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低流量フレッシュガスフローを使用する全身麻酔は、麻酔ガスおよび
酸素を節約する可能性があることから、広く議論されており、経済的お 
よび環境的における大きなメリットが期待されています。さらに広い視
野で見ると、低流量および極低流量麻酔はまた、術中肺保護換気に関
する最近の議論では焦点になっていないとはいえ、臨床的な様々なメ
リットも提供することが可能です。
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呼気ガスの温度と湿度は、肺保護換気における忘れられた
構成要素なのでしょうか？
最適なガス交換では、肺は温度 37°C、絶対湿度約 44mg H2O/l 
(相対湿度 100%) の呼気ガスを必要とします。 正常状態下
では、空気は気道の中で温められ、前述の条件はすでに気
管分岐部の 5cm 下の部分で満たされます。気道上皮から終
末細気管支に向かうにつれ、呼気ガスに対する加湿と加温
の能力が徐々に低下するため、上気道は下気道に比べ、加湿
と温度により大きな影響を与えます。 しかし、麻酔中は上気
道が気管内挿管やラリンジアルマスクの装着によりバイパ
スされるため、高流量麻酔中に送られる冷たく乾燥したガス
を適切に順応させる任務を負う下気道に、負担がかかりす
ぎる可能性があります。冷たく乾燥したガスを用いる機械換
気は、気道上皮および肺実質組織の損傷につながり、肺機能
に影響を与える可能性があります。5、6、12

粘膜毛様体クリアランス、深部体温、組織損傷の可能性 
肺の重要な防御機構の一つである繊毛活動 (粘膜毛様体 
クリアランス) は麻酔により損なわれる可能性があることが
明らかになっています。12気道上皮が直接損傷されると、粘
液移送が減少し、最終的には、感染症や無気肺 (粘液停滞嚢
胞による) といった合併症につながる可能性があります。 ご
く短時間であっても、冷たく乾燥したガスで換気された患者
は、気道上皮の構造的かつ機能的損傷を受ける可能性があ
ることを複数の研究結果が示しています。 3 時間にわたる
冷たく乾燥したガスでの換気後に、繊毛性細胞の 39% に損
傷が見られたとする研究もあります。 この悪影響は適切に
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術中の肺保護換気 (PV) については、ここ数年研究や議論が
数多く行われていますが、それには理由があります。様々な
研究が明らかにしている通り、肺保護換気アプローチにより
術後肺合併症 (PPC) の発生率を低減することができます。 
PPCの発生率は約 5% で、様々な患者群に幅広く見られる合
併症です1、2。PPC を発症した患者の 5 人に 1 人が、術後 30
日以内に死亡しています。他の研究と同様、集団ベースのコ
ホート研究におけるこれらの結果も、罹患率および死亡率へ
の大きな影響を示唆しています。1、2PPC の独立した危険因
子には、術前低SpO2、直近に罹患した急性呼吸器感染症、高
齢 (75歳以上)、貧血症、既存の肺疾患、および肥満 (BMIが30 
kg/m2以上) があります。1、2、3

しかし、術中肺保護換気に関する前述の議論の多くは、一回
換気量、換気圧、PEEP、およびリクルートメント手技など機械
換気のパラメーターに焦点を当てています。2、3、4その他の影
響因子は、集中治療室 (ICU) ではその重要性が知られてい
るにも関わらず、あまり議論されていません。これら影響因
子の一つが呼吸ガスの加湿と加温です。ICU では、呼吸ガス
の調整は肺を保護するために重要で、看護の世界標準であ
ることは議論の余地がありません。5低流量および極低流量
テクニックにより、呼吸ガスを効果的かつ簡単に加湿できる
にも関わらず、この側面は術中肺保護換気に関する議論で
は重要視されていません。6、10、11、21

この文書では、調整されていない (冷たく乾燥した) ガスで
換気した場合に、有害な影響がもたらされる可能性につい
て検討します。さらに、加湿および加温された呼吸ガスが、冷
たく乾燥したガスでの換気による潜在的悪影響を軽減する
点について、低流量および極低流量麻酔の能力を詳細に説
明します。

麻酔器の空気調節
麻酔器と患者の間の循環ガスは、患者自身と吸収剤 
により徐々に加温・加湿されます。熱と湿気は、ソー 
ダライム (吸収剤) と吐き出された CO2 との化学反応
によりもたらされます。 臨床ルーチンでは、2〜4 L/min 
のフレッシュガスフローが広く使用されていますが、こ
の高流量レベルの冷たく乾燥したガスは、システムを
冷却および乾燥する原因になります。 冷たく乾燥した
ガスの流入を制限する低流量アプリケーション (低流
量  < 1 L/min、極低流量 < 0.5 L/ min) は、最適な温度を
維持し、水分損失を低減するのに適しています6。
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調節された呼吸ガスにより低減できると言われていま
す。12-14 検討すべき別の側面は、深部体温と体液平衡の恒常
性です。気道は大きな熱湿交換器のように作用し、気管に入
る冷たく乾燥したガスはこの熱と水分を吸収します。 熱と水
分の喪失はかなりの量になる可能性があることから、調整さ
れた (暖かく湿った) ガスが体温の維持と湿気の喪失を制
限するのにより効果的である可能性があると結論づけてい
ます。7-11体表面積に対する分時換気量がより多い子供には、
これはさらに重要である可能性があります。 順応していな
いガスを使った麻酔導入 90 分後には、子供の深部体温は 
0.75 ℃下がることが研究で明らかになっています。 13

粘膜毛様体クリアランスと深部体温への直接的な影響に
加え、冷たく乾燥した呼吸ガスは、炎症メディエーターの放
出が増える理由であるとも考えられています15。 動物モデ
ルでは、事前に加温・加湿された呼吸ガスは炎症メディエー
ター、TNF-α、IL-6、およびIL-8 の放出を低減することが示され
ていることから、炎症への悪い影響を抑えることが示唆され
ます。11、16-18ヒトへの臨床応用研究はまだ行われていません
が、この要因は好しくない状態下にある患者への「セカンドヒ
ット」理論を議論をする際に、関係してくるかもしれません。19

呼吸空気の調整と低流量麻酔
長期にわたる機械換気の目標値としては絶対湿度 30〜
35mg H2O/l が、また、周術期換気において調整されてい
ないガスが気管を通過する際の悪影響リスクを軽減するに
は最低 15〜20mg H2O/l が必要とされています。 6、7、11、12、14低流
量および極低流量テクニックに関する臨床研究では、20 mg 
H2O/l 〜 30 (mg H2O/l および 32°C という値は簡単に達成さ
れ得ることが示されています。 7、9、11、12、21 
De Oliveira et al が最近行った実験では、前述の最低条件が、
追加的な加温・加湿を行わない 1L/min のフレッシュガスフ
ローで達成されました9。 Hönemann と Mierke は、低流量およ
び極低流量麻酔に関する小冊子で、測定による類似の肯定
的結果が得られたことを明らかにしています。21

より短い処置で調節されたガスを使用するためには、適切
な温度および湿度にできる限り早く達しなければなりませ
ん。気管挿管 10 分後には、低流量テクニックの湿度プロファ
イルが、高流量麻酔よりも優位な値を示し始めることが研究
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麻酔の経過において、ドレーゲル Primus 麻酔器吸気側の Y ピースで絶対湿度を
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により明らかになっています。 1 時間後には、低流量テクニッ
クの優位性がさらに高まります。 そのため、15〜30 分の介入
であっても低流量および極低流量テクニックを使用するこ
と、最初から低流量または極低流量フレッシュガスフローを
用いることを推奨する研究者もいます。21
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低流量および極低流量の定義
低流量麻酔は 1 L / min のフレッシュガスフローで達
成されると考えられており、それより高いフレッシュ
フロー設定は高流量とみなされます。 約 0.5 L / min の
フレッシュフローによる全身麻酔は極低流量麻酔と
呼ばれます。フレッシュガスフローが少なくなるほど、
医療ガス配管設備またはガスボンベからシステムへ
流れ込む冷たく乾燥したガスの量も少なくなることか
ら、呼吸システムで循環するガスは多くなり、ガス排
除装置から排出されるガスは少なくなります。これに
より、患者の肺の温度および湿度、およびシステム内
で吐き出された CO2 とライムソーダの化学的反応が
維持されます。 低いフレッシュガスフローで安全な麻
酔を行うためには、正確な連続的麻酔ガスモニタリン
グだけでなく、流量、ガス濃度および最小リークの堅牢
で正確な制御を可能にする適切な装置が必要です。

低流量および極低流量の実際利用
低流量 (FGF 1L/min) および極低流量 (FGF 0.5 L/min) テク
ニックの使用は安全である考えられています。7、9しかし、こ
の手法を採用するためには、厳しい技術的要件を満たして
いる必要があります。 技術的要件には以下があります。
• 呼吸システムのリークが非常に少ない: 構成部品と接続

部が少ないほど、 システムは低流量に適しています
• ガス測定のために排出されたサンプルガスを、呼吸シス

テムへ戻す(再呼吸システム)
• 湿潤環境における O2、CO2、および麻酔ガス測定の堅牢性

と正確性
• 気化器の性能

低流量および極低流量テクノロジーを安全に適用するため
の技術的要件の一覧リストは、”テクノロジーインサイト”
(リンク) でご確認いただけます。
麻酔医が考慮すべき側面は他にもあります:低流量または
極低流量フレッシュガスフローで作動中の麻酔システムで
は、酸素や麻酔ガス濃度の変化への反応がより遅くなりま
す。 これへの対処は難しくありませんが、安全な操作を理解
し予測しなければなりません。 小冊子「低流量、極低流量、代
謝流量の麻酔。 最呼吸システム使用のための臨床テクニッ
ク」 で、C. Hönemann と B. Mierke は、低流量および極低流量
テクニックの安全な使用に関する背景知識とベストプラク
ティスの例を示しています21 (リンク)。 さらに、現在の麻酔器
は低流量および極低流量麻酔をより安全に行うのに役立つ

当社ウェブサイトで詳しい情報をご覧ください。www.draeger.com/protective-ventilation 

この記事は役に立ちましたか？ 
より関連があり関心を持たれる記事の作成にご協力お願いいたします。 
下のアイコンから 1 つクリックしてください。

?

ソフトウェアツールも提供しています (当社のテクニカルイ
ンサイトをご覧ください (リンク))。 また、吸気酸素濃度と吸
入麻酔薬を予測する生理学的および技術的モデルに基づく
スマートソフトウェアシステムは、手順にさらなる安全性を
もたらすのにも役立ちます。
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