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慢性閉塞性肺疾患 (COPD)急性増悪に関す る臨床的研究

沖縄県立中部病院内科呼吸器科

宮 城 征 四 郎

(昭和60年 5月29日受付)

Ⅰ 緒 看

1964年,Fletcher と Burrow が英米共同で

BritishBronchitisとAmericanEmphysemaを

総合的に比較研究 した結果1', 国際的にも,ほ

ぼ,独立 した症候群 として呼吸器病学 の 中 に

位 置 ずけられて来 た慢性閉塞 性肺疾患 (以下

COPD)2) は,慢性気管支炎,肺気腫および可

逆性の気管支疲れんや狭窄などの要素が密に転

換 し,-疾患単位 として取 り扱 うには余 りにも

複雑な病像を呈 していることが多い｡

特に患者の協力が絶対的に不可欠な肺機能検

査や選択的気管支肺胞造影法などの気道の形態

学的検査,気道の過敏性テス トや可逆性検査,

或いは開胸生検を含む病理学的検査などが殆ん

ど不可能 となる末期状態や急性増悪時などには,

臨床的に転換 した各疾患要素を厳密に区劃する

ことは極めて困難であり,この症候群をその管

理,治療の面か ら COPD として一括 して取 り

扱 う方が,臨床上,極めて便利であり,且つ,

実際的と思われる｡

但 し,患者の体型やチアノーゼ,多血症,肺性

心徴候の有無および湿性咳轍,労作時呼吸困難

などの自他覚症状の程度や発現順序,胸写所見,

動脈血ガス分析値の相違などに基 きDornholst3)

が提唱 した二型,即ち BlueBloater(気管支炎

塗)とPinkPuffer(気腫型)及び本間,山中ら4,5'に

よって本邦で提唱され体系ずけられたびまん性

汎細気管支炎(DiffusePanbronchiolitis･･･DPB)

に大別することが本邦では習慣化 していること

もまた事実である｡

本症候群は DPIiを除けば喫煙,大気汚染,

遺伝的素因などの関与が大 きい7)が,本邦では

欧米諸国に比 して研究の歴史が浅いためかその

予防を含めて治療対策が大巾に遅れている印象

を免れない｡

その治療上,最 も重要な点は,COPD 急性増

悪に基 く呼吸不全が慢性呼吸不全状態に急性呼

吸不全が上乗 した複雑な病態を呈 し,その呼吸

管理の方法 も他疾患を基礎 とする呼吸不全の取

り扱い方 とは異質のものであることにある｡

本院の COPD,特にその急性増悪時の患者の

呼吸管理を中心に,ICU 開設 1年後の昭和55年

7月か ら57年 6月に至る2年間の臨床実態を追

跡調査 したのでその成績を報告する｡

ⅠⅠ 研究対象及び方法

対象 :人口約17万人を医療圏 とする本院の救

急室を受診 した COPD 急性増悪患者について,

昭和55年 7月から昭和57年 6月に至る2年間に

入院を必要 とした126例,230件を研究対象 とし

た ｡

方法 :筆者が定めた診断及び治療上のプロ ト

コールに添 って患者が受療 した内容を検討 し,

その予後を調査 した｡

COPD 急性増悪の診断上のプロトコール :

上述のごとく,COPD の急性増悪時には肺機能

検査,気道過敏性検査,造影法を含む気道の形

態学的検査や生検法などの適用が困難なため,

喫煙歴を含む詳細な問診,臨床症状の程度や発

現順序及びその期間,肺機能障害の程度を推量

する上 で有用な COPD 特有 の諸々の理学所

見8), 胸写所見,心電図所見などを参考 とし,

ATS の診断基準9) に従 って慢性気管支炎及 び
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肺気腫を診断 し,DPB については厚生省 DPB

診断基準10)に準 じた｡

気管支瑞息の要素が臨床的に強 く示唆される

場合には暗疾中の好酸球百分率(>20%),末栴

血中総好酸球数 (>400),鼻汁中好酸球や IgE

値などを調べることにより,嘱息合併の有無に

ついて検討 した｡

救急室受診時の自他覚症状は COPD そのも

のの診断に有用であるばかりでな く,急性増悪

の誘因を探る上で極めて重要であり,可及的詳

細に収録 した｡

臨床的に下気道感染が急性増悪の誘因として

疑わ しい場合には,即座に啄坑のグラム染色塗

抹標本を作成 し,同時に依頼 した培養の結果を

参考にして起炎菌の同定を試みた｡

来院時に呼吸不全状態の有無,その程度およ

び呼吸管理法の選択に資するため,可及的に大

気呼吸下の動脈血ガス分析の実施に努力 したが,

緊急時には酸素化後または挿管後にこれを行 っ

た｡

入院時の一般検査 として,電解質,一般検血,

検尿,肝機能,腎機能検査を含む生化学検査を

実施 した｡

肺機能検査は来院時または安定期に,可及的

にこれを実施すべ く努力 したが,患者の状態が

測定 に適 しないか協力不能の場合には,鑑述の

理学所見 に基 く肺機能値の推量8'を試みた｡

COPD 急性増悪時の治療上のプロトコール

1) 下気道感染に対する抗生物質の選択 :発

熱及び黄色族を伴 う咳欺,胸写上の肺炎様異常

影の存在または下気道感染が強 く疑われる場合

には,啄疾塗抹 グラム染色法に基 く細菌学的所

見を重視 して抗生物質を選択 し,盲 目的広域ス

ペク トルの抗生物質の使用を避けた｡

2) 気管支拡張剤 :個体差調整に基 く量11)の

キサ ンチン誘導体を点滴静注法で,また,β2交

感神経刺激剤を 4- 6時間毎に吸入法で投与す

ることを原則 とした｡

3) 副腎皮質ステロイ ド剤 :鴨息発作が強 く,

啄疾中好酸球百分率が20%を超える場合13)に限

って気管支嘱息合併 と考え,積極的に副腎皮質

ステロイ ドの投与12)を行 った｡

4) 補液 ･電解質 :臨床所見及び検査成績に

基 き,補液及び電解質の補正に留意 した｡

く呼吸管理法の選択〉

動脈血ガス分析値 と臨床症状及び理学所見に

より,両鼻陸カニユーラ法に基 く調節酸素療法,

マスク法及び挿管によるT-ピース法,挿管によ

る人工換気法のいずれかを選択 した｡

1) 両鼻腔カシューラ法による調節酸素投与

:後述の挿管適応のない低酸素血症状態の患者

群に適応され,Pa02を 60mmHgに調節する

酸素流量を投与 した｡

2) マスク法 :Pa02の理想値 60mmHgを

得るのに両鼻腔カニユーラ法により,毎分 51以

上の酸素流量を必要 とする場合には,気道の乾

燥による粘膜損傷を防 ぐ為 にマスク法による酸

素投与を選択 した｡

3) 挿管によるT-ピース法 :呼吸不全 状態

に加え中枢気道の分泌貯潜の症候 としてのRat-

tlingが胸壁に触知され, 咳轍鼓舞や吸引カテ

ーテルによる咽喉頭刺激法14)による啄淡の排出

が不十分の場合には,啄疾処理を目的として挿

管を行 い, 人工換気の適応がなければ T-ピー

ス法で酸素化を行 った｡

4) 挿管の適応 と方法 :慢性呼吸不全に急性

呼吸不全が上乗 した COPD 急性増悪のような

場合の挿管の適応については普遍的な見解が未

だ確立 していない｡

筆者はこの場合,高炭酸ガス血症 に加え,①

意識障害,② 呼吸数40以上 または6以下,③

pH<7.20,④他の方法での酸素化不十分,⑤ 自

発咳欺,去疾不能を挿管の適応 とし,特に長期

の人工換気が予測される場合には,患者の不快

感の軽減および易固走性を目的として可及的,

経鼻挿管を実施 した｡また,盲 目的経鼻挿管は,

Flynnら15'の報告 によれば気道粘膜損傷に基 く

菌血症を16% に惹起 し,同僚の田中16)もこれを

20% と報告 していることか ら,筆者 自らが創意

工夫 した経鼻挿管用気管支鏡17)を用い,円滑で

可視的な挿管を励行 した｡但 し,呼吸停止その

他の緊急事態には経口挿管を実施 した｡

5) 人工換気法 :急性呼吸不全 における人工



昭和60.3 慢性閉性肺疾患 (COPD)急性増悪に関する臨床的研究

換気法の適応は既に確立 している18~21) が急性

慢性呼吸不全の混合型である COPD 急性増悪

時の人工換気法の適応は,今のところ定見はな

い｡筆者は上述の挿管適用項目の中で,動脈血

ガス分析値の中の pH,PaCO2,HCO3~及びア

ニオン･ギャップを参考 として急性呼吸不全の

要素,慢性呼吸不全の要素および代謝性酸塩基

平衡の要素の関係を示す Handyrule17'を用い

て判断 し,急性呼吸不全の要素の関与が大であ

れば積極的に人工換気を通用 し,高炭酸ガスの

レベルが 100mmHgを超えていても意識が清

明で自発咳轍 ･去旅が可能であり,且つ,純粋

な慢性呼吸不全に合致する場合には調節酸素療

法に終始 した｡

即ち,動脈血ガス分析上,HCO3~が 30-45

-me句/L の範囲内にあって,pH の正常値よりの

低下が PaCO21mmHg上昇当り0.003以下で

あれば純粋な慢性型呼吸不全であり人工換気を

要 しない｡逆に rICO了 が 24-30meq/′Lの範

囲内にあって,アニオン･ギャップの解離がな

く,pH の低下が PaCO21mmHg当り0.007-

0.008の範囲内にあれば, 急性型の呼吸不全そ

のものであり,その適応に準拠 して人工換気を

通用 した｡又,急性 と慢性型の要素が混合 して

いる場合には,急性要素が改善するまでは調節

ないし補助換気を行い,pH>7.30 となった時

点で IMV(Intermittent Mandatory Ventila-

tion)22,23)に切 り替え,後述 の基準に従 って離

脱を計ることを原則 とした｡

6) 人工換気か らの離脱 :純粋な急性呼吸不

全状態の人工換気からの離脱法は既に確立 して

おり24~26), それに準拠 したが,混合型 呼吸不

全状態における人工換気からの離脱の方法は未

解決であり,筆者は IMV -と切 り替えた後,

pH>7.30を原則 とした上で PaCO260mmHg

台を許容範囲とし,PaC02が 50mmHg台 とな

れば IMV を 1回減 じ,40mmHg台 となれば

2回を減 じ,30mmHg 台では一挙に5回削減

する方法で離脱を試みた｡

又,その間,水分出納,電解質補正,栄養状

態の改善 (気管切開施行例では可及的,経 口摂

敬,挿管例には経鼻胃カテーテル栄養法または
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経静脈高カロリー栄養法) に留意するとともに,

呼吸管理用フローシー トを完成させるだけでな

く,全身管理用,合併症監視用 フローシー ト27)

を日々,完成 した｡また,ネブ リゼ-ションや

理学療法による気道衛生14),ベ ット内体操,早

期離床,自己バ ッグ換気歩行訓練や上下半身運

動を励行させて筋力の回復28)を計ると共 に,パ

ラメディカルスタッフとタイア ップ して患者の

精神的鼓舞に努力 した29)0

ⅠⅠⅠ 成績及び結果

くCOPD 急性増悪による入院患者の実態〉

入院件数 :研究期間の 2年間に本院救急室を

受診 した COPD 急性増悪件数557件のうち230

件が入院を必要 としたが,これは 126症例によ

る反復入院件数である｡

性差,年令構成 :126例中,男性76例(60.3%),

女性50例(39.7%)で男女 ともに70才代にピーク

があるが,平均年令は各々,71.4才と74.8才で

ある｡

個人別入院回数 :2年の研究期間中, 1回の

みの入院例が75例(59.5%)と最 も多いが 2回入

院23例(18,2%), 3回入院12例(9.5%)と続 き,

2例は実に7回もの入退院を繰 り返 している｡

月別入院件数 :1年を通 じ2月が42件 (18.3

%) と最 も多 く,次いで 1月及び3月 と続 き8

月が最 も少ない｡季節感に乏 しい沖縄 にも冬期

男 76 女 50
平均年令 71.7±39,7 748±19,8

2 90;;2

･物 8070 宣 告 恒
た.顔 #杉 勿 れ 摂 待 杉 :言 妻妻l2.

l5膨 カ 字 萎カ 60 圭 '圭;-:-幸1.0

7 50･':::::4

2l40

30午令

例 数

図 1 COPD入院患者の年令と性別 (n-126)
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図 2 慢性閉塞性肺疾患(COPD)急性増悪来院時の訴え (n-230)

における急性増悪傾向を否めない｡

受診時の自他覚症状 :急性増悪による受診時

の自覚症状 としては,安静暗,労作時,鴨場性

などのいずれかの呼吸困難が180件 (78.3%) と

最 も多 く,発熱及び咳轍 ･啄坊がそれに続 く｡

また,肺性心の増強に基 くうっ血肝による食欲

不振,帯状ヘルペスなどの原因に基 く胸痛など

のための去坊困難などの症状 も看過 し得ない.

他覚症状にはチアノーゼ,意識障害が最 も高頻

度であるが,下腿浮腫,消化管出血,呼吸停止

なども含まれている｡

く来院時臨床検査成績〉

感染の検策,肺性心や多血症の合併,電解質

異常,酸塩基平衡異常,動脈血ガス分析,可能

な限 りの肺機能検査または肺気量の推量は来院

時に必須の検査法と思われるので,これを実施

した｡ また腎機能,肝機能を含む医化学検査 も

ルーチンに行い下記の成績を得た｡

1) 一般検血 :白血球増多症 (W BC>104)は

34.7% であるが,好中球増多 (>70%)兼核の

左方移動例は73.2% ,赤血球沈降速度 1時間値

20mm 以上を示す例 40.7% であるのに対 し,

表 1 慢性閉塞性肺疾患 (COPD)急性増悪来院

時の他覚的訴え (n-230)

チアノーゼ

意識障害

浮 腫

消化管出血

呼吸停止

17

18

(昏睡 ･傾眠 ･興奮など)
15

2

5

Hb>15.5g または赤 血球 数 >600×104/mm3

を示す多血症例は25.3% にすぎない｡

2) 電解質異常 :慢性呼吸不全状態でよ く見

られる低 K,Cl血症は18.1%, 呼吸器疾患そ

の他に随伴する SIADH による低 Na血症は

15.0% に認められ,脱水による血液濃縮を示唆

する高 Na血症や高K血症は 2%前後に見 られ

るのみである｡

3) 生化学検査 :脱水の指標 になるBUNの

上昇 8.7% ,うっ血肝や感染に伴 う中毒性肝炎

の指標 としての肝酵素値は GOT値上昇14.6%

GPT値上昇17.5%,LDH 値上昇34.8% を示 し

たのに対 し血清 ビリルビン値の上昇は 1.7% に

認め られたにすぎない｡また,血糖値上昇を示

した例が55.2% と高頻度を示 しているのは,必

らず Lも空腹時に限 っていないことや 5% ブ ド

表 2 来院時電解質値異常 (n-226)

Na>150meg/L

Na<130 〃

K >5.5 〃

K <3.5 〃

C/<90.0〟

1.3%

15.0%

2.2%

18.1%

18.2%

表 3 来 院 時 生 化 学 検査 成 績

BUN>25mg/dl 8.7% (n-207)

BloodSugar>110mg/dZ
GOT>50u

GPT>50u

LDH>200u

Aトp>80u

Bil>1.5mg/dZ

55.2% (n-199)

14.6% (n-184)

17.5% (n-184)

34.8% (n-184)

8.5% (n-184)

1.7% (n-175)
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ウ糖を含む補液が採血時に既に開始 されたこと

と無関係ではない｡

4) 肺機能検査 :実測が不能な症例に対 して

は特別 に理学所見に基 く肺機能障害の程度を判

断 し8), 安定期に可能な限り実測を試みた｡

即ち,来院時の理学所見に基 く閉塞性障害の

程度は全症例で 1秒率50%以下, 1秒量 1/以

下と推量され,安定期に実測 し得た22症例 (男

性13例,女性 9例,平均年令65.8才±18.2才)

の検査成績 (蓑4)はこれを裏附けた｡

5) 動脈血ガス分析値 :呼吸不全の程度の判

断と呼吸管理法の選択に不可欠な動脈血ガス分

析 は来院時に全症例に施行 した｡緊急挿管や酸

素投与後の分析値 も含まれているものの,pHを

縦軸にとり,PaCO2,酸素飽和度を横軸にそれ

ぞれプロットしたのが図 3と図 4であるO これ

らか ら判ることは, 大多数の例が PaCO2>45

Inmlig,pH>7.30,酸素飽和度<80% の象限に

位置 していることである｡ この図の中の黒点は

救急室来院時,直ちに挿管された症例群であり,

その大部分 が pH<7.20,PaCO2>50InmHg

または酸素飽和度<80% の象限を占めている｡
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表 4 来院時肺機能検査成績 (n-22)

男 13例 女 9例

平均年令 65.8±18.2才

肺 活 量 1822±1078m/

%肺活量 64.3±53.7%

努力肺活量 1271士851m/

一 秒 量 591士219ml

一 秒 率 38.1±24.9%

最大換気量 13.9±20.7//min

%最大換気量 23.7±6.3%

残 気 量 2535±165m/

残 気 率 61.0±4.0%

拡 散 能 7.0±6.3m//min/mmHg

これ らの動脈血ガス分析値を選択された呼吸

管理の方法別 に平均値を算出 したのが表 5であ

る｡即ち,救急室挿管群 (26件)では pH 7.2

2,PaCO263.2mmHg,PO243･3InmHg と言

う平均値であるのに対 し,T-ピース群(5件)

では Pa02が 41.6mmHg と高度の低酸素血

症のみが認められ,マスク群 (6件)では Pa-

CO263.3mmHg と高 く,PaO228･8mmHg

と極めて低いにも拘 らず,HCO 3~とPaCO2,pH

から算出する handyruleに照 らせば純粋な慢

図 3 来院時動脈血 PH と PaCO2(n-230)
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図 4 来院時 PH と酸素飽和度 (n-230)

性呼吸不全 に属 し人工換気を要 しない｡両鼻腔

カニユーラ群 (129件) は pH,PaCO2,Pa02の

いずれも軽度の異常値を示 しているにすぎず,

かつ,計算上,慢性呼吸不全に合致 している｡

6) 啄疾細菌検査 :下気道感染が強 く疑われ

た183件について,来院時,直ちに啄疾グラム染

色が行なわれ,グラム陰性球梓菌 (インフルエ

ンザ梓菌)71件 (38.8%),グラム陰性梓菌 (肺

炎梓菌,緑膿菌,セラチアなど)38件(20.8%)

グラム陽性双球菌 (肺炎双球菌)29件(15.8%)

およびグラム陰性双球菌 (ブラン- メラ薗)29

件 (15.8%)がそれぞれ検出され,同時に提出

された啄疾培養結果 との一致率は総 じて68.8%

であった｡

7) 啄疾中好酸球検査 :啄疾塗抹細菌検査で

有意の菌が検出されないか,或いは臨床的に可

逆性の気管支痩れんが強 く疑われる場合には,

啄疾塗抹ギムザ染色を行 い好酸球百分率20%以

上を陽性所見 として13),COPD withAsthmatic

Component と判断 し,急性増悪の原因の一部

を気管支疲れん発作に求めた｡32件 (13.9%)が

この群に属 し積極的な副腎皮質ステロイ ドの適

用を受けた｡

く来院時の臨床診断及び急性増悪の誘因〉

Dornholstの臨床的鑑別法3) に基づいて,126

例の COPD を型別 に分類すると,気管支炎型

表 5 入院時動脈血ガス分析平均値 (n-230)

治 療 別 ▲̀〟U pH
ABC

救 急 室 挿 管 群 (n- 26) 7.22

T-ピ ー ス 群 (n- 5) 7.38

マ ス ク 群 (n- 6) 7.34

両鼻カニューラ群 (n-129) 7.38

両鼻 02-挿管群 (n- 39) 7.35

酸 素 不 要 群 (n- 29) 7.46

PCO2mmHg PO2mmHg O2Sat%

43.3 65.2

41.6 62.2

28.8 37.1

45.8 76.9

43.2 72.6

60.4 90.9
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66例(52.4%),気腫型18例(14.3%),鴨息要因

加味群32例(25.4%),および病理学的に検証 さ

れた DPI】4例(3.2%)である｡

また,急性増悪の誘因を臨床病態な らびに上

述の検策法に則 って整理 してみると,下気道感

染が196件(85.2%)と最 も多 く,気胸 8件,気管

支瑞息発作そのもの7件 (各 3%),であり,そ

の他,腰痛,骨折,帯状-ルペスなどによる身

体のどこかの捧痛のため自発咳轍が抑制 され,

去疾不能の結果,下気道感染が誘発 された例 も

散見 される｡

くCOPD 急性増悪の治療成績〉

1) 下気道感染に対する抗生物質の選択 とそ

の緒呆 :上述の啄疾塗抹 グラム染色細菌検策法

に基 き,臨床的に有意 と判断された菌に対 し治

療のプロ トコールに従 って第一選択の抗生物質

を選択投与 した｡塗抹 ･培養菌の修正一致率は

68.5%であり,第一薬剤に対する臨床的反応(一

般状態の改善,解熱,疾量の減少及び着色の改

普)があれば,よ しんば培養菌 と結果が一致 し

な くとも原則 として薬剤の変更を試みなかった｡

その結果,院外感染に関する限 り,罪-選択剤

による失敗例は5例(2.73%)に経験 されたにす

ぎない｡
2) 気管支拡張剤及び副腎皮質ステロイ ドの

通用 と結果 :個体差調整を原則 としたキサ ンチ

ン誘導体を持続点滴静注法により投与 し,β2交

感神経刺激剤の投与を 4-6時間毎 に吸入法で

行 った｡近年,キサ ンチン誘導体 には,気管支

拡張作用の他に呼吸中枢刺激作用,横隔膜運動

増強作用及び気道内分泌 ク リアランスの促進作

主___串 ー

表 6 来院時臨床診断 (1--126)
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COPD

bluebloater (気管支炎塑)

pinkpuffer (気腫型)

COPD+鴨息要因

COPD+陳旧性肺結核
DPB

6

8

6

1
2

6

4

3

用などの薬物作用30-33)があり, また β一交感神

経刺激剤にも気管支拡張作用の他 に気道内分泌

物ク リアランスの促進作用34)が確認されており,

投与前後の機能改善の検討は行 っていない｡

副腎皮質ホルモ ン剤の適応については上述 の

啄疾塗抹好酸球百分率法に準拠 して定め,32件

に適用 し,一 日4回の静注法を 3日間,その後,

経口朝 1回法に切 り替え,漸減の後,隔日投与

朝 1回法で推持 し臨床的に好結果を得た｡

3) 呼吸管理法の選択 と結果 :臨床状態及び

動脈血ガス分析値その他か ら判別する呼吸管理

方法選択のプロ トコールに準拠 し,呼吸管理を

実施 した｡入院を要 した230件は,29件(12.6%)

が酸素投与不要 と判断され,26件(ll.3%)は救

急室にて直ちに挿管を受け,そのうち3例はT一

ピース法,残 りの23件は人工換気 による管理の

ため ICU -収容 された｡

マスク法を選択された 6件(2.6%)のうち,4

件はその後,挿管を要 して ICU -転送 され,

2件は両鼻腔カニューラ法-の移行後,酸素不

要な状態まで改善 し退院 した｡

両鼻腔カニューラによる酸素投与法を選択さ

れた168件(73.0%)の中か ら,39件はその後,状

態が悪化 し挿管 されて ICU- と収容 され,95

表 7 COPD急 性 増 悪 (N-230)

1) 呼 吸 困 難

2) 発 熱

3) 咳 抜

4) 食 思 不 振

5) 身体の痛み

6) 呼 吸 停 止

7) そ の 他

＼J%

.3

.8

.7

.1

.7

.1

.1

(

8

7

1

9

4

2

2

7

3

3

ノヽ､
数

0

7

3

1
1

5

5

件

18

8

7

2
1

luLu
1) 下気道感染

2) 身体の痛み

3) 気 胸

4) 嘱 息 発 作

5) 敗 血 症

6) 上気道感染

7) そ の 他

1-%

.2

.3

.5

.0

.7

.9

.3

(

5

4

3

3

1

0

1

8

E5d数

6

0

8

7

4

2

3

件

19

1

lutL
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入院症例 230/126人
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蓑 8 COPD 急性増悪時の気道確保の理由
(n-116)

｡PCO 2 日に加え

意識障害 79(68.1%)

(昏睡 ･傾眠 ･興奮 ･見当識障害など)

呼吸数異常 8(6.8%)

(6以下又は40以上)

PH<7.20 14(12.0%)

怯疾不能 12(10.3%)

o事故抜管 3(2.5%)

(昭和55年 7月～昭和57年 6月-2年)

図 5 慢性閉塞性肺疾患入院例の管理

件は経過良好にて退院 したが40件については長

期酸素投与の適応があり,在宅酸素療法-と移

管 した｡

T-ピース群の 1件はその後,要人工換気状態

となり, 4件は両鼻腔カニューラ法-と移行 し

たまま,在宅管理を受けている｡

人工換気を選択された症例は,来院直後に救

急室で挿管された23件 とマスク群,T-ピース群,

両鼻腔カニユーラ群から状態の変化に伴って要

人工換気 と判断された43件及び人工換気を離脱

後,一般病棟で経過を観察中に再増悪 し人工換

気装着を余儀なくされた43件の計110件であり,

この群の管理結果は複雑な要素を含むので,独

立項目を設けて後に詳述する｡

4) 気道確保の理由および方法 :126例によ

る230件の COPD 急性増悪による入院患者群

に対 し,116回の気道確保が行なわれた｡その理

由について整理 してみると,高炭酸ガス血症の

存在に加えて意識障害の出現の79件(68.1%)が

最 も多 く,次いでpH<7.20が14件(12.0%),

去疾不能12件(10.3%),呼吸停止を含む呼吸数

異常 (6以下または40以上) 8件(6.8%),専政

抜管 3件(2.5%)などが続いている｡

事故抜管その他の6件を除 く110件について,

挿管直前に実施 した動脈血ガス分析値から pH

と酸素飽和度の値を抽出してプロットしたのが

図 6であり,各変数値の平均は pH 7.25,戸左

e6 ;72.2mmHg,0 2 Sat.69.2%である｡また,

図中の黒点は意識障害を伴 ったことを示 してい

る｡

気道確保の方法は経鼻法,とくに経気管支鏡

的経鼻挿管法が最も多 く選ばれ75件(64.7%)が

適用を受け,呼吸停止その他の緊急事態にやむ

な く施行された経口法は18件(15.5%)にすぎな

い｡また,既設の気管切開口を利用 した気道確

保23件(26.7%)は気管切開ロボタン訓練中に再

増悪 したため,同部より気道確保を受けたもの

である｡

要人工換気群生存例における77件について挿

管期間を調べてみると, 7日間が16件(20.8%)

で最 も多 く,次いで 1- 2日間が頻度が高い｡

また,挿管か ら気管切開-の移行は7日目以降

が多い｡

く人工換気施行群110件の臨床成績〉

個人別人工換気回数 :研究対象期間 2年の要

人工換気群110件は51症例による反復件数であ

り, 1回のみの人工換気施行例は26例にすぎず,

他の25例は複数回の人工換気を要 しており, 1

例は10回もの人工換気を余儀なくされている｡

生存 80件の人工換気期日 :COPD 急性増悪

時の人工換気法のプロ トコールに基いて実施さ

れた要人工換気群110件中の生存群 80件につい

て換気期間を調べると,調節ないし補助換気 日

数の平均は2.7日にすぎず,このうちの31件は

On-and-Off法で離脱 ･抜管に成功 しているが,

残 りの49件は IMV -移行されており,3日目
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図6 挿管直前の PH と酸素飽和度 (n-110)

の IMV -の移行が20件で最 も頻度が高 い｡

IMV の生存群の平均期間は10.3日で, 1週

間以内に離脱 し得たのは27件(55.1%)であり,

完全離脱 に 1月以上の期間を要 した例は 5件で

ある｡

人工換気再装着の誘因 :人工換気か ら離脱 し,

社会復帰訓練 中に再増悪 し,人工換気再装着を

余儀 な くされた43件の誘因は院内感染が大半を

占めている｡ 即 ち肺炎が31件(72.0%),敗血症

7件(21.7%)であり,脱水,ネブライザー吸入

表 9 慢性閉塞性肺疾患 (COPD)急性増悪時の

気道の確保

回 数 :116(ER26 入院後 90)

方 法 :

経鼻挿管

a. -抜 管

b. -気管切開

C. ->死 亡

経口挿管

a. -抜 管

b. -気管切開

C . -死 亡

既設気管切開

-死

3

3

0

5

1

1

7

6

5

后の気管支疲れん各 1件,原因不明 3件などが

挙げ られる｡ また,血液培養 により検 出された

敗血症の起炎菌はブ ドウ状球菌 4件,緑膿菌 2

秤,肺炎梓菌 1件であった｡

院内感染による肺炎 の起炎菌は,暗疾塗抹 グ

ラム染色法により70% がグラム陰性梓菌で啄坊

1234 5678910ll121314

図 7 経口,経鼻挿管の期間 (生存例)
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個人別人工換気 回数
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蓑10 レスピレーター･ケア中こ合併症

i.挿管合併症

1) 挿管遅延

2) 片側挿管

3) 早期抜管

4) 事故抜管

3

2

0

3

25回

Ⅲ.挿管チューブによる合併症 12回

1) チューブ破損 (主にカフ) 10

2) 気管喉頭障害

Ⅲ.レスピレーター操作上の合併症

1) 機械の故障

2) ライン洩れ

1 2 3 4 5 6 .-tO 回

110回/51人

図 8 慢性閉塞性肺疾患 (COPD)人工換気例

培養菌 との一致率は90.9% と高率を示 し,院外

感染の細菌検査成績 とは異 る値を得た｡

人工換気中の合併症 :合併症監視用 フローシ

ー トを利用 した 110件における人工換気中の合

併症調査によれば,種々の合併症の発生が確認

される｡

挿管およびレスピレーター操作上の合併症は

25回に記録 され,挿管チューブの破損10,ライ

ンの洩れ 5件などが目立つ件数であるが 5分以

上を要 した挿管遅延 3件,事故抜管 3件,気管

例

数

24

22

20

相

場

14

は

_0

8

6

4

2

0 1 2 3 4 5 6 7 2W以内

図 9 調節又は補助呼吸期間 :生存例80

軟化症などを含む気管喉頭障害 2件なども無視

し得ない｡

内科的合併症のうち,呼吸器系では二次性の

肺炎32件,過換気のための死腔造成17件,気胸

の発生10件,ARDS5件などと多発 し,このう

ち8件は死因となった｡

消化器系では,消化管出血31件,腹部膨満19

件,肝障害11件などが発症 し, 3件は死の転帰

となった｡

電解質,酸 ･塩基平衡異常では SIADH 15

件,低K血症11件,高K血症 5件など計42件が

経験 され, 2件は死亡に結びついている｡

心臓 ･血管系では,頑固な低血圧症11件,荏

平均期間 10.5日

1日以内 1週以内 2週以内 3遇以内 4週以内 1月以上

IMVの期間

図10 IMVの期間 (生存例49)
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裏目 内科的合併症 ①

A :呼吸器系

過 換 気 17

(死腔造成)

肺 炎 32

無 気 肺 5

ARDS 5(3)

気 胸 10(5)

B :消化器系

消化管出血 31(2)

腹 部 膨 満 19

イ レ ウ ス 2

肝 障 害 11(1)

表12 内科的合併症 ②
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69回 (8) D :心臓,血管系

1. 低血圧

2. 不整脈

PVC 6

63回 (3)

C:電解質,酸塩基平衡異常 42回 (2)

代謝性アルカロージス 6

代謝性アチド-シス 3

低 K 血 症 11

高 K 血 症 5(2)

SIADH 15

高 Na血症 2

々の不整脈38件が収録 されたが死因となったも

のはない｡

肺炎以外の感染症では敗血症が14件 と最 も頻

度が高 く,11件は死の転帰をとっている｡

その他,尿路感染症 5件,気管切開部の感染

4件,IVH ラインの感染 3件などが確認され加

療を受けた｡

また,血液系では感染に伴 う DIC 9件,腎

臓系では敗血症,低血圧 に伴 う急性尿細管壊死

9件などが併発 し,DIC の3件は致死 した｡

人工換気群の死因および要入院 COPD 急性

増悪患者の死亡率 :研究対象期間における人工

換気群110件は51症例による反復件数であるが,

このうち30例は入退院と人工換気を反復 した後,

最終的に死の転帰を取 ったが,他の呼吸管理法

に終始 した群には死亡者はな く要人工換気生存

群と併せた96例は治療により改善 し家庭ないし

社会復帰を果たし得た｡

従って 2年間の COPD 急性増悪件数230に

おける死亡数は30例で死亡率13.1%であり,症

例数対比死亡率24.2%,要人工換気件数対比死

亡率27.7%,要人工換気症例対比死亡率は58.8

% となる｡

VT 1

VF 1

PAC 10

PAT 2

a.f 8

AF 2

chaotic 3

atrial tachy ca rdia

A-V Block 0

その他 5

1

0

0

1

3

死亡群30例の死因は敗血症の11例(36.7%)が

最 も多 く,その起炎菌は表示の如 く白色ブ ドウ

状球菌,緑膿菌,肺炎梓菌などが多い｡人工換

気中の気胸の発症は処置が遅れると致命的であ

り, 5例が死の転帰 となった｡その他,種々の

原因に基 く ARDS 3例,消化管出血 2例,多

臓器障害 2例などが主たる死因となり,疲れん

や脳血管障害などのその他の死因が 7例に認め

られた｡

死亡群の入院および人工換気回数 :対象期間

中の死亡群30例の入院および人工換気回数を整

理 してみると,入院 1回(66.7%),人工換気回

数 1回のみ (50%) による死亡が過半数を占め

ているが,症例によっては2年間に7回も入院

し,10回にも及ぶ人工換気を受けた後,死の転

帰を取 った例が含まれている｡

社会復帰訓練 :

1) 気管切開ロボタン訓練 :長期人工換気を

目的として気管切開された症例については,プ

ロ トコールに従い気閉切開口を閉鎖する前にボ

タ ン訓練することを原則 とし26例がその適用を

受けた｡

2) 在宅酸素療法への移行 :急性増悪状態を

脱 し,安定期に至 っても尚,長期酸素療法の適

応のある症例に対 しては,酸素投与下の院内歩

行訓練や理学療法指導その他の社会復帰訓練を

経て,家庭内酸素供給 システムを訪問看護班35'

により調査確認 した上で在宅酸素療法36)- と移



- 38 -

表13 COPD 呼吸管理中の死因 (30例)
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1. 敗血症 11例

(緑膿菌 3 ブ ドウ状球菌 4 クレブジェラ 2

プロテウス 1 真菌 1)

2. 重症肺炎-ARDS

3. 気 胸

4. 消化管出血

5. Multiorganfailure

6. その他

3

5

2

2

7

行 したが,人工換気群の18件 と人工換気不要群

40件の計58件 (34症例による反復件数)がその

対象 となった｡ (図5)

ⅠⅤ 考 察

COPD 急性増悪 の周辺に関わる諸問題 を,

包括的,体系的に取 り扱 った論文は本邦には少

ない｡日本の医療社会そのものが主 としで慢性

疾患の安定期の管理のみに精力を注ぎ,急性増

悪時などに対応する救急体制を付設 した医療機

関が少ないことがその一因と思われる｡ また,

COPD に曜患 した患者集団 が高令 であること

も,その急性増悪時の取 り組みを消極的にさせ

ているのかも知れない｡

欧米で,すでに包括的に取り組まれている37~

39)本問題について,筆者は昭和50年以来,呼吸

器科医と有志の看護婦からなる呼吸管理チーム

1 2 3 4 5 6 7 - 10 回数

図11 死亡例の入院及び人工換気回数

を編成 し精力を注いで来た40･41)｡ その中から多

くの教訓と経験を得て,昭和54年 7月に11病床

からなる ICU を開設 し,RICU 活動42)を本格

化するとともに,COPD 急性増悪状態の症例群

についても,診断,誘因検策,治療,機能訓練,

社会復帰などのプロトコールを作成 して,救急

室,ICU,一般病棟の緊密な連携の下に管理 し

て来た｡

ICU開設 1年後の実績については, 一般病

棟時代の呼吸管理成績 との比較においてすでに

報告ずみ17,43)であり,今回はその後の 2年間を

調査研究対象期間としてその臨床研究成績を報

告 した｡

即ち昭和55年 7月から同57年 6月の2年間に

本院救急室を受診 した COPD 急性増悪件数は

557であり,入院件数230であるが,これは126例

(男76,女50)による反復件数で欧米の COPD

患者の年令1'よりは 10才ほど高令の70才台に

ピークの頻度があり, その大半が重喫煙歴 (40

Packyears以上)を有する｡

ATS や DPIi厚生省診断基準,啄疾好酸球

百分率法などによる診断法によれば,これ らの

症例は慢性気管支炎66例, 肺気腫 18例,DPB

4例で嘱息要因加味群 (COPDwithAsthmatic

Component)32例である｡

急性増悪の誘因としては下気道感染 (肺炎,

急性気管支炎)が85.2% と最 も多 く,次いで疹

痛に伴 う咳轍抑制,去疾困難や気胸,嘱息発作

と続いている｡

COPD 急性増悪時の呼吸管理は,可及的に

低流量,調節酸素療法で管理することが推奨さ

れて来た44~46)が 0'Donohueら47)も提唱 してい

る如 く高度の高炭酸ガス血症 (PaCO2>75mm

Hg)及び pH<7.30 の状態では調節酸素療法

のみによる死亡率が極端に高 くなり,挿管 ･人

工換気を必要 とされる｡ しか し,挿管 ･人工換

気の適応基準は必 らず Lも国際的に確立 してい

るとは言えず,筆者は自らの臨床的経験を基礎

として本院に適 した基準を定め,呼吸管理の方

法を選択 した｡その結果,全入院件数死亡率は

13.1%にとどまった｡人工換気法を導入 しない

場合の高炭酸ガス血症及び重篤な呼吸性アチ ド
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-シスを伴 う症例の死亡率が60% と報告47)され

ていることに鑑みれば,人工換気法 を積極的に

導入 した筆者 らの呼吸管理法 は重症例の救命 に

大 きな役割を果た したことは明 らかである｡ ま

た,それにもま して重要 な問題は改善後の家庭

な らびに社会復帰である｡筆者 らは,人工換気

装着 のその日か ら,常 に離脱,社会復帰 に向け

た補助療法を念頭 に置 き,循環動態の改善,及

び一般状態の安定化 と同時にベ ッ ト内体操,早

期離床を促 し,自己バ ッグ換気歩行訓練や人工

換気 の長期化が予測 される症例 には積極的な筋

力 トレーニ ング法を導入 しつつ社会復帰の可能

性を模策 し精神的鼓舞を計 った｡

人工換気離脱の基準 は急性呼吸不全に関 して

は既 に確立 しているが,慢性呼吸不全状態 に急

性型が上乗する混合型呼吸不全の場合 にはこの

基準が適合せず,Pettyら48'が On-and-Off法を

用いた基準を提示 しているものの,施設や呼吸

管理チームの 陣容の差違 が 大 きく本邦の ICU
での応用は不適である｡

筆者 は IMV22)法を離脱 に応用 し,前述の如

き PaC0 2 と pH の値を指標 とした減数法を

工夫 し実施 した｡その結果,生存群80件 におけ

る調節または補助換気 の平均期間は2.7日のみ

で,IMV へ移行後の離脱 に至 る平均換気期間

ばlo.3日であり, 2週を経過後 も IMV 回数が

固定化 して長期人工換気が予測 される症例 には

積極的な筋力 トレーニ ング28･29)を導入 した｡ま

た,気管切開例 については離脱後気管切開ロボ

タ ン訓練を行 い,自発咳轍,去坊が十分 に可能

となった時点で これを抜去 した｡

人工換気離脱後,必要 に応 じ酸素投与下の院

内歩行訓練その他の機能訓練を行 うが,安定期

に至 るも,なお,PaO2<50mmHg に加えて肺

性心徴候や二次性多血症 の存在 および低酸素血

症 に基 く精神的,肉体的活動力の低下が認め ら

れる場合 には在宅酸素療法- と移行 したが,34

例58件が調査研究期間中にその適用を受 けた｡

ⅤⅠⅠ 結 論

昭和55年 7月か ら同57年 6月の 2年間に入院

した COPD 急性増悪126例 による230件 につい
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て,筆者が作成 した診断 ･治療のプ ロ トコール

に従 って患者が受 けた包括医療の成績を報告 し

た ｡

COPD 126例の内訳は気管支炎型66例 (52.4

%),気腫型18例 (14.3%),鴨息要因加味群32

例 (25.4%)および DPI】 4例 (3.2%)で男性76

例 (60.3%),女性50例 (39.7%),平均年令 はそ

れぞれ71.4,74.8才であった｡

入院230件 は126例の反復件数で年間を通 じ2

月が42件(18.3%)と最多であった｡

急性増悪の誘因は下気道感染が 196件 (85.2

%) と最 も多 く,次 いで気胸や嘱息発作などで

あった｡

呼吸管理の方法は臨床状態 と動脈血ガス分析

に基 いて選択 し,両鼻腔 カニユー ラ酸素法,マ

スク法,T-ピース法,人工換気法などに選別 さ

れた｡挿管及び人工換気 の適応基準 は本院の設

備 と陣容 に即 し筆者 の臨床経験を基礎 として定

め られた｡挿管の理由は意識障害を伴 う高炭酸

ガス血症が79件(68.1%)を占め最多であった｡

また,挿管直前の動脈血 中炭酸ガス分圧平均値

は 72.2mmligであった｡

人工換気 は51症例,110件 に反復 して適用 され,

この群の救命率は72.3% であった｡
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CLINICALSTUDYON COMPREHENSIVEAPPROACH TOACUTE

EXACERBATIONS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE

PULMONARY DISEASE(COPD)

SeishiroMiya皇i

Head,PuZmo71aryDz■∫ea∫eDz■zJisio72,Ohi72aWaCenzeraZHospital(OCH)Gu∫hZ'kawaCz̀ty,OhinawEl,Japan

TwohundredandthirtyconsecutiveepisodesofacuteexcerbationsinCOPDpts･admitted

toOCHin2years(July1980-June1982)Wereclinicallystudiedconcerningdiagnosis,treatment,
andoutcome.

These230episodeswereseenin126pts･(males76,averageage,71･4yrsandfemales50,

averageage74･8yrs)andwereclassifiedasbronchitictype,.68cases(52･40/.),emphysematous18

(14.30/.),andDPf!(DiffusePanbronchiolitis)4(3･20/.)･

TheyweremanagedaccordingtothediagnostlC,therapeutic･andrehabilitationalprotocols

mainlymadebytheauthor･

AdmissionepisodesweremostfrequentinFebruaryeveninsubtropicalclimateofOkinawa･

ThemostfrequentcontributoryfactorforacuteexacerbationinCOPDwaslowerrespiratory

infection(in85.2%)andwasfollowedbypneumothorax,asthmatic丘tsandsoon.

ThemanagementofacuterespiratoryfailureinCOPD variedaccordingtoclinicalstatus

andthevaluesorarterialbloodgasanalysisandaccordinglynasal-prongoxygenation,mask-

oxygenation,T-piecesystem ormechanicalventilationwereutilized･

Theindicationfわrintubationinthissituationisstillinternationallycontroversialbutthe

authorhadhisowncriteriabasedonhisclinicalexperiences.

Thereasonfわrintubationwasmostcommonlyseenintheconditionofhypercarbiawith

respiratoryacidosiscomplicatedbyconsciousnessdisturbances(68･1%)andtheaterialbloodgas

analysisdoneJustprlOrtOintubationshowedaveragePaCo2of72･2mmHg･

Iftheprolongedmechanicalventilation(longerthan2weeks)wasanticipatedclinically,

tracheostomywasdoneasearlyasiweekafterintubation･

110episodesin51casesrequiredmechanicalventilationrepeatedlyin2yearsand80episodes

(72.30/.)weresuccessfullysalvaged･




