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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 
Kharash(エヴァン　カラッシュ)です。2022年5
月号から、ジャーナル編集部が厳選したハイラ
イトをお届けします。

今月のポッドキャストでは分娩時の肥満女性に
対する様々な硬膜外麻酔の効果について見てい
きます。COVID-19患者におけるECMOサポート開
始に関する新情報を探ります。ケタミンの薬理
作用に関する研究について説明します。小児
ARDSの管理に新たな戦略をもたらすかもしれな
い子羊のモデルについて説明します。そして、

今月は、周術期に使用される非ステロイド性抗炎症薬に関する最新
の研究についてのレビューで締めくくります。

今月は、肥満患者における硬膜穿刺硬膜外麻酔と標準的な硬膜外麻
酔を比較した無作為臨床試験から始めましょう。肥満患者では、分
娩時の硬膜外麻酔の失敗のリスクが高いことが知られています。硬
膜穿刺硬膜外麻酔では、硬膜を穿刺しますが薬剤の髄腔内投与は行
わないため、分娩中の硬膜外麻酔（labor epidural anesthesia）
の有効性を改善するのに役立つかもしれません。しかし、これ
までのデータはまちまちです。シンガポールのKK Women’s and 
Children’s HospitalのHon Sen Ten 博士らは、BMI35以上の分娩
患者141人において硬膜穿刺硬膜外麻酔を行なった場合と行わなか
った場合の無痛分娩の陣痛の質を検討しました。患者たちは25ゲー
ジのWhitacre針を用いた硬膜穿刺硬膜外麻酔と標準硬膜外麻酔に無
作為に割り付けられました。両群ともプログラミングされた間欠的
なボーラス投与と患者制御による硬膜外麻酔が行われました。主要
転帰は非対称ブロック（片効き？）、硬膜外トップアップ、カテー
テルの調整、カテーテル再留置、帝王切開分娩のための区域麻酔へ
の転換失敗の５要素からなる複合評価としました。結果として、複
合結果、および、５つの個別評価のいずれにおいても、両群間に有
意な差は認められませんでした。著者らは、今回の知見は、肥満患
者における分娩時の硬膜穿刺硬膜外麻酔の標準使用を支持するもの
ではないと結論付けました。添付の論説においてScott Segal博士
とPeter Pan博士は、違いを検出するのに適したデザインにも関わ
らず、硬膜穿刺を用いた場合の優位性を見出せなかったと記載して
います。硬膜穿刺硬膜外麻酔の利点として、脊椎麻酔に伴う合併症
を伴わず、薬剤の投与量が低用量であることが考えられます。し
かし、これらの利点は十分に支持されていません。今回の研究と
過去の研究に基づいて、著者らは硬膜穿刺硬膜外を「適応を求め
る賢いアイディア」と表現しています。今月号の記事を無料でご
覧ください。

次に、人種や民族がパルスオキシメトリーの低酸素血症検出精度に
どのような影響を与えるのかを、後ろ向き・コホート研究において
見てみましょう。パルスオキシメトリーは広く使用されている、一
般的に信頼性の高い酸素飽和度の測定方法であり、患者の安全性を
高め、麻酔に関連する死亡事故を減少させてきました。しかし、皮
膚の色が濃いとパルスオキシメーターの値が過大評価されることが
示唆されるデータがあります。マウントサイナイ大学アイカーン医
科大学のGarrett Burnett博士らは、後ろ向き研究において、46000
人以上の患者から得られた15万件以上のパルスオキシメトリー測定
値を解析しました。研究対象は2008年1月から2019年12月までの間
に、少なくとも1回の動脈血ガスによる麻酔を受けた成人でした。
主要転帰は、潜在性低酸素血症の有病率としました。潜在性低酸素
血症は、パルスオキシメトリー飽和度（SpO2）が92以上であるにも
関わらず、動脈血酸素飽和度が88%未満と定義されました。著者ら
は多変量解析の結果、黒人患者、および、ヒスパニック系患者にお
いて、白人患者と比較して有意に高い潜在性低酸素血症の有病率を
見出しました。3群における全体の有病率は、黒人患者で2.1%、ヒ
スパニック系患者で1.8%、白人患者で1.1%であった。彼らは、皮膚
の色の色素沈着の代用として、自己申告の人種/民族を考慮しまし
た。この結果は、後ろ向き試験と人種・民族の自己申告に依存する
ことによって制限されると著者らは述べています。しかし、この研
究はモニタリング機器の限界を認識する必要性を強調しています。
彼らはすべての患者において、低酸素血症を回避するために警戒
する必要性を強調しました。この論文に付随する総説で、Philip 
Bickler博士とKevin Tremper博士は、皮膚の色素沈着が透過光周波
数の光フィルターとして作用し、検量線をシフトさせることによっ
てパルスオキシメーターの精度に影響を及ぼす可能性について説明
しています。彼らは、患者の安全を確保するために、機器のキャリ

ブレーションカーブを皮膚の色に基づいて調整し、新しい目標飽和
度を設定することを提案しました。論説の著者らは、研究結果は、
日々使用される装置のエラーに関する臨床的な背景を提供すると結
論づけています。この記事は今月号で無料で公開されています。

次の臨床研究では、COVID-19患者における体外式膜酸素化について
検討します。これらの患者におけるECMOサポートに関するデータは
限られています。しかしECMOが急性呼吸窮迫症候群（A R D S）の
患者やH１N１インフルエンザの患者の転帰を改善したことは知ら
れています。フランスのレンヌ大学病院のNicolas Nesseler博士
は、2020年4月に開始され現在も患者を募集しているECMOSARSレジ
ストリのデータを用いた後ろ向きコホート研究を発表しました。解
析対象は2020年10月までのレジストリ患者でした。患者の年齢中央
値は54歳でした。本試験の主要転帰は院内死亡率でした。院内死亡
率は51%であり、これまでの研究で見られた割合より高いものでし
た。院内死亡率に関連する因子として、高齢、ECMOのカニュレーシ
ョン時の肝不全、カニュレーション前の人工呼吸期間が1週間以上
あることが挙げられました。ECMO装着中に死亡した患者には、出血
性合併症、神経学的合併症、膜性肺不全、急性腎障害が生存した患
者よりも多く見られました。これらの原因として考えられるのは、
研究対象者の年齢が高いこと、より重症であることでした。ECMOを
行う前の人工呼吸の期間が長かったことも一因であったかもしれま
せん。筆者らは、このデータは人工呼吸中のCOVID-19患者におい
て、より早期のECMOサポートを主張するものであると結論づけまし
た。この論文は今月号で無料で閲覧できます。

さて、帝王切開中の女性における挿管困難に関する研究に目を向け
てみましょう。産科における挿管困難の発生率とリスクの推定値は
大きく異なっており、臨床医が挿管困難のリスクのある患者を特
定するために、大規模な研究から得られた最新のデータが必要で
す。Brigham and Women’s HospitalのSharon Reale博士は、この
研究のギャップを埋めるために、約15000件の帝王切開分娩を含む
他施設共同後ろ向きコホート研究のチームを率いました。研究対象
は45の医療施設の15歳から44歳の女性でした。分娩は全身麻酔で行
われました。挿管困難と挿管失敗を主要評価項目としました。295
例の挿管困難症例と18例の挿管失敗が確認されました。挿管困難と
失敗の最も強い関連因子は、非産科的であり、すなわち、高度肥
満、MallampatiスコアⅢまたはⅣ、舌骨と心窩部の距離が短い、顎
前突の制限、開口制限、頚椎の制限であった。著者らは、これらの
リスクの高い患者では挿管困難であるという懸念があることを指摘
し、気道確保の遅れを避けるため、早期の麻酔計画を推奨しまし
た。この記事は今月号で無料で確認できます。

次に、ケタミンの薬理作用の研究に移ります。ケタミンは鎮痛作用
とともに幻覚的な作用をもたらすことがわかっています。これまで
の研究ではケタミンによって誘発される解離が鎮痛作用に寄与して
いることが示唆されています。オランダのライデン大学医療センタ
ーのErik Olofsen博士らは、ケタミンの薬理作用はこれら2つのエ
ンドポイントにおいて類似していることを提案しました。著者ら
は、健康なボランティアを対象とした発表済みの臨床試験のポスト
ホック解析を行いました。その目的は、ケタミンの鎮痛作用と幻覚
作用の両方の薬理学的特性を定量化することでした。研究対象は17
人の健康な成人ボランティアで、ラセミケタミンとS-ケタミンを別
々の機会に漸増投与されました。投与中は圧痛刺激による鎮痛効
果と、外部刺激に対する知覚による幻覚効果の試験が行われまし
た。S-ケタミンの薬理学的結果は2つのエンドポイントで同様であ
り、R-ケタミンは鎮痛効果にも幻覚効果にも寄与していないようで
した。著者らは、今回の知見はケタミンと解離との関連を支持する
ものであると結論づけましたが、ケタミン効果をもたらす脳の領域
間の機能的繋がりを明らかにするために、更なる研究が必要である
と結論づけました。George Mashour博士は、添付の論説で、ケタミ
ンの幻覚的な効果と鎮痛効果の背後にあるメカニズムを分離するこ
とができれば、幻覚的な作用を伴わずに鎮痛効果をもたらす新薬を
創薬することができるだろうと述べています。MAshour博士は、研
究の次のステップは、「実験室に戻って」受容体と神経回路を調べ
る基礎的なトランスレーショナルリサーチを行うことだと説明しま
した。最終的には、このような研究がケタミンを効果に関する進行
中の議論に加わり、医療品開発に貢献することになると述べていま
す。この記事は、今月号で無料で公開されています。

次に、重症に伴う横隔膜の弱さを調べた動物実験を紹介します。機
械換気された患者
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の多くは横隔膜の脆弱化を起こします。しかし、特に小児におけ
る横隔膜の脆弱に対する体液の影響についてはこれまで報告され
ていません。オランダのラドバウド大学のMarloes ljland博士ら
は雌の子羊を用いた小児呼吸窮迫症候群（A R D S）の無作為化
実験モデルをデザインしました。彼らは自由な輸液戦略は浮腫の
増加のため制限的戦略よりも横隔膜の脆弱化を引き起こすとい
う仮説を検証しました。臨床的に同等の中等度小児A R D Sの子
羊を対象に６時間の機械換気中に２種類の輸液戦略で維持しま
した。主要アウトカムは、様々なレベルの呼気終末陽圧（P E E 
P）下で測定した経横隔膜圧に対する収縮刺激の影響でした。横
隔膜圧力は実験中に減少しましたが、5cmH2Oと10cmH2OのP E E P
の両方で自由輸液群では制限輸液群に比べて減少が有意に少なか
った。横隔膜の微小血管密度も、制限的輸液群に比べ、自由輸液
群では減少が少なかった。今回の結果は著者らの仮説に反するも
のであったが、横隔膜の機能障害については新たな知見を与える
ものと述べています。また、この結果は小児A R D Sの管理に関
する新たな戦略を研究するための出発点となる可能性がありま
す。この論文に付随する論説でRaminder Khemani博士は、肺と横
隔膜の保護と効果的な治療のバランスをとることの重要性を強調
しました。しかし、この結果は、人工呼吸による横隔膜機能不全
の治療戦略を立てる際に、体液管理に留意する必要性を強調する
ものでした。本論文は今月号で無料公開されています。

今月のClinical Focus reviewは心原性ショックを取り上げま
す。心原性ショックに対する短期的な機械的循環補助の使用は増
加し続けています。ニューヨーク・ロチェスター大学のIsaac Wu
博士らは、単一のデバイスである経弁口的心臓ポンプに関する包
括的なレビューを発表しました。著者らは、様々なレベルの循環
補助を行うために設計された５つの左心室補助装置と１つの無寝
室補助装置を含むImpella（インペラ）ファミリーの心臓ポンプ
について述べています。著者らは、経弁口心臓ポンプの血行動態
への影響と用途について、「大動脈内バルーンパンピングとは異
なり、経弁的心臓ポンプは心拍に依存せずに機能し、正しく機能
するために一貫した心電図信号や動脈圧波形には依存しない」こ
とに着目しています。このレビューには、心原性ショックにおけ
る経弁式心臓ポンプの使用を評価した主要な研究の概要が含まれ
ています。著者らは血行動態の改善にもかかわらず、このポンプ
は大動脈内バルーンパンピングと比較して、生存率に大きな利点
を示していないことを指摘しています。実際、今日までのほとん
どの試験は小規模であり、より大規模な試験が必要です。このレ
ビューでは経弁心臓ポンプによるサポートに関連する合併症につ
いても検討されています。あるメタアナリシスでは、大出血が最

も多い合併症として挙げられ、ついで溶血、四肢の虚血、脳卒
中と続いています。また、デバイスの装着と管理について、血
行動態の影響に関する図表やデバイスを装着した状態の画像と
ともに詳しく解説しています。今月号でレビューの全容をご確
認ください。

今月は、周術期に使用される非ステロイド性抗炎症薬（N S A I 
D s）に関するレビューで締めくくろうと思います。N S A I Ds
使用の結果、プロスタノイド合成が阻害され、サイトカインレベ
ルに影響を与えることがわかっています。オランダ・フローニン
ゲン大学のDirk Bosch博士らは、周術期のN S A I Dsによる免疫
系関連の影響に関する最新のデータをまとめました。その中には
全身性炎症反応症候群、急性呼吸窮迫症候群、術直後および術後
持続痛、腫瘍学的および神経学的転帰への影響、創傷、吻合部、
骨の治癒などが含まれます。さらに詳しく知りたい方は、プロス
タノイドの一般的な作用と免疫作用に関する詳細な表をご覧くだ
さい。また、最も重要な免疫活性プロスタノイドの明確な図解も
ご覧いただけます。著者らは、文献調査により、いくつかの領域
でN S A I Dsの使用する質の高い証拠が欠けているか、結論が出
ていないことを発見しました。例えば、手術ストレス反応や敗血
症の抑制、A R D Sの予防や改善、術後神経学的転帰の改善、腫
瘍手術後の転移のリスクの最小化などである。著者らは、細胞や
動物モデルにおいてN S A I Dsの免疫調整効果を認めています
が、これらの効果は無作為臨床試験で支持されていません。彼ら
は、N S A I Ds投与のリスクとベネフィットは投与量と期間に注
意し、個別に検討する必要があると述べています。詳しくは論文
全文をご覧ください。

雑誌のウェブサイトでは常に新しい研究や解説を見つけること
ができます。

Anesthesiology誌への投稿についてご興味のある方は、ジャーナ
ルウェブサイトのsubmission Adviceページをご覧ください。こ
のページでは、編集者の期待や成功する原稿を作成するための青
写真を見ることができます。

いつもながら、このポッドキャストをお聞きいただき、A N E S 
T H E S I O L O G Yをご支援いただきありがとうございまし
た。紹介した情報が、あなたの臨床診療の指針となり、改善につ
ながることを願っています。来月もまた重要な研究をご紹介でき
ることを楽しみにしています。


