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第1章 序論 

ハイフローセラピー（ネーザルハイフロー）は、鼻カ

ニューラを使用して高流量の酸素投与を行う   

酸素療法の1つである。 

写真：フィッシャー&パイケル社提供 



第2章 原理 

第2章の到達目標 

• ハイフローセラピーのポイントが説明できる 

• 鼻カニューラの特徴が説明できる 

• 高流量で施行できる理由が説明できる 

• 加温・加湿する理由が説明できる 



2-1 ハイフローセラピーのポイント 

ハイフローセラピーは以下の3つのポイントからなる。 

 

鼻カニューラ 高流量 加温・加湿 



2-2 鼻カニューラ 

ハイフローセラピーで使用する鼻カニューラは、高流
量に耐えられる専用の製品である。 

フィッシャー＆パイケル社製 OptiflowTM パシフィックメディコ社製 ネーザルカニューラ 



2-3 高流量 

• 流せる酸素流量が少ないため、低流量システムの酸素療

法器具では、換気パターンによってFiO2が変化し、高流量

システムの酸素療法器具では、設定したFiO2を供給でき

るが、せいぜい50~60%程度が限界であった。 

• 酸素ブレンダ―（空気・酸素混合装置）や酸素療法

モード付きの人工呼吸器を使用することで、高流量（最

大60L/min）のガスを流すことができ、鼻カニューラでも設

定したFiO2（21~100%）を供給することが可能となった。 



2-4 加温・加湿 

• 鼻カニューラで高流量の酸素療法を可能にしたのは、加

温と加湿である。 

• 低流量においても加温・加湿しない場合は、気管支収縮

反応を引き起したり、気道抵抗が上昇するため、高流量

ではより十分な加温・加湿が必要となる。 

• 最適な加温・加湿（温度37℃、絶対湿度44mg/L）は

上気道にある粘膜絨毛のクリアランスを増強させる効果が

ある。 

 



第2章 チェックテスト 

• ハイフローセラピーは、（①）、（②）、（③）の3つの
ポイントからなる。 

• 鼻カニューラは（④）に耐えられる専用の製品である。 

• 酸素ブレンダ―や酸素療法モード付きの人工呼吸器を
使用することで、（⑤）のガスを流すことができ、鼻カ
ニューラでも設定したFiO2（⑥）を供給することが可能
となった。 

• 加温・加湿しない場合は、（⑦）反応を引き起したり、
（⑧）が上昇する。 

• 最適な加温・加湿（温度37℃、絶対湿度44mg/L）
は上気道にある粘膜絨毛の（⑨）を増強させる効果
がある。 

 

 

 

 

 

 

正解はこちら 



第2章の答え 

• ハイフローセラピーは、（①鼻カニューラ）、（②高流量）、
（③加温・加湿）の3つのポイントからなる。 

• 鼻カニューラは（④高流量）に耐えられる専用の製品であ
る。 

• 酸素ブレンダ―や酸素療法モード付きの人工呼吸器を使用
することで、（⑤高流量）のガスを流すことができ、鼻カ
ニューラでも設定したFiO2（⑥21~100%）を供給することが
可能となった。 

• 加温・加湿しない場合は、（⑦気管支収縮）反応を引き
起したり、（⑧気道抵抗）が上昇する。 

• 最適な加温・加湿（温度37℃、絶対湿度44mg/L）は上
気道にある粘膜絨毛の（⑨クリアランス）を増強させる効
果がある。 

 

 

 

 

 

 



第3章 効果 

第3章の到達目標 

• ハイフローセラピーの効果を説明できる 

• 解剖学的死腔の洗い流しの効果を説明できる 

• 呼吸サイクルによる気道陽圧の原理を説明できる 

• 呼吸サイクルによる気道陽圧の効果を説明できる 



3-1 ハイフローセラピーの効果 

ハイフローセラピーには以下の2つの効果がある。 

 

解剖学的死腔の
洗い流し 

呼気時の     
気道陽圧 



3-2 解剖学的死腔の洗い流し 

• 高流量により鼻咽頭腔の解剖学的死腔が洗い流さ
れることで、換気補助につながる。 

• 二酸化炭素除去を促進する換気量の割合が増加
したり、吸気抵抗を減少させ呼吸仕事量が減少する。 

• 横隔膜の疲労や呼吸困難感が軽減するなどの報告
もある。 

写真：フィッシャー&パイケル社提供 



3-3 呼気時の気道陽圧 

マスクによる酸素療法とは異なり、鼻咽頭腔をガスが 
通過することで、呼気に気道陽圧が加わる。 

図）高流量（35L/min）投与時の気道内圧変化 



3-3 呼気時の気道陽圧 

• だいたい平均気道内圧が1~3cmH2O増加する。 

• 口の開け閉めによって、圧力が変化する。 

• 性別による解剖学的違いによっても加わる圧力
は変化する。   流量

（L/min） 

10 40 60 

開 口 
(cmH2O) 

平均 0.7 2.2 2.7 

男性 0.7 2.0 2.6 

女性 0.7 2.3 3.1 

閉 口 
(cmH2O) 

平均 1.7 5.5 7.4 

男性 1.2 4.1 5.4 

女性 2.3 7.2 8.7 

表）ハイフローセラピー使用による呼気時の咽頭圧 



第3章のチェックテスト 

• ハイフローセラピーには（①）、（②）の2つの
効果がある。 

• （③）により鼻咽頭腔の解剖学的死腔が洗い
流されることで、（④）につながる。 

• 鼻咽頭腔をガスが通過することで、（⑤）・
（⑥）ともに気道に陽圧が加わる。 

• 平均気道内圧が（⑦）cmH2O増加する。 

• （⑧）や（⑨）によって圧力は変化する。 

 

 
正解はこちら 



第3章の答え 

• ハイフローセラピーには（①解剖学的死腔の洗い流
し）、（②呼気時の気道陽圧）の2つの効果があ
る。 

• （③高流量）により鼻咽頭腔の解剖学的死腔が
洗い流されることで、（④換気補助）につながる。 

• 鼻咽頭腔をガスが通過することで、（⑤吸気）・
（⑥呼気）ともに気道に陽圧が加わる。 

• 平均気道内圧が（⑦1~3）cmH2O増加する。 

• （⑧口の開閉）や（⑨性別）によって圧力は変
化する。 

 

 



第4章 適応 

第4章の到達目標 

• ハイフローセラピーの適応が説明できる 



4-1 適応 

• 呼気に陽圧が加わることから、既存の酸素療法

とNIVの間の治療方法と考えられている。 

• ハイフローセラピーの使用によりNIVの必要性が

減少したという報告もある。 

• NIVに比べてマスク閉塞感がないため、NIVを拒

否してしまう症例においても有効である。 



4-1 適応 

• マスクに比べ食事や飲水が容易にできることから、患者

さんの快適性が向上する。 

• 適応にはNIVが有効とされている症例（心原性肺水腫、

COPD急性増悪など）の他にも、多くの急性呼吸不全

症例に使用できるのではないかと考えられている。 

• 人工呼吸器の加温加湿用呼吸回路を再利用すること

ができるため、抜管後の酸素療法として使用する施設

もある。 



第4章のチェックテスト 

• 呼気に陽圧が加わることから、（①）と（②）の間
の治療方法と考えられている。 

• ハイフローセラピーの使用により（③）の必要性が
減少したという報告もある。 

• （④）を拒否してしまう症例においても有効である。 

• 適応には（⑤）が有効とされている症例（心原性
肺水腫、COPD急性増悪など）の他にも、多くの急

性呼吸不全症例に使用できるのではないかと考えら
れている。 

正解はこちら 



第4章の答え 

• 呼気に陽圧が加わることから、（①酸素療法）と
（②NIV）の間の治療方法と考えられている。 

• ハイフローセラピーの使用により（③NIV）の必要性
が減少したという報告もある。 

• （④NIV）を拒否してしまう症例においても有効で
ある。 

• 適応には（⑤NIV）が有効とされている症例（心
原性肺水腫、COPD急性増悪など）の他にも、多
くの急性呼吸不全症例に使用できるのではないかと
考えられている。 



第5章 使用方法 

第5章の到達目標 

• ハイフローセラピーの準備ができる 

• 鼻カニューラの選択・装着ができる 

• FiO2・流量の設定ができる 

• 患者のアセスメントができる 

• 注意点を説明できる 



5-1 準備 

高流量の流せる酸素ブレン

ダ―（空気・酸素混合装

置）、または酸素療法モー

ド付きの人工呼吸器と、加

温加湿器、回路、蒸留水

を準備し、それぞれを右図の

ように組み立てる。 

酸素ブレンダ― 

蒸留水 

鼻カニューラ 
加温加湿器 

パシフィックメディコ社 ネーザルハイフロー供給装置 



5-2 鼻カニューラの選択・装着 

• 鼻のプロング（鼻孔に入

る部分）は3サイズあり、

患者さんの鼻孔の大きさ

に合わせて選択する。 

• 装着する際は、回路の重

みに耐えられるようネックス

トラップを装着する。 

バンドは耳の上 

ネックストラップを着用 



5-3 FiO2・流量の設定 

• FiO2は、SpO2やPaO2に合わせて調整する。 

• 流量は、基本的に吸気時にも鼻孔脇からフローが

漏れるように設定する。（手で漏れを確認） 

• PEEPの効果を期待したい場合はさらに流量を上げ

て調整する。 

• 患者さんが耐えられる流量に設定する。 

 



5-4 患者のアセスメント 

• 設定後は、聴診、胸郭の動き、呼吸補助筋の使

用を確認する。 

• 使用開始して15~60分で呼吸数の減少、酸素化の

改善、呼吸困難感の軽減がみられる。 

• 6時間以内に呼吸数や酸素化の改善が見られない

場合は、NIVや挿管・人工呼吸への切り替えを考慮

しなければならない。 

 



5-5 注意点 

• 皮膚の褥瘡・発赤 

 鼻カニューラのバンドをきつく締めすぎて、褥瘡・発赤

を作る可能性がある。保護材の使用や定期的な皮
膚状態の確認が必要である。 

 

• 加温加湿器 

 最適な加温・加湿の維持と高流量のために、蒸留

水の使用量は多い。加温加湿チャンバ内の水位に
は十分注意する。 



5-5 注意点 

• アラーム 

 人工呼吸器やNIV専用機器と違い、低圧アラーム
がない。必ずSpO2をモニタリングし、SpO2低下時に
は回路外れや破損の有無の確認が必要である。 

 

• コスト 

 診療保険点数は酸素療法の分類に入るため、使

用期間によっては他の治療法に比べてコストが高く
なる可能性がある。 



5章のチェックテスト 

 ②  

 ①  

 ④  
 ③  

パシフィックメディコ社  
ネーザルハイフロー供給装置 

ハイフローセラピーに必要
な物品はなんですか？ 

正解はこちら 



5-1 準備 

高流量の流せる酸素ブレン

ダ―（空気・酸素混合装

置）、または酸素療法モー

ド付きの人工呼吸器と、加

温加湿器、回路、蒸留水

を準備し、それぞれを右図の

ように組み立てる。 

酸素ブレンダ― 

蒸留水 

鼻カニューラ 
加温加湿器 

パシフィックメディコ社 ネーザルハイフロー供給装置 



5章 チェックテスト 

• 鼻のプロングは3サイズあり、患者さんの（①）の

大きさに合わせて選択する。 

• FiO2は、（②）や（③)に合わせて調整する。 

• 流量は、基本的に吸気時にも（④）からフロー

が漏れるように設定する。 

 
正解はこちら 



5章の答え 

• 鼻のプロングは3サイズあり、患者さんの（①鼻

孔）の大きさに合わせて選択する。 

• FiO2は、（②SpO2）や（③PaO2）に合わせて

調整する。 

• 流量は、基本的に吸気時にも（④鼻孔脇）か

らフローが漏れるように設定する。 

 

 



5章 チェックテスト 

• 使用開始して15~60分で（⑤）の減少、（⑥）の改善、

（⑦）の軽減がみられる。 

• （⑧）以内に改善が見られない場合は、NIVや挿管・人工

呼吸への切り替えを考慮しなければならない。 

• 人工呼吸器やNIV専用機器と違い、（⑨）アラームがない。 

• 使用期間によっては他の治療法に比べてコストが（⑩）な

る可能性がある。 
正解はこちら 



5章の答え 

• 使用開始して15~60分で（⑤呼吸数）の減少、（⑥酸

素化）の改善、（⑦呼吸困難感）の軽減がみられる。 

• （⑧6時間）以内に改善が見られない場合は、NIVや挿

管・人工呼吸への切り替えを考慮しなければならない。 

• 人工呼吸器やNIV専用機器と違い、（⑨低圧）アラー

ムがない。 

• 使用期間によっては他の治療法に比べてコストが（⑩高

く）なる可能性がある。 



ポストテスト 

• ハイフローセラピーは（①）での酸素供給が可能で, 患者の（②）も

向上する 

• 呼気時に陽圧（③）cmH2Oが加わることで, 呼吸回数の（④）

や（⑤）の改善が期待できる 

• ハイフローセラピーを使用することで, （⑥）の必要性が減少するかも

しれない 

• ただし, （⑦）以内に呼吸数や酸素化に改善が見られない場合は, 

NIVや挿管・人工呼吸への切り替えを考慮する 

 正解はこちら 



ポストテスト 

• ハイフローセラピーは（①高流量）での酸素供給が可能で, 患者の

（②快適性）も向上する 

• 呼気時に陽圧（③1~3）cmH2Oが加わることで, 呼吸回数の

（④減少）や（⑤酸素化）の改善が期待できる 

• ハイフローセラピーを使用することで, （⑥NIV）の必要性が減少する

かもしれない 

• ただし, （⑦6時間）以内に呼吸数や酸素化に改善が見られない

場合は, NIVや挿管・人工呼吸への切り替えを考慮する 
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