
はじめに

現代医療，特に重症患者の治療に人工呼吸は必要不可

欠である。日々何万人とも知れない患者が人工呼吸を受

けている。人工呼吸が数知れない患者の命を救ってきた

こと，今後も救い続けることに疑問の余地はない。一方

で人工呼吸が肺損傷を発症させることも事実である。動

物実験では陽圧人工呼吸が肺損傷を発生させることは古

くから知られていた。Hicklingの permissive hypercapnia

が重症呼吸不全患者の予後を改善するという報告に始ま

り，ARDS Networkの大規模研究で人工呼吸による医

原性肺損傷は急性呼吸不全の予後にも影響するほど重要

であることが証明された１）。人工呼吸管理の大きな転機

であり，人工呼吸管理の目的が血液ガスの改善から肺保

護へと大きく変化したことを意味する。人工呼吸を行う

医師は，血液ガスだけにとらわれることなく，今後はい

かに医原性肺損傷を予防するかを念頭におきながら治療

を行っていかなければならない。

１．医原性肺損傷の臨床的意義

動物実験では因果関係がはっきりしているので

ventilator-induced lung injury（VILI），臨床的には因果

関係を特定することができないためventilator-associated

lung injury（VALI）と呼ばれる２）。急性呼吸不全（acute

respiratory failure）の定義も時代とともに変化し，１９９４

年に世界的に表１に示すような定義となった。酸素化障

害の程度により acute lung injury（ALI : PaO２／FIO２＜３００

mmHg）と acute respiratory distress syndrome（ARDS :

PaO２／FIO２＜２００mmHg）に分けられる３）。

ARFが Ashbaugh,Pettyらによって報告されたのは

１９６７年である４）。それ以来，さまざまな治療が試みられ

てきたが予後は改善しなかった５）。１９８０年代には陽圧人

工呼吸が VILIを発症させることが多くの動物実験で示

された６）。また，VILIを発症させる要因として高い気道

内圧，大きな一回換気量が関与していることもわかって

きた。ALI/ARDS患者を人工呼吸管理している時にも同

様のことが起きていると考えられている。Hicklingが一

回換気量を制限することによって ARDS患者の予後が

改善することを報告して以来７），VALIを予防すること

が予後に影響する可能性が強く認識されるようになった。

Hicklingは換気量を制限することによって発症する高炭

酸ガス血症をがまんすることから permissive hypercap-

niaと呼んだが，現在では肺を VALIから護ることから

肺保護戦略（lung protective strategies : LPS）と呼ばれ

ている８）。１９９０年代半ばから始まった NIHの大規模な

臨床研究は ARDS Networkと呼ばれ，２０００年に New

Engl J Medにその結果が報告された１）。一回換気量を制

限することによって ALI/ARDSの予後が改善すること

が証明されたが，これは人工呼吸管理の概念の大きな転

換をももたらした。ガス交換の改善を大きな目的として

いた人工呼吸管理が肺保護を目的とするようになったこ

とを意味する。

VALIは ALI/ARDSの予後をも左右する重要な疾患

である。
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表１．ARDSの定義

直接的／間接的な侵襲に起因する急性肺傷害

非心原性肺水腫

� 急性発症

� PaO２／FIO２≦２００（PEEPに無関係）

� 胸部 X線像で両側性びまん性の浸潤影

� PCWP≦１８mmHgまたは左心不全の徴候がない
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２．医原性肺損傷の発症機序

陽圧人工呼吸が実験的に肺損傷を起こすことは古くか

ら知られている６）。いくつかの機序が関与しているが，

主たるものは肺胞の過膨張（過伸展）と肺胞が閉じたり

開いたりする際に発生する“ずれ応力”である。医原性

肺損傷と言えば圧損傷のことであったが，現在では気胸

やブラ形成のような損傷に至らなくても，ARDS/ALI

そのもので見られる diffuse alveolar damage（DAD）の

ような肺病変も含めて医原性肺損傷と呼ぶ。

３．最高気道内圧／一回換気量

肺胞の過膨張が VALIに関与していることを疑うも

のはいないであろう。過膨張を防ぐには一回換気量また

は最高気道内圧（より正確には肺胞内圧）を一定以下に

保つ。具体的には肺胞内圧（PA）で３０cmH２O未満に制

限する。PAは測定できないのでプラトー圧（Pplat）を

測定することになる。健常成人が最大吸気位まで肺を膨

らませるのに必要な圧が約３０cmH２Oであると言う生理

学的なデータが根拠となっている（図１）９）。これ以上

の肺容量は自発的には起こりえないはずであり，非生理

的な肺容量である。しかし，この値は性差，年齢，体格，

体位などにより大きく異なる。

PAと肺容量とどちらが重要であるか古くから議論さ

れてきた。図１に示すように肺容量と圧の間には一定の

関係がある。一方だけを選択的に調節することはできな

い。動物実験で肺容量が増加しないように制限すると PA

が高くなっても肺損傷が発症しない１０）。圧よりも肺容量

の方が重要と考えられている。

４．ずれ応力

もう一つの機序として考えられているのが“ずれ応

力”である。虚脱した肺胞が拡張する時に組織に加わる

ストレスである。実際に VALI発生にどの程度関与し

ているのかは不明である。動物実験でも臨床研究でも，

ずれ応力が肺損傷を発生させることを直接証明すること

は難しい。実験動物で PEEPにより VILIの発症を予防

できることが傍証の一つと考えられている６）。

ずれ応力は常にガスを含んでいる肺胞では小さく，虚

脱・拡張を繰り返している肺胞で大きくなる。虚脱した

肺胞は周囲の拡張した肺胞にも影響を与える（図２）。

虚脱した肺胞を PEEPにより拡張した状態で維持する

ことは，ずれ応力を軽減することにつながると考えられ

ている。動物実験では PEEPにより肺胞を拡張した状

態で維持すると肺胞洗浄液中の炎症物質の量が減少す

る１１）。同じ肺でもdependent lungsとnondependent lungs

を比較すると虚脱しやすい dependent lungsに炎症物質

の量が多い。これらのことから肺胞を虚脱しないように

することは VALIの予防につながると考えられている。

現在，ALI/ARDSの人工呼吸管理で PEEPを用いない

ことは考えられない。もっとも効果的な値について明確

な答えを示した研究はない。また，臨床試験では PEEP

による予後への効果を証明するにはいたっていない。

５．その他の機序

機械的なストレスにより肺損傷が発生するとそれに

引き続いて炎症関連物質が放出される。これらの炎症物

質は体循環に入り，全身状態にも影響を与える１２）。

Biotraumaと呼ばれるが，その臨床的意義は不明である。

図１

図２
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これ以外にも，臨床的には明らかに差を見つけ出すこと

はできないが，動物実験ではさまざまな機序が関与する

ことが示されている。体位によっても VILIの発症が影

響を受けることが報告されている１３）。これも残念ながら

大規模な臨床研究で予後に影響することを証明するには

いたっていない１４）。また，同じ一回換気量でも短時間で

急速に肺を膨らませると組織のずれ応力が大きくなり

VILIの危険性が高くなる可能性がある１５）。

６．ALI/ARDS患者は VALI を発症しやすい？

呼吸不全患者が陽圧換気により肺損傷を発生しやすい

かどうかは重要な問題である。胸部 CTを見ると ALI/

ARDSでは含気が著明に減少している。肺傷害の程度

は患者間で異なる上に，同じ患者でも肺の各部分で傷害

の程度はさまざまである（図３）。人工呼吸器から供給

される一回換気量は一部の肺胞にのみ供給されることに

なる。比較的少ない一回換気量でも個々の肺胞は過膨張

となっているかもしれない。ALI/ARDSでは健常肺よ

りも陽圧換気に対する抵抗性が少なく VALIを発生し

やすいことになる。

おわりに

人工呼吸管理をなくして重症患者の治療を行うことは

できない。低一回換気量が ALI/ARDSの生存率を改善

したことは呼吸管理が大きな転機を迎えたことを意味す

る。ガス交換能の改善を最大の目的としていた人工呼吸

管理が肺を保護することを主眼とした管理へと変わりつ

つある。
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SUMMARY

Mechanical ventilation is essential to take care of critically ill patients, and it has been saving a

lot of lives. On the other hand, it is apparent that mechanical ventilation promotes lung injury.

NIH trial proved that low tidal volume ventilation to avoid ventilator-induced lung injury（VILI）

improved the mortality of acute lung injury（ALI）and acute respiratory distress syndrome（ARDS）.

When we take care of mechanically ventilated patients, we should be careful to minimize VILI.

To achieve it, it is prudent to understand the mechanisms of VILI.

In humans, the extent to which mechanical ventilation exacerbates antecedent lung injury in

ALI/ARDS is hard to evaluate, and the lung injury related to mechanical ventilation is called

ventilator-associated lung injury（VALI）. The clinical value of ventilatory strategy to avoid alveolar

overdistension was demonstrated in NIH trial. Low tidal volume ventilation reduced mortality of

ALI/ARDS by２０ percent. The strength of this finding has changed practice, and low tidal

volume ventilation has become the standard of care in ALI/ARDS. No doubt the benefit is related

to a decrease in VALI.

Many animal studies supported a variety of methods to minimize VILI. In ARDS widespread

atelectasis is common, and shear forces are created to distend the adjacent lung units that remain

open. A rabbit model demonstrated that cyclical atelectasis promoted VILI, and that PEEP

prevented the development of VILI. The ideal level of PEEP in ARDS is not known. Body

position also influenced the development of VILI in animal studies. Prone position was protective

against VILI. High inspiratory flow also injured the lungs. Unfortunately these modalities have

not been proved to be effective in humans.

The mortality of ALI/ARDS decreased significantly in the last decade, it is still high. When

we take care of mechanically ventilated patients, lung protective strategies are essential. We

should search for safer ventilatory strategies to improve the mortality of ALI/ARDS.

Key words : mechanical ventilation, ventilator-induced lung injury, ventilator-associated lung injury,

acute lung injury, acute respiratory distress syndrome
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