
急性呼吸不全に対するBALの実施 

 

慈恵ICU勉強会 



気管支肺胞洗浄 
Bronchoalveolar lavage : BAL 

 

 気管支鏡を用いて肺の一部に生理食塩水を
注入し回収し、回収した洗浄液を解析するこ
とにより診断や病態を明らかにする検査 



• 診断的洗浄 

 細菌培養、腫瘍細胞診、細胞分画、その他検
査を行う 

 

 

• 治療的洗浄 

 気管支喘息、慢性気道感染症、肺胞蛋白症
多量の分泌物を除去する 



適応 

ありとあらゆる呼吸器疾患に適応 
• 特発性間質性肺炎 
• 過敏性肺炎 
• 膠原病性間質性肺炎 
• 薬剤性肺炎 
• 好酸球性肺炎 
• サルコイドーシス 
• 塵肺 
• 肺癌 
• 各種の肺炎 
• 肺移植後の拒絶反応  などなど 



禁忌 

 

 

 



方法 

• 大量の生理食塩水（50ml×3回）を気管支鏡
を介して注入する 

• 目的の肺胞領域に行き渡らせる 

• 1回の注入ごとにシリンジでゆっくりと吸引す
る 

• 吸引管でひくと気管支粘膜から出血し、細胞
分画に誤差がでてしまうので注意する 



• モニターをつける 

• 検査中は酸素投与をおこないながら施行す
る 

• 酸素化の悪化が予想される場合は挿管等の
人工呼吸器管理を検討 



• 回収量が100ml以下の場合、気道の上皮細
胞などが混入する可能性が高くなる 

 

• 喫煙歴やCOPDの既往のある患者では回収
率が20〜30%（既往のない人は50〜80%） 

 

• 高齢になるにつれ、回収できる量は減少する 

 

Löfdahl JM, et al. Eur Respir J. 2005;25(2):275  



検体の評価 

 

 

 

細胞数の評価 
 
 
 
 



ICUの 

肺炎の診断・治療における 
BALの意義 



キーワード 

• 侵襲的（BAL） vs 非侵襲的（気管吸引） 

• 定量培養 vs 定性培養 

• 培養 vs  グラム染色 



細菌培養法の違い 

• 定量培養： 

–検体を生理食塩水で希釈し、希釈したものを寒
天培地に塗布する希釈した倍数と、寒天培地に
塗布して生えた細菌の数から元々の検体の細菌
の濃度を推定する（個/ml） 

• 半定量培養： 

–それを定性的にコロニー数で評価 

• 定性培養： 

–寒天培地に検体を塗布して、細菌のコロニー数を
判定する細菌の濃度が濃いほどコロニー数が増
える 



検体採取法の違い 

 《非侵襲的採取法》 

• 気管内採痰 

  簡便であり、最もよく行われている 

   口腔内常在菌の汚染の可能性も高い 

 

 《侵襲的採取法》 

• 検体保護ブラシ（protected specimen brush : PSB) 

  気管支鏡を使用し、目的の気管支口にブラシをすすめて検
体を採取する 

• BAL 
 

 



疑問１ 

• 初期（抗菌薬が入ってない）状態において
、肺炎の診断に有用な検査はあるか 

• どのような使用法をするのが正しいか 



気管吸引痰のグラム染色 

• 陰性なら除外しやすい(感度91%、陰性的
中率94%) 

• もし白血球貪食像があれば治療のガイド
になる 

Blot F, et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:1731-7. 

Papazian L, et al. Anesthesiology 1997;87:268-76. 



気管吸引痰の定量的培養 

• BALでの定量培養に比べて特異度が劣る 

ATS/IDSA のガイドライン(2005) 



検体採取法と診断特性 

検査法 グラム染色 培養検査 

感度/特異度(%) 有意と判定され
る菌量 

半定量的評価 感度/特異度(%) 

 

気管内吸引 89-95/56-61 106cfu/ml 3＋以上 76±9/ 75±28 

BAL 67-90/49-100 104-105 cfu/ml ２＋ 73±18/82±1
9 

PSB 74-88/89-97 103cfu/ml １＋ 67±20/90±1
4 

Cook D, Mandell L. Endotracheal aspiration in the diagnosis of 
ventilatorassociated pneumonia. Chest 2000;117:195S-7S. 
Torres A, El-Ebiary M. Bronchoscopic BAL in the diagnosis of 
ventilatorassociated pneumonia. Chest 2000;117:198S-202S. 
 Torres A, Ewig S. Diagnosing ventilator-associated pneumonia. N Engl J Med 
2004;350:433-5. 



ATS/IDSA のガイドライン(2005) 

• 定性培養に基づく治療は、定量的培養に基づくより
も多くの細菌をカバーすることになる（LevelⅠ） 

 

• 肺炎の診断・抗菌薬療法の決定に際し、気管吸引
の半定量的培養は、定量培養よりも信頼度が下が
る（LevelⅡ） 

 

• 気管支鏡検査サンプリングが直ちに利用できない
場合、非気管支鏡検査サンプリングによる定量培養
で代用可能（LevelⅡ） 



疑問２ 

 

 

 侵襲的な採取方法に 

臨床的な利点はあるか？ 



Diagnostic Strategy for Hematology and Oncology 
Patients with Acute Respiratory Failure 
Randomized Controlled Trial 

 フランスの16施設のICU 
220人の急性呼吸不全の患者 
 



 

挿管を必要とする割合は両群で有意差
はなかった 

28日死亡率も両群で有意差はなかっ
た 



 

両群で診断率の差はなかった 



Quantitative versus qualitative cultures of respiratory secretions 
for clinical outcomes in patients with ventilatorassociated 
pneumonia (Review) 
Berton DC, Kalil AC, Cavalcanti M, Teixeira PJZ; Cochrane Database Syst Rev 8: 
CD0006482 2008 
 
• 侵襲的 vs  非侵襲的診断、定量的 vs  定性的診断ア
プローチをした研究のレビュー 

• ５つのランダム化比較試験を検討している 

  症例は1367例 

• 一次的アウトカム：２８日死亡率 

• 二次的アウトカム：抗菌薬の変更、人工呼吸器装着 

             日数、ICU滞在期間 

 



死亡率は侵襲的診断と非侵襲的診断で差はない 

 



気管支鏡BAL定量培養 vs 肺炎の診断  
まとめ 

• BALによる定量培養は(気管吸引痰の半定量に比
べ)（MRSAと緑膿菌以外の）肺炎の予後を改善し
ない 

• VAPの診断における定量培養は定性培養に比べて

、侵襲的診断は非侵襲的診断に比べて、患者予
後を改善しない 

N Engl J Med 2006;355:2619-30. 

Cochrane Database Syst Rev 2008:CD006482 



疑問３ 

気管支鏡BALは抗菌薬が開始された後の 

肺炎管理のガイドとして利用できるか 



Repeat Bronchoalveolar Lavage to Guide Antibiotic Duration 
for Ventilator-Associated Pneumonia 
J Trauma. 2007 Dec;63(6):1329-37; 

 

抗菌薬投与期間が短縮された 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18212657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18212657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18212657


De-escalation therapy rates are significantly higher by 
bronchoalveolar lavage than by tracheal aspirate. 
 

• BALは気管吸引痰と比較しde-escalation の実施の指標として
有効である 

De-escalationを実施することにより死亡率の低下、ICUの
滞在期間が短縮 



BALを組み込んだ肺炎治療 

 

←初期培養結果を見る BALを行う→ 



抗菌薬開始後の気管支鏡BAL まとめ 

• 抗菌薬ワンドースでも気管吸引グラム染色
は目的菌が見えなくなることが多く、12時
間後には50%の症例で気管吸引培養が陰性 

• 抗菌薬開始後は定量培養のカットオフを一段
下げる必要があるかもしれない 

• カットオフポイント以下なら臨床的な失敗の確
率は低い 

Eur Respir J 2002;19:944-51 

Prats E, Eur Respir J 2002;19:944-51. 



抗菌薬開始後の気管支鏡BAL まとめ２ 

• カットオフポイント以上なら抗菌薬に耐性、組織
移行が不十分、肺膿瘍、膿胸、菌交代、重複
感染、ARDSを考える 

• 定量培養により、VAPの偽陽性率を減少させ
、不要な抗菌薬の使用を抑えることができ、
14日の死亡率を低下させた 

• BAL定量培養により不必要な抗菌薬投与↓(公
衆衛生的に重要)。  

 

ATS/IDSA Level I 

Chastre J, et al. Clin Infect Dis 2006;43 Suppl 2:S75-81. 



疑問４ 

 

 

侵襲的な方法である 

BALを 

非挿管患者に 

施行すべきか 



 



Fiberoptic bronchoscopy under noninvasive ventilation 
and propofol target-controlled infusion in hypoxemic 
patients； Intensive Care Med (2011) 37; 1969-1975 

• 対象：挿管されていない23人の低酸素血症の患者 

 

BAL施行後に2時間では挿管を必要とした患者はいなかった 
24時間では2人呼吸状態の悪化し、2人はseptic shockで挿管
が必要となった 



Fiber optic bronchoscopy in patients with acute 
hypoxemic respiratory failure requiring noninvasive 
ventilation - a feasibility study 

 

40人の呼吸不全の患者 
非侵襲的陽圧換気中に気管支鏡検査を施行 
 
気管支鏡検査を施行することができたが、4人の患者で挿管が必要となった（10%） 
 
 
 



Hypoxemic Patients Bronchoscopy With BAL in High-
Risk Ventilation Via Face Mask During Noninvasive 
Positive-Pressure  

目的：NPPVを行っている患者に安全に気管支  
    鏡及びBALを施行できるか 
対象： NPPVを装着している患者８人 
 
結論：NPPVを装着している患者にFOBやBALを  
           施行することは安全である 
 
  注意点として 
    患者の協力が必要不可欠である      
    モニターや設備の整ったICUで行う 
    熟練した医師が行う 
    局所麻酔が標本に混入する可能性がある 
     

 



呼吸不全の患者にBALを行う？ 

• どの文献も、気管支鏡検査は検査中は大きな合
併症もなく安全に行えたと述べている 
 

• いくつかの症例では、施行後に挿管されたもの
もある 

 ☞呼吸不全の患者はもともと、挿管されるリス 
   クがある 
 

• 利点、欠点をふまえた上で施行するよう述べて
いる 



まとめ 

• BALは急性呼吸不全の患者にも比較的安全に
行うことができる 

• BALは院内関連肺炎の治療に役立つ可能性が
ある（抗菌薬の開始、抗菌薬のde-escalation、抗
菌薬投与の中止) 

• BALのベネフィットを最大限にするには、ICUとし
てBALに慣れていること、細菌検査室が定量培
養に慣れているべき 

• 「何もしないと何もおこらない」ので、BALを積極
的にやって慣れる、ことから始めてはどうか 


