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Clinical Question 7-1

7．呼吸管理

呼吸不全の早期診断はどうすればよいか

推
奨

❶呼吸不全の早期症状としての睡眠障害や日常動作時の息切れなどを見逃さない（グ
レード C1）
．
❷早期診断のための補助検査として臥位努力性肺活量（supine FVC）
，鼻腔吸気圧
（SNIP）
，最大吸気圧（MIP）あるいは夜間の酸素飽和度の測定を行う（グレード B）
．

■ 背景・目的
呼吸不全の早期診断は，人工呼吸器の導入時期の決定を含めた疾患全体の治療方針にかかわっ
てくるため重要である．

■ 解説・エビデンス
呼吸障害の存在を示唆する自覚症状としては，表 1 にあげるようなものが多い 1, 2）
（エビデ
ンスレベル Ⅰ）
．しかし，ALS は慢性に経過する疾患であるため，呼吸障害の初期段階におい
ては，自覚症状に乏しい場合も少なくない．したがって，診断がついた時点から，呼吸障害の
徴候が認められなくても定期的に呼吸機能の検査を行うことが必要である．
呼吸不全の早期診断に関する主な報告としては以下のようなものがある．
25 例を対象に経横隔膜圧（Pdi）
，立位努力性肺活量，臥位努力性肺活量，立位 1 秒率，臥位
1 秒率，最大呼気圧（MEP）および最大吸気圧（MIP）の測定および呼吸補助筋の使用の有無の確
認を行った研究では，臥位努力性肺活量が横隔膜の筋力低下（Pdi＜70 cmH2O）を検出するため
の感度と特異度が測定項目中最も高かった 3）
（エビデンスレベル Ⅲ）
．
ALS 98 例を対象に行った前向き研究において，FVC，MIP，鼻腔吸気圧（SNIP）と夜間の酸素
飽和度および死亡率を調べた研究において，FVC＜50％，MIP＜40 cmH2O，SNIP＜40 cmH2O

表1

呼吸障害の早期症状

1．早期の呼吸機能低下症状

2．睡眠時の早期症状

（文献 1，2 より改変）
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を cut off とすると，SNIP のみが夜間の酸素飽和度＜90％となる時間と相関した 4）
（エビデンス
レベル Ⅳa）
．
20 例の前方視的ランダム化比較試験での検討では，夜間の酸素飽和度の低下（夜間 1 分間以
上の酸素飽和度が 90％未満）は，％FVC よりも鋭敏に早期の呼吸不全を検出し得た．また，夜
間の酸素飽和度と並んで MIP も呼吸不全の早期から低下すると結論づけている 5）
（エビデンスレ
．
ベル Ⅲ）
※SNIP は呼吸筋力の簡便な指標で，一方の鼻腔に圧測定用のバルブを挿入しておき，逆側の
鼻腔を閉鎖したまま，呼気終末の状態から，鼻腔で強く吸気した際のピーク圧を指す．アング
ロサクソンと日本人とでは 10％程度正常値が異なるといわれている．
７

■ 文献
1） Hardiman O. Management of respiratory symptoms in ALS. J Neurol. 2011; 258: 359–365.
2） Miller RG, Jackson CE, Kasarskis EJ, et al. Practice Parameter update: the care of the patient with amyotrophic lateral sclerosis: drug, nutritional, and respiratory therapies (an evidence-based review): report of
the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2009; 73: 1218–
1226.
3） Lechtzin N, Wiener CM, Shade DM, et al. Spirometry in the supine position improves the detection of
diaphragmatic weakness in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Chest. 2002; 121: 436–442.
4） Morgan RK, McNally S, Alexander M, et al. Use of sniff nasal-inspiratory force to predict survival in amyotrophic lateral sclerosis. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171: 269–274.
5） Jackson CE, Rosenfeld J, Moore DH, et al. A preliminary evaluation of a prospective study of pulmonary
function studies and symptoms of hypoventilation in ALS/MND patients. J Neurol Sci. 2001; 191: 75–78.

■ 検索式・参考にした二次資料
PubMed（検索 2012 年 2 月 7 日）
("Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MH] OR "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[TIAB]) AND ("Respiratory Insufficiency/diagnosis"[MH] OR "Respiratory Function Tests"[MH] OR "Blood Gas Analysis"[MH] OR "Vital Capacity"[MH] OR ("SNIP"[TIAB] OR "Sniff Nasal Inspiratory Pressure"[TIAB]) OR ("peak cough expiratory flow"
[TIAB] OR "PCEF"[TIAB] OR "peak cough flow"[TIAB])) AND (("2000"[DP]: "2012"[DP]) AND "Humans"[MH]
AND (English[LA] OR Japanese[LA]))
検索結果 179 件
医中誌（検索 2012 年 2 月 3 日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and ((呼吸/TH or 呼吸機能/AL or 呼吸筋/TH or 呼吸筋/AL) and (不全/AL or 低下/AL or 疾患/TH or 障害
/AL) or 呼吸不全/TH or 呼吸不全/AL or 呼吸機能不全/AL or 呼吸筋障害/AL or 呼吸機能低下/AL or 呼吸困難
/TH or 呼吸困難/AL or 呼吸機能検査/TH or 呼吸機能検査/AL or "Sniff Nasal Inspiratory Pressure"/AL or
"SNIP"/AL or 血液ガス検査/AL or 血液ガス分析/TH or 血液ガス分析/AL or 最大呼気流量/AL or 肺活量測定
/TH or 肺活量/TH or 肺活量/AL) and (DT=2000: 2012 and (PT=症例報告除く) and (PT=会議録除く) and CK=ヒ
ト)
検索結果 183 件
ほかに JMEDPlus も検索した．
文献 2）
，3）はハンドサーチにより付け加えた．
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Clinical Question 7-2

7．呼吸管理

呼吸機能障害に対するリハビリテーションはどのように
行うか

推
奨

❶呼吸筋麻痺は，生命予後に直結するため呼吸不全症状出現前より呼吸理学療法を開
始する 1）
（グレード C1）
．
❷一方，過剰な運動負荷は，筋力低下を悪化させる可能性があり，やりすぎないよう
十分注意する（グレード C1）
．

■ 背景・目的
呼吸筋麻痺は，生命予後に直結するため，適切な対応が必要である．近年，ALS における呼
吸障害に対し，呼吸理学療法が機能維持療法として期待されている 1）
（エビデンスレベル Ⅵ）
．
しかしながら，進行する呼吸障害に沿った呼吸理学療法の検討は乏しく，その有効性は明らか
になっていない．呼吸機能障害に対するリハビリテーションの導入時期，導入方法などの検討
は重要であり，また，気道クリアランスを保つための排痰リハビリテーションも重要である．

■ 解説・エビデンス
これまでに，長期の，統一された呼吸理学療法の対照研究はないが，呼吸筋麻痺は生命予後
に直結するため呼吸不全症状出現前より以下の①〜⑤のような呼吸理学療法を開始する 1）
．
①呼吸筋の訓練，②胸郭・呼吸補助筋の可動域を維持する訓練，③徒手的呼吸介助（換気効率
の改善，咳の介助，排痰補助・胸郭や横隔膜の柔軟性維持・リラクゼーションなど多くの目的
で行う）
，④肺の弾性を維持するための訓練（息溜め，舌咽頭呼吸など）
，⑤排痰法（体位排痰法
と加湿が基本）
・咳の介助．
呼吸機能障害に対するリハビリテーションには，呼吸筋ストレッチ，筋力増強などの呼吸機
能維持療法としての呼吸理学療法と気道クリアランスを保つため排痰リハビリテーションがあ
るが，高いエビデンスの確立された呼吸理学療法はない．
Dal Bello-Haas らは，ALS を 6 つの病期に分け，その病期に合わせた理学療法ならびに関節拘
縮や呼吸不全を遅らせるような理学療法の必要性を強調している 2）
（エビデンスレベル Ⅴ）
．
Pinto AC らは，20 例の検討において，いわゆる呼吸理学療法ではないが，呼吸不全の患者に
おいても NPPV を併用しながらの理学療法が呼吸不全の進行を遅くする効果があったと報告し，
その必要性を強調している 3）
（エビデンスレベル Ⅱ）
．
一方，機器を使用しての吸気筋の筋力増強を試み，呼吸理学療法の有用性を証明しようとい
う試みもなされている．Pinto S らは，正常の呼吸機能の 26 例の ALS 患者を，ランダムにコン
トロール群とスタートを遅らせた群の 2 群に分けて吸気筋トレーニングを行い，吸気筋トレー
ニングの潜在的な有用性の検討を行った．主な評価は ALSFRS，副次評価項目として呼吸機能検
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査，神経生理検査，疲労と QOL スケールを使用したが，2 群間に有意な差は認めなかった 4）
（エ
ビデンスレベル Ⅱ）
．過剰な筋力トレーニングは，筋力低下を悪化させる可能性があり，負荷量
や中止時期の見極めが重要である（エビデンスレベル Ⅵ）
．また，呼吸機能が低下している場合
には，運動負荷が呼吸症状や ADL を悪化させないよう配慮する．
一方，球麻痺症状の強い患者においては，呼吸筋の筋力低下とあいまって痰の喀出が困難と
なり，吸気筋トレーニングは呼吸障害を増悪させるので行わず，気道のクリアランスを保つた
めの排痰訓練や排痰介助を行う（CQ 7–3 参照）
．その手法としては，MAC（mechanically assisted coughing）5）
（エビデンスレベル Ⅲ）や時間ごとのスクイージングが有効との報告 6）
（エビデ
ンスレベル Ⅴ）があり，試みる価値があると考えられる．呼吸理学療法，気道クリアランスを保
つための排痰訓練と排痰介助にても呼吸不全症状（努力呼吸，呼吸数増加，頻脈，痰の喀出困難
など）の改善を認めない場合，呼吸補助療法の適応がある（詳細は CQ 7–5 参照）
（CQ 8–2 参照）
．

■ 文献
1） 中島 孝．筋萎縮性側索硬化症の包括的呼吸ケア指針—呼吸理学療法と非侵襲陽圧呼吸療法（NPPV）—
ALS への呼吸理学療法と気道管理—．特定疾患患者の生活の質（QOL）の向上に関する研究班 平成 19
（2007）年度研究報告書別冊，2008: p24–44.
2） Dal Bello-Haas V, Kloos AD, Mitsumoto H. Physical therapy for a patient through six stages of amyotrophic lateral sclerosis. Phys Ther. 1998; 78: 1312–1324.
3） Pinto AC, Alves M, Nogueira A, et al. Can amyotrophic lateral sclerosis patients with respiratory insufficiency exercise? J Neurol Sci. 1999; 169: 69–75.
4） Pinto S, Swash M, Carvalho M. Respiratory exercise in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral
Scler. 2012; 13: 33–43.
5） Winck JC, Goncalves MR, Lourenco C, et al. Effects of mechanical insufflation-exsufflation on respiratory
parameters for patients with chronic airway secretion encumbrance. Chest. 2004; 126: 774–780.
6） 野田 綾，渡部真由美，松下愛子．排痰困難な筋萎縮性側索硬化症患者への時間毎スクイージングの効果．
中国四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会誌. 2006; 2 (1): 87–90.

■ 検索式・参考にした二次資料
PubMed（検索 2012 年 2 月 22 日）
("Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MH] OR "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[TIAB]) AND ((("Rehabilitation"[MH] OR
("Physical Therapy Modalities"[MH] OR "Occupational Therapy"[MH]) OR "rehabilitation"[SH]) AND
("Respiration"[MH] OR "Respiratory Insufficiency"[MH] OR "Respiratory Muscles"[MH] OR "ineffective cough"
[TIAB] OR ("Respiration"[MH] AND "Muscle Fatigue"[MH]))) OR (("Mechanical insufflation"[TIAB] OR "Mechanical
exsufflation"[TIAB]) OR "assisted cough"[TIAB] OR "airway clearance"[TIAB] OR "squeezing"[TIAB] OR "Breathing
Exercises"[MH])) AND (("2000"[DP]: "2012"[DP]) AND "Humans"[MH] AND (English[LA] OR Japanese [LA]))
検索結果 26 件
医中誌（検索 2012 年 2 月 3 日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and (リハビリテーション/TH or リハビリテーション/AL or 理学療法/TH or 理学療法/AL or 作業療法/TH or
作業療法/AL) and (呼吸/TH or 呼吸/AL or 呼吸筋/TH or 筋疲労/TH or 筋疲労/AL or 呼吸理学療法/TH or 呼
吸リハビリテーション/AL or 呼吸訓練/TH or 呼吸筋トレーニング/AL) and (DT=2000: 2012) and (PT=症例報告
除く) and (PT=会議録除く) and (CK=ヒト)
検索結果 192 件
JMEDPlus（検索 2012 年 2 月 27 日）
筋萎縮性側索硬化症/AL AND (呼吸不全/AL OR 呼吸機能不全/AL OR 呼吸機能低下/AL OR 呼吸機能障害
/AL) AND (リハビリテーション/AL OR リハ/AL) OR (呼吸療法/AL OR 呼吸法/AL)) AND ((2000-2012/PY)
AND (ヒト/CW) NOT (C/DT OR d2/DT))
検索結果 112 件

121

７
呼
吸
管
理

Clinical Question 7-3

7．呼吸管理

排痰方法にはどのようなものがあるか
回
答

用手排痰法と機器による排痰法がある．

■ 背景・目的
病期や病状に応じて排痰法を使い分ける必要がある．これらの手技の特徴や効果を理解した
うえ，理学療法士や臨床工学技士，看護師，在宅スタッフなどと連携して行うことが重要であ
る．また，ALS における喀痰の貯留は，誤嚥，肺炎，無気肺，低酸素血症や呼吸不全などの呼
吸異常における初期症状であるとともに，人工呼吸管理においてその効果を阻害する．このた
め，排痰は呼吸リハビリテーションとして重要である．

■ 解説・エビデンス
ALS では，病状が進行すると誤嚥などのため吸引や排痰法を定期的に行う必要がある．
1）吸引について
在宅の場合，あらかじめ家族が医療機関で手技を習得して行うことが多い．
在宅で 24 時間家族が吸引にかかわることはその負担が大きく，また，夜間の安眠を妨げるこ
とになる．ケアスタッフなどによるサポートが必要である．
2）用手排痰法方法 1）
体位ドレナージ療法，腹臥位療法，軽打法，胸部介助法，ハフィング，自発的な咳嗽などが
ある
3）機器による排痰・咳嗽介助（上記の方法で効果が不十分な場合）
①口にくわえる簡単な機器（非能動型呼吸運動訓練装置）を用いた気道内からの呼気陽圧振動
法，②体表面から任意の高頻度振動を与えて排痰を促進させる高頻度胸壁振動法（高頻度振動発
生装置）
，③MAC（mechanically assisted coughing）を用いた咳嗽介助 2）が有用で（エビデンスレ
ベル Ⅳb）
（現時点では在宅にて人工呼吸療法を行っている患者に対して，保険適用は認められ
ている）
，④輪状甲状間膜穿刺（輪状甲状膜切開キット）3）
，⑤特殊な人工呼吸器を用いた肺内軽
打換気法など，これらの手技の特徴や効果を理解したうえ，理学療法士や臨床工学技士と連携
して，患者の病態に応じて使い分ける必要がある．
4）気管カニューレ内からの低定量自動吸引装置 4）
特殊な気管カニューレと特殊な吸引器を用いて行う．カニューレ内側吸引孔より低定量持続

122

7．呼吸管理

吸引を行う自動吸引である．①人工呼吸器を装着したまま痰の吸引が行えるため安全であり，
②外部からの菌の持ち込みがなく，③気管内の痰の吸引時に苦痛がないなどの利点がある 4）
（エ
ビデンスレベル Ⅴ）
．
なお，気管カニューレカフ上部吸引口からの持続吸引は，気管粘膜吸引の危険性があるので，
注意が必要である 5）
（エビデンスレベル Ⅴ）
．

■ 文献
1） 安間文彦，棚橋 保，白石弘樹，ほか．神経筋疾患の慢性期呼吸リハビリテーション排痰法の意義と実際．
医療. 2011; 65: 425–430.
2） Senent C, Golmard JL, Salachas F, et al. A comparison of assisted cough techniques in stable patients with
severe respiratory insufficiency due to amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler. 2011; 12:
26–32.
3） 野中道夫，津田笑子，山内理香，ほか．筋萎縮性側索硬化症の緩和ケアにおける小径カフ無しカニューレ
を使用した経皮的気管切開術の有用性．神経治療学. 2006; 23: 521–525.
4） 山本 真．筋萎縮性側索硬化症の診断と治療—たん自動持続吸引システムの開発—．脳 21. 2012; 15: 74–78.
5） Harvey RC, Miller P, Lee JA, et al. Potential mucosal injury related to continuous aspiration of subglottic
secretion device. Anesthesiogy. 2007; 107: 666–669.

■ 検索式・参考にした二次資料
PubMed（検索 2012 年 2 月 9 日）
("Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MH] OR "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[TIAB]) AND ((("Sputum"[MH] OR
"Sputum"[TIAB]) OR ("Drainage, Postural"[MH] OR "drain*"[TIAB]) OR ("Suction"[MH] OR "suction*"[TIAB]) OR
("aspiration"[TIAB] OR "aspirat*"[TIAB])) OR (("cough machine"[TIAB] OR "cough assist*"[TIAB]) OR ("mechanical in-exsufflator"[TIAB] OR "in-exsufflator"[TIAB]) OR "Breathing Exercises"[MH])) AND (("2000"[DP]: "2012"
[DP]) AND "Humans"[MH] AND (English[LA] OR Japanese[LA]))
検索結果 45 件
医中誌（検索 2012 年 2 月 3 日）
(((筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL) or (筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮側索硬化症/AL)
or アミトロ/AL or ("筋萎縮性側索硬化症"/TH or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)) and (((喀痰/TH or 排痰
/AL) or 排痰法/AL) or (吸引術/TH or 吸引/AL) or カフアシスト/AL or ((体位ドレナージ/TH or 体位ドレナー
ジ/AL) or (体位変換/TH or 体位変換/AL)))) and (DT=2000: 2012 and PT=会議録除く and CK=ヒト)
検索結果 159 件
ほかに JMEDPlus も検索した．
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Clinical Question 7-4

7．呼吸管理

家族または介護職に対する吸引の指導はどのようにした
らよいか
❶家族については，吸引を導入した医療機関において，リスク管理を含めた指導を行

推
奨

う（グレード C1）
．
❷介護職は，介護サービスの基盤強化のための介護保険法などの一部を改正する法律
に従って医療職が研修を受け，登録のうえで実施する（グレード C1）
．

■ 背景・目的
「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」
（施行日：平成 24 年 4 月 1 日）
により，介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員などによる喀痰吸引や経管栄養のケアが可
能となった 1）
．この省令により，喀痰吸引の業務を行う事業者や介護職員などに対し，医師，保
健師，助産師または看護師が講師となる研修と登録などが定められ，その登録をしたのちに行
うこととなった．

■ 解説・エビデンス

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令（CQ 6–6 参照）
介護サービスの基盤強化のための介護保険法などの一部を改正する法律により，介護福祉士

や一定の教育を受けた介護職員等による喀痰吸引等の実施が可能となった．喀痰吸引等の業務
を行う事業者や介護職員等に対し研修を行う者について，都道府県の登録基準等が定められた．
新規の介護職については上記の省令に従うが，すでに ALS について経験のある介護職につい
ては，
「ALS 患者の在宅療養の支援について」
（平成 15 年 7 月 17 日発出）の通知により，以下の
手続きを経て実施できる．すなわち適切に行うための知識・技能を修得している旨の証明書類
を提出し，都道府県知事の認定証の交付を受けて，医師の指示書のもとに，研修機関の研修を
経ずに，ケアを実施することができる．
家族，介護職ともに，定期的に知識と手技を確認することが必要である．

■ 文献
1） 厚生労働省ホームページ．喀痰吸引等制度について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html
（2013.8.11 閲覧）
CQ 10–3 参照
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■ 検索式・参考にした二次資料
PubMed（検索 2012 年 2 月 17 日）
(((("AmyotrophicLateral Sclerosis"[MH] OR "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[TIAB]) OR ("Motor Neuron Disease"[MH] OR "Motor Neuron Disease"[TIAB])) AND ((("Sputum"[MH] OR "Sputum"[TIAB]) OR (("Suction"
[MH] OR "suction*"[TIAB]) OR ("aspiration"[TIAB] OR "aspirat*"[TIAB]) OR "drain*"[TIAB])) OR (("cough
machine"[TIAB] OR "cough assist*"[TIAB]) OR ("mechanical in-exsufflator"[TIAB] OR "in-exsufflator"[TIAB])
OR "Drainage, Postural"[MH]))) AND (("Caregivers"[MH] OR "Caregivers"[TIAB]) OR ("Family"[MH] OR "Family"[TIAB] OR "Families"[TIAB]) OR ("Home Nursing"[MH] OR "Home"[TIAB]))) OR (((("Sputum"[MH] OR
"Sputum"[TIAB]) AND (("Suction"[MH] OR "suction*"[TIAB]) OR ("aspiration"[TIAB] OR "aspirat*"[TIAB]) OR
"drain*"[TIAB])) OR (("cough machine"[TIAB] OR "cough assist*"[TIAB]) OR ("mechanical in-exsufflator"[TIAB]
OR "in-exsufflator"[TIAB]) OR "Drainage, Postural"[MH])) AND (("Caregivers"[MH] OR "Caregivers"[TIAB])
OR ("Family"[MH] OR "Family"[TIAB] OR "Families"[TIAB]) OR ("Home Nursing"[MH] OR "Home"[TIAB])))
AND (("2000"[DP]: "2012"[DP]) AND "Humans"[MH] AND (English[LA] OR Japanese[LA]))
検索結果 29 件
ほかに医中誌，JMEDPlus も検索した．
文献 1）はハンドサーチにより付け加えた．
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Clinical Question 7-5

7．呼吸管理

人工呼吸療法にはどのようなものがあるか

回
答

人工呼吸療法として，非侵襲的換気（non-invasive ventilation：NIV）と気管切
開下陽圧換気（tracheotomy positive pressure ventilation：TPPV）があ
る．

■ 背景・目的
ALS にとって呼吸障害にいかに対応するかという点は，患者の QOL や生命予後に直接影響
を及ぼす重要な問題である．近年，TPPV のみならず，NIV の機器が開発され，実際に患者の
QOL や生命予後の改善に結びついている 1）
（エビデンスレベル Ⅱ）
．

■ 解説・エビデンス
NIV は非侵襲的陽圧換気（NPPV）と陽・陰圧式体外式人工換気（BCV）に分けられるが，後者
では，現在国内で使用可能なのは RTX レスピレーター（IMI：英国メディペント社製）のみで 1）
，
（エビデンスレベル Ⅵ）
．したがって，実際の臨床で用いられ
これは保険適用となっていない 2）
る NIV のほとんどが NPPV である．ここでは TPPV と NPPV の適応および利点と欠点につい
て示す（表 1）3）
（エビデンスレベル Ⅳb）, 4）
（エビデンスレベル Ⅵ）
．
人工呼吸療法の合併症として，TPPV，NPPV を問わず比較的頻度の高いのは肺炎や気胸であ
る．また，NPPV では唾液や食塊の押し込みによる気道閉塞が生じうる．
表1

TPPV と NPPV の適応，利点および欠点
適用

NPPV

（咳がで
きる，分泌物が少ない）

利点

る
い

TPPV

欠点

VC が 40％を切った時
点で呼吸困難感などの臨床
症状をみながら気管切開の
時期を決めていく 3）
NPPV が 限 界 あ る い は 継
続困難になり，TPPV を希
望したとき

スクの圧迫による皮膚の発
赤や潰瘍の発生

がかかる

換が必要
よる痛み，出血

（文献 3，4 より改変）
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在宅療養上の注意点としては，気管カニューレと呼吸管マウントの接続部の自然脱落※をはじ
めとした呼吸回路のトラブルに対する防止策を講じておくことや，停電対策として電源を確保
しておくことなどが重要である 5）
（エビデンスレベル Ⅵ）
．
米国では ALS に対する横隔膜ペーシングが行われているが，それによる QOL の改善の有無
や生存期間の延長については，確立されていない 6）
（エビデンスレベル Ⅴ）
．
：呼吸管マウントの接続部の自然脱落防止について

※

通常気管カニューレと呼吸管マウントの接続部にはロックがなく，人工換気の振動で自然に
緩むため，しばしば自然脱落する．放置すると死亡や低酸素脳症など重大な危険を招くため，
その予防策を講じておくことは重要である．具体的にはマジックテープ付きの紐を，首を回し
てマウントの上から押さえて止めるなどの対策を行う 5）
．

７
呼
吸
管
理

■ 文献
1） Bourke SC, Tomlinson M, Williams TL, et al. Effects of non-invasive ventilation on survival and quality of
life in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomized controlled traial. Lancet Neurol. 2006; 5:
140–147.
2） 中島 孝．筋萎縮性側索硬化症の包括的呼吸ケア指針—呼吸理学療法と非侵襲陽圧呼吸療法（NPPV）—
ALS への呼吸理学療法と気道管理—．特定疾患患者の生活の質（QOL）の向上に関する研究班 平成 19
（2007）年度研究報告書別冊，2008: p24–44.
3） 小松素明，北山道朗，新改拓郎，ほか．筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の呼吸管理—気管切開の時期に関
する検討—．公立八鹿病院雑誌. 2004; 13: 19–22.
4） 中島 孝（編）
．ALS マニュアル決定版，日本プラニングセンター，松戸，2009: p79–80, p86–89.
5） 中島 孝（編）
．ALS マニュアル決定版，日本プラニングセンター，松戸，2009: p90–92.
6） Schmiesing CA, Lee J, Morton JM, et al. Laparoscopic diaphragmatic pacer palacement- a potential new
treatment for ALS patients: a brief description of the device and anesthetic isssues. J Clin Anesth. 2010; 22:
549–552.

■ 検索式・参考にした二次資料
PubMed（検索 2012 年 8 月 17 日）
"Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MH] AND ("Respiratory Therapy"[MAJR] OR "Ventilators, Mechanical"
[MAJR]) AND (("1990"[DP]: "2012"[DP]) AND "Humans"[MH] AND (English[LA] OR Japanese[LA]))
検索結果 165 件
医中誌（検索 2012 年 2 月 23 日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL) and
(呼吸補助療法/AL or 呼吸補助/AL or 非侵襲的陽圧呼吸/TH or 非侵襲的陽圧換気/AL or 非侵襲的陽圧呼吸/TH
or 非侵襲的陽圧呼吸/AL or 気管切開術/TH or 気管切開/AL or 侵襲的陽圧換気/AL or 横隔膜ペーシング/AL or
呼吸ペースメーカー/AL or (体外式/AL and 陽陰圧/AL and (人工呼吸/TH or 人工呼吸/AL)) or "biphasic cuirass
ventilation"/AL or "BCV"/AL) and (DT=2000: 2012 and (PT=症例報告除く) and (PT=会議録除く) and CK=ヒト)
検索結果 203 件
JMEDPlus（検索 2012 年 2 月 27 日）
(筋萎縮性側索硬化症/AL) AND (呼吸補助/AL OR (人工呼吸器/AL OR レスピレータ/AL OR 人工呼吸装置/AL
OR 呼吸回復装置/AL) OR (非侵襲的人工呼吸/AL OR 非侵襲的換気療法/AL OR 非侵襲的陽圧人工呼吸/AL OR
非侵襲的陽圧呼吸/AL OR 非侵襲的陽圧呼吸療法/AL OR 非侵襲的陽圧換気/AL OR 非侵襲的陽圧換気法/AL
OR 非侵襲的陽圧換気療法/AL OR "NIPPV"/AL OR "NPPV"/AL OR "NPPV 療法"/AL) OR 侵襲的人工換気/AL
OR (横隔膜呼吸/AL OR 横隔膜ペーシング/AL)) AND ((2000-2012/PY) AND (ヒト/CW) AND ((a1/DT OR
b1/DT) NOT (C/DT OR d2/DT)) NOT (症例報告/CW))
検索結果 268 件
文献 2）
，4）はハンドサーチにより付け加えた．
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非侵襲的陽圧換気（NPPV）による呼吸補助はいつ開始す
るか

推
奨

❶呼吸障害の早期症状（CQ 7–1 表 1 参照）
，鼻腔吸気圧（SNIP）
，臥位％努力性肺活
量（臥位％FVC）
，最大吸気圧（MIP）
，夜間酸素飽和度，夜間二酸化炭素分圧などを
参考にして早期の呼吸障害の段階から導入するのがよい（グレード B）
．

■ 背景・目的
一般的に補助呼吸を開始する条件として NAMDRC（National Association for Medical Direction of Respiratory Care）の補助呼吸の条件を使用することが多い 1）
（エビデンスレベル Ⅵ）
．し
かし，ALS 患者をこの基準に当てはめると，NPPV の導入がうまくいかない例を経験するため，
より早期に導入するための基準が必要と考えられる（表 1）
．

■ 解説・エビデンス
NPPV の導入時期については，早期導入群（FVC≧65％だが呼吸困難感，起坐呼吸，倦怠感，
睡眠障害が生じた段階）のほうが標準的導入群（FVC＜65％）よりも診断から死亡までの期間が
長かったという報告がある（2.7 年 vs. 1.8 年）2）
（エビデンスレベル Ⅳa）
．
78 例の検討では，従来の基準である％FVC＜50％は夜間の NPPV 導入時期を決定するための
基準としては不適切であり，夜間の酸素飽和度測定により，導入時期を決定するための適切な
情報を得ることができると結論している 3）
（エビデンスレベル Ⅳa）
．
161 例の後ろ向き研究によると，NPPV を開始する閾値とされている最大吸気圧（MIP）＜
−60 cmH2O あるいは％FVC＜50％に達するまでの期間は，前者が後者よりも 4〜6.5 ヵ月短かっ
た．以上から％FVC のみならず MIP を測定することで NPPV の導入時期をより的確に把握す
ることができる可能性がある 4）
（エビデンスレベル Ⅳa）
．また，同論文において MIP，SNIP が
NIV を早期に始めるよい指標と成りうるのか否かの前向き研究の必要性を論じている．
カプノグラフィーで 26 例の夜間呼気終末二酸化炭素（end tidal CO2：ETCO2）を測定した研究
では，ETCO2＞47 mmHg の時間が睡眠時間の 1％を超えた場合，あるいは日中の ETCO2 が
39.5 mmHg を超えた場合に，NPPV が導入・継続されやすいことが示された 5）
（エビデンスレベ

表1

呼吸補助の基準

45Torr 以上
88％以下の時間が 5 分以上持続
（％ FVC）が 50％以下，あるいは最大吸気圧（MIP）が
60cmH2O 以下
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ル Ⅳa）
．
臥位％FVC は早期の呼吸障害を検出するうえで坐位％FVC や MIP よりも鋭敏であり，より
早期に NPPV を導入するための指標となる可能性がある（CQ 7–1 参照）
．

■ 文献
1） Clinical indications for noninvasive positive pressure ventilation in chronic respiratory failure due to
restrictive disease, COPD, and nocturnal hypoventilation: a consensus conference report. Chest. 1999; 116:
521–534.
2） Lechtzin N, Scott Y, Busse AM, et al. Early use of non-invasive ventilation prolongs survival in subjects
with ALS. Amyotroph Lateral Scler. 2007; 8: 185–188.
3） Elman LB, Siderowf AD, McCluskey LF. Nocturnal oximetry: utility in the respiratory management of
amyotrophic lateral sclerosis. Am J Phys Med Rehabil. 2003; 82: 866–870.
4） Mendoza M, Gelinas DF, Moore DH, et al. A comparison of maximal inspiratory pressure and forced vital
capacity as potential criteria for initiating non-invasive ventilation in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler. 2007; 8: 106–111.
5） Kim SM, Park KS, Nam H, et al. Capnography for assessing nocturnal hypoventilation and predicting
compliance with subsequent noninvasive ventilation in patients with ALS. PLoS ONE. 2011; 6 (3): e17893.

■ 検索式・参考にした二次資料
PubMed（検索 2012 年 2 月 12 日）
"Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MAJR] AND ("Respiratory Therapy"[MH] OR "Ventilators, Mechanical"[MH]
OR "diaphragmatic pacing"[TIAB]) AND ("Respiratory Function Tests"[MH] OR "Respiration"[MH] OR "time"
[TIAB] OR "timing"[TIAB] OR "start"[TIAB]) AND "2000"[DP]: "2012"[DP] AND "Humans"[MH] AND (English[LA] OR Japanese[LA])
検索結果 81 件
ほかに Cochrane Library，医中誌，JMEDPlus も検索した．
文献 1）
，3）はハンドサーチにより付け加えた．
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Clinical Question 7-7

7．呼吸管理

どのような場合に気管切開を考慮するか

推
奨

❶球麻痺により気道クリアランスが悪い場合や侵襲的換気（IV）を選択する場合に気管
切開を考慮する（グレード C1）
．

■ 背景・目的
ALS 患者は，病気の進行とともに様々な決断を迫られる．難しい決断のひとつとして球麻痺
により気道クリアランスが悪い場合や呼吸不全が進行したときに，気管切開を行うかどうかが
ある．生命予後を左右する問題であり，その適応，利点ならびに欠点につき，十分説明したう
えで，患者自らが判断する必要がある．

■ 解説・エビデンス
人工呼吸換気を前提とした気管切開について患者と話し合う時期の目安は，①NPPV を 1 日
のうち 12 時間を超えて使用するようになったとき，②NPPV が使えず，かつ FVC＜50％以下あ
るいは呼吸不全の症状を呈するようになったときである 1）
（エビデンスレベル Ⅰ）
．TPPV を希
望しない患者でも，呼吸筋の筋力低下による呼吸不全症状（努力呼吸，呼吸数増加，頻脈，痰の
喀出困難など）や球麻痺症状が強く，口から流れ込んだ唾液で肺炎を繰り返すような場合には痰
の吸引を容易にし，また，死腔を減じて呼吸状態を改善するために気管切開を考慮する 2）
（エビ
デンスレベル Ⅵ）
．球麻痺症状悪化により気管切開をする場合，呼吸不全の症状進行期の呼吸
補助の可能性も勘案した検討が必要である．なお，痰の吸引を容易にし，繰り返す肺炎の改善
を目指す場合，経皮的気管切開術のほうが，手技がより早く施行でき，合併症も少ないため優
れているという報告がある 3, 4）
（エビデンスレベル Ⅱ）
．一方，呼吸筋力が極端に低下し NPPV な
らびに MAC（mechanically assisted coughing）を駆使しても呼吸状態の改善を認めない場合や
IV を希望する場合は，速やかに通常の外科的気管切開を施行する 5）
（エビデンスレベル Ⅲ）
．気
管切開の利点と欠点を表 1 に示す 2）
．
なお，TPPV を長期に行った患者における晩期合併症として，気管狭窄，気管内肉芽腫症，
気管軟化症，気管食道瘻，気管腕頭動脈瘻や前述した病態によるカニューレ抜去困難症が指摘
されている 6）
（エビデンスレベル Ⅴ）
．カニューレ抜去困難症は，高位気管切開（輪状軟骨・第 1
気管輪）の 80％に起こるといわれており，気管切開の部位としては，下ないし中気管切開（第 2〜
4 気管輪）がよいと思われるが，気管切開をどのように行うかに関しては，多数例での比較研究
がなされておらず，今後の前向き研究が必要と考えられる．
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表1

気管切開の利点と欠点
気管切開の利点

気管切開の欠点

できるので，窒息の危険が減少する．
，カフでストップさ
れ，サクションチューブで吸引すること
ができるので肺炎を予防できる．
，安全に食事摂
取ができる．
省略するだけでも呼吸しやすくなる．

：声帯の下に穴を開け
るため基本的に声が出ない．発声のため
に工夫した気管カニューレや発声装置な
どもあるが，進行すると発声機能が失わ
れる．
：気管内痰の吸引
は，患者本人か，患者の代理としての家
族か，研修を受けた介護福祉士，介護職
員などか，医師・看護師にしか許可され
ていない．
ため，1 〜 2 週間に 1 回，気管カニュー
レの交換が必要である．

（文献 2 より一部改変）

■ 文献
1） Gruis KL, Lechtzin N. Respiratory therapies for amyotrophic lateral sclerosis: a primer. Muscle Nerve.
2012; 46: 313–331.
2） 大隈悦子，今井尚志．気管切開．ALS マニュアル決定版，中島 孝（編）
，日本プラニングセンター，松
戸，2009: p128–129.
3） 野中道夫，津田笑子，山内理香，ほか．筋萎縮性側索硬化症の緩和ケアにおける小径カフ無しカニューレ
を使用した経皮的気管切開術の有用性．神経治療. 2006: 23; 521–525.
4） Friedman Y, Fildes J, Mizock B, et al. Comparison of percutaneous and surgical tracheostomies. Chest.
1996; 110: 480–485.
5） Bach JR, Bianchi C, Aufiero E. Oximetry and indications for tracheotomy for amyotrophic lateral sclerosis.
Chest. 2004; 126: 1502–1507.
6） Sue RD, Susanto I. Long-term complications of artificial airways. Clin Chest Med. 2003; 24: 457–471.

■ 検索式・参考にした二次資料
PubMed（検索 2012 年 2 月 22 日）
("Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MH] OR "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[TIAB]) AND ("Tracheotomy"[MH]
OR "Tracheostomy"[MH] OR "Tracheostomy positive pressure ventilation"[TIAB] OR "TPPV"[TIAB] OR "tracheostomy intermittent positive-pressure ventilation"[TIAB] OR "TIPPV"[TIAB]) AND "2000"[DP]: "2012"[DP]
AND "Humans"[MH] AND (Japanese[LA] OR English[LA])
検索結果 47 件
医中誌（検索 2012 年 2 月 4 日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and (気管切開術/TH or 気管切開/AL) and (DT=2000: 2012 and PT=会議録除く and CK=ヒト)
検索結果 169 件
ほかに JMEDPlus も検索した．
文献 2）
，4）はハンドサーチにより付け加えた．
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Clinical Question 7-8

7．呼吸管理

気管切開下陽圧換気（TPPV）療法を希望する場合，い
つ，どのように行うか
❶非侵襲的陽圧換気（NPPV）
，MAC（mechanically assisted coughing）など

推
奨

の治療で呼吸不全の改善が認められない患者で，患者ならびに家族が気管切開下陽
圧換気（TPPV）療法を希望する場合，速やかに TPPV を行う（グレード B）
．緊急
の TPPV は，トラブルが起きやすいので，避けるのが望ましい．

■ 背景・目的
わが国においては，TPPV 療法を行っている ALS 患者が，ほかの諸外国に比べて明らかに多
い（全 ALS 患者のおよそ 30％）
．NPPV ならびに MAC などの治療にて呼吸不全症状の改善を認
めない場合，TPPV 療法をいつ，どのように行うかが問題となる．

■ 解説・エビデンス
呼吸不全に陥った患者で，TPPV を希望する場合に導入の時期が問題となる．NPPV，MAC な
，患者ならびに家族が TPPV を希望した場
どの治療にて呼吸不全の改善を認めず（SpO2＜95％）
合は，早期に（2 ヵ月以内に）気管切開の施行を考慮する 1）
（エビデンスレベル Ⅲ）
．球麻痺症状の
急激な悪化などに伴い，患者・家族と十分な話し合いがもたれないままに救急の現場で TPPV が
開始されることが時折あるが，このような事態は極力避けることが望ましい．このような事態に
なる前に，患者，家族に TPPV のメリット，デメリットの情報を十分話したうえで，呼吸不全の今
後の治療につき，経験豊富な神経内科医を交えて話すことが勧められる 2）
（エビデンスレベル Ⅵ）
．
なお，欧州のガイドラインでは，TPPV の導入に際しては，療養が長期に及び，場合によっては，
将来完全閉じ込め状態（totally locked-in state）になり，コミュニケーションがとれない状況にな
ることについて，
患者，家族および介護者にも話すことを推奨している 3）
（エビデンスレベル Ⅵ）
．

■ 文献
1） Bach JR, Bianchi C, Aufiero E. Oximetry and indications for tracheotomy for amyotrophic lateral sclerosis.
Chest. 2004; 126: 1502–1507.
2） Hardiman O.Management of respiratory symptoms in ALS. J Neurol. 2011; 258: 359–365.
4） Leigh PN, Abrahams S, Al-Chalabi A, et al. The management of motor neurone disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003; 74 (Suppl 4): iv32–iv47.

■ 検索式・参考にした二次資料
CQ 7–6 に同じ
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Clinical Question 7-9

7．呼吸管理

人工呼吸器はどのように選択するか

推
奨

❶患者の状態，介護や支援体制を踏まえて，患者の居住地域での機器業者のメインテ
ナンス体制を考慮に入れ，非侵襲的陽圧換気（NPPV）から開始するのか，あるいは
気管切開下陽圧換気（TPPV）かによって機種を選択する（グレード C1）
．
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■ 背景・目的
現在，人工呼吸器には多くの機種があり，各械器の特徴とメインテナンス体制を踏まえて選
択する必要がある．

■ 解説・エビデンス
人工呼吸器には陽圧式と陰圧式，携帯用と据え置き型があるが，ALS で使用されるのは在宅
用（携帯用）の陽圧式人工呼吸器であり，これに限定して解説する．
在宅用人工呼吸器には，NPPV 専用のものと，NPPV と TPPV の両方に使用できるものに大
別される．現在，在宅で主に使用されている人工呼吸器を表 1 に示す（NPPV として使用できる
ものは CPAP としても使用可能で，その場合，IPAP/EPAP の設定可能範囲が少し異なるが，
この表では割愛した）
．表 1 に示すように機種による差は少ないが，主な違いや NPPV 導入時
とその後の注意点などについて簡単に述べる．
【機種による相違点】
（表 1 参照）
①NPPV 専用機種
機種によりモニターの 1 回換気量が吸気量（Vti）あるいは呼気量（Vte）で表示される．リー
クを考えると呼気量をモニターできるほうが望ましい．
AVAPS（average volume assured pressure support）機能の有無．AVAPS は，設定した
IPAP Min と IPAP Max の間で，患者が必要とする換気量（target tidal volume）を設定し，
その量を維持するのに必要な圧力レベルを自動調整する機能．
AE（auto-EPAP）機能．機器が患者の上気道抵抗をモニタリングし，上気道閉塞に対して気
道の開存を維持するために必要な EPAP の自動調整を行う．
進行に合わせて IPAP 圧や換気モードの設定を変更する必要がある．そのためには，呼吸
抑制が起きやすい睡眠中の作動状態をみる必要があり，データを記録できるタイプのほう
が望ましい．
②NPPV，TPPV 両用機種
NPPV と同様に，換気量モニターが吸気か呼気かの違いがある．
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表 1 在宅用（携帯用）人工呼吸器の種類と特徴
【NPPV 専用】
商品名

製造会社

販売

本体重 IPAP
EPAP
量（kg）（hPa） （hPa）

1回
呼気量 内蔵バッ
換気量
モニター テリー
（mL）

データ
記録

その他

BiPAP
AVAPS

Philips
フィリップ
Respironics ス・ レ ス ピ
ロニクス社

1.36

4〜25

4 〜 25

200 〜
1,500

○

なし

可能

外部バッテ
リ ー の み，
AVAPS の
み

BiPAP A40

Philips
フィリップ
Respironics ス・ レ ス ピ
ロニクス社

2.9

4〜40

4 〜 25

200 〜
1,500

○

あり

可能

着脱式バッ
テ リ ー，
TPPV に も
使用は可能，
AVAPS ＋
AE

2.5

5/6〜
30

4〜 20

なし

×

なし

可能

ま も な く
VELIA に 変
更

クリーンエア ResMed
VS SERENA

フクダ電子
KK

【NPPV，TPPV 両用】（平成 25 年 8 月現在）
販売

本体重 IPAP
EPAP/
量（kg）（hPa） PEEP

1回
呼気量 内蔵バッ
換気量
モニター テリー
（mL）

データ
記録

商品名

製造会社

LTV1150

Pulmonec
Systems

フィリップ
ス・ レ ス ピ
ロニクス社

6.5

1〜99

50 〜
2,000

○

1 時間

なし

Trirogy100

Philips
フィリップ
Respironics ス・ レ ス ピ
ロニクス社

5.0

4〜50 ア ク テ ィ 50 〜
ブ回路：0 2,000
〜 25 パ ッ
シブ回路：
4 〜 25

○

4 時 間
（＋着脱
バ ッ テ
リーで 8
時間）

可能

Trirogy200

Philips
フィリップ
Respironics ス・ レ ス ピ
ロニクス社

5.0

4〜50 ア ク テ ィ 50 〜
ブ回路：0 2,000
〜 25 パ ッ
シブ回路：
4 〜 25

○

4 時 間
（＋着脱
バ ッ テ
リーで 8
時間）

可能

0 〜 20

その他
航空機仕様

リーク補正
可能

クリーンエア ResMed
VS ULTRA

フクダ電子
KK

3.5

5/6〜
30

0/4 〜 20

50 〜
2,000

○

4 時間

可能

クリーンエア ResMed
VELIA

フクダ電子
KK

2.1

2〜40

2 〜 25

50 〜
2,000

×

2 時間

可能

クリーンエア ResMed
VS INTEGRA

フクダ電子
KK

3.5

5/6〜
30

0/4 〜 20

50 〜
2,000

×

4 時間

可能

Monnal T50 Air liquid

IMI KK

5〜50

0 〜 20

50 〜
2000

○

あり

7.0

0〜60

0 〜 30

50 〜
2,200

×

最 低 30 可能
分（ パ
ワーバッ
ク と で
10 時間）

航空機仕様

航空機仕様

ニューポート Newport
東機貿
HT70
Medical
Instruments

#VALUE! 航空機仕様

ピューリタ
ンベネット
TM560

Covidien

コヴィディ
エ ン・ ジ ャ
パン KK

4.5

5〜55

0 〜 20

50 〜
2,000

○

最 長 11
時間

可能

VIVO 40

GE
チ ェ ス ト
Healthcare KK

4.0

4〜40

2 〜 20

200 〜
2,000

×

3 時間

可能

VIVO 50

GE
チ ェ ス ト
Healthcare KK

6.7

4〜50 0/2 〜 30 100 〜
2,500

×

4 時間

可能

換気モードは種々で，患者の状態に合わせて設定する必要がある．
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内部バッテリーでの使用時間の違い．ただし，これはあくまでも目安であり，表示より短
い時間で切れることもあるので注意が必要である．
③航空機利用に関して
航空機に搭乗する際，航空機仕様（RTCA/160F 規格）でない機種の場合は，航空会社に搭乗
可否を問い合わせる必要がある．また，SpO2 低下を招く危険があるので注意が必要である．

■ 文献
各機器の添付文書を参考．

７

■ 検索式・参考にした二次資料
PubMed（検索 2012 年 2 月 22 日）
(("Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MAJR] AND ("Respiration, Artificial"[MAJR] OR "Ventilators, Mechanical"
[MAJR] OR "Positive-Pressure Respiration"[MAJR])) OR ("Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MAJR] AND (("Aircraft"[MH] OR "airplane"[TIAB]) OR "battery"[TIAB] OR "generator"[TIAB] OR "humidifier"[TIAB]))) OR
((("Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MH] OR "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[TIAB]) AND ("Respiration, Artificial"[MH] OR "Ventilators, Mechanical"[MH] OR "Positive-Pressure Respiration"[MH])) AND (("Aircraft"[MH]
OR "airplane"[TIAB]) OR "battery"[TIAB] OR "generator"[TIAB] OR "humidifier"[TIAB])) AND (("2000"[DP]:
"2012"[DP]) AND "Humans"[MH] AND (English[LA] OR Japanese[LA]))
検索結果 139 件
ほかに医中誌，JMEDPlus も検索した．
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Clinical Question 7-10

7．呼吸管理

停電に備えてどのように対応するか

推
奨

❶電源を必要とする医療機器（人工呼吸器，吸引器，ネブライザーなど）を使用しなが
ら在宅療養を行っている患者においては，災害時や計画停電に備えて，日頃からバッ
テリーや発電機などのチェックや備蓄が必要である（グレード C1）
．

■ 背景・目的
現在，わが国においては，訪問診療，訪問看護サービス，ホームヘルプサービスなどを利用
しながら，在宅で人工呼吸療法を行っている ALS 患者が相当数いる．それゆえ，災害時や計画
停電に備えて，日頃から停電時に備えての対応が必要となっている．

■ 解説・エビデンス
1990 年の在宅呼吸管理指導料の保険収載以降，在宅で人工呼吸療法を行う患者が急速に増加
し，2001 年の時点で 10,000 人を超えている（在宅 NPPV 7,900 人，在宅 TPPV 2,500 人，両方と
も推計値）1）
（エビデンスレベル Ⅳa）
．また，在宅で TPPV を行っているもののうち，2/3 は神
経筋疾患であり，その 7 割は ALS 患者といわれている 2）
（エビデンスレベル Ⅳa）
．
大規模災害時には，家庭に電気が届くまでに要する期間は 3 日間とも 1 週間ともいわれてい
る．阪神・淡路大震災では，応急送電体制を整えるまで 153 時間を要した．停電時には，患者
が使用している医療機器が使用できなくなる．それゆえ，災害時，停電時に備え，医療機器の
電源状況をあらかじめ必ずチェックしておくことが重要である．人工呼吸器など一部の機器は
電池を搭載しているが，使用可能時間は 1 時間から長くても 6 時間であるため，代替となるア
ンビューバッグを必ず準備し，その状態についてなるべく頻繁に確認しておく必要がある．自
動車に使用されているバッテリー（鉛蓄電池）は大容量で入手しやすく，安価に準備できるため，
災害時の停電に際して有用である 3）
（エビデンスレベル Ⅵ）
．
なお，あまり注意が払われていないが，電動ベッドを起こしての食事中に停電した場合，元
に戻せなくなってしまう可能性がある．手動で平坦に戻す装置が取り付けられているものや，
緩衝装置を利用して元に戻す機能を併設しているベッドの使用が望ましい．
停電に対応するために各家庭独自のマニュアルの作成と必要物品［①吸引器：手動，足踏み式
吸引器など，②酸素濃縮器：原則バックアップボンベに頼る，③人工呼吸器：内部バッテリー，
外部バッテリー，アンビューバッグ，発電機，④夜間の対応機材（懐中電灯，ラジオ，ろうそ
く，ライターなど）
，④各家庭にポータブル発電機］を備蓄しておくことが望ましい 4）
（エビデ
ンスレベル Ⅵ）
．なお，酸素濃縮器の残量チェックならびに内部バッテリー，外部バッテリーの
充電具合に関しては，定期的なチェックが必要である．
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■ 文献
1） 石原英樹，木村謙太郎，縣 俊彦．在宅呼吸ケアの現状と課題—平成 13 年度全国アンケート調査報告—
平成 13 年度研究報告書，厚生省特定疾患呼吸不全研究班，2002: p68–71.
2） 石原英樹，木村謙太郎，渡辺 敏，ほか．在宅人工呼吸療法における気管切開群とマスクにおける陽圧換
気群の比較検討—1997 年全国アンケート調査から—．日本呼吸管理学会誌. 1999; 9: 179–183.
3） 根本哲也，伊藤安海，久保田 怜，ほか．在宅人工呼吸器装着者の電源確保の重要性．難病と在宅ケア.
2011; 16 (10): 21–24.
4） 宍戸春美．突発的緊急災害発生時の対応と準備—患者の立場から—．難病と在宅ケア. 2003; 9 (6): 12–15.

■ 検索式・参考にした二次資料

７

PubMed（検索 2012 年 2 月 12 日）
(("Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MH] OR "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[TIAB]) OR ("Respiration, Artificial"[MH] OR "Ventilators, Mechanical"[MH] OR "Positive-Pressure Respiration"[MH])) AND ("blackout"[TIAB]
OR "Electric Power Supplies"[MH] OR ("electric* power"[TIAB] OR "electric* failure"[TIAB]) OR ("power supply"[TIAB] OR "power loss"[TIAB] OR "break down"[TIAB])) AND (("2000"[DP]: "2012"[DP]) AND "Humans"
[MH] AND (English[LA] OR Japanese[LA]))
検索結果 31 件
医中誌（検索 2012 年 2 月 23 日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and (人工呼吸器/TH or 人工呼吸器/AL or ベンチレーター/AL or 陽圧呼吸/TH or 陽圧換気/AL or 在宅人工呼
吸療法/TH or 在宅人工呼吸療法/AL) and (電池/TH or 電池/AL or バッテリー/AL or 発電機/AL or 外部電源
/AL or 電力供給装置/TH or 電源/AL or 電力供給装置/AL or 無停電電源装置/AL or UPS/AL or 災害対策/TH
or 災害対策/AL or 保守管理/TH or 保守管理/AL or 停電/TH or 停電/AL) and (DT=2000: 2012 and PT=会議録
除く and CK=ヒト)
検索結果 18 件
JMEDPlus（検索 2012 年 2 月 27 日）
((筋萎縮性側索硬化症/AL) AND ((停電/AL OR 停電事故/AL OR 瞬断/AL OR 瞬時停電/AL) OR 災害/AL))
AND ((2000-2012/PY) NOT (C/DT OR d2/DT))
検索結果 34 件
文献 1）
，2）はハンドサーチにより付け加えた．
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Clinical Question 7-11

7．呼吸管理

気管切開下陽圧換気（TPPV）開始後，患者本人または家族
が呼吸器離脱を希望した場合は，どのように対応するか
回
答

現状では，呼吸器離脱を可能とする法律や手順が定められていないことを説明し，
困難であることを話す．

■ 背景・目的
わが国では，TPPV を行いながら在宅で療養する患者が諸外国に比し，圧倒的に多い 1）
（エビ
デンスレベル Ⅳa）
．一方，救急の現場で，気管内挿管下に人工呼吸器装着がなされたのちに延
命処置の継続を望まない患者，将来完全閉じ込め状態（totally locked-in state）に陥った場合，人
工呼吸療法の中止を希望する患者 2, 3）
（エビデンスレベル Ⅴ）
，あるいはいったんは自分の意思で
人工呼吸器をつけたが，途中で療養継続の意思がなくなり，人工呼吸器の取り外しを希望する
患者が実際におり，その対応に苦慮する現状がある．

■ 解説・エビデンス
欧米諸国では，人工呼吸療法は一般的には延命治療と位置づけられ，事前指示書や本人の明
確な意思が確認できれば，いったん装着した人工呼吸器の取り外しがなされている 4〜7）
（エビデ
ンスレベル Ⅳb）
．一方，わが国においては，一度装着した人工呼吸器の取り外しを明確に許容
する法律も禁止する法律もなく，この件は法規範の空白地帯にある 8）
（エビデンスレベル Ⅵ）
．
ALS 終末期ケアに関するアンケート調査にて専門家の 59％が何らかの条件をクリアすれば認め
てもよいのではないか（本人の意思が明確かつ家族も同意する場合 31％，事前に本人の明確な
意思があり家族も同意する場合 17％，完全閉じ込め状態で本人の事前の意思かつ家族の同意が
ある場合 11％）と回答している 9）
（エビデンスレベル Ⅳa）
．また，相模原事件 10）
（エビデンスレ
ベル Ⅴ）に代表される延命処置の継続を望まない患者や，将来完全閉じ込め状態に陥った場合
に人工呼吸療法の中止を希望する患者 2, 3）がいる以上，
「ALS 医療に患者の自己裁量と自己決定
権を大幅に認める社会の理解と合意形成が必要な時期にきている」という考え 11）（エビデンス
レベル Ⅵ）や，
「どこまでを医師の裁量権とするのか，本人の意思確認や事前指示などについて，
少なくとも手続き論として国民のコンセンサスを得られるようなガイドラインが必要であると
思う」12）
（エビデンスレベル Ⅵ）
，という専門家の意見がある．さらに，平成 18 年・19 年度生命
倫理懇談会の答申を受け，日本医師会第Ⅹ次生命倫理懇談会は，
「終末期の患者が延命処置を拒
否した場合，または，患者の意思が確認できない状況下で患者の家族などが延命措置を拒否し
た場合には，ガイドラインが示した手続きに則って延命措置を取りやめた行為（差し控えや中
止）について，民事上及び刑事上の責任が問われない体制を整える必要がある」
，と答申してい
る 13）
（エビデンスレベル Ⅵ）
．それゆえ，人工呼吸器の取り外しに対しては現状では違法性阻却＊
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が認められておらず，実施することは困難であるが，この問題についてはさらなる議論と社会
的コンセンサスを形成する時期にきている．
違法性阻却とは：通常は，法律上違法とされる行為について，その違法性を否定する事由が

＊

あり，違法ではないとされること．たとえば，他人の体を刃物で傷つけることは傷害罪に当た
るが，医師が手術で患者にメスをいれることには正当な理由がある（違法性阻却事由）ので犯罪
にならないような場合を指す．
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■ 検索式・参考にした二次資料
PubMed（検索 2012 年 2 月 22 日）
("Amyotrophic Lateral Sclerosis"[MH] OR "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[TIAB]) AND (((((((("Respiration,
Artificial"[MH] OR "Ventilators, Mechanical"[MH] OR "Positive-Pressure Respiration"[MH])) AND (discontinu*[TIAB] OR withdraw*[TIAB] OR weaning[TIAB]))) OR ("Ventilator Weaning"[MH]))) OR ("Right to
Die"[MH] OR "death with dignity"[TIAB])) OR (((discontinu*[TIAB] OR withdraw*[TIAB] OR weaning[TIAB]))
OR ("Right to Die"[MH] OR "death with dignity"[TIAB]))) AND (("2000"[DP]: "2012"[DP]) AND Humans[MH]
AND (Japanese[LA] OR English[LA]))
検索結果 63 件
医中誌（検索 2012 年 2 月 23 日）
(((筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL) or (筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮側索硬化症/AL)
or アミトロ/AL or ("筋萎縮性側索硬化症"/TH or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)) and ((人工呼吸器取りはず
し/AL or (人工呼吸器取りはずし/TH or 人工呼吸器離脱/AL) or 呼吸器離脱/AL) or ((倫理/TH or 倫理/AL) or
(医の倫理/TH or 医療倫理/AL)))) and (DT=2000: 2012 and PT=会議録除く and CK=ヒト)
検索結果 64 件
ほかに JMEDPlus も検索した．
文献 1）
，2）
，4）
，5）
，10）
，13）はハンドサーチにより付け加えた．
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