
マスタータイトルの書式設定酸塩基平衡レクチャー内容

１：酸塩基平衡の分析方法 5steps

２：練習問題

３：血液ガスをどう利用するか



マスタータイトルの書式設定5 Steps

Step1: pH

Step2: 1次性変化

Step3: 代償変化

Step4: AG計算

Step5: 補正HCO3-計算



マスタータイトルの書式設定Step1:pH acidemia or alkalemia?

pH結果
■Acidemia（アシデミア） pH<7.35

■Alkalemia（アルカレミア） pH>7.45

pHを上げる・下げる病態
■Acidosis（アシドーシス）
■Alkalosis（アルカローシス）



マスタータイトルの書式設定用語の理解 「綱引き」で考える

acidemia alkalemia

alkalosisacidosis

アシデミア・アルカレミア
綱引きの結果

アシドーシス・アルカローシス
綱引きの参加者・力



マスタータイトルの書式設定綱引きの強さによって綱の位置が決まる

acidemia alkalemia

alkalosisacidosis



マスタータイトルの書式設定綱引きに参加制限はない

acidemia alkalemia

代謝性アルカローシス

AG開大性代謝性アシドーシス

呼吸性アルカローシス呼吸性アシドーシス

AG正常代謝性アシドーシス



マスタータイトルの書式設定
（例）1型糖尿病の患者が敗血症からDKAとなり

嘔吐・下痢を呈している場合

acidemia alkalemia

代謝性アルカローシス

AG開大性代謝性アシドーシス

呼吸性アルカローシス

AG正常代謝性アシドーシス

下痢

嘔吐
DKA

敗血症



マスタータイトルの書式設定Step2:1次性変化

病態 1次性変化

代謝性アシドーシス HCO3-

代謝性アルカローシス HCO3-

呼吸性アシドーシス PaCO2

呼吸性アルカローシス PaCO2



マスタータイトルの書式設定Step3:代償性変化

病態 1次性変化 代償性変化

代謝性アシドーシス HCO3- PaCO2

代謝性アルカローシス HCO3- PaCO2

呼吸性アシドーシス PaCO2 HCO3-

呼吸性アルカローシス PaCO2 HCO3-



マスタータイトルの書式設定Step3:代償性変化

病態 代償性変化 代償変化の予想式

代謝性アシドーシス PaCO2 予想PaCO2=HCO3-+15

代謝性アルカローシス PaCO2 予想PaCO2=HCO3-+15

呼吸性アシドーシス HCO3- ΔHCO3-=0.1～0.3 x ΔPaCO2

呼吸性アルカローシス HCO3- ΔHCO3-=0.2～0.4 x ΔPaCO2

±2の範囲であれば代償性変化の範囲内と判断する



マスタータイトルの書式設定代償性変化とは？

PaCO2HCO3-

40
（正常）

どこまで
代償範囲内？

呼吸性代償

24
（正常）

20

代謝性
アシドーシス

代償

mEq/L

？
mmHg



マスタータイトルの書式設定代償性変化とは？

PaCO2HCO3-

40
（正常）

代償範囲内
35 ± 2

呼吸性代償

24
（正常）

20

代謝性
アシドーシス

代償

mEq/L
mmHg

35

予想PaCO2=実測HCO3+15

=20 + 15

=35



マスタータイトルの書式設定代償性変化とは？

PaCO2

40
（正常）

代償範囲内
35 ± 2

呼吸性代償

mmHg

35
実際の値



マスタータイトルの書式設定代償性変化とは？

PaCO2

40
（正常）

代償範囲内
35 ± 2

呼吸性代償

mmHg

35

実際の値 呼吸性アルカローシス合併



マスタータイトルの書式設定Step4:AG(anion gap)の計算

AGは必ず計算する

AG=Na – (Cl + HCO3)

＊AG開大の場合はStep5へ進む



マスタータイトルの書式設定Step5:補正HCO3-の計算

補正HCO3=実測HCO3+ΔAG

22 26

合併なし
AG正常代謝性アシドーシス

合併

代謝性アルカローシス

合併

＊ΔAG=実測AG-12
補正HCO3-

(mEq/L)



マスタータイトルの書式設定酸塩基平衡レクチャー内容

１：酸塩基平衡の分析方法 5steps

２：練習問題

３：血液ガスをどう利用するか



マスタータイトルの書式設定練習問題1:50才女性 下痢

pH=7.31 PaCO2=31 HCO3-=16

Na=142 K=2.2 Cl=114



マスタータイトルの書式設定解答

Step1:acidemia

Step2:代謝性アシドーシス

Step3:代償性変化 PaCO2=HCO3-+15=16+15=31

Step4:AG=142-(114+16)=12

Step5:AG正常のため必要なし

まとめ：acidemia/AG正常代謝性アシドーシス



マスタータイトルの書式設定Step3を改めて解説

PaCO2HCO3-

40
（正常）

代償範囲内
35 ± 2

呼吸性代償

24
（正常）

16

代謝性
アシドーシス

代償

mEq/L
mmHg

31

予想PaCO2=実測HCO3+15

=16 + 15

=31



マスタータイトルの書式設定まとめ図

acidemia alkalemia

AG正常
代謝性アシドーシス



マスタータイトルの書式設定代謝性アシドーシスの原因

病態 AG開大 AG正常

酸増加
酸産生↑

■乳酸アシドーシス
■ケトアシドーシス
■薬物中毒

酸排泄↓■CKD ■RTAⅠ,Ⅳ（CKD）

HCO3-喪失
腎臓

RTAⅡ
アセタゾラミド

消化管 ■下痢



マスタータイトルの書式設定練習問題2:39才男性 糖尿病にてインスリン

pH=7.20 PaCO2=21 HCO3-=8

Na=140 K=5.4 Cl=104



マスタータイトルの書式設定解答

Step1:acidemia

Step2:代謝性アシドーシス

Step3:代償性 PaCO2=8+15=23 実際は21 代償範囲内

Step4:AG=140-(104+8)=28 AG開大

Step5:補正HCO3-=8+ΔAG(28-12)=24 

背景に他の酸塩基平衡異常合併はなし

まとめ：acidemia/AG開大性代謝性アシドーシス



マスタータイトルの書式設定Step3を改めて解説

PaCO2HCO3-

40
（正常）

代償範囲内
23 ± 2

呼吸性代償

24
（正常）

8

代謝性
アシドーシス

代償

mEq/L
mmHg

23

予想PaCO2=実測HCO3+15

=8 + 15

=23



マスタータイトルの書式設定Step4:AG(anion gap)の計算

AGは必ず計算する

AG=Na – (Cl + HCO3)

＊AG開大の場合はStep5へ進む



マスタータイトルの書式設定Step5:補正HCO3-の計算

補正HCO3=実測HCO3+ΔAG

22 26

合併なし
AG正常代謝性アシドーシス

合併

代謝性アルカローシス

合併

＊ΔAG=実測AG-12
補正HCO3-

(mEq/L)



マスタータイトルの書式設定まとめ図

acidemia alkalemia

AG開大性
代謝性アシドーシス



マスタータイトルの書式設定練習問題3:50才女性 嘔吐

pH=7.46 PaCO2=43 HCO3-=29

Na=144 K=3.2 Cl=103



マスタータイトルの書式設定解答

Step1:alkalemia

Step2:代謝性アルカローシス

Step3:代償性 PaCO2=29+15=44 実際は43代償範囲内

Step4:AG=144-(103+29)=12

Step5:AG正常のため必要なし

まとめ：alkalemia/代謝性アルカローシス



マスタータイトルの書式設定Step3を改めて解説

PaCO2HCO3-

40
（正常）

代償範囲内
44 ± 2

呼吸性代償
24

（正常）

29
代謝性

アルカローシス

代償

mEq/L
mmHg

44

予想PaCO2=実測HCO3+15

=29 + 15

=44



マスタータイトルの書式設定まとめ図

acidemia alkalemia

代謝性アルカローシス



マスタータイトルの書式設定代謝性アルカローシスの原因



マスタータイトルの書式設定練習問題4:25歳女性

pH=7.49 PaCO2=28 HCO3-=21

Na=135 K=4.0 Cl=102



マスタータイトルの書式設定解答

Step1:alkalemia

Step2:呼吸性アルカローシス

Step3:代償性 ΔHCO3-=ΔPaCO2 x0.2-0.4=2.4-4.8

HCO3-=21+2.4-4.8=23.4-25.8 正常範囲内

Step4:AG=135-(102+21)=12

Step5:AG正常のため必要なし

まとめ：alkalemia/呼吸性アルカローシス



マスタータイトルの書式設定Step3を改めて解説

PaCO2 HCO3-

24
（正常）

代償範囲内
19.2～21.6

± 2

腎臓の代償

40
（正常）

28

呼吸性
アルカローシス

代償

mEq/L
mmHg

ΔHCO3-=ΔPaCO2 x 0.2～0.4

=(40-28)x0.2～0.4

=2.4～4.8

ΔHCO3-



マスタータイトルの書式設定まとめ図

acidemia alkalemia

呼吸性アルカローシス



マスタータイトルの書式設定呼吸の評価



マスタータイトルの書式設定PaCO2が正常なら換気は正常なのか？





マスタータイトルの書式設定血液ガスと呼吸回数

血液ガスと呼吸回数は
セットで解釈する





呼吸性アルカローシス

■低酸素血症

■精神的・疼痛
■敗血症
■サリチル酸中毒



マスタータイトルの書式設定練習問題5:65M

pH=7.26 PaCO2=60 HCO3-=26

Na=138 K=4.0 Cl=100



マスタータイトルの書式設定解答

Step1:acidemia

Step2:呼吸性アシドーシス

Step3:代償性 ΔHCO3-=ΔPaCO2 x0.1-0.3=2～6

HCO3-=26-(2～6)=20～24 正常範囲内

Step4:AG=138-(100+26)=12

Step5:AG正常のため必要なし

まとめ：acidemia/呼吸性アシドーシス



マスタータイトルの書式設定Step3を改めて解説

PaCO2 HCO3-

24
（正常）

代償範囲内
26～30

± 2

腎臓の代償
40

（正常）

60
呼吸性

アシドーシス

代償

mEq/L
mmHg

ΔHCO3-=ΔPaCO2 x 0.1～0.3

=(60-40)x0.1～0.3

=2～6

ΔHCO3-



マスタータイトルの書式設定まとめ図

acidemia alkalemia

呼吸性アシドーシス



呼吸性アシドーシス ■中枢性低換気
■薬剤：オピオイド
・ベンゾジアゼピン系

■重症筋無力症
■ギランバレー症候群
■ALS
■呼吸筋疲労

■重症喘息発作
■COPD



マスタータイトルの書式設定それぞれの病態をひと言で！（個人的）

病態 考えること

AG開大性代謝性アシドーシス
必ず原因をつきとめる
乳酸・ケトン・中毒・CKD

AG正常代謝性アシドーシス 下痢 or RTA・尿AG

代謝性アルカローシス 嘔吐 or 利尿薬・尿Cl

呼吸性アルカローシス
敗血症の初期の可能性
呼吸回数とセットで判断

呼吸性アシドーシス 換気補助の可能性



マスタータイトルの書式設定練習問題6:19歳男性

pH=7.42 PaCO2=24 HCO3-=15

Na=152 K=3.6 Cl=104



マスタータイトルの書式設定解答

Step1:なし

Step2:代謝性アシドーシス

Step3:PaCO2=15+15=30>実際PaCO2=24

→呼吸性アルカローシス合併

Step4:AG=152-(104+15)=33

→AG開大性代謝性アシドーシス合併

Step5:補正HCO3-=ΔAG+15=(33-12)+15=36

→代謝性アルカローシス合併

まとめ：

AG開大性代謝性アシドーシス/呼吸性アルカローシス/代謝性アルカローシス

pHが正常でも
酸塩基平衡の病態がある



マスタータイトルの書式設定Step3を改めて解説

PaCO2HCO3-

40
（正常）

代償範囲内
30 ± 2

呼吸性代償

24
（正常）

15

代謝性
アシドーシス

代償

mEq/L
mmHg

30

予想PaCO2=実測HCO3+15

=15 + 15

=30

呼吸性
アルカローシス

合併
24



マスタータイトルの書式設定まとめ図

acidemia alkalemia

AG開大性
代謝性アシドーシス

代謝性アルカローシス

呼吸性アルカローシス



マスタータイトルの書式設定練習問題7:60歳男性

pH=7.44 PaCO2=40 HCO3-=24

Na=145 K=4.0 Cl=100



マスタータイトルの書式設定解答

Step1:なし

Step2:なし

Step3:なし

Step4:AG=145-(100+24)=21

→AG開大性代謝性アシドーシス合併

Step5:補正HCO3-=ΔAG+25=(21-12)+25=34

→代謝性アルカローシス合併

まとめ：AG開大性代謝性アシドーシス/代謝性アルカローシス

AGは必ず計算する
開大している場合は必ず

AG開大性代謝性アシドーシスの病態あり



マスタータイトルの書式設定まとめ図

acidemia alkalemia

AG開大性
代謝性アシドーシス

代謝性アルカローシス



マスタータイトルの書式設定練習問題8:60歳男性腎機能障害

pH=7.24 PaCO2=26 HCO3-=11

Na=138 K=5.9 Cl=110



マスタータイトルの書式設定解答

Step1:acidemia

Step2:代謝性アシドーシス

Step3:PaCO2=15+11=26=実際PaCO2 代償問題なし

Step4:AG=138-(110+11)=17

→AG開大性代謝性アシドーシス合併

Step5:補正HCO3-=ΔAG+11=(17-12)+11=16

→AG正常代謝性アシドーシス合併

まとめ：Acidemia

AG開大性代謝性アシドーシス/AG正常代謝性アシドーシス



マスタータイトルの書式設定Step3を改めて解説

PaCO2HCO3-

40
（正常）

代償範囲内
26 ± 2

呼吸性代償

24
（正常）

11

代謝性
アシドーシス

代償

mEq/L
mmHg

26

予想PaCO2=実測HCO3+15

=11 + 15

=26



マスタータイトルの書式設定まとめ図

acidemia alkalemia

AG開大性
代謝性アシドーシス

AG正常
代謝性アシドーシス



マスタータイトルの書式設定練習問題9:60F CKD患者、利尿薬内服、肺炎

pH=7.51 PaCO2=30 HCO3-=22

Na=144 K=3.2 Cl=99



マスタータイトルの書式設定解答

Step1:alkalemia

Step2:呼吸性アルカローシス

Step3:ΔHCO3-=ΔPaCO2 x 0.2=2 22+2=24代償性変化問題なし

Step4:AG=144-(99+22)=23

→AG開大性代謝性アシドーシス合併

Step5:補正HCO3-=ΔAG+22=(23-12)+22=33

→代謝性アルカローシス合併

まとめ：Alkalemia

呼吸性アルカローシス/AG開大性代謝性アシドーシス/代謝性アルカローシス



マスタータイトルの書式設定Step3を改めて解説

PaCO2 HCO3-

24
（正常）

代償範囲内
20～22

± 2

腎臓の代償

40
（正常）

30

呼吸性
アルカローシス

代償

mEq/L
mmHg

ΔHCO3-=ΔPaCO2 x 0.2～0.4

=(40-30)x0.2～0.4

=2～4

ΔHCO3-



マスタータイトルの書式設定まとめ図

acidemia alkalemia

AG開大性
代謝性アシドーシス

代謝性アルカローシス

呼吸性アルカローシス



マスタータイトルの書式設定酸塩基平衡レクチャー内容

１：酸塩基平衡の分析方法 5steps

２：練習問題

３：血液ガスをどう利用するか



マスタータイトルの書式設定
「血液ガス」をいつ取るか？

→vital signに異常があるとき！！

意識障害

呼吸回数
上昇

頻脈
徐脈

血圧低下

発熱

SpO2
低下

Vital sign



マスタータイトルの書式設定血液ガスで分かる情報

• pH, PaCO2, HCO3-, BE(base excess)：酸塩基平衡

• paO2, SaO2：酸素化、組織酸素供給

• Na,K,Cl,Ca：電解質

• Glucose：血糖値

• Hb：貧血

• Lactate：組織灌流の指標の一つ

情報量が非常に多い
救急で使える武器として身に付けるべき



マスタータイトルの書式設定救急外来で役に立つ武器３つ

血液ガス心電図 エコー



マスタータイトルの書式設定病態の「原因」と「結果」どちらも評価できる

病態 結果原因



マスタータイトルの書式設定検体の取り扱い方

空気は必ず
抜く！

2分以内に空気は抜く！

20分以内に提出する！



マスタータイトルの書式設定静脈と動脈で血液ガス結果に違いはあるか？

血液ガス 動脈 静脈 静脈血の精度

pH 7.40 7.45 ◎

PaCO2 40 45 △

HCO3- 24 26 〇

PaCO2を正確に評価する場合以外は
基本的に静脈血液ガスで問題なし



マスタータイトルの書式設定乳酸・Lactate 代謝

■原因（特に重要なもの）

１：敗血症

２：臓器虚血（腸管虚血）

３：ビタミンB1欠乏

糖

ピルビン酸 乳酸

TCA回路

•単位：mmol/L=0.11 x mg/dL

•基準：0.44-1.78mmol/L(4-16mg/dL)



マスタータイトルの書式設定“PaO2”と” SaO2”をどう使い分けるか??

PaO2：血液酸素化の指標

SaO2：組織への酸素供給の指標



マスタータイトルの書式設定

動脈血中酸素含有量（CaO2)の計算式は

DO2＝CO ×（Hb×1.34 ×SpO2 + 0.0031 ×PaO2)

酸素化を規定する3つの要素

・Hb →血中ヘモグロビン濃度

・SaO2→動脈血のHb酸素飽和度≒SpO2

・CO →心拍出量

酸素供給はどのように規定されるか？



マスタータイトルの書式設定組織への酸素供給



マスタータイトルの書式設定SaO2=80%の場合



マスタータイトルの書式設定SaO2=100%の場合



マスタータイトルの書式設定SaO2=100%, PaO2=100mmHgの場合



マスタータイトルの書式設定SaO2=100%, PaO2=200mmHgの場合



マスタータイトルの書式設定酸素解離曲線

SaO2は酸素化の指標には向かない

PaO2が酸素化の指標に有用



マスタータイトルの書式設定“40-50-60-70-80-90の法則”



マスタータイトルの書式設定
ホームページ「医学事始」

igakukotohajime.com

是非読んでね♪


