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要約 

【目的】携帯型胸腔ドレナージキットであるソラシ

ックベントを用いた気胸の外来ドレナージ治療を

2012 年 12 月より導入した。その治療成績を検討す

る。 

【方法】胸水貯留が少量以下の片側気胸を外来ドレ

ナージ治療の対象とした。循環不全、酸素投与を必

要とする例は除外した。原則的に第 2 肋間鎖骨中線

上より局所麻酔下にソラシックベントを挿入して外

来ドレナージ治療を行った。週 2-3 回の通院で経過

観察し、気漏遷延の場合と再発予防の手術を行う場

合には手術に合わせて予定入院して手術を行った。 

【結果】2016 年 5 月までに 89 例の治療を行った。

15-80 歳（平均 35.7 歳）、男性 72 例女性 17 例、右

48 例左 41 例。外来ドレナージ期間中の予期しない

入院は 4 例(4.5%)で、気漏が多いことによる肺虚脱

での 3 例、間質性肺炎の増悪での 1 例であった。15

例で気漏の遷延のために手術を行った。非手術例の

ドレナージ期間は 0-12 日（平均 4.7 日）であった。 

【結論】ソラシックベントの導入により気胸の通院

治療が可能となり、予期しない入院となったのは

4.5%であった。当院のような地域医療を担う病院で

気胸の外来ドレナージ治療を導入することにより、

気胸患者の入院による負担を減らすことができる。 

 
はじめに 

 気胸の治療では軽度の場合には経過観察できるこ

ともあるが、中等度以上のものは脱気や胸腔ドレナ

ージが必要となる。気胸に対する胸腔ドレナージは

入院して行われることが多いが、一部の施設ではハ

イムリッヒバルブ®、ソラシックエッグ®、ソラシッ

クベント®など用いて外来ドレナージ治療が行われ

ている。 

 当院では、2012 年 12 月より中等度の気胸に対し

てソラシックベントを用いて外来ドレナージ治療を

行っている。ソラシックベントは体外部分が

9x2.5x2cm でドレナージチューブのついた一体型の

胸腔ドレナージキットである
1,2)

。当院ではチューブ

の太さ 13Fr 長さ 10cm のものを採用している。今回

はその治療成績を後方視的に検討する。 
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対象 

 外来に来院した気胸を対象とした。つまり、入院

中発症の気胸は除外した。胸部レントゲンで中等度

以上の虚脱もしくは有症状の気胸を適応とした。 

 ソラシックベントのチャンバーの容量は 30ml 程

度で、それを越えると空気をドレナージできなくな

るため、胸水貯留がないか少量の場合のみを対象と

した。血圧低下や頻脈などの循環器症状のある例、

酸素投与を必要とする例はソラシックベントの使用

の有無に関わらず入院が必要となるため適応外とし

た。両側同時性気胸については他施設からの報告が

ないため、当院でも適応外とした。年齢については

50 歳以下を適応とする報告もあるが、我々は 50 歳

を超える例にも他の除外条件がなければ使用した
3,4)

。 

 
方法 

 仰臥位で局所麻酔下に行った。癒着が疑われる例

では CT もしくは超音波検査で挿入部位に癒着のな

いことを確認した。第 2 肋間鎖骨中線上からの挿入

を原則としたが、癒着などの条件によって挿入部位

は適宜変更した。挿入後に X 線でチューブの位置な

どを確認し、1 時間程度の経過観察後に帰宅するこ

ととした。必要物品や介助の方法については看護手

順を作成し、外科外来および救急外来で周知した。 

 
 ドレナージ中は週 2〜3 回通院し、胸部 X 線と診

察で経過観察した。ソラシックベントは赤いダイア

フラムの動きで空気漏れの有無が確認できるため、

診察時に空気漏れの停止を確認したらソラシックベ

ントは抜去した。空気漏れが続くときには手術の相

談をし、ソラシックベントの使用は原則 2 週間以内

になるようにした。また、再発例などで今後の再発

を予防する目的での手術を希望する場合にも手術適

応とし、ソラシックベントの使用が 2 週間以内にな

る場合はドレナージしたまま入院して手術を行った。

手術例は手術日の 1 営業日前に入院し、予定手術と

して手術を行った。 

結果 

 2012 年 12 月〜2016 年 5 月の期間に 89 例に対し

て治療を行った。年齢は 15-80 歳（平均 35.7 歳）、
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性別は男性 72 例女性 17 例、罹患側は右 48 例左 41

例であった。1 例のみ外傷性気胸に対して使用し、

その他の 88 例は自然気胸に対して使用した
5)
。 

 
 外来ドレナージを行った患者の受診曜日・時刻を

示す。全 89 例のうち、58 例(65%)が月曜〜金曜の 8

時から 17 時に、65 例(73%)が月曜〜金曜の 8 時から

19 時に受診している。祝日を考慮しないデータでは

あるが、当院の診療時間外の時間帯の受診は全体の 3

分の 1 程度であった。 

 
 治療経過については外来ドレナージ治療を開始し

た 89 例のうち、4 例で外来ドレナージ中に入院を必

要とした。そのうち 3 例は気漏が多いためであり、

入院して持続陰圧ドレナージを行い最終的に手術を

行った。1 例は間質性肺炎急性増悪のため入院した。

15 例で気漏遷延のため、19 例で気漏は停止したが再

発予防のために手術を行った。閉塞による入れ替え

を行ったのが 3 例、治療中に自然抜去したのが 2 例

であった。 

 
 手術例の治療経過では、術前のドレナージ期間は

平均 8.5 日（3-19 日）であった。全例、胸腔鏡手術

を行い、気漏のあった例も気漏停止して退院した。

ソラシックベント周囲の癒着が見られた例もあった

がいずれも軽度であり、鈍的剥離を行ったのみであ

った。ソラシックベントに関連する周術期トラブル

はなかった。1 例で術前ドレナージ期間が 19 日に及

んだが、これは妊娠中の気胸であり、できるだけ手

術を回避するために経過観察期間を長くした例であ

った
6)
。 

 
 非手術例の治療経過では、ドレナージ期間は平均

4.7 日（0-12 日）であった。2 例で自然抜去されたが、

いずれも気漏は停止していた時期であったため、肺

虚脱は起こらなかった。 
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考察 

 外来ドレナージ治療導入について、外来ドレナー

ジ治療は 2 名の呼吸器外科で対応したが、通常の診

療時間外の受診は全体の 3 分の 1 程度であり、負担

とはならなかった。看護手順書の作成により、外科

外来・救急外来ともに看護師が介助をすることがで

きた。以上より年 25 例程度の気胸の外来ドレナージ

治療には 2 名の医師と外科・救急勤務看護師で施行

可能である。 

 外来ドレナージ中の予定外の入院については、89

例の外来ドレナージ開始例のうち、85 例(95.5%)で

予定外の入院を避けることができた。気胸の外来ド

レナージ治療は、ドレナージのための入院を避ける

のに有用である。一方で、4 例でドレナージ中に入

院が必要であった。従って、外来ドレナージ治療は

緊急入院に対応出来る医療施設で行うべきである。 

 
 手術適応の決定について、予定外の入院後に手術

を行った 3 例以外の 31 例では、外来で手術適応を決

定した後に予定入院して手術を行った。気胸では入

院してドレナージしつつ手術適応を決めることが多

いが、外来ドレナージを導入すると外来で手術適応

が決定でき、入院期間が短縮できるというメリット

がある。医療費の観点からは入院期間が短縮するた

め患者の医療費負担は軽減するが、短い入院日数で

手術を行うために入院 1 日あたりの医療費は増加し、

病院の経営効率は良くなるというのは我々からの既

報告の通りである
7)
。 

 外来ドレナージは軽度の癒着を起こすことがある

のみで、手術への影響はほとんどなく、周術期合併

症の誘因ともならなかった。出血・肺損傷・再膨張

性肺水腫の合併症も我々の症例では 1 例もなく、外

来ドレナージ治療は安全な治療と思われる。2 例で

自然抜去が見られたが、いずれも気漏停止後であり、

肺虚脱は起こらなかった。気漏停止による肺膨張で

チューブが押されて抜けたと考えられた。ソラシッ

クベントによる外来ドレナージは、その後の手術手

技へ影響するものでもなく、それ自体も大きな合併

症の頻度は低いものであった。 

 
結語 

 ソラシックベントによる気胸の外来ドレナージ治

療は地域医療を行う病院で安全に導入可能であり、

気胸の治療を受ける患者にも入院、特に予定外の入

院を減らせる有益な治療である。 
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