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血液ガスデータ
のミカタ①

め，PaO２が低いと「酸素化が悪い！
！」と評価
してしまいがちですが，そもそもPaO２ とは何
を示す値なのでしょうか。
PaO２ は，肺胞から血管の中に入り込み，血
液中に溶け込んでいる酸素を指します。つまり，

血液ガスデータの示す意味

ヘモグロビンと結合していない酸素のことで，
血液の中を自由に動き回っています。酸素はヘ

血液ガスは動脈血から採取され，呼吸・循環

モグロビンと結合することで組織へ届けられま

の状態を示します。それは，ただ単に酸素化や

す。そのため，血液内にあるだけでは何の意味

換気能の良しあしを示すだけでなく，解釈に

もありません。では，なぜPaO２ が大事なので

よっては患者の全身状態を知ることのできる優

しょうか。

れた検査です。重要なことは，検査結果で示さ

血液中の酸素は自由に動き回ることでヘモグ

れた数字をどのように解釈して，数字同士のつ

ロビンと結合します。この酸素と結合したヘモ

ながりを理解し，臨床に当てはめるかというこ

グロビンは「酸化ヘモグロビン」と呼ばれます。

とです。

ヘモグロビンは１分子で酸素４分子と結合する

血液ガスは，主に次の３つの生理学的な側面
を評価するのに役立っています。
①酸素化

②肺胞換気

③酸・塩基平衡

ことができ，４分子の酸素と結合した状態を
「100％の酸素飽和状態」と言います。その酸
素との結合状態を表したものを「SaO２（動脈

これら３つの評価を示すものは，血液ガス検

血酸素飽和度）
」と言い，SaO２は「酸素との結

査ではPaO２，PaCO２，pHがあります。それぞ

合具合（割合）
」を示します（図１）
。PaO２ が

れに基準値がありますが，その値が示すもの，

100以上になることは酸素療法を行っている患

また基準値から逸脱することの臨床的意義を解

者には多々ありますが，SaO２ は割合であるた

説します。今回は，主に①酸素化と②肺胞換気

めに100％を超えることはありません。

に関係するPaO２，PaCO２ の値について学んで

例えば，１つのヘモグロビンが３つの酸素と

いきましょう。

結合していれば，SaO２は75％となります。一

PaO２

般的に臨床では98％などの値を目にすると思

●PaO２は何を示す値？

れば13 ～15ｇ/mLなので，それらを合計する

PaO２ は動脈血酸素分圧を示す値で，基準値
は90 ～ 100mmHgで す。 臨 床 で は 一 般 的 に，
酸素化の指標として用いられています。そのた

いますが，ヘモグロビンの量（値）は正常であ
とこのような値が出てきます。
酸素がヘモグロビンに結合して体内を巡り，
組織に供給できて初めて「酸素化がよい」と言
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［図１］ガス交換と
PaO２，SaO２の
イメージ
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す。一般的には，PaO２が60mmHgの時にSaO２

［図２］酸素解離曲線

は90％であると判断でき，臨床ではPaO２でお

動脈血酸素飽和度︵

（％）
100
90
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●SaO２とPaO２の関係性の落とし穴
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１つ目は，酸素はヘモグロビンと結合します
が，酸素よりもヘモグロビンと結合しやすいも

います。血液中にあるだけでは，酸素化がよい

のがあるということです。代表的なものとして，

とは言えません。そのため，酸素化の指標は

一酸化炭素があります。血液中に一酸化炭素が

SaO２ の値であり，この値が臨床上とても重要

あると，酸素の200倍の強さで酸素よりも優先

です。

的にヘモグロビンと結合します。一酸化炭素と

では，なぜ血液中に酸素があることを示す

結合したヘモグロビンは酸素と結合できないた

PaO２の値を臨床ではよく使用しているのでしょ

め，組織への酸素供給ができません。血液内に

うか。PaO２ が高いということは，血液中に多

酸素がたくさんあり酸素分圧が高い状態であっ

くの酸素があることを意味します。血液中に多

ても，一酸化炭素と結合したヘモグロビンは酸

くの酸素があるということは，ヘモグロビンと

素の割合が低下しているため，SaO２ は低下し

結合する「圧力」が大きくなり，ヘモグロビン

ています（図３）
。

と結合する酸素が多くなります。
これら，PaO２とSaO２の関係性を表した図で

2
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２つ目は，生体の変化によって酸素解離曲線
が変化するということです。つまり，図２に示

「酸素解離曲線」というものがあります（図２）
。

したPaO２ が60mmHgの時にSaO２ は90％とい

酸素化の指標として大切なSaO２をPaO２の値で

う関係が変化してきます。その要因として，ア

把握することができる優れた図であると言えま

シドーシスやアルカローシスなどのpH，二酸

［図３］一酸化炭素とヘモグロビン
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で，ヘモグロビンと酸素の結合を阻害する（結
合しにくくする）物質です。
これら２つが例外となりますが，重要なこと
は「SaO２とPaO２の関係性が崩れる状態がある」

酸素を離しやすくなり，酸素解離曲線が右側へ

ことを念頭に置き，PaO２ だけで酸素の状態を

移動します。これを「右方偏位」と言い，組織

判断しないことです。ボーア効果を起こす因子

への酸素供給が増えることを意味します。逆に，

である体温などは，私たち看護師がバイタルサ

アルカローシスになると酸素を離さなくなり，

インとして確認できる情報です。患者の全体像

酸素解離曲線が左側へ移動します。これを「左

をアセスメントした上で，
「このPaO２の値は患

方偏位」と言い，組織に酸素供給がされにくく

者にとって適切なのか？」と考えることができ

なります。これらの変化を「ボーア効果」と呼

れば，エキスパートナースと言えるでしょう。

びます（図４）。

●SpO２を理解しよう

これだけならば「アシドーシスの方が生体に

SaO２もPaO２も，動脈血を採取しないと値を

はよいのでは？」と思いがちですが，酸素を離

知ることができないという問題があります。し

しやすいということは，言い換えれば「酸素と

かし現在では，簡易的にSaO２ の値を知る方法

くっつきにくい」ということになるので，長期

」が測定
として，
「SpO２（経皮的酸素飽和度）

的に見ると生体には不利益な状態となります。

されています。

また，このボーア効果を起こす因子の一つに

SpO２はパルスオキシメーターという機器によ

2,3-DPG（２，
３-ジホスホグリセリン酸）
」があ

り赤色光と暗赤色光の２本の光を指に通して測

りますが，これは赤血球から産生されるもの

定され，その光の通り具合の比が酸素解離曲線
3

と類似しているため，
「SpO２＝SaO２」と考えて

管へ，二酸化炭素は血管から肺胞へ交換するよ

臨床上使用されています。したがって，「SpO２

うな形で移動し，二酸化炭素は肺胞から体外へ

が低い＝SaO２が低い＝PaO２が低い」という関

排出されます。ここで大事なことは，
「空気と

係が成り立ちます。しかも，患者の状態を知る

血液の出合い」です。出合わなければ移動でき

ためにその都度患者の動脈血を採取する必要が

ないため，体内に残ることになります。まずは

なく，簡単に苦痛なく測定できるため，臨床上最

空気がこの交換場所までたどり着けなければい

も頻繁に使用されているのではないでしょうか。

けません。

しかし，前述の「SaO２とPaO２の関係性の落
とし穴」でも示したとおり，常にこの関係が成

酸素は，口から取り入れられ，気管を通り，

立しているわけではありません。この２つの間

気管支という分かれ道を23回繰り返してやっ

で関係が成立していないと，SpO２とも関係が成

と肺胞まで到達します。ここまでの道のりはあ

り立たないことがあります。そのことを知って

くまでも通り道であるため，換気には関与しま

いるのと知らないとでは，患者のSpO２の値に対

せん。関与しないということは，換気には無駄

する認識が異なってきます。
「SpO２では97％を

な部分となります。この部分を「死腔」と言い，

示しているけれど，実際にはどうなのだろう？」

このように誰にでもある死腔を「解剖学的死腔」

と考えることができるのは，エキスパートナー

と言います（図５）
。

スの証拠です。

この量はおよそ150mL程度であり，一回の換

逆に，SpO２が悪い時は，SaO２とPaO２はそれ

気量を500mLとした場合，換気にかかわる量は

以上に悪いことが考えられます。その時は，状

350mLとなります。この量が二酸化炭素と交換

態の考察を行いながら，早急に対応することが

できる量です。この量が少なければ，当然二酸

必要です。

化炭素と交換できる量が限られてくるので，交

PaCO２

換されない二酸化炭素が体内に残ります。酸素

●PaCO２は何を示す値？

割合が多くなり，酸素を増やすことは「換気量」

肺胞換気の指標として重要なものとしてPaCO２
があります。PaCO２の正常値は35 ～45mmHg
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●キーワードは「死腔量」！

の量を増やせば，その分二酸化炭素と交換する
を増やすことになります。
解剖学的死腔は誰にでも存在するものですが，

で，それより高ければ「高炭酸ガス血症」
，低け

それとは別に「生理学的死腔」というものがあ

れば「低炭酸ガス血症」と言います。臨床でよ

ります（図５）
。気道，気管支を通じて肺胞ま

く私たちは高炭酸ガス血症の患者に「換気でき

で酸素が到達しても，その肺胞が何らかの原因

ていないから二酸化炭素がたまっている！
！」な

（肺気腫などの肺胞の障害や肺炎などによる気

どのアセスメントを行うと思います。確かに換

管支の閉塞）により換気に関与していなければ，

気を示すものではありますが，PaCO２の実態と

酸素にとっては死腔となり，また正常な肺胞で

は何なのでしょうか。

あってもそこに血流が来なければ，酸素と二酸

毛細血管と肺胞が接するところでは，分圧較

化炭素の交換はされません。このように，正常

差（圧力が高い方から低い方へ移動し一定を保

な状態であれば死腔とならないものが死腔領域

とうとすること）によって，酸素は肺胞から血

になったものを生理学的死腔と言います。

