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始めに

 不定期にZoom利用のオンライン勉強会を行っています。
 今回から【在宅で出会う徴候シリーズ】を始めてみました。
 評判が良ければシリーズを継続していきます。
 お題のリクエストをお待ちしています。
 遠慮なく講演中にもチャットに書きこんでください。



呼吸が苦しいとは何か

息が吸えない。
咳が出る、痰が出る。
動くと苦しい。寝ると苦しい。
呼吸苦、息切れ、呼吸困難

breathlessness, short of breath, dyspnea
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呼吸が苦しい≠呼吸困難



緊急事態か？

 意識状態はどうか。
 呼吸するときに音がするか。
 大事なのは呼吸回数！
 冷汗はあるか。
 顔色はどうか。蒼白、チアノーゼ
 バイタルサインなど

血圧、脈拍、SpO2、呼吸回数、体温
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緊急時にどのように対処するか、
事前に考えておく必要がある。



呼吸とは

呼吸＝換気＋ガス交換
換気

吸う、吐く：呼吸筋、横隔膜
気道、胸郭（胸腔）

ガス交換
酸素を取り込む、二酸化炭素を排出する：肺胞
血流



換気



ガス交換



ガス交換の仕組み

拡散による。
血液中に酸素、二酸化炭素が溶けている。
圧格差によって移動する。

赤血球による酸素の運搬。
ヘモグロビンが酸素をつかんで末梢の細胞へ運搬する。
ヘモグロビンは酸素をつかむときれいな赤い色になる。



呼吸不全とは

呼吸機能の障害により生体が必要とする酸素を十分
に供給できない状態。

動脈血酸素分圧（PaO2）が60mmHg以下になった
状態。

呼吸不全が1か月以上続いた状態を慢性呼吸不全と
いう。



息が吸えない！

 本当に吸えない＝吐けない＝換気の障害
 肺胞まで空気が到達しない→低酸素状態
 二酸化炭素が排出できない＝２型呼吸不全

動脈血中二酸化炭素分圧（PaCO2）>45mmHg

 吸えてるのに吸えないと感じる＝ガス交換の障害
 肺胞で酸素を取り込めない→低酸素状態
 二酸化炭素は排出できる＝１型呼吸不全

 吸えない気がする＝心因性＝過換気症候群
 低酸素状態はない



換気の障害

呼吸筋の障害
脊髄損傷
ALS
筋ジストロフィー
終末期COPD
悪液質

気道の障害
気道異物
気管支喘息
COPD
気管支拡張症
感染症

胸腔の障害
胸水
気胸
巨大ブラ
横隔神経麻痺
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ガス交換の障害

肺胞の障害
肺炎
肺水腫
 COPD
間質性肺炎

血流の障害
心不全
肺動脈血栓塞栓症
貧血
一酸化炭素中毒



在宅で出会う
呼吸器疾患

肺の病気はマクロとミクロで
考える



肺炎

呼吸によって病原体が肺内（肺胞）に侵入する。
防御反応によりそれ以上の侵入を防ごうとする。

ここで防がないと血流にのって全身に病原体がばら
まかれる。

多臓器不全に陥り死に至る。

肺胞を中心に炎症が発生する。



肺炎になると呼吸が苦しい

肺胞で炎症反応が起こるとガス交換が障害される。
病原体を排出するために喀痰が作られ咳が出る。
喀痰はしばしば気道を部分的に閉塞し換気が障害さ
れる。

体に炎症反応を起こすために代謝が亢進し酸素消費
量が増える。



肺炎画像所見



COVID-19

多発するすりガラス陰影



ARDS



COPD

慢性閉塞性肺疾患
タバコの長期間にわたる吸引により気管支と肺胞が障
害される。
気管支は慢性炎症反応により壁が肥厚し内腔が狭小化す
る。（慢性気管支炎）

肺胞は有害物質や圧負荷により破壊される。（肺気腫）



COPD

慢性閉塞性肺疾患
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COPD



COPDは死ぬほど苦しい

常にストローをくわえて呼吸をしているようなもの。
吸うより吐く方が大変。＝呼気延長
苦労して吸っても肺胞が壊れているのでガス交換が
できない。

慢性炎症により気道分泌（喀痰）産生も多い。
病状は進行性である。



COPDは寿命が短い

十分に酸素を取り込むためには換気量を増やさなけ
ればならない。

気管支が狭いので換気の仕事量が大きい。

長期間続くと全身が消耗する。
呼吸筋疲労が進む。＝悪液質

死に至る。



気管支喘息

気道の慢性的な炎症。
可逆性のある気流制限。
気道の過敏性亢進。アレルゲンの関与。
発作的な咳嗽、喘鳴、呼吸困難。
自然にあるいは治療により改善する。

気管支拡張薬＝交感神経β刺激薬
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喘息発作時の対応



成人喘息患者の特徴

アレルギーが関与しないことが多い。
喫煙の影響は大きい。
 COPDの合併。

ACO : Asthma and COPD overlap
病能期間が長期化すると可逆性が失われていく。

リモデリングの進行



間質性肺炎

気管支・肺胞の外側（間質）に炎症が起こる。
原因はわかる場合とわからない場合（特発性）がある。
時間をかけて進行していく。進行速度はさまざま。
間質の慢性炎症により、肺胞が壊れる（ガス交換障害）。
間質の線維化により、肺が硬くなる（換気障害）。
死に至ることが多い。



間質性肺炎

蜂巣肺
Honey comb lung



肺癌

かなり進行するまで呼吸症状は呈さないことが多い。
気管支の通過障害により閉塞性肺炎を起こす。
分泌物産生や出血により喀痰（血痰）・咳嗽が出る。
胸膜播種による胸水貯留のための換気障害。
癌性リンパ管症によるガス交換障害。



肺癌



胸膜播種による癌性胸水



癌性リンパ管症



おまけ：換気血流不均衡

肺胞

毛細血管

空気

O2

CO2

空気 空気

死腔換気 正 常 シャント



呼吸障害に対する対処

換気障害⇒人工換気（陽圧換気）
 IPPV, NIPPV

ガス交換障害⇒酸素療法、CPAP、ネーザルハイフロー
薬物療法

利尿剤、ステロイド、気管支拡張剤
呼吸苦の緩和＝オピオイド

モルヒネ、オキシコドン、ヒドロモルフォン



まとめ

訴えをよく聞く。そして観察する。
基礎疾患は何か？ 基礎疾患の症状か？
緊急事態か？ 緊急事態ならどうすることになって
いるか？

『呼吸』という機能がどのように障害されているか
を考える。



最後に

 いかがでしたか？
 今回は在宅療養中の方の『徴候』というものに焦点を当てて
みました。

 みなさんの困っていること、知りたいこと（もちろん体のこ
とが中心ですが）があれば教えてください。

 リクエストお待ちしています。
 kasaiiinzaitaku@gmail.comにお気軽にメールください。



ご清聴ありがとうございました。


