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酸素療法の歴史	
1771年 	  カール・ヴィルヘルム・シェーレ（薬剤師）が加熱酸化第二水銀、銀の

炭酸塩、硝酸マグネシウムと他の硝酸塩による“fire	  air”を発見	  
1774年 	  ジョゼフ・プリーストリーが“蝋燭の火を明るくする気体”の生成を発表	  
1779年 	  	  アントワーヌ・ラヴォアジエが酸素“oxygene”を命名	  
1780年 	  イギリスのジェームズ・ワット(エンジニア)、トーマス・ベドーズ(医師)、

ハンフリー・デーヴィス(化学者)らによる病人への酸素投与の記録	  
1900年 	   	  酸素投与が狭心症の痛みを軽減すると発表　BMJ	  
1900年代 	  ゴムカテーテル（8-‐10Fr）を鼻腔に挿入する酸素投与が開始	  
1920年代 	  Ｙ字管や二重酸素カテーテルなどで侵襲軽減	  
1928年　 	  心筋の低酸素が狭心症の原因と発表　Arch	  Intern	  Med	  
1930年代 	  先端がゴムの金属カニューレも登場	  
1940年代 	  耳にかけるプラスチックの鼻腔カニューレの初期型が登場	  
1940～ 	  	  虚血性心疾患に対する酸素投与の利点(痛み、呼吸、ST変化)を強調

する報告多数	  
1950年　 	  酸素投与が運動耐容能試験中の心電図変化を長引かせた	  

	  ⇒有害である可能性示唆　JAMA	
The	  story	  of	  oxygen.	  Respir	  Care.	  2013	  Jan;58(1):18-‐31.	  
High-‐flow	  oxygen	  administraTon	  by	  nasal	  cannula	  for	  adult	  and	  perinatal	  paTents.	  Respir	  Care.	  2013	  Jan;58(1):98-‐122.	  
The	  potenTal	  harm	  of	  oxygen	  therapy	  in	  medical	  emergencies.	  Crit	  Care.	  2013	  Apr	  18;17(2):313.	  
hXp://www.my-‐pharm.ac.jp/~kishiba/2012-‐4rekisi.pdf	



酸素療法の基礎知識	

• 酸素カスケード	  
• モニタリングの限界	  
• 低酸素に対する反応	  
• 高酸素に対する反応	  



ミトコンドリアでの酸素の役割	

分子細胞生物学 第4版 H.Lodish(著)	  東京化学同人(2001/09)	



⇒飽和水蒸気圧	

⇒組織酸素化障害	

酸素分圧（mmHg）	

酸素カスケード	

⇒炭酸ガス（肺胞換気量）	  

⇒A-‐aDO2：シャント	  
	  　VA/Qミスマッチ	  
	  　拡散障害	

A-‐aDO2	  ＝ （大気圧－飽和水蒸気圧）－（ＰACO2／0.8）－ＰaO2	  	



酸素供給の指標に何を使う？	

•  FiO2？	  
•  ヘモグロビン濃度？	  
•  平均血圧？	  
•  乳酸値？	  
•  SvO2？	  
•  心拍出量？	  
•  酸素供給量？	  
	  	  DO2＝CO×（1.34×Hg×SaO2＋0.0031×PaO2）	  
•  酸素摂取量？	  
	  VO2＝CO×13.4×Hb×（SaO2－SvO2）	  



正常値	

酸素供給量	  
DO2	

酸素摂取量	  
VO2	

酸素要求量	  
MRO2	

1000	

ml/min	

500	

≓	

ICUブック Paul	  L.	  Marino	  (著)	  第3版メディカルサイエンスインターナショナル(2008/3)	



敗血症	

酸素供給量	  
DO2	

酸素摂取量	  
VO2	

呼吸バースト	

1000	

ml/min	

500	

×	

酸素要求量	  
MRO2	

ICUブック Paul	  L.	  Marino	  (著)	  第3版メディカルサイエンスインターナショナル(2008/3)	

酸素負荷	



Sepsis患者の組織酸素化	

健常人        ７人	  

Tissue	  oxygenaTon	  and	  perfusion	  in	  paTents	  with	  systemic	  sepsis.	  Crit	  Care	  Med.	  2001	  Jul;29(7):
1343-‐9.	

⇒Sepsis患者の組織酸素化は障害されていない！	

前腕筋肉内	  
CABG後       ６人	  

重症Sepsis	  	  ６人	

★：平均で約20mmHgの酸素分圧差（P<0.05）	



乳酸値の上昇	

Ø 組織低酸素	  
Ø Vit.B1欠乏	  
Ø エンドトキシン（PDH阻害）	  

• ピルビン酸はピルビン酸デヒドロゲナーゼによってTDP(チアミン二リン酸)となることでTCA回路で利用可能になる	  
• 細胞質ではピルビン酸が余っているとすぐに乳酸脱水素酵素（LDH）により乳酸になる	  
• 解糖系・クエン酸回路はADPやフルクトース2，6ビスリン酸（解糖系産物）濃度の上昇で促進され、ATPやクエン酸
によって抑制される。	  

Ø 細胞内アルカローシス	  
Ø ATP消費	  
　（ADPやPi（無機リン酸）増加）	  
Ø 糖類接種	  
Ø アドレナリン分泌	  

Ø 肝機能障害	  

糖分解の亢進	

ピルビン酸利用障害	

クリアランスの低下	

分子細胞生物学 第4版 H.Lodish(著)	  東京化学同人	



モニタリングの限界	

•  敗血症や炎症の存在によって酸素の需要・供給バ
ランスのモニタリングは不可能になる。	  
	  （∵エンドトキシンによるミトコンドリアでの酸素利用障
害、炎症性サイトカインによる組織酸素化障害）	  

•  ミトコンドリアへの酸素供給が足りているかどうかを
モニタリングする方法はない。	  

•  酸素療法の悪影響をモニタリングする方法もない。	  

⇒臨床試験によって判明した
臨床所見が何よりの指標	



低酸素に対する反応	



低酸素⇒VEGF産生	

⇒高濃度酸素はVEGFの産生を抑制する	

Balancing	  the	  risks	  and	  benefits	  of	  oxygen	  therapy	  in	  criTcally	  III	  adults.	  Chest.	  2013	  Apr;143(4):1151-‐62.	  	



未熟児網膜症	

hXp://www.eye.med.kyushu-‐u.ac.jp/contents/quesTon04.html	



高酸素に対する反応	



高酸素への生理的反応	

BTS	  guideline	  for	  emergency	  oxygen	  use	  in	  adult	  paTents.	  Thorax.	  2008	  Oct;63	  Suppl	  
6:vi1-‐68.	  	



高酸素⇒活性酸素	

Balancing	  the	  risks	  and	  benefits	  of	  oxygen	  therapy	  in	  criTcally	  III	  adults.	  Chest.	  2013	  Apr;143(4):1151-‐62.	  	

自己組織への酸化障害は内因性抗酸化物質によって阻止されている。	  



色々な抗酸化物質	

•  グルタチオン	  
•  ビタミンE	  
•  ビタミンC	  
•  セルロプラスミン	  
•  トランスフェリン	

ICUブック Paul	  L.	  Marino	  (著)	  第3版メディカルサイエンスインターナショナル(2008/3)	



酸化ストレス	

抗酸化物質	

活性酸素	

中和されていない	  
生体内酸化物質	



～各疾患に対する酸素療法～	

1. 心疾患	  
2. 肺疾患	  
3. 脳卒中	

4. 心肺蘇生	  
5. 敗血症	  
6. おまけ	



心疾患	



心疾患の歴史（臨床編）	
1900　 	  Steele	  C:	  Severe	  angina	  pectoris	  relieved	  by	  oxygen	  inhalaTons.	  BMJ	  

	  	  酸素投与が狭心症の痛みを軽減する	  
1928  Keefer	  CS,	  Resnik	  WH:	  Angina	  pectoris:	  a	  syndrome	  caused	  by	  anoxemia	  of　the	  myocardium.	  Arch	  Intern	  Med	  1928	  

	  	  心筋の低酸素が狭心症の原因	  
1930～ 	  IHD患者に対する酸素投与の利点(痛み、呼吸、ST変化)を強調する報告多数	  
1950  	  Russek	  HI,	  Regan	  FD,	  Naegele	  CF:	  One	  hundred	  percent	  oxygen	  in	  the	  treatment	  of	  acute	  myocardial	  infarcTon	  and	  

severe	  angina	  pectoris.	  JAMA	  
	  	  酸素投与が運動耐容能試験中の心電図変化を長引かせた 	  	  
	  ⇒有害である可能性示唆	  

1964 	  	  MacKenzie	  GJ,	  Flenley	  DC,	  Taylor	  SH,	  McDonald	  AH,	  Staunton	  HP,	  Donald	  KW:Circulatory	  and	  respiratory	  studies	  in	  
myocardial	  infarcTon	  and	  cardiogenic	  shock.	  Lancet	  

	  	  心筋梗塞発症後24時間以内の患者に高濃度酸素（85%～90%）を投与すると血管収縮による体血管抵抗の増加、心

拍数・心拍出量の低下、を来す。	  
1965 	  	  Thomas	  M,	  Malmcroma	  R,	  Shillingford	  J:	  Haemodynamic	  eff	  ects	  of	  oxygen	  in	  paTents	  with	  acute	  myocardial	  

infarcTon.	  Brit	  Heart	  J	  

	  	  心筋梗塞の発症日に40%酸素を20分間投与すると動脈血圧は5%上昇し心拍出量は17%減少した	  
1969 	  	  Neill	  WA:	  Eff	  ects	  of	  arterial	  hypoxemia	  and	  hyperoxia	  on	  oxygen	  availability	  for	  myocardial	  metabolism:	  paTents	  with	  

and	  without	  coronary	  heart	  disease.	  Am	  J	  Cardiol	  
	  	  健常者ではSat50%まで低下しても心筋の酸素消費に影響しない	  

	  

	  	  Bourassa	  MG,	  Campeau	  L,	  Bois	  MA,	  Rico	  O:	  The	  eff	  ects	  of	  inhalaTon	  of	  100	  per	  cent	  oxygen	  on	  myocardial	  lactate	  
metabolism	  in	  coronary	  heart	  disease.	  Am	  J	  Cardiol	  

	  	  IHD患者ではSat85％以下で心筋の虚血が観察され、３VD患者への高流量酸素の投与(６分)は心筋虚血を誘発するのに十分な

冠血流の低下を示した	  
	  

	  	  Sukumal	  chantra	  Y,	  Levy	  S,	  Danzig	  R,	  Rubins	  S,	  Alpern	  H,	  Swan	  HJ:	  CorrecTng	  arterial	  hypoxemia	  by	  oxygen	  therapy	  in	  
paTents	  with	  acute	  myocardial	  infarcTon.	  Am	  J	  Cardiol	  

	  	  心拍出量の低下を起こすため、Sat90％以上のAMI患者への酸素投与は酸素運搬能を上げず、酸素飽和度が90%より少

なかった場合にだけ、酸素投薬は心筋の酸素運搬能を増した	  



心疾患の歴史（基礎編）	
1986  Jamieson	  D,	  Chance	  B,	  Cadenas	  E,	  Boveris	  A:	  The	  relaTon	  of	  free	  radical	  producTon	  to	  hyperoxia.	  Annu	  Rev	  Physiol	  

	  血管収縮による組織低酸素の原因として活性酸素の可能性を示唆	  
	  

1994～ 	  いくつかの過酸素・血管収縮・動物モデルは、酸素分圧が血管内皮由来の緊張調節因子（一酸化窒素、エンドセリ
ン、プロスタグランジン）に影響する可能性を示唆	  

	  

1998 	  Welsh	  DG,	  Jackson	  WF,	  Segal	  SS:	  Oxygen	  induces	  electromechanical	  coupling	  in	  arteriolar	  smooth	  muscle	  cells:	  a	  
role	  for	  L-‐type	  Ca2+	  channels.	  Am	  J	  Physiol	  Heart	  Circ	  Physiol	  
	  高酸素症は血管平滑筋細胞のL-‐型カルシウムチャネルに直接作用することによって、血管収縮を誘発する	  

	  

1999  Winegrad	  S,	  Henrion	  D,	  Rappaport	  L,	  Samuel	  JL:	  Self-‐protecTon	  by	  cardiac	  myocytes	  against	  hypoxia	  and	  hyperoxia.	  
Circ	  Res	  
	  孤立心筋細胞で、高酸素症がアンギオテンシンＩ産生↑⇒エンドセリン解放を促進⇒血管緊張を増した。	  

	  

2002  Mak	  S,	  Egri	  Z,	  Tanna	  G,	  Colman	  R,	  Newton	  GE:	  Vitamin	  C	  prevents	  hyperoxiamediated	  vasoconstricTon	  and	  
impairment	  of	  endothelium-‐dependent	  vasodilaTon.	  Am	  J	  Physiol	  Heart	  Circ	  Physiol	  
	  健常な被験者もCHF患者と同様に100%の酸素投薬によって前腕で測定される血管抵抗を増した。	  
	  アセチルコリン依存性血管拡張の阻害はアスコルビン酸によって抑制できる可能性があった。	  

	  

2005 	  McNulty	  PH,	  King	  N,	  ScoX	  S,	  Hartman	  G,	  McCann	  J,	  Kozak	  M,	  Chambers	  CE,	  Demers	  LM,	  Sinoway	  LI:	  Eff	  ects	  of	  
supplemental	  oxygen	  administraTon	  on	  coronary	  blood	  fl	  ow	  in	  paTents	  undergoing	  cardiac	  catheterizaTon.	  Am	  J	  
Physiol	  Heart	  Circ	  Physiol	  
	  心カテ患者に対する15分間の100%の酸素の投薬は、心筋灌流抵抗を41%増して、冠血流を29%減少させた。さら
に、アセチルコリン（内皮依存性の血管拡張）に対する血管拡張反応は100%酸素の投与中にそこなわれたが、ア
デノシン（内皮から独立した血管拡張）に対する反応は影響を受けなかった	  
	  ⇒活性酸素が冠状動脈内皮から生じた一酸化窒素の酸化的分解反応を加速することを示す	  

	  

2010～ 	  PotenTally	  detrimental	  cardiovascular	  effects	  of	  oxygen	  in	  paTents	  with	  chronic	  leq	  ventricular	  systolic	  dysfuncTon.	  
Heart	  2010,	  96:533-‐538.	  
	  心不全患者で認められるすべての血行力学変化（心拍数・心拍出量・一回拍出量・冠静脈洞血流量の減少、全身性血管
抵抗・左室拡張末期圧の上昇）は健常な被験者でも生じる	  



心毒性メカニズム	

Oxygen	  therapy	  in	  acute	  coronary	  syndrome:	  are	  the	  benefits	  worth	  the	  risk?	  Eur	  Heart	  J.	  2013	  Jun;34(22):1630-‐5.	  	



Controlled	  trial	  of	  oxygen	  in	  uncomplicated	  myocardial	  
infarc4on.	  

Br	  Med	  J.	  1976	  May	  8;1(6018):1121-‐3.	
設定：単施設、二重盲検RCT	  
対象：65歳以下で、24時間以内に心筋梗塞疑いと診断されてCCUへ入院した200人の患者。	  
除外：左心不全、慢性気管支炎または気腫または息切れの臨床所見、不整脈の既往、入院

前の心停止または心原性ショック	  
方法：24時間6ℓ/分の空気 vs	  酸素をマスクから投与	  

⇒PaO2は酸素群で、有意に高かったが	  
院内死亡率は酸素群9/80例（11.3%）の方が空気群3/77例（3.9%）より高かった。	  
ただし、有意差なし。相対的死亡率2.9（95%CI　0.8～10.3、P	  =	  0.08）	



Hypoxaemia	  and	  supplemental	  oxygen	  therapy	  in	  the	  first	  24	  
hours	  aqer	  myocardial	  infarcTon:	  the	  role	  of	  pulse	  oximetry.	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J	  R	  Coll	  Physicians	  Lond,	  31	  (1997),	  pp.	  657–661	

⇒心筋梗塞への酸素投与は鎮痛薬の使用を減らさない	  
　　死亡率の報告なし	

Effect	  of	  oxygen	  therapy	  used	  in	  combinaTon	  with	  reperfusion	  in	  
paTents	  with	  acute	  myocardial	  infarcTon.	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kardiologiia,	  45	  (2005),	  p.	  59	

ロシアの研究	  
137例のAMI患者を酸素群（4～6ℓ/分）vs	  空気群にランダムに割りふり	
心不全、心外膜炎とリズム障害を含む合併症は、酸素群で有意差なし	  
（危険率0.45;95%CI	  0.22-‐0.94）。	
酸素群58例中1例の患者は死亡し、空気群79人の参加者では認めなかった。	

空気vs酸素のRCTは３つ	



Oxygen	  therapy	  for	  acute	  myocardial	  infarcTon.	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cochrane	  Database	  Syst	  Rev,	  6	  (2010),	  p.	  CD007160	

⇒心筋梗塞と確定診断された患者に酸素を投与した際の相対的死亡率は約3倍	  
　　でも有意差なし（P=0.065	  ）	



ガイドラインでは	
Guidelines	  for	  the	  diagnosis	  and	  treatment	  of	  	  

non-‐ST-‐segment	  elevaTon	  acute	  coronary	  syndromes.	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eur	  Heart	  J.	  2007	  Jul;28(13):1598-‐660.	

ヨーロッパ	

Part	  10:	  Acute	  Coronary	  Syndromes:	  2010	  American	  Heart	  AssociaTon	  Guidelines	  for	  
Cardiopulmonary	  ResuscitaTon	  and	  Emergency	  Cardiovascular	  Care	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CirculaTon.	  2010	  Nov	  2;122(18	  Suppl	  3):S787-‐817.	  	

2011	  Addendum	  to	  the	  NaTonal	  Heart	  FoundaTon	  of	  Australia/Cardiac	  Society	  of	  Australia	  
and	  New	  Zealand	  Guidelines	  for	  the	  management	  of	  acute	  coronary	  syndromes	  (ACS)	  2006	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  Heart	  Lung	  Circ.	  2011	  Aug;20(8):487-‐502.	

オーストラリア	

⇒心筋の酸素供給・消費のバランスに言及するも	  
　　酸素自体の投与には言及せず	

⇒酸素投与を奨励。エビデンスに乏しく、有害な可能性も示唆。	
EMS	  providers	  administer	  oxygen	  during	  the	  iniTal	  assessment	  of	  paTents	  with	  suspected	  ACS.	  
However,	  there	  is	  insufficient	  evidence	  to	  support	  its	  rouTne	  use	  in	  uncomplicated	  ACS.	

アメリカ	  

⇒補足的な酸素のルーチンな使用を奨励しない。	  
　　むしろ低酸素血症のない場合は有害かもしれない	  



A	  randomized	  controlled	  trial	  of	  oxygen	  therapy	  in	  acute	  myocardial	  infarc6on	  Air	  Verses	  
Oxygen	  In	  myocarDial	  infarc6on	  study	  (AVOID	  Study)	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Am	  Heart	  J.	  2012	  Mar;163(3):339-‐345.	

設定：多施設、RCT	  
目的：低酸素症のない急性ST上昇心筋梗塞患者におけるルーチンな酸素投与が

心筋梗塞サイズを減少させるかどうかを判断すること	



肺疾患	



COPD急性増悪	



英国胸部協会のガイドライン（2008）	

いくつかの論文を引用してCOPD患者にはSat88%～92%目標に酸素化することを奨励	

BTS	  guideline	  for	  emergency	  oxygen	  use	  in	  adult	  paTents.	  
Thorax.	  2008	  Oct;63	  Suppl	  6:vi1-‐68.	  	



設定：集団並列RCT	  
協力：	  Hobart（オーストラリアのタスマニア）の救急隊62人（98％）	  
対象：2006年6月～2007年7月に救急隊によってCOPD急性増悪と推定され、搬送・治療されて

Royal	  Hobart	  Hospitalに入院した405例の患者	  
推定：35歳以上で、息切れとCOPDの既往or	  10年以上の喫煙歴を認めた患者。	  
方法：救急隊員をランダムに滴定群（ナザール投与でSat88～92％を保つ）  vs	  コントロール群（マ

スクで６～８ℓ/分）に分け１ヶ月訓練し、救急班の責任者が患者に酸素投与を開始。	  

Effect	  of	  high	  flow	  oxygen	  on	  mortality	  in	  chronic	  obstrucTve	  pulmonary	  
disease	  paTents	  in	  pre-‐hospital	  sewng:	  randomised	  controlled	  trial.	  	  

BMJ	  2010,	  341:c5462.	

治療：全ての患者は標準治療として	  
	  気管支拡張剤（サルブタモー
ル5mg＋臭化イプラトロピウ
ム500μgを生理食塩水で計５
ｍｌ）の吸入、静注でデキサメ

タゾン8mgと、必要な場合は
サルブタモール200-‐300mgま
たは500mgを受けた	  

	  
主要転帰：入院前か院内の死亡率	  
	





Effect	  of	  high	  flow	  oxygen	  on	  mortality	  in	  chronic	  obstrucTve	  pulmonary	  disease	  
paTents	  in	  pre-‐hospital	  sewng:	  randomised	  controlled	  trial.	  BMJ	  2010,	  341:c5462.	

⇒COPDもしくは疑い患者への酸素投与は盲目的に６～８ℓ/分で行うより	  
　　Sat88～92％を保つように酸素投与すべし！	

すべての死亡は、病院への到着後に生じた。	
すべての症例の原発性死因は呼吸不全であった、そして全死亡の約70%は入院5日以内に生じた。	  
入院前のCOPD確定患者における高流量酸素投与のnumber	  needed	  to	  harmは14だった。	
血ガスはコントロール群で病院到着から平均１時間４１分後、滴定群で平均１時間４６後に測定された。	



Effect	  of	  high	  flow	  oxygen	  on	  mortality	  in	  chronic	  obstrucTve	  pulmonary	  disease	  
paTents	  in	  pre-‐hospital	  sewng:	  randomised	  controlled	  trial.	  BMJ	  2010,	  341:c5462.	

⇒COPDの確定診断後も酸素投与の方法が守られた患者の群間比較では血ガスに有意差を認めた。	  
⇒死亡率はITTでの比較とほぼ同じ⇒nが小さくて有意差が出なかった？	  



脳梗塞	



100%酸素の投与⇒脳血流量約30％減少	  
≓酸素供給量の約27％低下	

Independent	  cerebral	  vasoconstricTve	  effects	  of	  hyperoxia	  and	  
accompanying	  arterial	  hypocapnia	  at	  1	  ATA.	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  J	  Appl	  Physiol.	  2003	  Dec;95(6):2453-‐61.	  	

対象：7人の健常男性（21-‐62歳）	  
計測：CBFは灌流MRIで計測	  



高圧酸素療法	

緊急	  
•  急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒（間歇型を含む）	
•  ガス壊疽	
•  空気塞栓または減圧症	
•  急性末梢血管障害	
•  重症の熱傷または凍傷	
•  広汎挫傷または中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害ショック	
•  急性心筋梗塞その他の急性冠不全	
•  脳塞栓、重症頭部外傷、若しくは開頭術後の意識障害または脳浮腫	
•  重症の低酸素性脳機能障害	
•  腸閉塞	
•  網膜動脈閉塞症	
•  突発性難聴	
•  重症の急性脊髄障害	
非緊急	  
•  放射線または抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍	
•  難治性潰瘍を伴う末梢循環障害	
•  皮膚移植	
•  脳血管障害、重症頭部外傷または開頭術後の運動麻痺	
•  一酸化炭素中毒後遺症	
•  脊髄神経疾患	
•  骨髄炎または放射線壊死	

保険適応	

日本高気圧環境・潜水医学会の規定	  
高気圧酸素治療は2気圧以上、1時間以上の条件下で100％酸素の吸入をする治療	



捕捉：いわゆる「酸素カプセル」との違い	

　	 大気圧　　　	 高気圧酸素療法(2.8気圧)	 酸素カプセル(1.3気圧)	

酸素比率	 21%	 100%	 21%	

大気中酸素分圧	 160 mmHg	 2128mmHg	 206 mmHg	

肺胞酸素分圧	 100 mmHg	 2068mmHg	 146 mmHg	

結合型酸素	 20.43 vol%	 20.85 vol%	 20.85 vol%	

溶解型酸素	 0.31 vol%	 6.41 vol%（20.7倍）	 0.45 vol%（1.5倍）	

酸素含量	 20.74 vol%	 27.26 vol%（31.1%増）	 21.30 vol%（2.7%増）	

　	 (vol%=mL/dL)	 (大気圧との比較)	 (大気圧との比較)	

hXp://www.tmd.ac.jp/med/hbo7/ind.html	



Hyperbaric	  oxygen	  therapy	  for	  acute	  ischaemic	  stroke.	  
Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2005	  Jul	  20;(3):CD004954.	

情報源：Cochrane	  Stroke	  Group	  Trials	  Register	  （2004年1月9日に 後の検索）,	  Cochrane	  Central	  Register	  of	  
Controlled	  Trials	  (CENTRAL)	  （コクラン·∙ライブラリ、第3号、2004年）,	  MEDLINE	  （1966年7月～2004）,	  
EMBASE	  （1980年～2004年5月）,	  CINAHL	  （1982年～2004年5月）,	  DORCTHIM	  （高気圧医学におけるRCT
データベース） （当初～2004年）.	  雑誌や会議録に掲載された論文の参考文献リストを検索し、追加公
開や未発表の研究を識別するために研究者に連絡を取った。	  

研究：急性虚血性脳卒中（CTとMRIで虚血の証明と出血の除外）に対するHBOTの効果
をnoHBOTと比較したRCT（少なくとも1日1回、HBOTが30分～120分間1.5～3.0の
圧力で治療のために加圧室で投与され、主要転帰が死亡率である研究）	  

	  	  

⇒３つのRCT（患者106名）	



Hyperbaric	  oxygen	  therapy	  for	  acute	  ischaemic	  stroke.	  
Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2005	  Jul	  20;(3):CD004954.	

⇒対照群と比較して、HBOT群で6ヵ月後の死亡率に有意差はなかった	  
（相対リスク比0.61、95％信頼区間（CI）2.2～0.17、P値0.45）	



Hyperbaric	  oxygen	  therapy	  for	  acute	  ischaemic	  stroke.	  
Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2005	  Jul	  20;(3):CD004954.	

⇒重度機能障害に対する治療無効性は有意差なし	



⇒機能的予後の改善なし	 Hyperbaric	  oxygen	  therapy	  for	  acute	  ischaemic	  stroke.	  
Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2005	  Jul	  20;(3):CD004954.	



Normobaric	  oxygen	  therapy	  in	  acute	  ischemic	  stroke:	  
	  A	  pilot	  study	  in	  Indian	  paTents.	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ann	  Indian	  Acad	  Neurol.	  2010	  Oct;13(4):284-‐8.	

目的：急性虚血性脳卒中（AIS）患者における大気圧高流量酸
素療法（NBO）の臨床効果の評価。	

対象：発症12時間以内NIHSSスコア＞４のAIS患者４０人	  
　　　　（平均年齢=	  55.8年の±13.2）（範囲、26-‐82）	  
除外：活動性COPD、SaO2＞95%を維持するのに3ℓ/分以上の酸

素必要、急速に改善している神経性障害、妊娠、MRIに
対する禁忌、不安定な病状	  

介入：ランダムに選ばれた20例の患者に12時間10ℓ/分で大気
圧酸素（NBO）を投与	

評価：NIHSSスコア、modified	  Rankin	  Score	  (mRS)、Barthel	  Index	  
(BI)	  を入院直後、24時間後、7日目と、3ヵ月目で測定	

	

大気圧での酸素投与	



　mRS（3.7/3.7）やBI（58.2/53.9）もそれぞれ、	  
　3ヵ月目に2/2.2と73.05/73.8まで改善したが有意差なし。	  
	  
	  
	  
	

⇒AIS患者への10ℓ/分12時間の酸素投与は、臨床スコアを改善しなかった。	

NIHSSスコアは両群とも	  
入院時14.25	  vs	  12.7⇒７日目11.6	  vs	  9.5⇒3ヵ月目9.4	  vs	  9.05と減少し、有意差なし。	

結果	



Should	  stroke	  vicTms	  rouTnely	  receive	  supplemental	  
oxygen?	  A	  quasi-‐randomized	  controlled	  trial.	  

Stroke.	  1999	  Oct;30(10):2033-‐7.	

設定：単施設、準RCT、ITT解析	  
対象：発症後24時間以内に入院した60才以上の脳卒中患者550例	  
除外：SAH、SDH、TIA	  
期間：1994年3月1日～1995年12月31日	  
方法：ナザール3ℓ/分の酸素投与（24時間）vs	  投与なし	

酸素群69%	
（OR	  0.82;	  95%CI	  0.57～1.19;	  P=0.30）	

全体（n=550）	

対照群91%	

OR	  0.45;	  95%CI	  0.23～0.90;	  P=0.023	

酸素群53%	

（OR　1.26;	  95%CI	  0.76～2.09;	  P=0.54）	

対照群73%	

⇒軽～中等症の脳卒中へのナザール３ℓ/分の投与は生存率悪化	  

軽～中等症（n=310）	

酸素群82%	

対照群48%	

重症（n=240）	



Normobaric	  Oxygen	  Therapy	  in	  Acute	  Ischemic	  Stroke	  Trial	  
A	  service	  of	  the	  U.S.	  NaTonal	  InsTtutes	  of	  Health	

設定：二重盲検、RCT、並列割当	  
目的：内科的標準治療に常圧酸素療法を追加（発症の9時間以内にNBO投与）するこ

とでの安全性や効果を評価する	  
期間：2007年2月～2009年6月 	  
施設：	  MassachuseXs	  General	  Hospital、	  Brigham	  and	  Women's	  Hospital	  
対象：18才以上、NIHSSスコア４点以上の急性虚血性脳卒中患者240人ずつの予定	  
除外：ｔ－PA検討されている患者、脳卒中に対する外科的介入の既往、TIA、重度

COPD、Sat92％を保つのに3L	  /	  min以上の酸素投与が必要、NYHAIII以上の心不
全、入院時に人工換気のために気管内挿管の必要性が差 し迫っている、昏睡、
既知のア クティブな発作性疾患、低＆高血糖、重度内科的疾患の合併、90日
未満の生存予想、妊娠女性、同意を得ることができない、 別の介入研究に参加、
他の代替病因で説明可能。	  

背景：年齢、性別、人種、重症度に有意差なし	  
介入：常圧酸素群　フェイスマスクで酸素30-‐45L/minを8時間吸入	  
　　　　室内気群　　フェイスマスクで室内気30-‐45L/minを8時間吸入	  
	

hXp://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT00414726?view=results	



投与後110日までの全死亡がカウントされ、RA群７人(17％)、NBO群１７人(40％)の合計24
人が死亡した時点で盲検化された外部の委員会により中止勧告。	  
外部の委員会は室内気群6人、NBO群16人の死亡は今回の介入と “関係なさそう”または
“無関係”と判定するも、酸素投与群で過剰な死亡率を認めたため（P	  =	  0.013）、	  
85例の患者が登録されたあと、試験は約２年で終了	
	

0-‐24	  hour	  change	  in	  NIHSS	  score	

P＝0.91	



Guidelines　for	  the	  early	  management	  of	  adults	  with	  ischemic	  stroke:	  a	  guideline	  from　the	  American	  
Heart	  AssociaTon/American	  Stroke	  AssociaTon	  Stroke　Council,	  Clinical	  Cardiology	  Council,	  

Cardiovascular	  Radiology	  and　IntervenTon	  Council,	  and	  the	  AtheroscleroTc	  Peripheral	  Vascular　
Disease　and	  Quality	  of	  Care	  Outcomes	  in	  Research	  Interdisciplinary	  Working　Groups:	  The	  American	  
Academy	  of	  Neurology	  affi	  rms	  the	  value	  of	  this　guideline	  as	  an	  educaTonal	  tool	  for	  neurologists.	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Circula;on	  2007,　115:e478-‐534.	

Should	  stroke	  vicTms	  rouTnely	  receive	  supplemental	  
oxygen?	  A	  quasi-‐randomized	  controlled	  trial.	  

Stroke.	  1999	  Oct;30(10):2033-‐7.	

A	  pilot	  study	  of	  normobaric	  oxygen	  therapy	  in	  acute	  
ischemic	  stroke.	  	  

Stroke.	  2005;	  36:	  797–802.	

Part	  11:	  adult	  stroke:	  2010	  American	  Heart	  AssociaTon	  
Guidelines	  for	  Cardiopulmonary	  ResuscitaTon	  and	  
Emergency	  Cardiovascular	  Care.	  
CirculaTon.	  2010	  Nov	  2;122(18	  Suppl	  3):S818-‐28.	
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脳卒中ガイドラインでは	

酸素投与を勧める根拠	  
　　　　　　↓	



A	  Pilot	  Study	  of	  Normobaric	  Oxygen	  Therapy	  in	  Acute	  Ischemic	  Stroke	  
Stroke.	  2005;36:797-‐802	

目的：急性虚血性脳卒中（AIS）患者のペナンブラに対する高流量酸素の効果	  
対象：12時間以内にAISと診断されMRIで20％以上の灌流-‐拡散ミスマッチを有

する患者（n	  =16）	  
介入：ランダムに高流量酸素療法群（n=9） vs	  室内空気群（n=7）に分け、NBO

群にはマスクで酸素45	  L/minを8時間投与	  
評価：NIHSSスコア、MRI、入院時、酸素投与4時間後、24時間後、1週間後、3ヵ

月後に計測。	

⇒NIHSSスコアは試験開始時に同程度
で、高流量酸素の投与24時間後に有意
に改善され、4時間後～3ヵ月まで改善
される傾向があった。	

血ガスは、3例の患者で臨床的な理由で採血され、
PaO2（mm	  Hg）は、２例のNBO患者において368と
420で、1例のコントロール患者において99であった。	



B：DWI病変のMRI体積比（％）は高流量酸素
の4時間後だけ有意に悪化を抑制した	  

　　（87.8±22%対149.1±41%、P=0.004）	  

A	  Pilot	  Study	  of	  Normobaric	  Oxygen	  Therapy	  in	  Acute	  Ischemic	  Stroke	  
Stroke.	  2005;36:797-‐802	

C：潅流組織のMRI体積比（％）も4時間までは
NBO患者で有意に改善（再灌流）し、悪化を
防ぐ傾向があった。	  



発症１３時間	

NBO中（開始４時間後）	

NBO後(開始24時間後)	  

A	  Pilot	  Study	  of	  Normobaric	  Oxygen	  Therapy	  in	  Acute	  Ischemic	  Stroke	  
Stroke.	  2005;36:797-‐802	

大きなDWI病変	  
大きなMTT病変	  
MCA閉塞（矢印）	

DWI病変の36%減少	  
安定なMTT障害	  
持続性のMCA閉塞	

DWI病変の再発	  
部分的再灌流	  
(MTT	  体積39%減少)	  
部分的なMCA再開通	



Part	  11:	  adult	  stroke:	  2010	  American	  Heart	  AssociaTon	  Guidelines	  for	  
Cardiopulmonary	  ResuscitaTon	  and	  Emergency	  Cardiovascular	  Care.	  

CirculaTon.	  2010	  Nov	  2;122(18	  Suppl	  3):S818-‐28.	

急性脳卒中患者は、誤嚥、上気道閉塞、換気低下と（まれに）神経原
性肺水腫による呼吸困難の危険にさらされている。	
低灌流と低酸素血症の組合せは、虚血性脳損傷を悪化させて、より
悪い結果と関係していた。45	  
院外および院内医療関係者は、低酸素血症（すなわち、酸素飽和度
＜94%）の脳卒中患者または未知のSatを持つ患者に補足的酸素投
与をするべきである。（クラスＩ、LOE	  C）	



Associa6on	  Between	  Physiological	  Homeostasis	  and	  Early	  Recovery	  AFer	  Stroke.	  
Langhorne,	  P;	  PhD,	  FRCP;	  Tong,	  B;	  StoX,	  D;	  	  MD,	  FRCP	  

Stroke.	  31(10):2526-‐2527,	  October	  2000.	  

仮説：生理的変数（浸透性、体温、酸素飽和度、血糖）の変動が
少ない方が早期回復と良好な機能的予後を生む	  

対象：入院前24時間以内にCTで脳卒中の診断	  
測定：入院日、３日目、５日目にScandinavian	  Stroke	  Scale,	  

Barthel	  Index,	  and	  modified	  Rankin	  scaleを測定。生理的変
数は毎日最高4回/日記録。	  

定義：正常値を血清浸透性＜300mOsm/kg	  
	   高体温≦37.5℃	  
	   高血糖≦180mg/dl	  
	   小酸素飽和度≧93%	  
	  入院後３日間でこれらのうち１つでも主要偏差が正常値を逸
脱した症例⇒abnormal	  

	



⇒３ヶ月間で102人の脳卒中患者が入
院して、３５人がnormalだった。	  

　　生理的安定性（A群）を維持した患
者は、良い臨床スコアを示した。	  



脳卒中	

•  正常脳であれば高酸素血症によって酸素供
給量は減る（血流低下）	  

•  しかし、ペナンブラ領域への酸素供給量が減
るか増えるかは不明	  

•  臨床試験の結果では脳神経機能への悪影響
はなさそう	  

•  高濃度酸素の投与は有害な他臓器合併症や
死亡率の上昇につながる可能性は否定でき
ない	  



心肺蘇生	



Arterial	  hyperoxia	  and	  in-‐hospital	  mortality	  aqer	  
resuscitaTon	  from	  cardiac	  arrest.	  	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Crit	  Care	  2011,	  15:R90	

設定：コホート研究	  
施設：ニュージーランドとオーストラリアの125のICU	  
対象：非外傷性心停止から蘇生した12,108例の患者	  
方法：入院後24時間で 低のPaO2およびP/F比で患者を分類	  
主要転帰：死亡率を比較	

PaO2≧300mmHg	

PaO2＜60	  
かつ	  

P/F比＜300	 60	  ＜PaO2＜300	



⇒疾患の重症度などの潜在的交絡因子の影響を制御する多変量モデルを用いると	  
	  高酸素群は正常群より高い死亡率を示した（OR1.2、95%CI	  1.1～1.5）	

コックス比例ハザードモデルを
適用すると、高酸素症は死亡
率と独立して関係していなかっ
た。	



おまけ	

• 吸収性無気肺	  
• 全身麻酔導入時の無呼吸時間	  
• 創傷治癒	  
•  SSI減少	



吸収性無気肺	

Effect	  of	  IntraoperaTve	  High	  Inspired	  Oxygen	  FracTon	  on	  Surgical	  Site	  InfecTon,	  PostoperaTve	  Nausea	  and	  
VomiTng,	  and	  Pulmonary	  FuncTon:	  SystemaTc	  Review	  and	  Meta-‐analysis	  of	  Randomized	  Controlled	  Trials.	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anesthesiology.	  2013	  May	  
28.	

⇒全身麻酔導入時のFiO2は手術後の無気肺に寄与しない	



吸収性無気肺	

PrevenTon	  of	  atelectasis	  during	  general	  anaesthesia.	  
Lancet.	  1995	  Jun	  3;345(8962):1387-‐91.	

⇒全身麻酔の導入に
100酸素を吸入させ
ると術中の無気肺
の確率が増える	



無呼吸時間の延長	

OpTmal	  oxygen	  concentraTon	  during	  inducTon	  of	  general	  anesthesia.	  
Anesthesiology.	  2003	  Jan;98(1):28-‐33.	



吸収性無気肺？	

OpTmal	  oxygen	  concentraTon	  during	  inducTon	  of	  general	  anesthesia.	  
Anesthesiology.	  2003	  Jan;98(1):28-‐33.	



SSI減少	



Effect	  of	  IntraoperaTve	  High	  Inspired	  Oxygen	  FracTon	  on	  Surgical	  Site	  
InfecTon,	  PostoperaTve	  Nausea	  and	  VomiTng,	  and	  Pulmonary	  FuncTon:	  
SystemaTc	  Review	  and	  Meta-‐analysis	  of	  Randomized	  Controlled	  Trials.	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anesthesiology.	  2013	  May	  28.	

Impact	  of	  high	  oxygen	  fracTon	  on	  surgical	  site	  infecTon.	  Included	  all	  surgeries.	  Surgeries	  were	  colorectal,	  
appendectomy,abdominal,	  any	  except	  cardiac	  or	  one-‐lung,	  major	  abdominal,	  and	  gynecologic	  inclusive	  breast.	

9件の試験（5,103例の患者）	  
大部分で予防的抗生物質を使用	  
高FIO2＝80～100%（中央値、80%）	  
正常FIO2＝30～40%（中央値、30%）	  

⇒高FiO2によってSSIの発生率14.1%⇒11.4%に減少	  
　　RR	  0.77（95%CI、0.59-‐1.00）	



臨床的酸素療法のまとめ	

•  虚血性心疾患	  
	  ⇒100％酸素の吸入は有害である可能性が
高い	  

•  脳卒中	  
	  ⇒一部の患者には有用かもしれない	  
•  COPD	  
	  ⇒Sat88～92％を目標に酸素化する	  
•  心肺蘇生	  
	  ⇒低酸素血症は回避すべき	  



本日のまとめ	

余計な酸素は悪である	


