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アシドーシスの診断 



AcidとAlkaline 
•  [H+]>[OH-]である状態を溶液はAcidである
という 

•  [H+]<[OH-]である状態を溶液はAlkalineで
あるという 

•  知りたいのは[H+]と[OH-]である。 



Strong Electrolytes 
溶液の中で完全に分離し、もとの物質は消えるもの。 
 
（例） 
NaOH水溶液と塩酸水溶液を混合したら… 
 
 
ところが、実際に存在するのはNa+, OH-, H+, Cl- 
NaOHやHCl, NaClが存在するわけではない。 
この水溶液の中で起きているのは 
 
だけ。 

€ 

NaOH +HCl→NaCl +H2O

€ 

H2O⇔ H + +OH −



Strong Ion 
Na+やCl-のようにStrong Electrolytes由来のイ
オンのこと。 

 
生体では 
Na+, K+, Cl-, Mg2+, SO42-, Ca2+,有機酸（Lac-） 
 



Weak Electrolytes 
溶液の中で部分的に分離し、もとの物質も
同時に存在するもの。 

 
 

€ 

αA =
[A−]

[A−]+ [HA]
=
[A−]
[ATOT ]

€ 

HA⇔ H + + A−

[H +] × [A−] = KA × [HA]

分離度αAは環境によって変化する。 
例えば、[Na+]溶液中では[A-]の形で存在し（αA≒1.0）、ここにHClが
加わると[Cl-]が上昇するので、[HA]として存在する。 
[Na+]や[Cl-]は周りがどうあれ、完全に電離している。（Strong Ion） 



Weak Acid 
•  解離定数によって分類 

KA<10-12   Non-electrolyte 
10-12<KA<10-4 Weak Acid 
KA>10-4    Strong Ion 

 
•  生体では 
Protein (Albumin, Globulin), Phosphate, 

Uric Acid など 



電気的中性の原則 
すべての陽イオンの総和はすべての陰イオン
の総和に等しい。 

水溶液は常に電気的に中性である。 
 

例）1mm径の球体で、1.0×10-7 Eq/L陽イオンが陰イオンを上回っていたとする。 
球体の体積は4.2×10-6 Lなので4.2×10-13Eqの陽イオンを含む。 
1Eq=96,500Cで、Coulombの法則でQ[C]は1/(1.1×10-10×r)[V]の荷電となる。 
→たった1.0×10-4mEq/Lで約400,000V！！ 



質量保存則 

€ 

[ATOT ] = [A−]+ [HA]

水溶液中の物質は 
外から加えられたり、取り除かれたりする 

または 
化学反応によって産生されたり壊されたりする 
場合を除いて、量は一定である。 



水 

水の電離 
KW: 解離定数 
 
水の濃度は[H+]に比べて
十分に大きいので定数
にまとめる 

 
 

€ 

H2O⇔ H + +OH −

[H +] × [OH −] = KW × [H2O]
KW =1.8 ×10−16Eq /L
[H2O] > 55Eq /L
K 'W = KW × [H2O]
[H +] × [OH −] = K 'W



NaOHとHClを水に溶かした。 
[H+]は？ 

…電気的中性 
…水の電離 

€ 

[Na+] − [Cl−]+ [H +] − [OH −] = 0
[H +] × [OH −] = K 'W
[H +]2 + ([Na+] − [Cl−]) × [H +] −K 'W = 0

[H +] = K 'W +
([Na+] − [Cl−])2

4
−
[Na+] − [Cl−]

2



SID Strong Ion Difference 

€ 

SID = ( StrongBaseCations) − ( StrongAcidAnions)∑∑

Strong Ionのみを含む水溶液（例：CO2を抜いた間
質液）の[H+]は[SID]のみで決まる。 € 

[SID] − [OH −]+ [H +] = 0

[H+] = K 'W +([SID]
2
)2 − [SID]

2



Weak Acidが加わると 
…水の電離 

…弱酸の電離 
…質量保存側 
…電気的中性 

€ 

[H +] × [OH −] = K 'W
[H +][A−] = KA × [HA]
[ATOT ] = [A−]+ [HA]
[SID]+ [H +] − [A−] − [OH −] = 0

3次方程式→[H+]は[SID]と[ATOT]で決まる！ 



CO2が水に溶けると 

€ 

[CO2(dissolved)] = Sc × Pc(g) (1) Henryの法則 
(2) 水とCO2の平衡 
[H2O]は十分大きいので 
定数扱いして 

(3) (1)を(2)に代入 

(4) H2CO3の電離 

(5) (3)を(4)に代入 

(6)  HCO3
-の電離 

€ 

[CO2(dissolved)] × [H2O] = K × [H2CO3]

€ 

[H2CO3 ] = KH × PC
[H +] × [HCO3

−] = K × [H2CO3]
[H +] × [HCO3

−] = KC × PC
[H +] × [CO3

2−] = K3 × [HCO3
−]



CO2水溶液にStrong Ionを加え(ISF) 
Weak acidを加える(plasma&ICF) 

€ 

[H +] × [OH −] = K 'W
[H +] × [HCO3

−] = KC × PC
[H +] × [CO3

2−] = K3 × [HCO3
−]

€ 

[H +] × [A−] = KA × [HA]
[ATOT ] = [A−]+ [HA]
[SID]+ [H +] − [HCO3

−] − [A−] − [CO3
2−] − [OH −] = 0



CO2水溶液にStrong Ionを加え(ISF) 
Weak acidを加える(plasma&ICF) 

€ 

[H +] × [OH −] = K 'W
[H +] × [HCO3

−] = KC × PC
[H +] × [CO3

2−] = K3 × [HCO3
−]

€ 

[H +] × [A−] = KA × [HA]
[ATOT ] = [A−]+ [HA]
[SID]+ [H +] − [HCO3

−] − [A−] − [CO3
2−] − [OH −] = 0

€ 

[H +]4 + (KA + [SID])[H +]3 +{KA ([SID] − [ATOT ])
−(KC × PC +K 'W )}[H

+]2 −{KA (KC × PC +K 'W ) +K3 × KC

×PC}[H
+] −KA × K3 × KC × PC = 0



CO2水溶液にStrong Ionを加え(ISF) 
Weak acidを加える(plasma&ICF) 

€ 

[H +] × [OH −] = K 'W
[H +] × [HCO3

−] = KC × PC
[H +] × [CO3

2−] = K3 × [HCO3
−]

€ 

[H +] × [A−] = KA × [HA]
[ATOT ] = [A−]+ [HA]
[SID]+ [H +] − [HCO3

−] − [A−] − [CO3
2−] − [OH −] = 0

€ 

[H +]4 + (KA + [SID])[H +]3 +{KA ([SID] − [ATOT ])
−(KC × PC +K 'W )}[H

+]2 −{KA (KC × PC +K 'W ) +K3 × KC

×PC}[H
+] −KA × K3 × KC × PC = 0

[H+]を規定するのは 
[SID]と[ATOT]とPc 

だけ！ 
[HCO3

-]はいない。 



直観的には 

電気的中性の原理 
を図示してしまうのが
手っ取り早い 

PA Stewart: How to understand acid-base, Elsevier (1981) 



Na+    K+     Cl- 
~mmol/L 

H+ 
~nmol/L 



“I believe that Stewart’s approach gives us the complete painting, 
while other approaches give us only the details.” 

         Luciano Gattinoni 



FOR FURTHER READING  
to be familiar with LYTES… 

いくつかよい総説はありますが 
やはりスタートはここから→ 
 
だまされたと思って 
Chapter2だけ読んでみる 

でも原著は全国の大学に３冊のみ… 

 



私の場合 



空を飛べる方は 



http://www.acidbase.org/←図表はないけど全文読めます。 

コンピューターを使える方は 

←原著をまるごと収載し、 
臨床応用の解説が追加された 
こんないい本もあります。 



アシドーシスの何が問題か 



•  正常のヒトの心筋細胞 
•  CO2 bubbleとHCl solution

で擬似respiratory acidosis/
metabolic acidosisの環境
を作成 

アシドーシスは心筋の収縮力を下げる 

Depression of human myocardial contractility with “respiratory” and 
 “metabolic” acidosis Horacio E et al. Surgery 1975; 77: 427-432 

両方のモデルで 
心筋の活動電位の低下が観察された。 



•  ひよこ胚の心室筋細胞
をpH 7.4～6.8で培養 

アシドーシスはカテコラミンへの反応性を下げる 

Marsh JD et al. Am J Physiol 1988; 354: H20-27 
Mechanism of diminished contractile response to catecholamines during acidosis. 

pH 
7.4 7.2 7.0 6.8 6.5 

β-Receptor 
number 

100 87±
4 

83±
4 

75±
8 

70±
3 

45分後には反応性が低下 

収縮率は徐々に低下 

細胞表面のβ受容体が減少 

Isoproterenolでcontraction上昇も 



これらいくつかの生理学実験から 
アシドーシスは心臓に悪い！ 

ということで、 
人々のアシドーシスとの戦いが始まった… 



原因別アシドーシスの傾向と対策 

•  SID低値 
– 生食の大量投与による[Na+]-[Cl-]の低下 
– 有機酸の増加 

•  敗血症でのL-Lac 
•  ケトアシドーシスでのアセト酢酸,βヒドロキシ酪酸 
•  短腸症候群でのD-Lac 

– 薬剤、毒物からのStrong Anionの追加 
•  Atot高値 
•  PaCO2高値 



SID 

濃度(mEq/L) 

Plasma 0.9%NaCl 乳酸リンゲル 
Plasma-Lyte 

148 酢酸リンゲル 5% Alb  

Na+ 140 154 131 140 130 148 

K+ 5 0 5 5 4 0 

Cl- 100 154 111 98 109 131 

Ca2+ 2.2 0 2 0 3 0 

Mg2+ 1 0 1 1.5 0 0 

HCO3
- 24 0 0 0 0 0 

Lac- 1 0 29 0 0 0 

Acetate 0 0 0 27 28 0 

Gluconate 0 0 0 23 0 0 

SID 47.2 0 -1 48.5 28 17 

主な輸液の組成 

L-Lacはすみやかにピルビン酸となってTCAcycleに入り、代謝されてしまう。 
ので実質SIDに寄与しない。 



メイロンの中身 

Na+ 833 mEq/L 
HCO3- 833 mEq/L 
SID 833 

電解質濃度 

PCO2,[CO2]TOT 



術中の生食輸液でアシドーシスが起きる 

•  肝胆膵の手術 
•  30例のRCT 
•  0.9%NS vs Plasmalyte 
•  NSを大量に投与すると術

後もアシドーシス（BEの
低下）が持続する 

0.9%NSよりもCl濃度が低い輸液製剤を使うことでアシドーシスを避けることができる 



•  婦人科手術30例 
•  RCT 
•  0.9%NS vs LR  30mL/kg/hr 
•  NS群はClが上昇 
•  LR群はLacが上昇 
•  SIDはNS群で有意に低下 
•  Prot-は差なし(Weak Acid) 

術中輸液のClでアシドーシスが起きる 

○ Saline, ● Ringer  

Rapid saline infusion produces hyperchloremic acidosis  
in patients undergoing gynecologic surgery. 
Scheingraber S et al.  
Anesthesiology. 1999 May;90(5):1265-70. 

生食のClは乳酸リンゲルよりも有意に 
SID低下型のアシドーシスを起こす。 

€ 

SID = [Na+]+ [K +] − [Cl−] − [Lac−]



ClはGFRを下げる 

Wilcox CS J Clin Invest. 1983 Mar;71(3):726-35. 

腎血管収縮はCl特異的に起こり、Na+とは関係なくGFRを低下させる 



腎のためにはCl制限 

Yunos NM et al. JAMA 2012; 308(15): 1566-1572 

•  Prospective sequential period 
pilot study 

•  Single Center ICU入室患者 
•  Before: 760 (February 18 to 

August 17, 2008) 
•  After: 773 (February 18 to 

August 17, 2009) 
•  Cl-rich fluids (0.9% saline, 4% 

succinylated gelatin solution,or 
4% albumin solution)を制限 

•  Plasmalyte, Hartmannを使用 

Cl制限でAKI-I/Fが減少（OR 0.52; p=0.001）し、RRTも減少した（OR 0.52; p=0.004） 
病院死亡率、ICU滞在日数、退院後のRRT依存に変化なし。 



•  Randomized double bind 
controlled trial 

•  60歳以上 
•  出血量>500mLが見込まれる 
•  Hartmann+6%HES vs 

0.9%NS+6%HES 
•  術中の輸液によって術後の電

解質や臓器還流に差が生じる
か？ 

•  47例登録時点でアシドーシス
の有害性の指摘により研究は
中止。（NS群で有意にCl高
値） 

The effects of balanced versus saline-based hetastarch and 
crystalloid solutions on acid-base and electrolyte status and gastric 
mucosal perfusion in elderly surgical patients. 

Clが腸管の動きを悪くする!? 

Wilkes NJ et al. Anesth Analg. 2001 Oct;93(4):811-6. 

NS (24) Balanced 
(23) 

AEs 379 272 
Nausea and 
vomitting 

23 12 

Post operative 
vomitting 

8 (38%) 3 (14%) 

antiemetics 7 (33%) 4 (19%) 

高Cl性アシドーシスが 
消化管への循環を阻害する!? 



高Cl血症は死亡率にも影響か… 

•  非心臓手術の成人患者（2003/01/01-2008/12/31） 
•  Retrospective study 
•  Hyperchloremia= serum chloride >110mEq/L 

Anesth Analg 2013;117:412-21 

このほか、 
手術時間、併存慢性疾患、Charlson score 
輸血（術中、術後）、FFP、PC、Hb,、Cre 
からPSを算出してマッチング 
 
高Cl血症の有無によって死亡率に差が出るか？ 



PS-matched cohortでも病院死亡率が上がっている！ 



高Cl性アシドーシス 
腎機能はじめ、臓器障害の原因になりうる 
死亡率を上げるほどの影響かもしれない 

 
医源性なので、防ぎうる 

SIDを見ながらの輸液選択 



乳酸アシドーシス 



•  Prospective, 
randomized, blinded, 
crossover study 

•  14 ICU patients 
•  Arterial Lac >2.5mmol/L 
•  NaHCO3 (2mmol/kgBW 

15min)  
•  同量のNaCl 
•  静注→30分後測定→20分

休憩→もう一方の静注 

乳酸アシドーシスを重炭酸で補正したらどうか。 

Bicarbonate does not improve hemodynamics in critically ill 
patients who have lactic acidosis. A prospective, controlled clinical 
study. Cooper DJ et al. Ann Intern Med. 1990 Apr 1;112(7):492-8. 

NaHCO3とNaClの血行動態に差なし。 

pHは上昇すれども… 



重度の乳酸アシドーシスであれば重炭酸が必要！？ 

•  pH<7.2の患者に限定しても 

結果は変わらず。 
pHは上昇しても 
COやMAPは上昇しない。 
 
NaHCO3群ではpCO2が上昇し、 
iCa++が低下した。→収縮力低下!? 

Lactic Acidosisの患者では 
NaHCO3でpHを上昇させても 
血行動態は改善しない。 



•  Prospective, randomized,  
•  Blinded, cross over study. 
•  10 patients 
•  arterial Lac >2.45mmol/L 
•  NaHCO3 1mmol/kgBW 
•  同量のNaCl 

 

乳酸アシドーシスへの重炭酸投与 (2) 
Effects of bicarbonate therapy on hemodynamics and tissue oxygenation  
in patients with lactic acidosis: a prospective, controlled clinical study. 

Mathieu D et al.Crit Care Med. 1991 Nov;19(11):1352-6. 

pHは上げても血行動態は改善せず 

上：NaHCO3 
下：NaCl 



乳酸アシドーシスと補正 
pHがいくつだろうと（<7.2だろうと） 

NaHCO3を投与しても血行動態は改善しない 
 

補正をする妥当な理由はない 

ただし、サンプル数・研究数が少なく 
重度のアシドーシスの症例はさらに少なく 

死亡率などのhard outcomeへの検証はなされて
いないので、本当のところは分からない 



ケトアシドーシス 



•  1960年以降の文献をMedline search 
•  Patients：成人、小児のDKA症例 
•  Intervention：NaHCO3の静注 
•  Comparator：NaHCO3の投与ありvs なし 
•  Outcome：死亡率と入院日数 

– アシドーシス／ケトーシスの改善 
– 血糖コントロール 
– Kバランス、組織の酸素化、脳浮腫 

Ketoacidosisの補正にNaHCO3は有効か システマティックレビュー 

成人のStudyで 
報告なし 

（小児でも質の
よい報告なし） 

Chua et al. Annals of Intensive Care 2011; 1:23 



NaHCO3投与の閾値 

年々、下がって来ている!? 



Reference  Bicarb dose (intervention)  Glycemic control  Acidosis and ketosis 
Hale et al.  150 mmol  No difference in glucose decline 

over 2 hr  
Higher pH and bicarb levels at 
2hr (p<0.01) 

Br Med J 1984  (standard)  BUT Slower decline in blood 
ketone in 1st hr in bicarb arm 

Morris et al. Ann Intern M 1986  120.4 mmol  No difference in time for glucose 
to reach 250 mg/dL  

No difference in rate of change 
of pH, bicarb, ketones, time to 
reach pH 7.3 (mean)  No difference in total insulin 

required (1 hypoglycemia in 
control group)  

Gamba et al.  84 mmol  No difference in glucose levels 
throughout 24 hrs 

Higher pH at 2hr in bicarb arm 
(p<0.02) 

Rev Cl In 1991  (mean)  No difference in total insulin 
required to reduce glucose to < 
250 mg/dL, or till urine ketones 
were < 2+  

higher bicarb in bicarb arm 
(p<0.01) 

Lutterman et al.  167 mmol  No difference in glucose decline 
in 1st 2 hrs 

No difference in mean pH rise in 
1st 2hr OR mean time to reach 
pH>7.30 OR rate of decline of 
ketosis 

Diabetologia  1979  (standard)  No difference in mean glucose 
in 1st 8 hours 
(4 hypoglycemia in bicarb arm)  

Lever et al.  130-135 mmol  No difference in glucose decline 
in 7 - 9 hrs 

No difference in mean change in 
bicarb level per hr OR mean 
change in pH per hr Am J Med 1983  (standard)  (2 hypoglycemia in bicarb arm)  

Viallon et al.  120 ± 40 mmol  No difference in normalization 
time of glycaemia  

No difference in variation of 
mean pH, bicarb level, AG in 1st 
hour OR mean time to reach 
pH>7.30 OR urine ketone 
clearance 

Crit Care Med1999  (mean)  OR in mean quantity of insulin 
infused  

Green et al. 2.08 mmol/kg No difference in insulin 
requirement in 24 hrs  

Unadjusted rate of bicarb rise 
faster in bicarb arm at 24hr 
p=0.033 

Ann Em Med 1998  (mean)  

Okuda et al.  200 mmol  No difference in glucose decline 
over 7 - 8 hrs  

Paradoxical increase in plasma 
acetoacetate in 1st 3hr in bicarb 
arm vs control. 

J Clin En M 1996  (standard)  Increase in plasma 3-
hydroxybutyrate level after 
bicarb ceased vs steady decline 
throughout in control 



Reference  Bicarb dose (intervention)  Glycemic control  Acidosis and ketosis 
Hale et al.  150 mmol  No difference in glucose decline 

over 2 hr  
Higher pH and bicarb levels at 
2hr (p<0.01) 

Br Med J 1984  (standard)  BUT Slower decline in blood 
ketone in 1st hr in bicarb arm 

Morris et al. Ann Intern M 1986  120.4 mmol  No difference in time for glucose 
to reach 250 mg/dL  

No difference in rate of change 
of pH, bicarb, ketones, time to 
reach pH 7.3 (mean)  No difference in total insulin 

required (1 hypoglycemia in 
control group)  

Gamba et al.  84 mmol  No difference in glucose levels 
throughout 24 hrs 

Higher pH at 2hr in bicarb arm 
(p<0.02) 

Rev Cl In 1991  (mean)  No difference in total insulin 
required to reduce glucose to < 
250 mg/dL, or till urine ketones 
were < 2+  

higher bicarb in bicarb arm 
(p<0.01) 

Lutterman et al.  167 mmol  No difference in glucose decline 
in 1st 2 hrs 

No difference in mean pH rise in 
1st 2hr OR mean time to reach 
pH>7.30 OR rate of decline of 
ketosis 

Diabetologia  1979  (standard)  No difference in mean glucose 
in 1st 8 hours 
(4 hypoglycemia in bicarb arm)  

Lever et al.  130-135 mmol  No difference in glucose decline 
in 7 - 9 hrs 

No difference in mean change in 
bicarb level per hr OR mean 
change in pH per hr Am J Med 1983  (standard)  (2 hypoglycemia in bicarb arm)  

Viallon et al.  120 ± 40 mmol  No difference in normalization 
time of glycaemia  

No difference in variation of 
mean pH, bicarb level, AG in 1st 
hour OR mean time to reach 
pH>7.30 OR urine ketone 
clearance 

Crit Care Med1999  (mean)  OR in mean quantity of insulin 
infused  

Green et al. 2.08 mmol/kg No difference in insulin 
requirement in 24 hrs  

Unadjusted rate of bicarb rise 
faster in bicarb arm at 24hr 
p=0.033 

Ann Em Med 1998  (mean)  

Okuda et al.  200 mmol  No difference in glucose decline 
over 7 - 8 hrs  

Paradoxical increase in plasma 
acetoacetate in 1st 3hr in bicarb 
arm vs control. 

J Clin En M 1996  (standard)  Increase in plasma 3-
hydroxybutyrate level after 
bicarb ceased vs steady decline 
throughout in control 

No difference… 

血糖コントロールとアシドーシスの改善 



低K血症の頻度 

NaHCO3投与群は低K血症がやや多いかも 



•  73例（95回）のretrospective analysis  
•  NaHCO3の投与の有無でpHの上昇率（per hour）や酸塩基平衡の改善、

神経学的所見の改善には差なし（死亡例なし） 

Sodium bicarbonate therapy in severe diabetic ketoacidosis. 
Lever E et al. Am J Med. 1983 Aug;75(2):263-8 

Ketoacidosisの補正にNaHCO3は有効か(1) 

□など白抜き：NaHCO3あり 
■など黒ぬり：NaHCO3なし 



•  Prospective randomized 
control 

•  21例の重症DKA  
•  pH 6.9-7.14 
•  標準的なインスリン投与

＋NaHCO3の有無 

Bicarbonate therapy in severe diabetic ketoacidosis. 
Morris LR et al. Ann Intern Med. 1986 Dec;105(6):836-40. 

Ketoacidosisの補正にNaHCO3は有効か(2) 

血糖低下、pH上昇の速度に差なし 



DKAと補正 
アシデミアによるインスリン抵抗性がDKAの
治療に悪影響をもたらすと考えられている 

 
補液＋インスリンの標準治療にNaHCO3を加えても 
アシデミア（アシドーシス）の改善効果に乏しく 

血糖コントロールも改善しない 
 



呼吸性アシドーシス 
Hypercapnic Acidosis (HCA) 



– HCAは酸素解離曲線の右方変異を起こすこと
でヘモグロビンの酸素親和性が下がる 

– Bohr effect 

HCAの組織酸素化への影響 

Effect of shifts of the O2 dissociation curve upon alveolar-arterial O2 gradients in 
 computer models of the lung with ventilation-perfusion mismatching. 

Respir Physiol 1981;45:133 

Permissive range of hypercapnia for improved peripheral microcirculation and  
cardiac output in rabbits. 

– HCAは微小血管の拡張を起こし、酸素供給と組織
還流を促進する 

– しかし、13.3kPaを超えるHCAは逆に血管収縮を
起こす 

CCM 2007;35:2171 



•  ウサギ肺  
•  虚血再還流モデル 

–  両側肺門部をクランプ
(45min) 

–  右は結紮、左だけ再還流
(90min) 

–  測定 

•  Control: FiCO2 0% 
•  Therapeutic Hypercapnia: 

FiCO2 0.12% 

Laffey JG et al. AJRCCM 2000; 162: 2287-2294 

HCAは肺にやさしい。 

TH群の方が酸素化の低下が軽度 Lacの増加率も低い 



•  ウサギの虚血再還流モデル 
•  肺のコンプライアンスの低下を改善 
•  肺の炎症を抑える 
•  フリーラジカルによるアポトーシスを抑制する 

TUNEL assay (apoptosis) 
B) CON C) TH D)E) DAPI(control) 

HCAは肺にやさしい。続 



•  ウサギ肺　ex vivo 
•  虚血再還流モデル（擬似ALI） 
•  Metabolic Acidosis, Buffered 

HCA 
–  HClとNaOHで滴定 

•  肺の血管透過性は 
–  HCAでは亢進せず 
–  Metabolic Acidosisでも亢進
するが 

–  HCAを中和した群ではcontrol
群と同程度の亢進あり 

HCAを中和したらダメ。 

Laffey JG et al. AJRCCM 2000; 161:141-146 



•  ウサギ肺　ex vivo 
•  虚血再還流モデル（擬似ALI） 
•  Metabolic Acidosis, Buffered 

HCA 
–  HClとNaOHで滴定 

•  肺の血管透過性は 
–  HCAでは亢進せず 
–  Metabolic Acidosisでも亢進
するが 

–  HCAを中和した群ではcontrol
群と同程度の亢進あり 

HCAを中和したらダメ。 

Laffey JG et al. AJRCCM 2000; 161:141-146 

単にpHが低いことが効いているのか!? 
→HCAの方がMetabolic acidosisよりも 

透過性亢進を抑えているので 
HCAそのものにも効果がありそう!? 



•  羊の腹膜炎モデル 
•  HCA vs Dobutamine vs Control 

Wang Z et al. AJRCCM 2008;177:178-183 

HCAは循環にやさしい。 

♢ Dob 
□ HCA 
● control 

HCAとDobはCIとHRが高い 



HCAは循環にやさしい。続 

♢ Dob  □ HCA  ● control 

HCAとDob群でLacの上昇が抑制 

•  腹膜炎(敗血症)モデル 
•  HCAはDobutamineと
同様かそれ以上の循環
改善の効果がある!? 

IL-6も上昇を抑制 

混合静脈血酸素分圧はHCA群のみ上昇 



•  Prospective 
observational study in 
two ICUs 

•  11 adults 
•  severe ARDS 

–  P/F<150 mmHg at 
PEEP 5 cmH2O  

•  3種類の呼吸器設定で
心機能を比較 

HCAは循環に悪い。 

Mekontso A et al. 
ICM 2009; 35: 1850 

Pplat制限、PEEP増加によるHCAは(右)心機能に影響を与え
るか？ 



•  SVCの虚脱率はPEEPによって変
わらない 
–  PEEPによる静脈還流の低下では

ない 
•  RV stroke indexの低下はHCAによ

るもの 
–  と筆者たちは書いているが、

PaCO2ではなくpHによるもので
はなかろうか（私見） 

HCAは循環に悪い。続 

（右)心機能の低下した患者でのHCAは注意が必要 



•  Prospective, descriptive study 
•  LIS>=25のARDS　53例 
•  MV: Ppeak 30～40 cm H2O, TV 4 to 7 mL/kg, SIMV 
•  重炭酸投与なし。 
•  病院死亡率 26.4%  

–  vs 53.3% APACHEII予測死亡率, p=0.004 
•  HCAでの補正後の病院死亡率 26.4%  

–  vs. 51.1%, p = 0.008 

HCAは許容してよいか、人での観察。 

Low mortality rate in adult respiratory distress syndrome using low-
volume, pressure-limited ventilation with permissive hypercapnia: a 
prospective study. Hickling et al. CCM 1994; 22: 1568-78 

1回換気量制限はVILIを減らしてARDSの予後を改善する可能性がある。 



Secondary Analysis 

•  12mL/kgではHCAと死亡率低下
に関連がある。 

•  6mL/kgではHCAの効果とは関
係なく死亡率が改善する。 

ARMA study 
•  TV 12mL/kg vs 6mL/kg 
•  病院死亡率 39.8% vs 31.0% (p=0.007) 

7.30<pH<7.45 になるようにMVを調節 
pH<7.15ではHCO3

-投与可 

pH 
PaCO2 
(mmHg) 

HA1 <7.40 >40 
HA2 <7.35 >45 

HA3 

<7.35 & 
>7.15 >45 & <65 

(CCM 2006; 34: 1-7) 

HCAは許容してよいか、人での検証。 

(NEJM 2000; 342: 1301-8) 



呼吸性アシドーシス 
ALI/ARDSの患者ではlow TVの結果生じたHCA

は死亡率に悪影響を与えなかった 
しかし、心機能への影響は払拭されない 

 
HCAになった患者を対象として、 
補正の是非を調べた試験はない 

 
HCAに対する介入の是非は結論は出ていない 

 



まとめ 
•  生理学上アシドーシスは心収縮を低下させる 
•  臨床上もっとも多く遭遇するのはSID低下に
よるアシドーシス 

•  高Cl性アシドーシスは輸液管理で防ぎうる 
•  乳酸アシドーシスは補正の意義はなし 
•  ケトアシドーシスは補正の意義はなし 
•  呼吸性アシドーシスは有益性/有害性の評価が
未定、補正の意義は不明 


