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フロートラック センサー

動脈留置カテーテルに接続し、血圧や動脈圧波形解析
による心拍出量などを測定。

［接続可能なモニター］
・ビジレオ モニター
・EV1000  クリティカルケアモニター

エドワーズオキシメトリーCVカテーテル

中心静脈血酸素飽和度（＝上大静脈内の酸素飽和度）を
連続的に測定できる中心静脈カテーテル。

［接続可能なモニター］
・ビジランスヘモダイナミックモニター
・ビジレオ モニター
・EV1000  クリティカルケアモニター
・ヘモスフィア

クリアサイトシステム

専用のカフを指に装着し、カフ圧の調整により、非侵襲
的かつ連続的に血圧や心拍出量などを測定。

［接続可能なモニター］
・EV1000  クリティカルケアモニター

ボリュームビューセット

中心静脈カテーテルから冷水を注入し、大腿動脈に挿入
したボリュームビューカテーテルで血液温度の変化を捉
える経肺熱希釈法により心拍出量や肺血管外水分量な
どを測定。

［接続可能なモニター］
・EV1000  クリティカルケアモニター

循環管理で重要な3つの要素／圧力 （Pressure）はじめに／主な製品概要

プレッシャーコントローラー

ハートリファレンス
センサー

ボリュームビューカテーテル

中心静脈圧
モニタリングキット

クリアサイト
フィンガーカフ

はじめに

主な製品概要

エドワーズライフサイエンス社のモニタリングシステムは血行動態管理に必要なパラメータの変化をリアルタイムかつ連続的に
数値化して表示します。本書ではエドワーズ製品で得られる主なパラメータの意義と基本的な考え方について紹介しています。
本書は製品の適正な使用に関する情報提供を目的としており、紹介したパラメータの特定の解釈を当社が推奨するものではあ
りません。パラメータの値を解釈する際は、患者の状態を示すその他の情報と合わせて、総合的にご判断ください。

循環管理で重要な3つの要素
循環管理の目的は全身の組織が必要としている酸素を運搬／供給することです。
この目的を達成するためには、圧力（Pressure）・血流（Flow）・酸素（Oxygenation）が重要な要素となります。

1．圧力（Pressure）
● 血圧（BP）の意義

血液が血管壁に与える血管内圧のことで、血流の推進力、すなわち全身への血液の灌流圧を表しています。心駆出時にみられ
る最も高い血圧が収縮期血圧、心拡張期にみられる最も低い血圧が拡張期血圧です。平均動脈圧は一心周期全体の動脈圧
の平均を意味します。
収縮期血圧、拡張期血圧、平均動脈圧の意義については以下の通りです。

血圧（BP：Blood Pressure）

● 血圧（BP）を決定する因子
血圧と心拍出量の間には以下の関係があります。

血圧≒心拍出量×体血管抵抗
多くの場合、血圧上昇時には心拍出量も増加すると考えられますが、周術期患者では手術や麻酔の影響を受け、体血管抵抗
が変動しやすく血圧≠心拍出量となる場合があります。例えば、出血により心拍出量の低下が生じても、交感神経の反応により
血管が収縮（＝体血管抵抗が上昇）するため、血圧は維持されることがあり、注意が必要です。そのため、周術期患者の循環管
理では血圧だけでなく、複数の指標を用いて総合的に評価することが重要です。

各血圧の考え方
考え方 基準値（参考）

収縮期血圧
 SBP：Systolic Blood Pressure

左室の後負荷、動脈系の出血リスクに関与 約120 ㎜Hg

拡張期血圧
 DBP：Diastolic Blood Pressure

冠血流の決定因子 約80 ㎜Hg

平均動脈圧
 MAP：Mean Arterial Pressure

心臓以外の臓器灌流の決定因子
平均動脈圧＝（収縮期血圧＋2×拡張期血圧）×1 / 3

約90 ㎜Hg

1. 圧力
（Pressure）

酸素を含んだ血液を
全身に押し進める力

2. 血流
（Flow）

酸素を含んだ
血液の全身への流れ

3. 酸素
（Oxygenation）

組織の需要に見合った
酸素運搬／供給と 
酸素摂取／消費

様々な血圧測定法
血圧の測定法には動脈留置カテーテルを用いるフロートラック センサーのような観血的測定法、クリアサイトシステム
のような非観血的連続測定法、水銀血圧計や自動血圧計のような非観血的測定法などがあり、測定方法によって血圧
の誤差要因が異なります。より正しい測定値を得るためにはそれぞれの特徴を理解したうえで使用することが重要です。

CVCマニフォールド
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● 心拍出量（CO）を構成する要素

2．血流（Flow）
● 心拍出量（CO）／一回拍出量（SV）の意義

● 心拍出量（CO）／一回拍出量（SV）が十分ではない場合
心拍出量／一回拍出量が十分ではない場合、全身の各臓器や組織で血流不足の症状や徴候が生じます。このような場合に
は、心拍出量／一回拍出量を増加させるための治療を行う必要があります。その際、どのような治療が必要なのかを判断する
ために、前負荷、後負荷、収縮力を評価します。

主
な
指
標

観
察
項
目
の
例

心拍出量
（CO）

一回拍出量
（SV）

心拍数
（HR）

① Preload

前負荷
（循環血液量）

② Afterload

後負荷
（体血管抵抗）

③ Contractility

収縮力
（心臓が収縮する力）

・一回拍出量変化（SVV）
・中心静脈圧
・肺動脈楔入圧※

・右室拡張終期容量※

・全拡張終期容量（GEDV）
・胸腔内血液量（ITBV）

・血圧（BP）
・体血管抵抗（SVR）
・肺血管抵抗※

・血圧（BP）
・一回拍出量（SV）
・心拍数（HR）
・右室駆出率※

・全心駆出率（GEF）

・頸静脈怒張の有無と程度
・浮腫の有無と程度
・肺うっ血の有無と程度
  （呼吸困難）
・脱水の徴候の有無と程度
・尿量、尿比重

・末梢循環（温度、皮膚色）
＊ 収縮力は本来、心仕事量、心駆
出率などで評価しますが、上記
指標も参考になります。

脳神経系
脳への酸素供給量の低下
動脈血二酸化炭素分圧の上昇

意識障害

呼吸器系
肺静脈圧の上昇

肺うっ血
呼吸困難

腎臓系
腎血流量の減少（腎虚血）

尿量減少
腎機能低下

消化器系
消化管粘膜の酸素不足

潰瘍
炎症
便秘

肝臓系
肝血流量の減少
静脈血のうっ滞

肝腫大
肝機能低下

心臓が一分間に送り出す血液の量。 心臓が一回の拍出で送り出す血液の量。
前負荷、後負荷、収縮力が決定因子。心拍出量＝一回拍出量×心拍数

心拍出量／一回拍出量は全身への血流（Flow）を生み出す基本的要因として、心機能そのものの指標になります。

心拍出量（CO：Cardiac Output） 一回拍出量（SV：Stroke Volume）

※スワンガンツカテーテルで測定できます。

本書で紹介しているパラメータは略語を記載しています。
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循環血液量が十分な場合

循環血液量が不足している場合

● 一回拍出量（SV）を決定する3つの要素

右の図はFrank-Starling曲線といい、一回拍出量と前負荷
の関係を表しています。心筋繊維の伸展度が大きければ大
きいほど、次の収縮力は強くなります。しかし、心筋繊維の
伸展が生理的限界を超えると、収縮力は増加しません。

① 前負荷：心筋繊維の伸展度
前負荷は本来、心室内に血液が充満したときの心筋繊維の伸展度を意味しますが、ここでは循環血液量として説明します。

循環血液量の変化による一回拍出量への影響

※輸液反応性（Fluid Responsiveness）とは
心拍出量や一回拍出量の減少時に、輸液や輸血などの容量負
荷によって、心拍出量／一回拍出量の増加や血行動態の安定
が得られるかどうかを予測する指標。

一回拍出量変化が10～15％を超える場合は、輸液により心拍出量／一回拍出量が増加する可能性が高くなります。一方、一
回拍出量変化が10％以下の場合は、輸液により心拍出量／一回拍出量が増加する可能性は低くなります。
心拍出量／一回拍出量と一回拍出量変化を組み合わせることで、輸液が必要なのか、輸液以外の治療（強心剤や血管拡張剤
など）が必要なのかを判断する材料になります。

心拍出量（CO）または一回拍出量（SV）が
低値である

輸液により心拍出量（CO）／ 
一回拍出量（SV）が増加する可能性大

輸液の必要なタイミングを逃さない

輸液による心拍出量（CO）／ 
一回拍出量（SV）増加の可能性は低く、
強心剤や血管拡張剤の使用を検討

過剰な輸液を避け、最適な治療を
選択することができる

循環血液量不足のサイン：一回拍出量変化（SVV）とは

一回拍出量変化（SVV）による輸液管理の判断

一回拍出量変化（SVV）の解釈に注意が必要な場合前負荷（心筋繊維の伸展）

前負荷
一
回
拍
出
量

原因 一回拍出量（SV） 治療例

（
前
負
荷
）

循
環
血
液
量

減
少

・出血
・体液の喪失・移動 減少 ・輸液

・輸血

増
加

・心不全
・水分バランス過剰

増加 ―

（心筋繊維の伸展が限界を超えると）

増加しない
・利尿剤
・輸液制限

呼吸性変動以外の要因で一回拍出量のばらつきが生じるため、一回
拍出量変化（SVV）が高い値を示しても輸液反応性を反映しない可能
性があります。
フロートラック センサーの場合、20秒間に6個までの期外収縮は補正
されます。

● 不整脈

血圧が落ち着いてから一回拍出量変化（SVV）を再評価してください。
● 極度の血管抵抗の変化
● 昇圧剤、血管拡張剤投与など
    著しい血圧の変化があった場合

一回拍出量変化（SVV）の精度、信頼性について検証が十分ではあり
ません。経時的変化を観察するとともに他の循環指標と組み合わせ
て輸液反応性を評価します。

● 自発呼吸
● 人工呼吸に自発呼吸が混在する場合
● 10㎝H2Oを超える呼気終末陽圧（PEEP※）
    ※PEEP：Positive End-Expiratory Pressure

症　例 対処法

一回拍出量の呼吸性変動を変化率として％で表した数値です。
循環血液量が不足傾向にある場合、血圧波形の呼気・吸気による変
動（揺らぎ）が大きくなり、このとき一回拍出量にも呼吸性変動が生
じます。この変動が大きくなるほど、一回拍出量変化も大きくなりま
す。特に、人工呼吸器管理下（調節呼吸）にある場合、一回拍出量変
化は輸液反応性※の指標として信頼性の高いパラメータです。

一回拍出量変化（SVV：Stroke Volume Variation）

POINT

一回拍出量変化（SVV）が
10～15％を超えている

一回拍出量変化（SVV）が
10％以下である

前提
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A

C

B

②後負荷：心室が血液を駆出する際に受ける抵抗

体血管抵抗の変化による一回拍出量への影響

③収縮力：心筋繊維の収縮性（心筋が収縮しようとする固有の性質）

血管抵抗の主要な決定因子は細動脈の径です。細動脈が収縮すると血液が流れにくくなり、流量も減少します。
体血管抵抗が適正に維持されているということは、心負荷の軽減と血流の維持につながります。
体血管抵抗は各モニターで測定することもできますが、以下の計算式でも算出できます。

血液が流れるルートを評価：体血管抵抗（SVR）とは

体血管抵抗

一
回
拍
出
量

A：正常な収縮力　B：増強した収縮力　C：低下した収縮力

前負荷

一
回
拍
出
量

原因 一回拍出量（SV） 治療例

（
後
負
荷
）

体
血
管
抵
抗

低
下

・血管拡張
    -敗血症
    -発熱
    -血管拡張剤などの投与

増加
（血圧は低下します）

・血管収縮剤

上
昇

・高血圧
・昇圧剤投与
・興奮
・ショック
・心不全

減少 ・輸液制限
・血管拡張剤

原因 一回拍出量（SV） 治療例

収
縮
力

低
下

・心筋梗塞などの心筋障害
・アシドーシス 減少 ・強心剤

・収縮力低下の原因への対処

増
強

・高血圧
・動脈硬化
・交感神経の働きの活発化
  （興奮、筋肉活動）

増加
・鎮静剤、鎮痛剤
・昇圧剤、強心剤の減量
・血管拡張剤

体血管抵抗（dyne・sec/cm5） =
平均動脈圧 － 中心静脈圧

心拍出量
× 80

 体血管抵抗（SVR：Systemic Vascular Resistance）

後負荷は一回拍出量と反比例の関係にあります。
後負荷の指標の１つが体血管抵抗です。
体血管抵抗が下がると心臓の負担（仕事量）は少なくなりま
すが、血圧が低下するため対策が必要です。体血管抵抗が高
い場合、収縮力を増強させますが、抵抗に打ち勝てなくなる
と、一回拍出量は低下します。また、体血管抵抗が高いと心筋
の仕事量と酸素消費量が増加します。

収縮力の変化を右の図のような曲線として表すことができます。
収縮力を強くすることで一回拍出量は増加しますが、同時に、心筋の
酸素消費量も増加します。
ベッドサイドで収縮力を直接測定する方法はなく、本書で紹介するパ
ラメータとしては心拍出量、一回拍出量が参考になります。

後負荷
収縮力

POINT POINT

心収縮力の変化と一回拍出量への影響
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中心静脈血酸素飽和度が70％以上の際、多くの場合は酸素需給バランスが安定、または麻酔や鎮静により代謝が抑制
されており、臨床的問題はありません。しかし、病的な問題により高くなる場合があり注意が必要です。例として、酸素の利
用障害が生じる敗血症性ショックがあります。組織で酸素が摂取／消費されずに静脈血に戻ってくるため中心静脈血酸
素飽和度は高くなりますが、組織では酸素不足が生じています。

※中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）が高い場合

要素 原因 対処方法（例）

代謝の亢進

・発熱
・解熱
・原因への対処

・シバリング
  （低体温など）

・保温
・鎮静

・炎症
  （創傷治癒過程含む）

・十分な
  酸素運搬／供給

・感染
・抗菌薬の投与
・感染巣コントロール

・患者の不安、疼痛 ・鎮痛、鎮静

・呼吸仕事量増大
・酸素療法
・呼吸器設定見直し

・体位変換、吸引、
  肺理学療法など

・苦痛等の最小化

要素 原因 対処方法（例）

心拍出量
（CO）
低下

・循環血液量不足
・心機能低下
・末梢血管抵抗増加

・容量負荷
・強心薬
・血管拡張剤、保温

ヘモグロビン
量低下

・出血
・貧血

・輸血
・薬剤治療

動脈血
酸素飽和度
低下

・肺酸素化能低下
・酸素療法
・肺理学療法

酸素摂取／消費量の増加酸素運搬／供給量の低下

3．酸素（Ox ygenation）
● 中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）の意義

中心静脈血酸素飽和度（ScvO2：Central Venous Oxygen Saturation）

● 中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）の解釈
中心静脈血酸素飽和度は酸素運搬／供給と酸素摂取／消費の関係を把握するための指標です。
70％以上であれば酸素運搬／供給と酸素摂取／消費のバランスは安定していると考えられています（一部例外があります※）。

● 酸素需給バランスが安定
● 酸素運搬／供給量の増加（吸入酸素濃度の増加など）
● 酸素摂取／消費量の減少（低体温、麻酔、筋弛緩剤投与など）

中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）が70％以上の場合

中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）が70％を下回る場合
酸素運搬／供給量の低下、あるいは酸素摂取／消費量の増加が考えられます。

臓器での
酸素摂取／
消費

静脈血液中の全ヘモグロビンに占め
る酸化ヘモグロビンの割合です。
臓器で摂取／消費された酸素の残り
を表します。

以下①～④の要素のうち１つ、または複数が変化することによって中心静脈血酸素飽和度は変動します。
そのため、中心静脈血酸素飽和度を測定することで酸素需給バランスの急激な変化を把握することが可能です。

● 中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）を構成する4つの要素と変動要因

中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）

酸素運搬／供給量 ④酸素摂取／消費量

酸素需要③動脈血酸素飽和度

収縮力後負荷前負荷

②ヘモグロビン①心拍出量（CO）

一回拍出量
（SV）

心拍数
（HR）

・併存疾患
・心疾患
・麻酔の作用

・血管抵抗・出血
・体液の変動

最適な心拍数

・呼吸仕事量
・発熱
・不安

・疼痛
・震え
・筋肉活動

肺から血液中に取り込まれた酸素はヘモグロビンと結合し（酸化ヘモグロビン）、全身に送られて各組織で摂取／消費されます。
上大静脈内の静脈血に残った酸化ヘモグロビンの割合を測定したものが中心静脈血酸素飽和度です。

静脈血の酸素飽和度
心臓は、酸素を含む血流を全身の組
織に送り出します。

心拍出量

動脈血液中の全ヘモグロビンに占め
る酸化ヘモグロビンの割合です。

動脈血の酸素飽和度

酸素

酸素分子と結合する性質を持った
タンパク質です。

ヘモグロビン

中心静脈血酸素飽和度の評価と対処方法

・出血
・血液希釈
・貧血

・酸素化能
・酸素吸入濃度
・換気など



11 12各製品で得られるパラメータ測定の注意点より重症な患者の循環管理に

心原性肺水腫 非心原性肺水腫

説明／図

原因は肺毛細血管圧の上
昇であり、心不全などでみ
られます。
肺血管外水分量も肺血管内
の血液量も増加しています。

原因は炎症や免疫反応に
よる肺血管透過性亢進で
あり、急性呼吸窮迫症候群
（ARDS）などでみられます。
肺血管外水分量は増加して
いますが、肺血管内の血液
量の増加はみられません。

原因疾患 ・心不全
・腎不全

・肺炎・熱傷
・敗血症
・外傷など

肺血管外水分量
（EVLW） 上昇 上昇

肺血管透過性係数
（PVPI） ＜3 ≧3

より重症な患者の循環管理に
● ボリュームビューセット

● ボリュームビューセットで得られる代表的なパラメータ

ボリュームビューセットでは心機能だけでなく、循環血液量の指標である全拡張終期容量や肺水腫の状態把握のための指標
である肺血管外水分量などを同時に測定できます。

肺血管外水分量
（EVLW：Extra Vascular Lung Water）
肺の血管外（肺胞、肺間質）に漏出した水分量を表し、肺水
腫の程度を評価するために使用します。

肺血管透過性係数
（PVPI：Pulmonary Vascular Permeability Index）
肺水腫が心原性か非心原性かを鑑別するための指標です。肺血管内の血液量と肺血管外水分量の比で求めます。肺血管
透過性係数が3以上になると肺血管透過性係数が亢進している非心原性肺水腫と判断できます。

胸腔内血液量
（ITBV：Intrathoracic Blood Volume）
胸腔内血液量、全拡張終期容量は前負荷の指標として、全心駆出率は収縮力の指標として参考になります。

全拡張終期容量
（GEDV：Global End Diastolic Volume）

全心駆出率
（GEF：Global Ejection Fraction）

＊各製品をご使用の際は、添付文書、取扱説明書を必ずご確認ください。

各製品で得られるパラメータ測定の注意点
パラメータを正確に測定するために、各製品の特徴をご理解のうえ、ご使用ください。

以下の症例・状況では、心拍出量の精度は検証されていません。
● 大動脈バルーンポンプ／経皮的心肺補助装置
● 重度のAR（大動脈弁閉鎖不全症）患者
● 小児
● 観血的動脈圧を正確に測定できない患者（圧のダンピング等）

フロートラック センサーの場合

クリアサイトシステムの場合
以下の症例・状況では、血圧／心拍出量が適切に測定できない可能性があります。

● レイノー病患者のように前腕や手の動脈および細動脈の平滑筋に極度の収縮がある患者（禁忌）
● 骨折をしたことのある指（禁忌）
● 怪我をしている指
● 18歳未満
● 不適切なカフのサイズや装着
● 不適切なゼロ点調整やハートリファレンスセンサーの高さ調整
● 血圧に過剰な変化がある（大動脈内バルーンポンプなど）
● 装着中の指または手の過剰な運動
● 指への血液循環が不良
● 動脈圧が不正確だと思われるような臨床状態や大動脈の圧を反映していないと思われる臨床状態
● 手／指の血流を妨げる装置を使用している場合

エドワーズオキシメトリーCVカテーテルの場合
中心静脈血酸素飽和度の正確さを維持するために以下を実施してください。

● ヘマトクリット6％以上、またはヘモグロビン1.8g/dL以上の生理学的な変動がある場合は、ヘモグロビンアップデート（ヘ
モグロビン、またはヘマトクリットの再測定、再入力）を行ってください。
● 前回のキャリブレーション、またはヘモグロビンアップデートより24時間以上経過している場合は、再度キャリブレーション
してください。

ボリュームビューセットの場合
以下の症例・状況では、正しく測定されないことがあります。

●不適切なゼロ点調整やセンサー／トランスデューサーの高さ調整
●患者の過度な体動
●大腿動脈カテーテルの留置または位置が正しくない
●血液温度測定の過剰な変化または干渉
●大動脈バルーンポンプ／経皮的心肺補助装置
●解剖学上の異常（心臓内シャント）

！

心原性肺水腫／非心原性肺水腫の鑑別



13 14各製品で得られる主なパラメータ 一覧各製品と各種パラメータの関係

各製品と各種パラメータの関係

酸素摂取／消費量（mL/分）＝

動脈血酸素運搬／供給量－静脈血酸素運搬／供給量

酸素運搬／供給量（mL/分）＝心拍出量×動脈血酸素含量※×10

※ 動脈血酸素含量（mL/dL）＝
（1.38×ヘモグロビン×動脈血酸素飽和度）＋（0.0031×動脈血酸素分圧）

1.38：ヘモグロビン1gと結合できる酸素量／0.0031：血漿中での酸素の溶解係数

中心静脈血
酸素飽和度

ScvO2

一回拍出量
SV

一回拍出量変化
SVV

全拡張
終期容量

GEDV

胸腔内血液量
ITBV

中心静脈圧

フロートラック センサー クリアサイトシステム エドワーズオキシメトリー
CVカテーテル ボリュームビューセット

血圧
BP

心拍数／脈拍数
HR／PR

動脈血
酸素分圧 ヘモグロビン 動脈血

酸素飽和度

肺血管外水分量
EVLW

肺血管透過性
係数
PVPI

心拍出量
CO 動脈血酸素含量

酸素
運搬／供給量

酸素
摂取／消費量

各製品で得られる主なパラメータ  一覧

全心駆出率
GEF

収縮力前負荷

体血管抵抗
SVR

後負荷

フロートラック センサー、クリアサイトシステム、
ボリュームビューセット＋フロート ラック センサーで得られるパラメータ

エドワーズオキシメトリーCVカテーテルで得られるパラメータ

ScvO2
中心静脈血酸素飽和度（Central Venous Oxygen Saturation）
酸素運搬／供給と酸素摂取／消費のバランスを表した値 70 ％以上

略称 パラメータの説明 基準値

BP
血圧（Blood Pressure）
血液が血管壁を押し広げようとする力

収縮期血圧　約120 ㎜Hg

拡張期血圧　約80 ㎜Hg

平均動脈圧　約90 ㎜Hｇ

PR
脈拍数（Pulse Rate）
心臓が血液を送り出す際に動脈に生じる一分間の拍動数 60～100 beat/min

CO
心拍出量（Cardiac Output）
心臓が一分間に送り出す血液の量（一回拍出量×心拍数） 4.0～8.0 L/min

CI
心係数（Cardiac Index）
心拍出量÷体表面積で算出する値 2.5～4.0 L/min/m2

SV
一回拍出量（Stroke Volume）
心室が一回の収縮で拍出する量 60～100 mL/beat

SVI
一回拍出量係数（Stroke Volume Index）
一回拍出量÷体表面積で算出する値 33～47 mL/beat/m2

SVV
一回拍出量変化（Stroke Volume Variation）
一回拍出量の呼吸性変動を変化率（％）で表した値 10～15 ％ 以上で輸液反応性あり

SVR
体血管抵抗（Systemic Vascular Resistance）
左室の拍出に対する抵抗 800～1200 dyne･sec/cm5

SVRI
体血管抵抗係数（Systemic Vascular Resistance Index）
体血管抵抗算出時、心拍出量の代わりに心係数を使用したもの 1970～2390 dyne･sec･m2/cm5

EVLW
肺血管外水分量（Extra Vascular Lung Water）
肺水腫の程度を定量的に表す指標 －

ELWI
肺血管外水分量係数（Extra Vascular Lung Water Index）
肺血管外水分量÷予測体重で算出する値 0.0～7.0 mL/㎏

PVPI
肺血管透過性係数（Pulmonary Vascular Permeability Index）
肺水腫の鑑別（心原性か非心原性か）の指標 ＜3.0

ITBV
胸腔内血液量（Intrathoracic Blood Volume）
左右の心房・心室および肺血管内の血液量 －

ITBI
胸腔内血液量係数（Intrathoracic Blood Volume Index）
胸腔内血液量÷体表面積で算出する値 850～1000 mL/m2

GEDV
全拡張終期容量（Global End Diastolic Volume）
心房・心室すべてが拡張している状態を想定した心内血液量 －

GEDI
全拡張終期容量係数（Global End Diastolic Volume Index）
全拡張終期容量÷体表面積で算出する値 650～800 mL/m2

GEF
全心駆出率（Global Ejection Fraction）
心臓の収縮力の指標 ＞20 ％

ボリュームビューセットで得られるパラメータ



edwards.com/jp
東京都新宿区西新宿6丁目10番1号　Tel.03-6894-0500本社：

製造販売元

記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。
© 2017 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. EW2017050 　1708_1_8000

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

※ご使用の際には製品の添付文書を必ずお読みください。

販売名／承認・認証番号一覧

販売名 承認・認証番号
フロートラック　センサー 21700BZY00348

エドワーズオキシメトリーCVカテーテル 22800BZX00169

ボリュームビューカテーテル 22300BZX00361

モニタキット 20100BZZ01182

スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル（CCO／CEDV） 22800BZX00144

スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル／PU 22800BZX00191

スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル 20400BZY00109

EV1000　クリティカルケアモニター 22300BZX00363

ヘモスフィア 229AFBZX00009

ビジレオ　モニター 21700BZY00328

ビジランスヘモダイナミックモニター 21700BZY00257

参考文献
1.  Guyton AC, Hall JE（著）, 御手洗玄洋（訳）. ガイトン生理学. 第11版. エルゼビア・ジャパン株式会社;2010

2.  ポール L. マリノ（著）,稲田英一（訳）. ICUブック. 第3版. 株式会社メディカル・サイエンス・インターナショナル;2008

3.  日本麻酔科学会・周術期管理チームプロジェクト. 周術期管理チームテキスト. 第2版. 公益社団法人日本麻酔科学会;2011

4.  日本麻酔学会・周術期管理チーム委員会. 周術期管理チームテキストQ&A. 第1版. 公益社団法人日本麻酔科学会；2014

5.  Navarro LH, Bloomstone JA, Auler JO Jr, et al. Perioperative fluid therapy: a statement from the international Fluid Optimization Group. Perioper  

　 Med (Lond). 2015 Apr 10;4:3. doi: 10.1186/s13741-015-0014-z. eCollection 2015.

6.  Vincent JV. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2016. Springer. 2016

7.  内野滋彦. 収縮期血圧と平均血圧“血圧90”って何？. INTENSIVIST. 2011;3:280-1.

8.  土田英昭. 心血管作動薬. 第1版. 克誠堂出版株式会社; 2013

9.  苅尾七臣. 血圧異常. 病気がみえる. 2010;2:282

10. McGee WT, et al. QUICK GUIDE To Cardioplmonary Care. 第5版. エドワーズライフサイエンス株式会社;2015 


