら、気管内造影剤貯留部位
に応じて介入を行った。気道クリアランス介入終了後
の胸部X線画像を図 2に示す。気管内の造影剤が消失
しているのを確認し、聴診でも副雑音が認められなく
なったため理学療法を終了した。介入中にバイタルサ
インが変動することはなかった。以降、本症例は肺炎
を発症することなく経過した。

Ⅳ．考　　　察

　今回、食道造影検査時にバリウムを大量誤嚥した食

道がん症例への呼吸理学療法介入を経験した。誤嚥物
が造影剤であったためX線撮影により適宜状態を把握
でき、効果的かつ迅速に異物の除去が可能であった。
　上部消化管造影検査時の誤嚥について、胃集団検診
262,888 人中 118 名に誤嚥が認められたとの報告5）があ
るが、その発生率は 0.044％と非常に稀である。しかし、
ひとたびバリウムの大量誤嚥を引き起こすと、それが
重篤な呼吸不全6）や重症肺炎7）につながることが報告
されている。
　一般的に今回のような事例には気管支鏡での洗浄除
去がよく用いられるが、今回は気管支鏡ではなく理学
療法士による徒手的な気道クリアランス法が選択され
た。気道クリアランス法は、徒手的治療手技や体位変
換、ポジショニングなどの物理的外力または刺激を治
療手段として、気道内に貯留した分泌物や異物の排出
を促す方法である。呼吸理学療法の中心的な手技とし
て用いられており、急性呼吸障害を対象とする場合に
は呼吸管理の一手段に位置づけられる。無気肺、下側
肺障害、大量の気道分泌物貯留に効果的であるという
報告8）もあるが、科学的根拠が不十分であるという課
題が存在する。
　気管支鏡で直接観察できる病巣は亜区域気管支まで
とされる。今回、胸部X線画像より細気管支までバリ
ウムが到達していたのを確認したが、理学療法士によ
る気道クリアランス介入で末梢気管支に存在する分泌
物まで余すことなく喀出を行うことができた。誤嚥し
たバリウムが気管支や肺胞内に残存すると強い炎症を
引き起こし、肺胞腔や細気管支周囲、間質に沈着する
ことで石灰化9）や肉芽腫10）をきたすと報告されてい
る。今回、誤嚥発生翌日以降に後遺症を発症すること
なく経過できたのは、気道クリアランス介入の効果が
大きいと考えられる。加えて介入の迅速性も大きなポ
イントである。気管支鏡による介入は開始するまでの
準備に時間を要する。理学療法士がその場で身体所見
の評価を行いながら介入することにより可及的速やか
に気道クリアランスを完了することができた。さらに
は侵襲的介入である気管支鏡を回避することで患者の
負担を軽減できただけでなく、医療資源の節約につな
がったことも特筆すべきことである。
　本症例への介入で最も特徴的なのは造影検査室で気
道クリアランスを実施したことである。胸部X線画像
を確認しながら介入を行うことで、造影剤位置と気道

図 1　理学療法介入前胸部X線画像所見
正面像と側面像。左気管支を主として、細気管支まで造影剤が
到達しているのが確認できる。

図 2　理学療法介入後胸部X線画像所見
気道クリアランス介入により気管支における造影剤はほぼ消失
した。
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クリアランス成果をリアルタイムで確認することがで
きた。一般に気道クリアランス介入において、実際に
分泌物が気管支や肺胞内をどのように移動しているの
かを観察することはできない。しかし今回、介入前後
で胸部X線画像を確認することで、徒手的理学療法介
入の効果を画像所見で証明することができた。過去に
同様の報告はなく、その点で本報告は非常に意義があ
る。

Ⅴ．結　　　語

　食道造影検査時にバリウムの大量誤嚥を引き起こし
た食道がん患者に対して、胸部X線画像を確認しなが
ら徒手的気道クリアランス介入を行うことでスムーズ
に誤嚥物の喀出ができ、画像所見の変化を通して呼吸
理学療法の即時効果も認識することができた。一般的
にバリウム大量誤嚥には気管支鏡での洗浄除去が用い
られるが、理学療法士による気道クリアランス介入は
比較的侵襲や合併症もなく十分な効果が得られる選択
肢の 1つである。

本稿の要旨は、第 43 回日本呼吸療法医学会学術集会（2021 年、
横浜）において発表した。
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