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はじめに

顧問）

程度の窒素の負荷がないと起きませんが、この気泡
出現が必ずしも減圧症の発症と一致するわけではな

潜水業務における純酸素の使用は、以前は規則に

く、いわゆる無症候性気泡(silent bubbles)という

より禁止されていましたが、2015年4月に高気圧作

状態があるのも事実です。写真で示したダイバーの

業安全衛生規則
（以下、高圧則と略します）が改正さ

例は、減圧表に従った減圧中に捉えられた気泡であ

れ、純酸素を使用して潜水することができるように

り、潜水終了後も、２時間程度まで気泡が観察され、

なりました。更に40m以深の潜水には、ヘリウムを

特に症状はみられませんでした。このような無症候

用いた混合ガス潜水が必須となり高分圧の酸素を使

性気泡は、減圧表どおりの潜水でも、ある程度の深

用することの理解が必要になりました。本稿では、

度や時間を超えると通常の現象として出てきますの

体の中から過剰の窒素を追い出すため、あるいは気

で、症状が出ていない場合には治療の必要はありま

泡をなくすため純酸素あるいは高分圧酸素を使用す

せんが、発症予防のため潜水後に過大な負荷がかか

ると格段に効率がよいことを解説します。また、酸

るような作業は避ける必要があります。また、何か

素を使う場合には注意しなければならない酸素中毒

しらの症状が出た場合には、産業医あるいは潜水医

という副作用があるため、正しい理解に基づく作業

学に精通した医師等（以下、産業医等と略します）に

環境管理、作業管理及び健康管理についても取り上

減圧症であるかどうかの判断をしてもらう必要があ

げています。

ります。

１

効率の悪い空気による窒素の追い出し：
“ふかし”をやってはいけない理由

【“ふかし”は治療効率が悪い】
“ふかし”は、潜水をさ
れている方はご存じと思いますが、潜水により減圧
症の症状が出たときに再潜水して症状を緩和させる

【無症候性気泡】潜水で体内に蓄積した窒素が、水面

方法を言います。しかし、
空気で再潜水する“ふかし”

への上昇に伴い過飽和状態となり、組織や血管内で

は治療効率がとても悪く、長時間の水中拘束のほか、

気泡化して減圧症を引き起こします。下の写真は、

場合によっては症状がよりひどくなることがありま

潜水後に超音波を用いて体の末梢から心臓に集まっ

す。これについて、以下に説明します。

てくる気泡を捉えたものです。この気泡化にはある
【“ ふ か し ”の 原 理 “
】 ふ か し ”で は
潜った深さだけ圧力が体にかかり
ますが、10ｍ潜ると１気圧増えて
大気圧の２倍、すなわち２絶対気
圧（ATA: atmospheres absolute）
になります。そうすると気泡の容
積は２分の１になり
（高校の物理で
習うボイルの法則です。）、症状が
和らぎます。更に症状を軽くする
には、気泡をもっと小さくする必

16
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要がありますが、圧力を加えて小さくする方法には

【Oxygen Window（酸素の窓）
】酸素は、生命を維

限界があるので、ある程度圧力のかかったところで

持するためにはなくてはならないものであり、体内

気泡が小さくなるのを待つことになります。

で代謝により消費されて血液に溶けやすい炭酸ガス
が生産され、その炭酸ガスは呼吸により体外に吐き

【空気減圧の非効率性】体内に生じた気泡は、中の窒

出されます。前にも述べましたが、組織内の代謝に

素ガスが組織へ移動して小さくなりますが、その移

より酸素が消費されて炭酸ガスが産生された分だ

動には気泡と組織間のガス圧の差が必要になりま

け、気泡との間にガス圧の差ができて気泡が小さく

す。大気圧下でも、組織内の代謝により酸素が消費

なっていきます。その圧力差は、Oxygen Window

されて炭酸ガスが産出された分だけガス圧の差が生

（酸素の窓）といわれ、組織に送られる酸素の分圧

じて、ごくゆっくり気泡は小さくなります（図①）。

により大きさが決まります。
“ ふかし”では酸素濃度

気泡内のガス圧は環境圧と同じですが、
“ ふかし”直

21％の空気を使うために、Oxygen Windowが小さ

後では、気泡内ガス圧が潜った分だけ高くなりガス

く、過剰な窒素の追い出しは遅く、気泡を消滅させ

圧の低い組織内へ窒素が移動して気泡は縮小してい

るのにかなりの時間がかかります。他方、高圧空気

きます
（図②）
。しかし肺からは、環境圧が高くなっ

を呼吸した分だけ余計な窒素が組織に入ってしまう

た分の窒素ガスが血液を通して組織に送られてくる

ため、
“ ふかし”が終わった浮上後に、窒素が組織か

ため、時間と共に組織内窒素ガス圧が上がり、気泡

ら逆移動して気泡が再拡大し、症状がぶり返したり、

から組織へ移動する窒素ガスが少なくなって行きま

増悪することがあります（図④）。ですから、生半可

す
（図③）
。

な
“ふかし”
は決してやってはいけないのです。
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２

酸素が有効な分圧の限界と副作用を

副作用としての酸素中毒について十分に理解する必

考慮した使用制限

要があります。改正された高圧則では、潜水作業中
の酸素分圧の上限は、160kPa（1.6ATA）であり、

【酸素による窒素の追い出し】酸素の分圧が高くなる

再圧室内あるいは潜水者が溺水しないような措置が

とOxygen Windowは大きく開きます。酸素の圧力

講じられている場合では220kPa（2.2ATA）と定め

が高ければ窒素が追い出されやすくなるのです。図

られています。これらの値は規則上のものですが、

の下段は、高気圧酸素治療
（酸素再圧治療）の場合

状況によっては上限の分圧を考慮する必要がありま

を示しています。加圧による気泡と組織間の圧力差

す。例えば、潜水作業中の上限値である160kPaで

に加え、空気に換えて純酸素呼吸とした分Oxygen

すが、酸素中毒になって容易にマウスピースが外れ

Windowが開いて圧力差が大きくなり、組織内の窒

るような潜水器の場合や、フルフェイスのマスクで

素は肺へ運ばれ
（図⑤）て時間が経つほど抜けて行き

も水中交話ができない場合、バディの他に応急時に

（図⑥）
、気泡と組織間の圧力差は更に大きくなり、

投入できるスタンバイ・ダイバーが確保できないと

気泡の縮小は加速されます。仮に気泡を残して治療

き、あるいは次項で紹介する酸素中毒が起きやすい

が終了したとしても、組織内の窒素圧が低いため気

環境条件の時などは、140kPaあるいは130kPaの

泡縮小効果は持続します（図⑦）。

ように酸素中毒に罹患しにくい低い値を酸素分圧の

このOxygen Windowは、酸素の分圧が高ければ高

上限に設定するなどの配慮が必要になります。

いほど制限なく開くかのようにみえますが、およそ
３気圧が限界となっています。

混合ガス潜水において用いる潜水呼吸ガスの酸素
濃度は、潜水作業深度により適切に選ぶ必要があり
ます。下図のように潜水深度により酸素分圧が変わ

【酸素の使用制限】ここまで話を進めてきますと、潜

りますので、脳酸素中毒を避けるためには、それぞ

水で酸素を使って減圧を行うと、気泡を作らない、

れ使用する酸素濃度において潜水深度を制限しなけ

もしくは窒素の追い出しが効率的になることがわか

ればなりません。

ると思いますが、潜水で安全に酸素を使うためには、

18
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３

酸素中毒の症状と予防

うになり、それに対抗する防御機構がうまく働かな
いために脳組織に障害をおこすと考えられています。

【急性と慢性の酸素中毒】酸素には重大な副作用があ
ることが100年以上前から指摘されてきています。

【脳酸素中毒の症状】脳の酸素中毒の症状としては、

過剰な酸素はその圧力と時間により体のあらゆる臓

トンネルの中から出口を見たように視野が狭くなり

器に毒性を持つようになります。酸素中毒として臨

（トンネル・ビジョンといいます）
、耳鳴り、吐き気、

床上対象となる主な臓器は、脳と肺になります。脳

部分的な筋肉のけいれん（特に顔面）、気分の変調、

の酸素中毒は、高い圧力の酸素により短時間で症状

めまいなどが出現し、放置すると全身性のけいれん

が出現し、急性酸素中毒として扱われ、肺の酸素

発作に至ります。もっとも遭遇する症状は、吐き気

中毒は酸素曝露がある程度長くなったときに出てく

ですが、何ら症状がなく、突然のけいれん発作で始

る、慢性酸素中毒として現れます。

まることがあるため、表に示す酸素中毒が起きやす
い環境条件があるときは、酸素中毒になりにくい低

（１）脳酸素中毒
（中枢神経系酸素中毒ともいいます）
：
急性酸素中毒

い値を酸素分圧の上限に設定する、あるいは応急対
応のスタンバイ・ダイバーの確保などの安全管理が
必要です。

【脳酸素中毒と潜水】脳の酸素中毒は、通常の大気圧
下の純酸素呼吸すなわち酸素分圧が１気圧程度では

脳の酸素中毒が起きやすい環境条件

発生しませんが、酸素分圧がある程度高くて比較的

・高炭酸ガス血症

短時間のうちに出てきます。実際には純酸素を使用

-炭酸ガス吸収剤
（リブリーザ― 使用時）

する潜水や空気よりも酸素濃度の高い混合ガス潜

：性能限界，充填不良

水、あるいは水中酸素減圧、水上酸素減圧の時に脳

-低換気：送気不足，スキップ・ブリージング

酸素中毒の可能性を考慮した管理が求められます。

・運動量増大

酸素中毒の生体内の発生機序はいまだよく分かって

・水中環境

いませんが、毒性のある活性酸素が多く作られるよ

・低水温
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【リブリーザ―】全閉鎖式や半閉鎖式SCUBA（リブ

【水上酸素減圧】このように水中の酸素減圧について

リーザ―）では、純酸素もしくは酸素濃度の高い呼

はリスクを伴いやすいため、水中減圧時間が15分を

吸ガスを使用する場合があり、酸素中毒を起こしう

超えるものについては水上酸素減圧を考慮すべきと

る潜水法として特に注意が必要であり、潜水深度制

いう指針があります
（米海軍ダイビングマニュアル

限の厳守、潜水前、潜水中の安全チェック・作動確

2008年）
。しかし今回改正された高圧則では、いか

認の励行が厳格に求められます。リブリーザ―は、

なる場合でも体内の不活性ガス分圧がM値を超えて

呼出した炭酸ガスを吸収剤で取り除き再呼吸させる

はならないとされているので、減圧中に大気圧まで

構造であるため、炭酸ガス吸収装置に不具合がある

いったん浮上した後に再圧室で再加圧を行い、再圧

と吸気中の炭酸ガスが上昇します。動脈血中の炭酸

室内で以後の減圧を行うということが常用できませ

ガス分圧が上昇すると脳血管が拡張して酸素中毒が

ん。しかしながら、水上減圧は乾いた状態の再圧室

発現しやすくなります。また、潜水呼吸ガスを節約

内で管理されながら減圧するため、ダイバーにとっ

するため意識的に呼吸量を少なくする（スキップ・ブ

ては水中で減圧するよりも安全にしかも快適に潜水

リージングといいます）ダイバーは、動脈血中の炭

を完遂できるものであり、世界的に見てもより安全

酸ガス分圧が高くなるため酸素中毒に罹りやすくな

な潜水を実行するためには欠くことのできない潜水

ります。

法となっています。深度の大きな潜水において長時
間の水中減圧を強いるリスクを避けるために、水上

【水中酸素減圧】空気を使う通常の開式SCUBA潜水
で、最後の減圧停止深度でレギュレータを換えて純

酸素減圧を可能とする高圧則の見直しは、急務の事
項です。

酸素を呼吸する場合は、レギュレータを換えるとい
う操作自体にリスクがあるため、海象条件により減

【酸素耐性試験】中枢神経系酸素中毒の起きやすさに

圧深度を保つことが困難あるいは潮流が速い時に

ついては個人差がありますが、同じ個人であっても

は、水中酸素減圧は避けるべきです。

日によって大きく変わるので、個別の発症予測は極

酸素中毒の発現は、酸素の吸入時間と圧力の高さ

めて困難です。そのため、酸素耐性試験で合格した

に依りますが、吸入ガスを純酸素から空気に短時間

としても、脳酸素中毒が起きないという保証はあり

だけ変える間歇的酸素吸入（エア・ブレイク）により

ません。

回復効果が得られ、発症を抑制することができま
す。そのため、送気式潜水において酸素減圧する場

【発症時の対処】酸素中毒の症状が現れた場合には、

合は、30分の酸素呼吸のあと5分の空気呼吸といっ

潜水作業主任者に直ちに報告すると共に、呼吸ガス

たエア・ブレイクを行いますが、この切り換えのタ

の酸素分圧を下げる処置を講じる必要があります。

イミングは、管理上の都合などで経験的に設定され

けいれん発作以外の場合は浮上（減圧）させて酸素分

ており、理想的な回復効果が得られているかどうか

圧を下げる、あるいは酸素濃度の低い呼吸ガスに切

については検討が必要であると言われています。

り換えができる場合には18kPa以上の酸素分圧を保

なお水中のエア・ブレイクについては、呼吸ガス

てるように切り換えます。再圧室内であれば酸素マ

を変換する際にガスの供給に問題があった場合、低

スクを取り外すだけでよいため水中での発生よりも

酸素による意識消失、およびそれに引き続く動脈ガ

はるかに安全に対処が可能です。

ス塞栓症など致命的な状況に陥りやすいため、リス
クマネージメントが特に求められ、水中でのエア・
ブレイクを行うには、周到な準備と十分な訓練が必
要です。
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（２）
肺酸素中毒などの慢性酸素中毒

400UPTD以下とすることが望ましいとされていま
す。

【 長 い 時 間 で 起 き る 酸 素 中 毒 】急 性 酸 素 中 毒 と し
てけいれんを引き起こすほどの圧力でなくても

【肺以外の慢性酸素中毒】高い圧力の酸素を呼吸し続

50kPa(0.5ATA)以上の酸素を長時間呼吸し続けると

けることによる慢性の副作用は、肺以外にも現れる

肺酸素中毒の症状が出現するようになります。はじ

ことがあります。例えば、末梢神経についても、一

めは息を吸った時に不快感がでて、胸が灼けるよう

日の酸素曝露量が許容範囲でも慢性の蓄積的な酸素

な感じや痛みが次第に増強し、空咳から痰の混じっ

毒性としての知覚過敏あるいは知覚異常
（末梢の神

た咳となり、放っておくと呼吸が困難になってきます。

経が過敏になって手足先のぴりぴり感などが出てく

1ATAの酸素を12時間以上呼吸すると肺酸素中

る）があります。酸素分圧1.3ATAで240分の酸素暴

毒症状が発現してきます。酸素分圧が高いほど早く

露(355UPTD)あるいは1.1ATAで320分(372UPTD)

症状がでますが、1ATA以下の比較的低い高分圧酸

でも連日の潜水により、２週間程度から症状が出は

素では数日から数週間かかります。初期の肺酸素中

じめることがあります。

毒では、高分圧酸素暴露が終われば正常にもどりま

その他、視覚器に対する影響として一過性の近視が

す。減圧障害の治療に用いる酸素分圧の高い再圧治

あります。1.3ATAの酸素分圧にて一日平均4時間で

療でも、少ない回数であれば後遺症はありません。

連日潜水したダイバーが、18日目から近視を自覚し
て潜水最後の21日目まで近視が進行し、その2日後

【酸素毒性量の数値化】この肺酸素中毒を起こさない
ためには、酸素の分圧と酸素に曝露される時間を管

から改善し始め約１ヶ月で回復したという報告があ
ります。

理しなければなりません。その管理は、肺に対する
毒性を定量的に数値で表して行われます。肺酸素毒

【慢性酸素中毒の管理】この肺酸素中毒などの慢性の

性の評価には、次式で求められる肺酸素中毒単位量

酸素中毒を防ぐには、長い時間のエア・ブレイクが

（Unit Pulmonary Toxic Dose：UPTD）が用いられ

必要となり、連日で酸素を使う潜水を行う場合には、

ます。

使用する酸素の圧力と時間に依りますが、一週間に
行う潜水は５日間として、潜水しない日を２日取っ
たりします。
高分圧の酸素を用いる潜水を継続して繰り返す場合

ここで、PO2：酸素分圧(kPa)，t：酸素曝露時間(分）

は、潜水作業管理者は、慢性の酸素中毒について注
意を払う必要があります。肺酸素中毒のモニター検

これは、肺活量の減少が酸素分圧と暴露時間に

査として肺活量を測る方法については、かなりのば

ついて双曲線を描く関係にあることを利用して

らつきがあり、これのみで個々のダイバーの管理

1ATA(100kPa)の酸素暴露に換算したもので、酸素

とするのは、適切ではありません。潜水を継続して

分圧1ATAで1分間曝露されたときの肺酸素毒性は

いくと、倦怠感、頭痛、感冒様症状、手先・足指の

1UPTDとなります。

異常感覚などの症状が現れてくることがありますの

1回 で1425 UPTD、 １ 週 間 で3000 UPTDを 越
える酸素暴露では、胸痛や咳などの症状が出やすい

で、その場合には慢性酸素中毒の可能性を考え、産
業医等と連携して潜水の中止を考慮します。

と言われ、高圧則では一日の曝露量を600UPTD以
下、一週間あたりでは2500UPTD以下とし、連日
曝露の影響も考慮に入れた場合、各日の曝露量を
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検討課題：緊急時の酸素使用

【救急再圧操作関係員の教育・訓練】救急再圧操作員
については、高気圧業務特別教育課程の中で救急再

【緊急浮上後の対処】潜水業務を行う海域の変化等に

圧法に関しては標準再圧治療法についての教育が行

より、やむを得ず緊急浮上した場合は減圧症発症の

われていますが、医師の指示のもとに酸素再圧治療

リスクが高まります。過剰の窒素あるいは気泡の発

が実施できるものとする見直しが必要です。減圧

生に対処するために、潜水深度や浮上停止時間の省

症や空気塞栓症の酸素再圧治療で使用する酸素は、

略の程度に応じて適切な処置が求められます。症状

2.8ATAという高い分圧なので、本稿で紹介した酸

が出ていない場合でも、減圧停止深度まで戻り減圧

素中毒についての教育が必要です。また、必ずしも

停止時間を延長するレベルから、再圧室を用いて酸

産業医が潜水現場に立ち会うわけではないため、事

素再圧しなければならないレベルまで処置の違いが

前の綿密な調整のもと遠隔からの医師の指示のもと

あり、産業医等の指示に従わなければなりません。

でも再圧の対処ができるような教育は必須です。

症状のある場合は救急再圧治療が必要かどうか、産
業医等の判断が必要なのはいうまでもありません

【大気圧下酸素吸入】大気圧下の酸素吸入でも、リ

が、対応可能な治療施設及び専門医が限られている

ザーバー付き酸素マスク（写真）で毎分15 Lの酸素

ため、緊急時の対処が必ずしもできる状況ではない

を流すと90％以上の酸素を吸入することになり、

深刻な現実があります。

Oxygen Windowが開いて体の中の過剰の窒素を追
い出しやすくなります。そのため、減圧症の症状が

【潜水作業現場の再圧室】我が国の潜水作業現場に設

でたときでも、吸入により症状が緩解して、その後

置されている救急再圧に使用する再圧室は、ほとん

の再圧治療が効きやすくなっているとの報告があり

どが可搬式の1人用で、かつ酸素吸入装置がないも

ます。症状が出ていなくとも、やむを得ず緊急浮上

のです。緊急再圧処置において酸素が使えない場合

して減圧症発症のリスクが高まっている場合も、積

は、前述のOxygen Windowの項でご紹介したとお

極的に使用することが推奨されます。この大気圧下

り効率が極端に悪く、図に示すように常識を外れた

の酸素吸入の副作用については、肺酸素中毒につい

長時間の治療になるため現実的な対応ができません。

て注意する必要があり、連続して12時間以上使用す
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る場合には、胸痛や咳などの症状がでていないか確
認する必要があります。

さいごに
高圧則の改正により、ようやく我が国でも酸素を
使うという門戸が開かれましたが、効率の良い安全
な潜水を構築し、緊急時でも適切に対応できるよう
にするには、酸素使用についての体系的な教育と関
係員の習熟訓練が必須なのはもとより、水上酸素減
圧が実施できないなど大きな課題が残されたままと
なっている高圧則の再検討、医師不在の潜水現場で
適切な対処ができるための法規類の整備や医療機関
との連携が必要です。

【医療用酸素の供給】呼吸するために使われる酸素
は、医療用酸素として関連の法令により販売されて

謝

辞

います。供給されるのは医療従事者に限定されてい

本稿を提出するにあたっては、一般社団法人日本

ますが、平成23年3月の厚生労働省医薬食品局総務

潜水協会顧問池田知純氏、日本サルベージ株式会社

課からの事務連絡「卸売販売業における医薬品の販

先進水中技術顧問橋本昭夫氏、株式会社潜水技術セ

売等の相手先に関する考え方について」の中で、
「当

ンター代表取締役望月徹氏からのご校閲をいただい

該事業者等及び当該事業者等に所属する当該医薬品

ております。ここに深く感謝申し上げます。

の使用者が当該医薬品を取り扱うために必要十分な
知識経験を有する」という場合には例外として、医
療従事者以外にも医療用酸素が供給されるように
なっています。したがって、緊急時の酸素使用とし
て大気圧下酸素吸入用の酸素を備えるためには、潜
水作業関係員に上記の例外事例を満たすことが求め
られます。
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