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【はじめに】
日本高気圧環境・潜水医学会雑誌に学術委員会が
2015年から高気圧酸素治療エビデンスレポートを掲載
している。このレポートを中心にして，最近の文献を
PubMed, Medlineおよび医中誌を用いて検索し，発表
した。
【急性期脳梗塞】
エビデンスレポートでは血栓溶解療法の適応外とさ
れる大多数の脳梗塞，なかでもアテローム血栓症脳梗
塞に対してHBO2を考慮してもよいと報告されている。
さらに急性期の脳梗塞でedaravoneとの併用治療とし
てHBO2を行ってもよいと報告されている。しかしな
がらCochrane Database systemic Review 2014では
HBOの有効性は証明されていないとされる。新たなレ
ポートは検索されなかった。
【慢性期脳梗塞】
慢性期に合併することの多いうつ病に対するHBO
効果が報告されており，SSRIによる治療にHBOを併
用することで改善例が有意に増加するとされている1）。
また，リハビリテーションにHBOを併用することで
ADLの改善とNIHSSを用いた評価での神経症状の改
善を認め，この機序として脳血流の改善がなされたた
めとの報告がある 2）。
【イレウス】
エビデンスレポートでは国際的にみるとイレウスに対
するHBO2の有効性を示す臨床研究は少ないものの，
国内からのレポートでは保存治療の成功率を高める
（手
術回避できる），イレウス管無しの保存治療につなが
る可能性が報告されているとしている。
濱田らはHBOT前のガス量が多いほどHBO治療に
よるガスの減少量は多く，特にHBOT前 700mL以上
の場合，HBOTによる腸管の減張効果により腸液貯留
の改善が期待できることが示唆されたと報告している。
一方，700mL未満の場合は，より慎重に治療，経過
観察を行う必要があるとしている 3）。
【放射線または抗がん剤と併用される悪性腫瘍】
エビデンスレポートでは放射線増感作用として使用
でき，化学療法剤の増感作用として使用できると報告
されている。
Chenらは総説にて悪性脳腫瘍にたいするHBOの増
感作用が期待できるのではないかと報告している。
【急性頭部外傷】
エビデンスレポートでは重症頭部外傷で死亡率抑制
の可能性があるとしている。
Millerらは脳振盪の慢性期にHBOの効果について
検討しコントロール群 1.2ATA空気で治療したシャム
群，1.5ATA純酸素にて治療したHBO群の 3群に分け
て検討し，シャム群とHBO群で症状の改善を認めたも
のの，2群間では有意さなく，シャム群で改善したこと
よりHBO効果はプラセボ効果であると報告している 5）。
Figueroa等はシャム群で使用した1.2ATAが治療圧に
達し効果を得た可能性があるとし，シャム群の設定に
問題があると反論している 6）。
【低酸素脳症】
エビデンスレポートでは効果は明らかでないとしてい

234

Vol.51（ 4 ）, Dec, 2016

る。唯一，縊頚に対する治療効果の報告があるとし
ている。Hadannyらは慢性期にHBOを施行し認知機
能の改善が得られたと報告している7）。
【突発性難聴】
エビデンスレポートでは，中等度以上の重症の突発
性難聴に対してHBO治療を併用する意義はあるので
はないかと報告している。
Uzunらはヨーロッパでの現状として 192施設にアン
ケートを配布し，80施設から回答を得，そのうち70施
設で突発性難聴に対するHBO治療を行っていると報
告している 8）。
【放射線障害】
エビデンスレポートでは下顎放射線骨壊死，放射線
性膀胱炎，放射線性直腸・腸炎，放射線治療後抜歯
前，放射線治療後インプラント前に効果があるのでは
ないかとしている。
Gloverらは骨 盤 臓 器に対 する放 射線治療 後の腸
障 害にたいするHBOの効果について検討しており，
1.3ATA空気加圧のシャム群と2ATA純酸素のHBO群
に分けて調べた結果，両群ともに症状の改善を認め
たものの，両群間で有意差を認めなかったとしている。
シャム群に1.3ATA加圧を用いたことはシャム群として
適切であったか懸念される。
【網膜動脈閉塞症】
エビデンスレポートではランダム化比較試験がなく，
明らかでないとされている。
関連疾患に対してのHBO効果が症例報告では散見
される。
【一酸化炭素中毒】
エビデンスレポートでは重度の脳障害をきたした症
例に対して有用である可能性について指摘している。
一酸化炭素中毒を罹患した小児に対するHBOにつ
いての報告があり，期待できるとする報告と，遅発性
神経障害の予防効果が認められなかったとする，相
反する報告が見受けられた。
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