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　麻酔中の血圧モニタリングは、1885年のハーベイ・クッシング
に始まる。以来、麻酔中の血圧モニタリングは麻酔科医の
ルーチンワークになっているが、目指すべき血圧値や血圧管理
についてはいまだ明確ではない。術中低血圧に関しても多様
な定義が存在し1、多様な定義に基づいた調査研究が行われ
てきた。
　術中低血圧については、ビッグデータを用いた報告が続いて
いる。その結果は術中低血圧が長期にわたって患者予後に
影響することを示している。さらに、対処すべき低血圧が見逃
されている可能性も指摘されている。アウトカムに影響する
リスクが高い術中低血圧は、平均血圧で65mmHgであると
いう2。エドワーズ社が2018年の日本麻酔科学会で実施した
アンケートでは平均血圧の低下を指標にしていることが多い
ものの、回答の7割で低血圧に関する基準値を設けていな
かったという。低血圧の定義に関しては議論が必要と思われ
るが、術中低血圧が長期予後に与える影響については理解を
深めておく必要がある。

　一方、血圧モニタリングを通して低血圧を察知することも
重要であるが、低血圧をどう予防し、発生した場合にいかに
効果的に対処するかも麻酔科医にとって重要な課題である。
低血圧の効果的な管理といっても単に昇圧薬を使えばよい
わけではない。循環の基本的構成要素の考えとして前負荷、
後負荷、収縮力があるが、状況を生理学的に考えることで
対処方法はより適切なものとなる。
　本会では、ビッグデータに基づいた術中低血圧の予後への
影響について米国・クリーブランドクリニックのダニエル I. 
セスラー先生に、低血圧のマネジメントについて、オランダ・
フローニンゲン大学のトマスW.L. シェーレン先生に講演をお願い
している。さらに、日本における術中低血圧に関するトピックス
を東邦大学医療センター大橋病院・小竹良文先生、自治医科
大学さいたま医療センター・讃井將満先生、昭和大学病院・
大嶽浩司先生にまとめていただいた。
　術中低血圧の管理は麻酔科医に依存しており、今後どのよう
に考え、対策していくか、本会が麻酔科医にとって血圧管理の
ターニングポイントになることを期待する。
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　周術期の死亡は術中と術後の死亡に大別され、術中の死亡
率は術中管理の改善等により著しく低下したが、術後の死亡
率はいまだ高率のままである。米国における術後30日以内の
死亡率は、手術患者で1％、入院患者で2％とされ、術後の
死亡率は術中の死亡率に比べて約1,000 倍高いと言われて
いる（表1）3。

　術後死亡の原因としては心筋傷害が最も多く、次いで大出血、
敗血症などが挙げられる4。術後の心筋傷害はまれな事象では
なく、無症候性で致死的になることが少なくない。45歳以上の
入院患者において、“3rd Universal Definition of Myocardial 
Infarction（以下、Universal Definition of MI）5”に該当する
心筋梗塞（Myocardial Infarction；以下、MI）の発現率は
4％程度と言われている。中でも、非心臓手術後の心筋傷害

（Myocardial Injury After Noncardiac Surgery；以下、MINS）
の発現率はMIの約2倍高く、重篤度や致死性はMIと同程度
である。MINSとMIはいずれも心筋壊死により梗塞が発現
するが、MIはプラークの破裂により胸痛や息切れなどの症状を
伴うのに対し、MINSの約90％は無症候性であることが特徴
である（表2）。

Perioperative Myocardial Injury
非心臓手術周術期の心筋傷害

ダニエル I. セスラー先生
Michael Cudahy Professor/Chair, Department of Outcomes Research, Cleveland Clinic

講演 1

表1　周術期死亡

■ 術中の死亡はまれ
■ 術後30日死亡率
 ・1％（米国）
 ・45歳以上の入院患者の2％（世界）
 ・術後の死亡率は術中に比べて約1,000倍高い

表2　MINS：まれな事象ではなく、無症候性で致死的

■ 45歳以上の入院患者のMI発現率は4％
■ 非心臓手術後の心筋傷害（MINS）

・
・

・

世界中で800万例（成人）/年
93％が無症候性
80％が “3rd Universal Definition of Myocardial 
Infarction（Universal Definition of MI）”に該当しない
術後30日死亡率は4％

■ たかが「トロポニン上昇」とは言えない
・
・

8.5％が30日以内にMI、心停止または死亡する
7例中1例が16ヵ月以内に主要血管イベントを発現

非心臓手術後の心筋傷害とは

ダニエル I. セスラー先生（Daniel I Sessler, M.D.）
Michael Cudahy Professor and Chair, Department of Outcomes Research, Cleveland Clinic
世界最大の臨床麻酔研究グループOutcomes Research Consortiumの研究ディレクター。Anesthesiologyの編集者で、50報以上の雑誌の査読者を
務める。さらに、700報以上の研究論文を発表しており、世界で最も多くの論文を発表している麻酔科医。Fulbright FellowshipやASA Excellence in 
Research賞などを受賞。

演者紹介

■ 非心臓手術後の心筋傷害（MINS）
 ・ まれな事象ではなく、無症候性で致死的になることが多い
■ トロポニン濃度のモニタリング
 ・ 心血管リスクのある45歳以上、または65歳以上の患者
 ・ 術前、入院期間中の術後2日間
■ 安全な予防法は明らかにされていない
■ 術中の平均血圧を65mmHg以上に維持する
■ 術中低血圧を予防する

Key message



4

　MINSを発見する唯一の方法は、心筋壊死のマーカーである
トロポニンの血中濃度をモニタリングすることである。臨床症状
が認められなくても、トロポニン濃度が上昇している場合は
MIと同程度の死亡リスクがあると考えなければならない。
術後のトロポニン濃度が高いほど、術後30日以内の死亡率が
上昇することが報告されている（図1）4。また、術後の死亡率を
トロポニン濃度で層別解析した結果、トロポニン濃度正常群に
比べてトロポニン濃度高値群で術後12ヵ月までの死亡率が
高かった（図2）6。

　トロポニン濃度のモニタリングについては諸学会のガイド
ラインで言及されている。欧米合同（ESC/ACCF/AHA/WHF）
のタスクフォースから発行された“Universal Definition of 
MI”では、ハイリスク患者では大手術後の心臓バイオマーカー
の定期的なモニタリングが推奨されている5。また、カナダ
心臓病学会ガイドラインでは、中等度の心血管リスクを有する
患者では術後 2～3日間は1日1回のトロポニン濃度測定が
推奨されている（表3）7。これらのガイドラインを考慮して、手術
症例のうち、45歳以上で喫煙、糖尿病、肥満、高血圧などの
心血管リスク因子を1つ以上有する患者、または65歳以上の
すべての患者ではトロポニン濃度のモニタリングが必要であると
考えられる。また、術後にトロポニン濃度上昇を認める患者の
25％は術前から慢性的にトロポニン濃度が上昇していることや、
術後のトロポニン濃度上昇の94％は2日以内に発現すること
から、術前および術後2日間はトロポニン濃度を測定すべきで
ある（表4）。なお、トロポニン濃度の閾値はトロポニンの種類や
測定方法により異なるため注意が必要である。

MINSにおけるトロポニン濃度の
モニタリング方法

表3 諸学会のガイドラインにおけるトロポニン濃度のモニタリング

■ Universal Definition of MI
・ハイリスク患者では大手術後の心臓バイオマーカーの

定期的なモニタリングを推奨する
■ カナダ心臓病学会

・中等度の心血管リスクを有する患者では、術後2～3日間
は1日1回のトロポニン濃度測定を推奨する

表4　トロポニン濃度のモニタリング方法

■ 対象：手術入院患者のうち以下に該当する患者
・
・

45歳以上かつ心血管リスク因子を1つ以上有する
65歳以上

■ トロポニン濃度測定のタイミング
・

・

術前
患者の25％は術前から慢性的にトロポニン上昇が
みられる
入院期間中の術後2日間
トロポニン濃度上昇の94％は術後2日以内に
検出される

■ 閾値（高感度トロポニンT）
・
・

術前から術後の増加が5ng/L 超かつ術後20ng/L 超
術後65ng/L 超

Writing Committee for  the VISION Study  Investigators, et al.
 JAMA. 2017;317:1642-51.より許諾を得て改変し転載

図1 術後のトロポニン濃度と30日後死亡率（高感度トロポニンT）

“Universal  Definition of MI”に
該当するのは22％のみであるが、死亡例は存在する
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Beattie WS, et al. J Am Coll Cardiol. 2017;70:907-8.より許諾を得て転載

図2 術後のトロポニン濃度と長期死亡率
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　非心臓手術周術期にトロポニン濃度の上昇を認めた場合、
まず循環器内科と相談してカテーテル療法や血管形成術の
必要性の有無を検討し、内科的治療で対応できると判断した
場合は、アスピリン、スタチン、アンジオテンシン変換酵素阻害薬
の投与を考慮する。アスピリンは心筋梗塞の再発を予防する
こと、またスタチンおよびアンジオテンシン変換酵素阻害薬は
非手術性の心臓発作に対して保護的に働くことが知られている。
頻脈や高血圧を認める患者では、心拍数や血圧のコントロール
を行う必要がある。さらに、禁煙、適切な食事、運動など生活
習慣の改善を指導し、心臓発作の発現および再発のリスク減少
に努めることが大切である（表5）。
　術後の心筋傷害に対する治療として抗凝固療法が注目されて
いる。MANAGE試験では、MINS患者を対象に、直接作用型
経口抗凝固薬の1つであるダビガトランを投与する群とプラ
セボ群に無作為化割り付けし、術後5～35日から試験薬を
投与し、各群における2年後までの主要な血管イベントの発現率
が比較検討された。その結果、ダビガトラン投与はプラセボ
投与と比べて大出血リスクを増加させることなく、主要な血管
イベントリスクを28％減少させることが示されている8。この
ことから、MINS患者には、抗凝固療法を考慮すべきであり、
抗凝固療法を考慮すべきハイリスク患者をスクリーニングする
ためにもトロポニン濃度のモニタリングは重要であると考えら
れる。一方、MINSの発現を予防する治療法として、これまでに
β遮断薬、亜酸化窒素、アスピリンおよびクロニジンの投与など
が検討されているが、有効性と安全性が確立された治療法は
いまだ存在しない。

　術中の平均血圧の時間加重平均値が65～70mmHg未満に
なると術後30日後死亡率が上昇することに加え2、平均血圧の
最低値が65mmHg未満に低下またはベースライン時から30％
以上減少した場合にMINS発現率が上昇することが報告され
ている（図3）9。このように、術中低血圧は術後の死亡や心筋
傷害などと関連することが報告されており、術中低血圧を回避

することで術後の死亡や心筋傷害の発現を予防できる可能性
が示唆された。
　術中低血圧（平均血圧 65mmHg未満）の約3分の1は、麻酔
導入から切開までの間に発現しており10、それらの多くは麻酔薬
に起因するものであることから予防可能である。また、術中の
厳格な血圧コントロールにより、全身の炎症反応および臓器
不全の発現リスクを約25％減少できるとの報告もある11。術中
低血圧の予防対策としては、手術当日朝のアンジオテンシン
変換酵素阻害薬やアンジオテンシンII受容体拮抗薬の投与を
避けることなどが挙げられる。また、一般的に頻脈の患者に
対しては心臓発作のリスクを考慮してβ遮断薬が投与されるが、
術後の心臓発作は通常の心臓発作と機序が異なり、MINSと
心拍数の間には関連がないことが示唆されている。このこと
から、周術期のβ遮断薬の投与は必要最低限にとどめ、術中
低血圧の回避に努めることが重要である。
　術後の心臓発作の94％が2日以内に発現することから、術後
の入院患者においても低血圧に注意が必要である（表6）。
我 の々施設で実施した調査では、外科病棟の入院患者265例を
対象に、血圧モニタリングを術後数日間連続して行ったところ、
平均血圧 70mmHg未満が30分以上持続した患者が15％、 
65mmHg未満が15分以上持続した患者が10％認められた。
しかし、看護師が定期的にバイタル測定を行っているにもかか
わらず、こうした平均血圧の低下は約70％が見逃されていた。
術中、手術当日、術後1～4日後の低血圧は、いずれも心筋傷害
の発現と強く関連することから、術中のみならず術後にも血圧
モニタリングを行う必要がある12。

MINSへの適切な対応

術中低血圧と術後の心筋傷害

表5　トロポニン濃度が上昇した場合の対応

■ 循環器内科医に相談
・まれにカテーテル治療±血管形成術が必要な患者がいる

■ アスピリン（心筋梗塞の再発を22％減少）
 ±スタチンまたはアンジオテンシン変換酵素阻害薬
■ 心拍数と高血圧の管理
■ 生活習慣の改善

・
・
・

禁煙
適切な食事
運動

■ 抗凝固療法：28％リスク低減
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　MINSはまれな事象ではなく、無症候性で致死的になること
がある。MINSを発見できる唯一の方法はトロポニン濃度の
モニタリングであり、トロポニン濃度が上昇している場合は臨床
症状の有無にかかわらず死亡リスクが高い。特に、45歳以上
で心血管リスク因子を有する患者や65歳以上の患者では、
MINSを発見するために術前および術後 2日間のトロポニン
濃度のモニタリングが極めて重要である。MINSの発現を
予防する有効かつ安全な治療法は確立されていないが、術中
および術後の低血圧は心筋傷害の要因になると考えられる
ため、術中および術後は血行動態モニタリングを行い、平均
血圧を65mmHg以上に維持して低血圧を回避することが重要
である。

表6　外科病棟におけるハイリスク患者

■ 術後の心臓発作
・
・

94％が2日以内に発現
死亡患者の50％が入院初期に発現

■ 外科病棟における低酸素血症および低血圧
・
・

まれではない、深刻、遷延性
正確な予測は不可能

Salmasi V, et al. Anesthesiology. 2017;126:47-65.より許諾を得て転載

図3 術中低血圧と心筋傷害
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トマス W.L. シェーレン先生

Why Hypotension matters
なぜ低血圧は問題になるのか

講演 2

Professor of Cardiothoracic Anesthesia at Department of Anesthesiology, University Medical Center Groningen

　術中低血圧に関する論文は数多く報告されているが、術中
低血圧の定義はさまざまである（表7）1。2014年の欧州麻酔
学会ガイドラインにおいても国際的な術中目標血圧は確立
されていないことが示されており、その要因として術中の血圧を
モニタリングするタイミングや低血圧を定義する基準が多岐に
わたることが考えられる。
　術中低血圧の定義の違いによってその頻度は変化するが13、
非心臓手術を施行した50歳以上の患者を対象に術中低血圧
の頻度を検討したコホート研究では、術中低血圧の閾値を
平均血圧 65mmHgに設定すると、術中低血圧が1分以上持続
した患者が65％、5分以上持続した患者が49％、10分以上
持続した患者が31％と、術中低血圧は頻回に起こり得ることが
示されている1。

　欧州のほとんどの病院では、少なくともハイリスク手術患者
に対して血流や血流量を最適化した目標指向型輸液療法

（Goal Directed Fluid Therapy；以下、GDFT）が行われて
いるが、このように厳格に管理された患者においても術中
低血圧は発現することに留意すべきである。実際、私自身が
GDFTで管理した85 例を対象に術中低血圧の発現状況を
検討したところ、98％の患者で術中低血圧イベントが発現し、
患者1例あたりの平均発現回数は10 回、平均合計時間は
47分であり、手術時間全体の約20％で低血圧が確認された。
ボリュームの最適化には留意したものの、これだけの低血圧
発生はショックであった。

　これまでの報告では、術中低血圧が認められた場合は、
術後30日死亡 2,14や心筋傷害9、急性腎障害9,15-17、脳卒中18の

術中低血圧の定義と頻度

血圧モニタリングの留意点

表7　術中低血圧の定義

■ 論文130報に140種類の定義が存在
■ 患者の41％で収縮期血圧 80mmHg以下
■ 患者の93％が少なくとも1回は、収縮期血圧が
 ベースラインの値から20％以上減少
■ これらの定義では、周術期の低血圧発現率は
 5～99％と幅広い

■ 術中低血圧
 ・ 確立された定義は存在しない
  多くは大規模コホート研究に基づくもの
 ・ まれな事象ではない
  血流や循環血液量を最適化した患者であっても起こり得る
 ・ 予後の悪化と関連する
  心筋傷害、急性腎障害、脳卒中、死亡
■ 低血圧の管理
 ・ 予後を悪化させる可能性
 ・ 患者個々の管理が必要
■ 予後への影響を明らかにするため、さらなる検討が必要

Key message

トマス W.L. シェーレン先生（Thomas W.L. Scheeren, M.D. Ph.D.）
Professor of Cardiothoracic Anesthesia at Department of Anesthesiology, University Medical Center Groningen
出身はドイツ。ドイツにて医学教育、および医師資格取得。30 年以上にわたり、麻酔・集中治療領域の臨床診療、教育、研究に従事。2010 年から
オランダ、フローニンゲン大学医療センターの麻酔科教授。研究分野は血行動態モニタリング、心エコー、微小循環および組織酸素化。欧州麻酔科学会の
“Monitoring, Ultrasound and Equipment”部門科学委員会議長を務める。ドイツ麻酔科・集中治療学会や欧州集中治療医学会など多くの学会に所属し、
現在Journal of Clinical Monitoring and Computing誌の副編集長。

演者紹介
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発現リスクが上昇することや、術中低血圧の持続時間が長い
ほど急性腎障害や心筋傷害などの発現リスクが高いこと19が
示されている。また、特に高血圧既往患者では術中低血圧の
持続時間が短くても死亡率が上昇するため注意が必要である20。
一方、術前の血圧と、死亡リスク21や心血管イベントリスク22の
関連性を検討した結果、U字型の相関関係を示すことが報告
されていることから、術中のみならず術前の血圧モニタリング
により血圧を適正に保つことが重要である。
　低血圧の定義に用いられる基準は、いずれもコホート研究
から設定されており、平均血圧や収縮期血圧の絶対値、それら
の減少率などさまざまである。また、低血圧の持続時間を
考慮するか、どのように患者個々に適応させて血圧を適正に
管理するかについて検討する必要がある。さらに、観血的/
非観血的、連続測定/間欠測定、測定部位、測定時の患者の
姿勢などといった測定方法も血圧に影響を与えるため留意
しなければいけない（表8）。これまでの知見から、短時間の
術中低血圧であっても術後の転帰に影響を与えることを考慮
すると、連続測定が望ましいと考えられ、動脈ラインによる
連続的な動脈圧測定が難しい場合などはクリアサイトシステム

などの非侵襲的な方法を用いるのも有用である。また、慢性
高血圧合併患者では臓器障害を防ぐため、目標血圧を高めに
設定した方がよいと考えられる（表9）。

　術中低血圧の原因を明らかにしなくても、血管収縮薬を投与
すればほとんどの低血圧は是正される。しかし、循環血液量の
減少による低血圧などは血管収縮薬の投与が適切な対応
とは言えない。そのため、術中低血圧の重篤度、原因・メカ
ニズムを踏まえ、転帰の改善が期待できるかなどを考慮した
上で、適切な治療法を選択し低血圧を回避していくことが
重要である（表10）。
　術中低血圧が起こるメカニズムは前負荷（循環血流量）の減少、
後負荷（体血管抵抗）の減少、心収縮力の低下に大別される。

術中低血圧の原因に応じた
適切な対応

表8　術中低血圧の問題点

■ 術中低血圧の定義のほとんどがコホート研究に基づく
・
・

・

・

・

統計学的な定義を用いるべきか？
絶対値を用いるべきか？（どの値を採用するか）
平均血圧：55mmHg未満、65mmHg未満、75mmHg未満
収縮期血圧：90mmHg未満
減少率を用いた方がよいか？（どの値を採用するか） 
ベースライン時から20％または25％減少
もしくは導入前から50％減少
持続時間に依存するのか？
術中低血圧の曲線下面積、持続時間、閾値は？ 
ベースラインをどの時点にするか？
患者個々にどのように適応するか？

■ 術中低血圧の定義は、動脈血圧の測定における
 不確実性を考慮しなければならない

・

・

・

測定方法の違い
観血的 vs. 非観血的
連続測定vs. 間欠測定
測定部位の違い
左 vs. 右、腕 vs. 指先、橈骨動脈 vs. 大腿動脈
患者の姿勢
仰臥位、腹臥位、側臥位、座位

表10　術中低血圧の管理－「是正」と「回避」の主な違い－

■ 是正
術中低血圧の原因を明らかにしなくても、血管収縮薬を
投与すれば、術中低血圧は是正されるが、適切な対応
とは言えない

■ 回避
初期の診断アプローチを意味する
・
・

・
・
・
・

術中低血圧が認められるか？（閾値）
術中低血圧は重度か？
自己調節能の低下、呼気終末二酸化炭素分圧（etCO2）
の低下など
術中低血圧の原因・メカニズムは？
最適な治療法は？
現在の治療は効果的か（安全か）？
予後への影響を回避できるか？

表9　術中低血圧とアウトカム

■ 術中低血圧（平均血圧 65mmHg未満）は
・
・

まれではない
予後の悪化と関連

■ 慢性高血圧患者では臓器障害を防ぐため、
 目標血圧値を高めに設定した方がよい
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　例えば、前負荷の減少による低血圧では、
輸液を投与し循環血液量を増加させること
で、心拍出量（Cardiac Output；以下、CO）
の増加により平均血圧が上昇し、組織への
微小循環血流が回復する。そして、臓器での
酸素利用能が回復して好気性代謝が維持
されることで、臓器機能が維持されると考え
られる（図4）23。ただし、投与する輸液量に
は注意が必要である。非心臓手術を施行
した患者を対象に術中の輸液量と術後の
転 帰の関連を検 討した結果、輸 液 量と
術後の転 帰の間にU 字型の相関関係が
示された。特に、輸液量が少ない場合には
急性腎障害リスクが高まり、輸液量が過剰な
場合は入院日数が延長し医療費が増大する
ことが報告されている（図5）24。また、後負荷の

図4 低血圧の管理：前負荷（輸液負荷）

Monnet X, et al. Ann Intensive Care. 2018;8:54.より許諾を得て転載

輸液

毛細血管漏出
血管拡張

血液希釈
組織浮腫

ミトコンドリア機能障害

器質的臓器障害

↑平均全身血圧

↑心拍出量

↑平均動脈血圧

↑微小循環血流

微小循環機能障害

↑酸素利用能

↑有酸素代謝

↑臓器機能

前負荷無反応

微小循環機能障害

図5 低血圧の管理：輸液負荷の問題点

Shin CH, et al. Ann Surg. 2018;267:1084-92.より許諾を得て転載

・非心臓手術を施行した成人患者92,094例
・輸液量と術後転帰の関連性
・各種リスクは輸液量とU字型の相関関係
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表11　目標指向型輸液療法（GDFT）

■ GDFT（Goal Directed Fluid Therapy）とは目標エンド
ポイントを定め、その達成により予後改善を目指す
治療法である

■ 血行動態エンドポイントに何を設定するか？
・

・

血流は以下の項目に左右される
心拍出量 /心係数（CO/CI）
一回拍出量（SV）
酸素運搬量（DO2）
目標
循環血液量を正常に保つ（normovolemia）
適切な組織灌流および酸素供給

減少による低血圧では、フェニレフリンなどの血管収縮薬を
投与することで体血管抵抗が増加して平均血圧が上昇する。
ただし、フェニレフリンは平均血圧を上昇させる一方で、COや
局所酸 素飽 和度を低下させるため注 意が必要である 25。
このように術中低血圧に適切に対応するためには、血圧だけで
なく血流などの血行動態パラメータもモニタリングすることが
重要である。

　大手術を受けるハイリスク手術患者を、患者個々に適した
個別的血圧管理群と標準的な血圧管理群に無作為に割り
付け、血圧管理が術後の臓器機能に与える影響を検討した
報告がある26。その結果、術後の臓器障害の発現率は個別的
血圧管理群 38.1％、標準的な血圧管理群 51.7％と、患者
個々に適した血圧管理を行うことで術後の臓器障害の発現を
抑制できることが示唆されている。
　患者個々に適した血圧管理を行うことを目的としてGDFTが
推奨されている。GDFTは、正常な循環血液量、組織灌流
および酸素供給を目標とし、COなどの血行動態パラメータを
指標に血流を管理する方法である（表11）。臨床的な問題が
認められた際は、血行動態モニタリングにより問題の原因を
特定し、循環血液量減少に対しては輸液、血管拡張に対しては
血管収縮薬、心収縮力低下に対しては強心薬など原因に
応じた治療法を選択する。そして、血行動態モニタリングを
継続しながら原因の特定と問題の解決を繰り返す（図6）27。
手術施行患者を対象にGDFTまたは標準治療の有用性を
検討した無作為化試験 95 件のメタ解析では、標準治療に
比べてGDFTで術後の死亡率、肺炎、急性腎障害、創傷感染の
発現リスクが減少し、入院日数が短くなることが報告されており28、
GDFTの重要性が示されている。

患者個々に適した血圧管理の重要性

　術中低血圧の定義は確立されていない。また、術中低血圧は
血流や循環血液量を適切に管理していても発現し得る事象で
あり、術後の転帰不良と関連する。周術期の低血圧に適切に
対応するためには、患者個々に適した血圧管理が必要であり、
さらなる検討が望まれる。

まとめ

図6 GDFT：専門家の意見は？

Thiele RH, et al. Perioper Med（Lond）. 2016;5:24.より許諾を得て転載

問題解決に向けて患者個々に
設定された治療法を選択

 
 
 

SVV
CO
SV

臨床的な問題はあるか？1

状況を分析2

3

4

入手できる臨床情報および血行動態モニタリング（可能で
あれば）を統合して患者状態を把握する
（血圧や心拍出量が正常であれば、輸液反応性は問題にしない）

中/高リスク患者では、
さらに血行動態モニタ
リングを行う

上記サイクルを繰り返す
臨床情報のモニタリングおよび必要かつ可能であれば
血行動態モニタリングを継続する

問題の原因を
特定する
プロポフォールによる
低血圧？
出血によるショック？
外科的刺激による頻脈？

循環血液量減少に
対しては輸液

血管拡張に対しては
血管収縮薬

収縮力低下に
対しては強心薬
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低血圧に関する現状と課題
講演 3

　心拍数、血圧のビッグデータの1つである「Surgical Apgar 

Score」はスコアが高いほど合併症や死亡率が低いことが

示されている29。一方で、このスコアを高く管理するにはどう

すればよいのか。平均血圧が70mmHg以上であればスコアは

高くなり、65mmHg以下ではスコアは低くなる。心拍数につい

ては比較的徐脈である方がスコアは高く、心拍数が増加する

と心電図やトロポニン値など虚血性の変化が生じやすくなる。

　セスラー先生が示されたPOISE-130、POISE-231のデータでも

β遮断薬やα-2アドレナリン受容体作動薬は予防策としては

有用ではないことが示されていたが、心臓においては、β遮断薬に

より心筋梗塞のリスクは減るものの、総合的な死亡率が増加した

という結果が得られている。また、α-2アドレナリン受容体作動薬

については、低血圧を生じるが、アウトカムには影響がなかった。

非心臓手術後の心筋傷害を発生させないためには、血圧と共に

頻脈にさせないことも重要であるとデータで示されている。

　目標指向型輸液管理（Goal Directed Therapy；以下、GDT）

の心筋傷害に対する影響としては、2013年にシェーレン先生が、

心イベントが低下することを報告している32。初期のGDTでは

輸液反応性を評価して一回拍出量を高めに保つという方法で

あり、血圧を意識したプロトコルではなかったが、シェーレン先生

のプロトコルは、血圧管理も含めたものになっている。このこと

から、GDTは一回拍出量の最適化でもよい結果をもたらすが、

血圧を含めることで、よりよい結果を得られることが示された。

　さらに新しい概念として、dynamic arterial elastance, Eadyn

と呼ばれる脈圧変動（Pulse Pressure Variation；以下、PPV）

と一回拍出量変化（Stroke Volume Variation；以下、SVV）の

比がある33。PPVは血管のトーンに相当し、動脈の血管トーンが

安定していれば輸液によって一回拍出量だけでなく、血圧の

上昇が期待できる。一方、血管トーンが低下している場合は輸液

による血圧の上昇は期待できない。この数値を用いることで、

血管作動薬を使用するかどうかを予測できると言われている。

　低血圧の際は頻脈になることが多く、両者があるとSurgical 

Apgar Scoreは低くなるため、両者を管理する必要があり、対策

としてはGDTが有用であると言える。また、Eadynのような指標も

今後注目に値するのではないかと考えている。

　集中治療室における低血圧ということで、本日のテーマである

周術期ではないが、敗血症性ショックを例に血圧管理を考え

たい。症例は75歳、敗血症性ショックで救命救急に搬入、

気管内挿管を実施し、人工呼吸管理とし、動脈留置カテーテル

および中心静脈カテーテルを留置した。心拍数 124回/分、

平均血圧 56mmHg、SVV 18％、乳酸値 8.4mmol/L、クレア

チニン値 1.8mg/dL（ベースラインは血清クレアチニン値で

1.4mg/dL）であった。

手術中の低血圧について

小竹 良文先生
東邦大学医療センター大橋病院
麻酔科 教授

讃井 將満先生
自治医科大学さいたま医療センター 
麻酔科 教授

集中治療室における血圧管理
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低血圧に関する現状と課題
講演 3

　ここで考えたいのは、この患者にとって適切な血圧のター

ゲット値はどのくらいか、ということである。ガイドラインでは

平均血圧は65mmHgをゴールにしているが 34、この値は理想

的なゴールだろうか。確かに、敗血症において、平均血圧

65mmHg以下は死亡率の上昇との関連が示されているが、

このターゲット値がすべての症例に当てはまるのだろうか。

患者が慢性的に高血圧であった場合、通常の血圧であっても

低灌流となり、臓器に大きな影響を与えることがわかっている。

　敗血症において、平均血圧のターゲット値を80～85mmHg

にした群と65～70mmHgにした群の比較では、プライマリ

アウトカムには差がなかったものの、セカンダリーアウトカムでは、

80～85mmHgに維持した群でクレアチニンレベルが低く、

腎代替療法の適応も少なかったことが報告されている35。

　提示した事例に戻ると、インアウトバランスはプラス3.5L、

ノルエピネフリン1.5μg/kg/分、ハイドロコルチゾン、抗利尿

ホルモンを投与し、平均血圧は62mmHg、乳酸値は4.4mmol/L、

尿量は4時間あたり30mLであった。敗血症では、血管透過性

が亢進して血管外へのfl uid shiftが起こる上に、微小循環が

合併するため、血管収縮薬の副作用としての末梢循環不全には

十分な注意を払う必要がある。ノルエピネフリンを増やすべき

だろうか。難しい問題であるが、これが集中治療室（以下、ICU）

における患者の現実である。ノルエピネフリンに対する生体の

反応は患者の重症度を示すが、血圧を上げることが理想の

ゴールではないことがわかるだろう。

　小児の循環管理の際、麻酔科医は心臓のリズム、収縮力、

後負荷、前負荷など色々考えるだろう。これらの情報を得るため

に適切なモニタとは何だろうか。小児はさまざまな制約があり、

成人のようにモニタを用いることができない。

　まず、血圧はどうだろうか。小児における血圧の基準は年齢に

よって異なる36。さらに、8～17歳を対象にした調査では個人差

も大きく、性差もあることが報告されている37。乳児だから、

何歳だからとした血圧の基準というのはなかなか決めること

ができないのが小児の特徴である。日本高血圧学会が小児の

高血圧の基準を示しているが、麻酔という状況からは程遠く、

2014 年のガイドラインで示されている低血圧の基準 38 も

エビデンスに乏しく、現状を反映していない。つまり、小児に

おける正常な血圧の基準すらない状況と言える。

　では、麻酔科医はどのように小児の血圧管理をしているの

だろうか。小児においてフロー（血流）を考えるとき、小さい

ほど心拍出量は心拍数に依存するため、心拍数を指標にして

いる。さらに灌流維持や輸液管理となると、体重に応じて

輸液量を考えているが、この考えは1957年の論文に基づいた

ものであり、その後有力なエビデンスは示されていない。結局

のところ、小児の麻酔、血圧管理を主張できるだけのエビデンス

がないのが現状である。

　しかし、実際には麻酔科医は小児の麻酔管理を実施して

いる。勘に頼らざるを得ないことも多いが、日本に限らず

麻酔科医がもっている暗黙知のようなものを標準化できるの

ではないか、また、標準化していく必要があるのではないか

と考えている。研究する余地が大きいテーマとも言える。

　小児領域の手術は、基本的には健康な児に対する小手術が

多く、侵襲的なモニタを必要とすることが少ないためデータの

蓄積も難しいが、成人の例を参考に、小児の血圧管理では何が

問題になるのか、循環管理ではどのような管理や指標が適切か、

考えていかなければならない。それには、日本の麻酔科医の

意見や知恵を拝借しながら小児におけるデータの蓄積、適切な

対処方法を探っていく必要がある。

大嶽 浩司先生
昭和大学病院 麻酔科 教授

小児における低血圧



13

平均血圧65mmHgと術後合併症のリスクとの
関連について
尾﨑　本日参加された先生のうち、85％の先生方は、低血圧

と術後合併症のリスクを認識されており、新しい知見として

関心をもっていただいた。15％ほどの先生は疑問も残ったと

いうことである。

セスラー　今なぜ、血圧かということをもう一度説明したい。

麻酔薬は170年前に開発され、以来、医師は低血圧を管理し

ようとしてきた。すでに解決されているべき問題のはずである

が、麻酔記録紙につけたさまざまなマークからは読みとること

も分析することもできないものが、何万もの電子データから

読み取れるようになったからこそ、今回示した結果がある。

術中低血圧が予後にもたらす影響は、非常に明確であり、

極めて重要な課題である。

質問　セスラー先生は、すべての患者に平均血圧 65mmHgと

いう基準を適用しているのか。

セスラー　65mmHgを適用しない症例はある。例えば、35歳

の患者で、ベースは健康な場合に心臓発作があったとしても、

特に平均血圧を65mmHgに管理するということはしない。心筋

梗塞や腎障害はランダムに発生するのではなく、ハイリスク

症例に発生する。

質問　低血圧麻酔など、意図的に低血圧にすることはあるか。

セスラー　意図的に低血圧にすることは非常にまれだ。手術の

便宜性のために平均血圧を 60mmHg にするということは

ほとんどない。しかし、低血圧に管理することでどのような

リスクがあるのか検証したわけではなく、絶対に意図的な

低血圧がいけないというわけではない。低血圧にする場合は、

慎重になる必要はある。

質問　低血圧の治療としては具体的にどのような対策をとるか。

血圧は心拍出量と血管抵抗の結果であり、どこに問題があるか

によってとるべき対応も異なると考えているが、セスラー先生は

低血圧の治療として具体的にどのような治療を選択するか。

セスラー　私が実際に気にしているのは低血圧ではなく、

組織循環である。ほとんどの組織において組織循環を測定する

方法がないため、血圧を評価している。

低血圧の管理について
質問　フロー（血流、血液灌流）を管理することについて、

演者の先生方に考えを伺いたい。

セスラー　実際に気にしているのは血圧ではなく、血流、血液

灌流である。血流のサロゲートが血圧であって、臓器の血流を

直接評価することができないために代用として血圧をみている。

低血圧時にフェニレフリンを使用することについては、血流

低下を伴うことがあるため注意している。

シェーレン　10年前、我々は血圧しかみておらず、多くの場合

血圧測定をしてきた。フロートラックシステムのようなモニタ

が登場し、多くの医師が血圧だけではなく、フローも重要だ、

フローを最適化すべきだと考えた。10 年経過して、GDTの

プロトコルが変化する過程で、血圧のデータがそろってきた

ことで再度血圧が注目されるようになった。しかし、だからと

パネルディスカッションパネルディスカッション

☞ 進行：
尾﨑 眞先生／東京女子医科大学

☞ パネリスト：
ダニエル I. セスラー先生／クリーブランドクリニック

トマス W.L. シェーレン先生／フローニンゲン大学

小竹 良文先生／東邦大学医療センター大橋病院

讃井 將満先生／自治医科大学さいたま医療センター

大嶽 浩司先生／昭和大学病院
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いって、血圧測定だけして、フローを管理しなくてもよいという

ことではない。フローも血圧もどちらも重要であり、最適化

すべきであり、安定した状態を維持すべきである。

小竹　酸素供給量ということを考えると、心拍数で代償するの

は好ましくなく、なるべく少ない心拍数で酸素供給量を増やして

いく必要があると考えている。そのためには、ターゲットとして

一回拍出量が管理しやすい指標であり、血圧と一回拍出量を

用いることで、かなりの状況をカバーできるのではないかと

考えている。

質問　低血圧に介入するとき、血圧以外に重視するパラメータ

はあるか。

尾﨑　本日のアンケート結果では、輸液反応性に関するパラ

メータを用いているという選択が多い。尿量を選択された先生

もいらっしゃる。

シェーレン　私は、術中の尿量は気にしていない。ほとんどの

症例の場合、尿量はICUで注意すべきであり、術中は関連が

ない。

質問　麻酔導入時の低血圧についてどのような対応が第一

選択か。

シェーレン　麻酔導入時の低血圧は血管拡張に起因している

ため、通常、昇圧薬を使うべきである。この段階での急速輸液

は正しい選択ではない。

セスラー　同感である。

大嶽　若い麻酔科医の中には、プロポフォールとレミフェン

タニルに加えて、フェニレフリンをルーチンでシリンジポンプ

により持続投与していることがあるが、どのような見解か。

シェーレン　私自身がフローニンゲン大学に赴任した頃、同様

の状況であり、再考を促すのに時間がかかった。麻酔導入時

の血管収縮薬は常時必要とするものではない。

質問　我々が麻酔をするにあたって直面するのが麻酔導入後

の低血圧である。交感神経ブロックも実施する脊髄麻酔による

低血圧に対しても積極的に介入すべきか。

シェーレン　介入すべきである。できれば昇圧薬や輸液負荷

をせずに済むように予防したいと考えているが、低血圧を認め

た場合は介入すべきである。

術後の低血圧について
質問　讃井先生が示された症例はその後どうなったのか。

讃井　架空の敗血症の症例でありその後はないが、もし治療

するとすれば、最後はノルエピネフリンを増量する。そして、

ノルエピネフリンに対する反応を確認し、ノルエピネフリンに

反応せず、その副作用が前面に出てくる場合は、目標血圧を

下げざるを得ない。

シェーレン　敗血症と周術期の低血圧は状況が異なるが、

敗血症ではノルエピネフリンは血圧もフローも増加すること

が報告されており、適切な選択である。

讃井　その通りだと考えている。ノルエピネフリンによって、

有効血液量が増加することが大きい。

セスラー　現在準備をしている論文では、敗血症において、

平均血圧 65mmHgは低すぎるため、もっと高くすべきということ

を述べている。周術期に関しては、平均血圧は65mmHg以上

にすべきだということを続けて推奨していきたいと考えている。

讃井　私が気になるのは血管収縮薬の副作用である。血圧を

高くしたいのはやまやまだが、敗血症性ショックによる微小循環

不全はノルエピネフリンやバソプレッシンなどが大量になれば

増悪するだろう。

セスラー　理論上はどんな薬剤も生体に悪影響をもたらす。

しかし、低血圧のリスクは昇圧薬のリスクよりもはるかに

大きい。昇圧薬の影響を恐れて低血圧を看過するのは本末

転倒である。

大嶽　セスラー先生は術後の一般病棟での低血圧についても

述べていた。これまで麻酔科医は手術中の死亡を劇的に改善

してきたが、これからは少なくとも術後30日死亡までは評価

していかなければならない時代になっている。術後の低血圧

予防については、麻酔科医として十分対応できている状況で

はない。術後の低血圧について基準も対応策も明確ではない

状況で言えることは何か。

セスラー　術後は重要な時期である。心筋梗塞は術中では

なく、術後に発生することの方が多い。術後管理は難しく、

もはや麻酔科医の管理下になることも多い。場合によっては

麻酔科医の管理が必要であるが、現在はそのような体制には
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なっていない。本来麻酔科医がやるべきであり、周術期ケア

のための専門家の育成も必要になるだろう。一方、現時点で

できる方法としては、降圧薬の開始時期に慎重になることで

ある。心血管疾患のある患者では降圧薬を使用することが

多いが、術後はハイポボレミアや、血管拡張があるため、降圧薬

は数日後から投与を再開すべきではないかと考えている。

シェーレン　麻酔科医としてもスキルが求められる状況で

ある。麻酔科医が術中以外に活躍できる場の確保にもつながる。

術後の管理にも麻酔科医の関与を高めるべきである。

麻酔とモニタリングの将来について
尾﨑　将来的に麻酔科医や循環モニタリングはどのように

なっていくと考えるか。

シェーレン　現在、周術期の患者は多くのモニタを使用する。

将来的には完全に非侵襲の無線技術を用いた循環管理が

できるようになるだろう。

セスラー　5～10年以内に入院から退院まで小型の非侵襲

モニタで血圧、酸素飽和度、心拍出量、心電図、酸素供給量、

活動など患者のあらゆるデータを記録することができるだろう。

すでに行われている血圧データの蓄積をもとにした各種分析

のように、これらの膨大なデータをどのように使うのかが課題

である。これらのデータを用いて、リスクのある患者の特定、

監視の強化などができるようになる。その患者を管理するのは

麻酔科医である。

まとめ
　術中の血圧データをビッグデータとして解析することで、

リスクにつながる血圧値や、発生し得るリスクが明らかに

なってきた。日本では実際どうなのか。我々麻酔科医としても

今後検証を進めていく必要があるだろう。
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　本セミナーでは、講演前とパネルディスカッションで低血圧やその管理について回答集計端末を用いてアンケートを行いました。

その結果をご紹介いたします。

アンケート結果

Q 1 . Before-After Question

平均血圧 65mmHg以下と術後合併症リスクの関連について該当するものをお選びください
※ 講演の前後で同じ質問をしています。

40 50 60 70 80（%）0 10 20 30

術後合併症リスクとの関連はあると思うが、疑問もある

術後合併症リスクとの関連について認識はしている

術後合併症リスクが高まると認識しているが、治療は状況による

術後合併症リスクが高まると認識し、直ちに治療介入をする

AfterBefore

Q 2 . 
麻酔導入時の低血圧について選択することが多い治療介入をお選びください

40 50 60 70 800 10 20 30

血管収縮薬の少量持続投与にて低血圧の発生を回避

急速輸液＋血管収縮薬のボーラス投与

血管収縮薬のボーラス投与

急速輸液

（%）

Q 3 . 
麻酔中低血圧の治療介入をする際、血圧以外に重視する指標をお選びください（複数選択）

15 20 25 30 350 5 10

中心静脈血酸素飽和度 /混合静脈血酸素飽和度

一回拍出量や心拍出量（各種測定方法含む）

一回拍出量変化、脈圧変動などの輸液反応性の指標

尿量

心拍数

（%）

回答数 Before38, After34

回答数 34

回答数 延べ100
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Q 4 . 
Critical Care Forumを通じ、術中低血圧と予後に対するお考えをお選びください

15 20 25 30 355 100

新たな知見を得たが、疑問も残った

今回新たな知見を得、さらに関心をもった

曖昧だった理解が明確になった

これまで認識していたことの裏付けを得た

（%）

Q 5 . 
本講演は、低血圧リスク・治療介入についてお考えいただく機会になりましたか

40 50 60 70 800 10 20 30

これまでは重要と考えておらず、今回も疑問が残った

これまで考える機会は少なかったが、関心が高まった

これまで考える機会は少なかったが、重要性について再認識した

これまでも重要と考えていたが、本日を機に再考したい

これまでも重要と考えており、今回重要性を再認識した

（%）

回答数 37

回答数 38
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