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ポッドキャストの写し

LWW

こんにちは、ANESTHESIOLOGY編集長のEvan 
Kharaschです。ジャーナル編集者が選んだ2022
年1月号のハイライトをお届けします。 

今月のポッドキャストでは、トラネキサム酸の
使用に関して、外傷患者の早期死亡率を低下さ
せる可能性を見ていきます。次に、乳幼児や小
児の低血圧と急性腎障害に関する新しい情報を
紹介します。 そして、疼痛およびオピオイド使
用が術後の離床に与える影響についても議論し
ます。続いて周術期の無気肺という重要なテー
マについて、2部構成で総説をお届けします。 

そして最後に、困難気道に関する最新のASA診療ガイドラインと、
オピオイドクライシスに関する特集を紹介して締めくくります。

今月最初に紹介するのは、予定手術患者を対象にした無作為化比較
試験で、異なる流量で100％酸素を投与したときの二酸化炭素の変
化を調査した論文です。経鼻カニューレを用いた高流量加温加湿酸
素のこれまでの研究では、二酸化炭素を除去できることが示されて
いましたが、小児を対象とした研究では異なった結果を示しまし
た。高流量の経鼻酸素が二酸化炭素を除去できるかについては、
依然として議論の余地があります。 スイス・ベルン大学のThomas 
Riva博士らのチームは、125名の成人手術患者を、25名ずつの5つの
グループに無作為に割り付けました。 15分間の無呼吸の間、持続
的な下顎挙上と喉頭鏡操作を行いながら、0.25〜70L/minの最小流
量、低流量、中流量、高流量の100％酸素が投与されました。 主要
評価項目は、この期間中の二酸化炭素分圧の上昇率でした。この研
究では、低流量、高流量のいずれの経鼻酸素においても、二酸化炭
素の増加に有意な差は認めませんでした。著者らの結論では、高流
量の経鼻酸素投与にはさらなる換気作用はないとされました。これ
までの研究結果とは異なりますが、本研究は過去のレビューではな
く、前向きな無作為化試験として際立っていました。Allan Simpao
博士とMartin London博士は、editorialの中で、ヨーロッパ集中治
療医学会のガイドラインで推奨されているように高流量経鼻カニュ
ーレは低酸素性呼吸不全患者に適応であるとしているものの、本
研究からは挿管中の患者には適用されないと指摘しました。しか
し、今回の研究で得られた知見は、麻酔科医にとっても有用で、手
術室などで高流量経鼻カニューレ療法を使用するタイミングを決
定できると結論づけています。この論文は今月号に無料で公開さ
れています。

次に見ていくのは、外傷患者の有害事象に関する前向き研究の二次
解析です。 線溶亢進症と線溶低下症は、ともに外傷後の有害な臨
床事象と関連しています。外傷患者には、線溶亢進を抑制するため
にトラネキサム酸が投与されることが多いが、その影響は救急医療
の現場ではあまり検討されていません。 ロンドンQueen Mary大学
のAndrea Rosetto博士らは、英国の外傷センターで治療を受けた
731人の患者のデータを検討しました。トラネキサム酸が投与され
たのは299人で、投与されなかったのは432人でした。著者らは、血
液粘弾性検査の（ROTEM）を用いて線溶状態に関するデータを評価
しました。全体として、トラネキサム酸は初期の線溶状態の移行
パターンに有意な影響を与えましたが、28日死亡率には影響しま
せんでした。24時間まで生存した患者では、トラネキサム酸を投
与した患者の28％が、入院時に正常の線溶状態から時間経過とと
もに低線溶状態に移行したのに対し、未投与の患者では12％しか移
行しませんでした。 24時間以内の死亡率はトラネキサム酸投与群
で14％であったのに対し、非投与群では29％でした。28日死亡率
は、どの移行パターンにおいてもトラネキサム酸投与による有意な
差は認めませんでした。しかし、著者らは、初期の移行パターン
は、臨床結果を予測するための重要なデータとなりうることを示唆
しました。この論文には、Paul Myles博士とRobert Medcalf博士
によるeditorialが付帯されています。その中で強調されているの
は、臨床現場で線溶状態をリアルタイムで評価することの難しさで
す。 また、今回のデータは外傷の予後に対する因果関係はないと
しています。しかし、トラネキサム酸は、特に出血が継続している
患者において、24時間以内の死亡率を低下させるのに有用である可
能性がある、という点について本研究の著者に同意しています。 
また、トラネキサム酸は大規模外傷に使用すべきであるとしていま
す。この論文の全文は、今月号で無料公開されていますので是非ご
覧ください。

次の臨床試験は、若年層の患者に焦点を当てています。 乳幼児で

は術中の低血圧がよく見られますが、これまでの文献の情報では、
乳幼児の術中の血圧の有害となる閾値についてはよくわかっていま
せん。成人の非心臓手術中の低血圧は、急性腎障害と関連してい
て、小児でも心臓手術後の低血圧は一般的です。 しかし、小児患
者における非心臓手術の低血圧と腎障害の関係についてはよくわか
っていません。オハイオ州Cleveland ClinicのNadav Schacham博士
らは、非心臓手術を受けた乳幼児と小児における術中の低血圧と急
性腎障害の関係を調査しました。この後ろ向き研究には、18歳ま
での約4,000人の小児患者が含まれており、術前と術後の血清クレ
アチニンを評価しています。 急性腎障害の発生率は全体で11％で
した。6歳以下の発症率は17％でしたが、著者らはこの結果につい
て、小さい子供では採血が困難であることが原因ではないかと述べ
ています。著者らは，絶対的低血圧の定義を、術中の最低平均動脈
圧が5分以上持続、としました。また、相対的低血圧とは、平均動
脈圧が最大に低下した状況が5分以上持続、と定義しました。術中
の低血圧と術後の腎障害との関連は認められませんでした。この
結果は、成人患者における知見とは対照的でした。 著者の結論と
して、小児の術中腎障害を予防するためには、短時間の低血圧が最
も重要な訳ではない、と述べられています。この論文には、Andrew 
Davidson博士によるeditorialが付帯されています。11％の腎障害
率は高いと思われるかもしれないが、約4分の3の小児がグレード1
の腎障害であったと、Davidson博士は述べています。また、低血圧
を小児での腎機能に対する問題とみなすのは時期尚早であると付け
加えられています。しかし、彼が言うように、『子供の腎臓は大人
の腎臓のミニチュアではない』ということは覚えておくべきです。
この記事は、今月号、無料でご覧いただけます。

さて次は痛みと術後の離床についての話題です。早期離床は術後の
回復には不可欠ですが、疼痛緩和のためにオピオイドを使用する
と、患者の離床が進まなくなるという懸念が根強いです。オハイオ
州Cleveland ClinicのEva Rivas先生は、600人以上の腹部手術を
受けた患者を対象とした2つの無作為化試験の事後解析を行いまし
た。術後の疼痛とオピオイド消費量が離床と逆相関するという仮説
が検証されました。本研究で離床とは観察された座位の時間と立位
の時間の比と定義しました。痛みのスコアが3以下の患者では1日あ
たりの離床時間は1.9時間で、スコアが6以上の患者では1日あたり
の離床時間はわずか1.2時間でした。 痛みスコアの増加と、離床時
間の減少は有意に相関していました。オピオイドの使用量には大き
なばらつきがありましたが、術後のオピオイド使用量と患者の1日
の離床時間には関連はありませんでした。全体的な離床時間は短く
て、離床時間でみた下位25％の患者ですべての術後合併症が発生し
ました。痛みと離床の間に関連性は見いだせませんでしたが、術後
の鎮痛を改善することで離床がすすむ可能性があると示唆していま
す。 この論文は今月号、無料で閲覧できます。

さて次のホットな話題は、中枢の気道閉塞と、前縦隔腫瘤を有す
る患者の管理です。 巨大な縦隔腫瘤の患者が全身麻酔を受ける場
合、中枢気道の閉塞と循環虚脱が重大なリスクであることはわか
っています。現在、推奨されているのは、これらの患者では自発
呼吸を温存し、筋弛緩薬の使用を避けることです。 しかし、これ
が陽圧換気および筋弛緩状態よりも安全であるとされているにも
かかわらず、直接的なエビデンスは不足しています。Beth Israel 
Deaconess Medical CenterのPhilip Hartigan先生が率いるチーム
は、前向きな観察研究において、異なる麻酔方法の影響を独自の手
法で比較しました。この研究チームは、全身麻酔、陽圧換気、筋弛
緩が気道開存性に及ぼす影響をリアルタイムのビデオ録画で評価し
ました。対象となった17人の成人は、縦隔に巨大な腫瘤があり、意
識下挿管が施行されました。気道前後径のベースラインからの変化
が評価されましたが、録画した画像の順序は入れ替えられており、
どの患者か、いつの時点のものかはわからないようにして7人の気
管支鏡医によって判定されました。50％以上の変化が臨床的に有意
とされました。全身麻酔後の気道開存性スコアの平均値はベースラ
インから有意な変化を認めませんでした。しかし、陽圧換気と筋弛
緩薬投与を行うと、平均の気道開存度スコアは有意に上昇した。こ
の論文では、全身麻酔、陽圧換気、筋弛緩薬が気道開存性に及ぼす
影響を直接視覚的に証明するものであり、患者のビデオ画像へのリ
ンクを掲載しています。この結果は、縦隔腫瘤患者における陽圧換
気と筋弛緩に対する一般的な推奨を覆すものであると結論づけてい
ますが、筋弛緩薬の効果を先行する陽圧換気の段階から分けて考え
ることは困難であると述べています。また、縦隔腫瘤を有する患者
の麻酔導入で、段階を分けずに導入する方法の安全性を証明するも
のではないことが強調されました。この論文も今月号で無料公開さ
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れています。

次の臨床研究は、横隔膜の肥厚率と経横隔膜圧を調べています。
経横隔膜圧は横隔膜機能の代用としてよく用いられますが、超音
波を用いることがより一般的となっていて、横隔膜機能の変化を
測定するために横隔膜肥厚率を計算しています。しかし、これら
の手法の関係は明らかになっていません。この関係を探るため、
フランス・パリのNeuromuscular Physiology and Evaluation 
LaboratoryのThomas Poulardたちは、過去に行われた2つの研究
で得られた14人の健常者と25人の人工呼吸器装着患者のデータを
評価しました。経横隔膜圧および横隔膜圧時間指数の変化は、横
隔膜肥厚率と中程度の相関を認めました。人工呼吸を行っている
患者では、経横隔膜圧と横隔膜肥厚率の間に弱い相関が認められ
ました。また、横隔膜圧-時間指数と横隔膜肥厚率との間には相
関は認められませんでした。健常者14人中8人、人工呼吸患者25
人中2人では、経横隔膜圧の変化と横隔膜肥厚率の間に有意な相
関を認めました。著者らによれば、今回の結果は、横隔膜肥厚率
は横隔膜圧をうまく反映しないことを示していて、代用として使
用する場合には注意が必要、とのことです。

今月の総説は、周術期の無気肺について2部構成でお届けしま
す。無気肺が周術期における継続する課題であることはわかって
います。 この原因は、麻酔中の呼吸時に肺にかかる物理的な力
の不均衡です。総説のパート1では、マサチューセッツ総合病院
（ボストン）のZeng先生らが、無気肺の動態と機序について記載
し、そして生理学的な視点により、麻酔科医の実務にどのように
役立つかについて論じています。著者らはまず、気管支と肺胞の
膨張の原理を確認することから始めています。気管支や肺胞の壁
に作用する主なストレスは3つあります。  これらは、液体圧、
連結ストレス、表面張力です。肺の弾性反発力が受動的呼気の主
な生理的機序であると強調しています。周術期における無気肺の
メカニズムは、全身麻酔、人工呼吸、外科的手技などによって進
行することがわかっています。これらのメカニズムは、肺組織の
虚脱を促進する生物物理学的因子を作り出します。胸腔内圧の上
昇、肺胞圧の低下、サーファクタントの障害という相互に関連す
る3つの因子が気道と肺胞の虚脱に関与します。無気肺の病態生
理学的影響の章では、無気肺と様々な炎症反応との関係を著者が
説明しています。 無気肺に伴う生物学的反応は肺の損傷を悪化
させる可能性があります。結論として、術中の無気肺の影響で、
急性肺障害や肺炎などが発症することに関しては、さらなる研究
が必要であると述べています。また、今後の無気肺の管理には、
周術期の薬剤を通じた細胞・分子レベルの戦略が必要であるとし
ている。この論文には、これらの複雑なプロセスを示す詳細な図
が掲載されています。

今月の総説のパート2では、周術期の無気肺の臨床的意義につい
て取り上げています。マサチューセッツ総合病院（ボストン）の
David Lagier先生は、危険因子、診断アプローチ、管理方法を紹
介しています。著者らは臨床上の危険因子を、患者因子、麻酔
因子、手術因子の3つのカテゴリーに分けて検討しました。患者
関連因子には、肥満、年齢、横隔膜機能不全、腹腔内圧亢進、喫
煙を含む肺疾患などがあります。麻酔関連の危険因子には、全身
麻酔薬、局所麻酔、輸血などがありました。手術関連の危険因子
は、体位、気腹、心臓手術、片肺換気、手術時間、低侵襲手術な
どがあげられます。無気肺の正確な診断は、CT、超音波、MRI、
胸部X線などの画像診断法を用いて直接行うべきであると強調し
ています。また、血中の酸素化や電気インピーダンス断層法など
の間接的な生理学的評価法についてもまとめています。最後に、
術前、術中、術後の周術期無気肺の治療戦略について説明してい
ます。最近のメタアナリシスで術前の呼吸筋トレーニングが推奨

されていますが、研究の規模が小さく、さらなる研究が必要で
す。術中では、一回換気量が重要な項目であることに変わりはあ
りませんが、現在のデータによると、保護効果は一回換気量その
ものではなく、結果として肺膨張が制限されていることにあると
考えられています。術後は、非侵襲的人工呼吸、鎮痛、酸素療法
が無気肺を防ぐための選択肢であると著者らは述べています。術
後の酸素療法や去痰剤の使用については、エビデンスが弱いとさ
れています。重症無気肺のリスク層別化を考える上で、さらなる
理解と情報が必要であると、著者らは結論づけています。また、
生理学に基づいた段階的戦略や、肺リクルートメントについても
さらに検討する必要があると述べています。この論文には、無気
肺の術中管理のための有用なアルゴリズムが記載されています。
さらに深く掘り下げたい場合は、全身麻酔時の肺胞拡張戦略に関
する無作為化臨床試験をまとめた表も参考にしてください。

これらの原著論文やレビューに加えて、1月号には2つの特集が掲
載されています。 
特集の1つは、困難気道の管理に関する米国麻酔科学会診療ガイ
ドラインのアップデートです。このガイドラインは、麻酔科学、
気道系、その他の医学会を代表する麻酔科医の国際的タスクフォ
ースによって作成されました。本ガイドラインは、以前のガイド
ラインに代わるもので、最近の科学文献から得られた新たなエビ
デンスに加え、専門家、ASA会員、10の参加団体を対象とした新
たな調査結果も提供しています。本ガイドラインの更新では、標
準的な気道確保と高度な気道確保のための機器、困難な気道確保
を行う際の酸素投与、その他の非侵襲的および侵襲的な代替手段
を紹介しています。このガイドラインは無料で入手できます。
もう一つの特集記事は、オピオイドの使用に関するものです。 
米国ではオピオイド危機が深刻化しており、オピオイドの過剰摂
取による死亡事故が急増していることは、誰もが知っています。 
米国におけるオピオイドの処方は過去10年間で38％減少しました
が、オピオイドによる死亡者数は300％増加しています。 このオ
ピオイドに関する矛盾はあまり認識されていません。 現時点で
オピオイド管理はうまく機能しておらず、新しいアプローチが必
要です。 本特集では、オピオイドの処方を減らす、あるいはな
くすことに主眼を置いた最近の米国のオピオイド政策・戦略の成
果と欠点を検証します。本論文では、処方箋オピオイドのエコシ
ステムとオピオイド過剰供給の概念を紹介し、供給、需要、オピ
オイド返却が過剰流通にどのように影響するかを論じています。 
また、緊急の政策ニーズを明らかにして、適切なオピオイド管理
を可能にするエコシステムを構築する必要性を強調しています。
当然ながら責任の所在は明確にする必要があり、オピオイド処方
と同様にオピオイドの返却を容易かつ一般的にすることの必要性
も強調しています。そうすることでオピオイドの転用、誤用、過
剰摂取、死亡の可能性があるオピオイド過剰流通の規模を最小限
にできます。 このアプローチは、一般的なオピオイド処方や、
手術後のオピオイド処方にも適用できます。

ジャーナルのウェブサイト（www.pubs.asahq.org/
anesthesiology）では，常に新しい研究やコメントが掲載され
ています。
Anesthesiologyへの投稿についてご興味のある方は，ジャーナル
のウェブサイトanesthesiology.orgにある投稿情報のページをご
覧ください。このページには，編集者の要望や，掲載される原稿
を作るための青写真が記載されています。
いつもポッドキャストをお聴きいただき、そし
て、ANESTHESIOLOGYをご支援いただきありがとうございます。こ
こでご紹介した情報が、皆様の臨床の指針となり、改善に役立つ
ことを願っています。来月も重要な研究をご紹介できることを楽
しみにしています。


