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を防ぐため、低血圧にならないよう注意しています。また一方
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福井寿啓先生

で、挿管刺激などにより頻脈性高血圧になると心筋の酸素消
費量が増加してしまうため、挿管刺激を軽減する目的でキシ

熊本大学大学院 生命科学研究部 麻酔科学 教授

ロカインを気管周囲に噴霧するなどの工夫をしています。この
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ように手術時は低血圧とともに高血圧も回避する必要があり
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ますので、血圧やBispectral Index（BIS）値をみながら適切
と考えられる用量の麻酔薬を投与するよう心がけています。

心臓血管外科手術における循環管理を行う上で、特に注意

手術時の全身管理に関して、心臓血管外科と麻酔科でどの

していることを教えてください。

ように協力して取り組んでいますか？

隈元

福井

当院では、冠動脈バイパス術（Coronar y Ar ter y

Bypass Grafting；以下、CABG）や緊急手術における循環管

周術期の全身管理を適切に行うため、事前に合同カン

ファレンスを行い患者さんの情報を共有するようにしています。

理ではフロートラック センサー（以下、フロートラック）とエド
ワーズオキシメトリーCVカテーテル（以下、オキシメトリーカ

隈元

テーテル）を、それ以外の手術ではスワンガンツカテーテル

によっては、フロートラックとオキシメトリーカテーテルを用

（以下、スワンガンツ）を基本的に用いています（図1）。そし

いることもあります。Off pump CABG（以下、OPCAB）から

て循環管理を行う際は、麻酔導入時における冠灌流圧の低下

On pump CABGに緊急で方針転換（以下、conversion）する

図1

当院の循環管理で用いる主なデバイス

フロートラック センサー
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CABGや緊急手術以外の場合でも、患者さんの状態
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エドワーズオキシメトリーCVカテーテル

スワンガンツカテーテル

可能性があるようなハイリスク症例では、スワンガンツを選

メータの関係を樹形図で確認できるため（図4）、原因検索

択的に用いてもよいのではないかと考えています。

の参考にすることもあります。また、輸血を行うかの判断や
輸液量を調節する際はScvO 2をトレンド画面（図5）で確認

山本

若い麻酔科医など個々の判断でモニタリングを選択

しながら行っています。

させることは難しいため、今後はカンファレンスを通して使用
を決めていきたいと考えています。

OPCABのモニタリングをフロートラックとオキシメトリー
カテーテルに変更されたと伺いました。

心臓血管外科手術における循環管理では、どのような血行
動態パラメータを重視していますか？

福井

心臓血管外科手術では、消化器外科などの他科の

手術と比べて血圧、心機能、呼吸の管理をより注意深く観察
隈元

特に重視しているのは、心拍出量（Cardiac Output；

する必要があると感じています。そうした心臓血管外科手術

以下、CO）、心係数（Cardiac Index；以下、CI）です。また、

の麻酔管理においてもフロートラックとオキシメトリーカテー

混 合 静 脈 血 酸 素 飽 和 度（ M i x e d V e n o u s O x y g e n

テルを導入するようになって1年以上が経ちますが、問題なく

―

Saturation；以下、Sv O2）も参考にしています。

手術を行っています。急性冠症候群や急性心筋梗塞の場合
でも、基本的には同じようにモニタリングを行っており、これ

福井 その他に、肺動脈圧（Pulmonary Arterial Pressure；

までにスワンガンツが手術後に必要になったというケースは

以下、PAP）も重要な指標として確認していますね。

経験していません。

それらの血行動態パラメータはフロートラックとオキシメ

山本

トリーカテーテルを用いても測定できますか？

加え、経食道心エコー（Transesophageal Echocardiography；

当院ではフロートラックとオキシメトリーカテーテルに

以下、TEE）を併用して評価しています。そのため、循環変動
隈元

これらの血行動態パラメータのうちPAP以 外は、

フロートラックとオキシメトリーカテーテルによっても代用

の原因 検 索は厳密にモニタリングできていると思います
ので、PAPを必要とする場面は少ないと思います。

可能だと思っています。
山本

―

そうですね。Sv O2と中心静脈血酸素飽和度（Central

図2
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フロートラックとオキシメトリーカテーテルを使用して

いる手術で血圧が低下した場合、原因を検討するためにCO
や一回拍出量変化（Stroke Volume Variation；以下、SVV）
を確認しています。循環パラメータは相互に関連していますが
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Sv―O2（Mixed Venous Oxygen Saturation）：混合静脈血酸素飽和度
ScvO2（Central Venous Oxygen Saturation）：中心静脈血酸素飽和度

（図3）、EV1000 クリティカルケアモニターでは主要なパラ
Reinhart K, et al. Curr Opin Crit Care. 2005;11:259-63.より許諾を得て転載
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図3

循環の関連性を示した樹形図
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SG スワンガンツで測定できるパラメータ

図5

手術中に確認するトレンド画面の一例

隈元

そうですね。COが低下した場合などの原因を検討す

心臓血管外科手術の循環管理にフロートラックとオキシメト

るためには、TEEが有用ですので、手術中はフロートラック、

リーカテーテルを用いる意義についてどのようにお考えですか？

オキシメトリーカテーテルとTEEによるモニタリングを併用し
て行うことで、より安全な循環管理が可能になっています。

山本

フロートラックは、統計学的な手法を用いて各種パラメータを

とで、患者さんの血行動態が連続的に確認できるため麻酔科

算出しているため、スワンガンツと比べると血行動態の真の

医にとって安心材料の一つになっていると思います。

フロートラックとオキシメトリーカテーテルを用いるこ

値がわかりにくいという指摘もありますが、私は血行動態
パラメータの絶対値だけではなく、トレンドで患者さん個々の

隈元

血行動態の変化を評価することが重要だと考えています。

であるため、フロートラックとオキシメトリーカテーテルが

特に、三尖弁の手術ではスワンガンツの挿入が困難

使いやすいと評価しています。
フロートラック、オキシメトリーカテーテルとTEEをどのように
組み合わせて活用されていますか？

福井

患者さんの高齢化が進んでいることから、心機能や腎

機能が悪化している方が多く、手術や循環・輸液管理に苦労
隈元

例えば、手術中の心脱転により右室流出路の圧迫が

することもあります。そのようなハイリスク症例においても、

起きると、COが低下するのと同時にPAPが低下します。反対

低侵襲な血行動態モニタリングは有用であり、安心感につな

に、例えば左心機能の悪化や僧帽弁逆流量が増加すると、

がっていると思います。

COが低下してPAPが上昇します。スワンガンツで管理してい
れば、COの低下とともにPAPの変化も確認できますが、

心臓血管外科手術の血行動態モニタリングの今後の展望に

フロートラックでは確認できません。こういった場合には、

ついてどのようにお考えですか？

TEEを組み合わせることが有用だと考えています。そのため、
手術中は心脱転の前後や何らかの処置を行うたびにTEEも

福井

確認しています。

管外科手術に導入して1年以上が経過しましたが、非常に満

フロートラックとオキシメトリーカテーテルを心臓血

足しています。一方、スワンガンツはPAPを確認できるため、
フロートラック、オキシメトリーカテーテルと、スワンガンツと

手術中の血行動態管理に関する基 本的なデバイスとして

では循環管理は異なりますか？

有用です。今後は、患者さん個々の状態を考慮してフロー
トラック、オキシメトリーカテーテルとスワンガンツを適切に

福井

スワンガンツを抜去するのは、基本的には手術当日

選択していくことが重要であると感じています。

または翌日であり、弁置換術の場合は翌日まで経過観察した
後になります。一方、フロートラックとオキシメトリーカテー

本日はありがとうございました。

テルは集中治療室（ICU）を退室するまで留置し、血行動態を
確認していますので、より長期的なモニタリングができる点
がメリットですね。
また、スワンガンツに比べてフロートラックとオキシメト
リーカテーテルは、術後管理がより簡便で手技も低侵襲であ
るため、合併症が発症する確率が低くなることもメリットだと
考えています。
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フロートラックとオキシメトリーカテーテルを使用した
OPCABの術中管理
隈元泰輔
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❶ OPCABの留意点
本邦においては、OPCABが単独CABGの約60％を占めて

conversionした症例では、生命予後が不良になるという報告

います。OPCABでは、冠動脈の血流維持が重要であり、

もあることから2、パラメータの変化に敏感に反応し、先回り

心筋酸素需給バランスを調整しつつ全身の灌流を維持する

した対処を行う必要があります。そのため、高用量カテコラ

ことが求められます。最も重要なことは、吻合操作中の血行

ミン使用、MR増強、ScvO2高度低下例では、血行動態の維持

動態を安定させることです。OPCABでは、ハートポジショ

が困難であることを早めに術者に伝える必要があります。

ナーによる心臓の脱転やスタビライザーによる吻合部の固
定などの 複 合 的 な要 因 により、血 行 動 態 が 変 動します
（表1）。また、心拡大、低左心機能、心房細動や僧帽弁閉
鎖不全（Mitral Regurgitation；以下、MR）合併例では、
OPCABを完遂できず、On pump CABGへのconversionを
必要とする場合があります。Conversionの危険性が高い症例
では計画的にOn pump CABGにする、あるいは血行動態が
破綻する前に早期にconversionすることが重要です。血行

表1

吻合操作に伴う血行動態変動の原因

■

右心系の圧迫：右室流出路の狭窄、TR

■

左心系の圧迫：左室への流入障害、MR

■

心筋虚血、スタビライザーによる壁運動低下

■

循環血液量（前負荷）の減少

■

心室性不整脈

TR（Tricuspid Regurgitation）：三尖弁閉鎖不全
MR（Mitral Regurgitation）：僧帽弁閉鎖不全

動態が破綻した後に、緊急でOPCABからOn pump CABGへ

❷ OPCABの術前評価
局所壁運動異常や弁膜症の程度を把握するとともに、
全身の動脈硬化によって生じる頸動脈狭窄や腎機能低下にも

Aortic Balloon Pumping；以下、IABP）が使用できない
可能性があります。

注意する必要があります。心エコーでMRや三尖弁閉鎖不全

冠動脈のどの部位に吻合操作を行うか、どのグラフトを使

（Tricuspid Regurgitation；以下、TR）がある場合には、脱

用するかは、術中管理の戦略を立てる上で重要な情報になる

転によって逆流が増加し、血行動態が大きく変動する可能性

ため、冠動脈造影で狭窄部位や側副血行路の有無を確認

があります。大動脈閉鎖不全（Aortic Regurgitation；以下、

します。IABP挿入やOn pump CABGにconversionした際に

AR）が強い場合には、大動脈バルーンパンピング（Intra-

カニュレーションが可能かどうかも、CTで確認しておきます。

5

フロートラックとオキシメトリーカテーテルを使用したOPCABの術中管理

❸ 当院における術中の循環管理（表2、3）
1.

麻酔導入
麻酔導入薬はミダゾラム、フェンタニル、ロクロニウムを使

2.

麻酔維持
麻酔維持としては、セボフルラン1％前後の吸入を行い、

用し、以下のような管理を行っています。

フェンタニルは総量20～30μg/kg程度で必要に応じてレミ

1） 術前に利尿薬などで厳密な水分管理が行われていること

フェンタニルを使用します。麻酔導入後に、冠血管拡張薬として

があるため、SVVも参考にして、適切な前負荷を維持し麻酔

ニコランジル、硝酸イソソルビドの持続投与を開始します。

導入を行います。
2） 観血的動脈圧を観察しながら必要最小限の麻酔薬で
導入し、冠灌流の低下につながるような低血圧を避けます。
3） 不十分な麻酔深度で気管挿管を行うと、頻脈や高血圧
になり、心筋酸素需給バランスの崩れによる心筋虚血や、

表2
■

体血圧維持

■

冠灌流維持

■

心拍数調節

■

不整脈対策

MR増強による肺水腫をきたすことがあります。気管挿管時
の刺激による血行動態の変動を軽減するために、声門周囲
にキシロカインを噴霧しています。
4） 低左心機能例では、局所麻酔下にオキシメトリーカテー

術中の対応

主にα刺激薬、最小限のβ刺激薬
拡張期血圧維持、冠血管拡張薬
β遮断薬、最小限のβ刺激薬、ペーシング
電解質補正、体温維持、最小限のβ刺激薬、
抗不整脈薬

テルも留置し、気管挿 管から手術開始までの血行動態が
不安定になりやすい時間を短縮する工夫を行っています。
5） 循環作動薬を用いて心収縮や体血管抵抗の調整を行い
ながら麻酔を導入することで、血行動態の変動を最小限に
留めるようにしています。

表3

麻酔導入時の管理ポイント

■

SVVを参考に、適切な前負荷を維持しながら麻酔導入

■

動脈圧を観察し、必要最小限の麻酔薬を使用し、冠灌流の低下につながるような低血圧を回避

■

十分な麻酔深度と声門周囲のキシロカイン噴霧で、気管挿管刺激による血行動態への影響を軽減

■

低左心機能例では、局所麻酔下にオキシメトリーカテーテルを留置し、血行動態が不安定になりやすい時間を短縮

■

心収縮や体血管抵抗も評価に加えて、循環作動薬を使用

SVV（Stroke Volume Variation）：一回拍出量変化

フロートラックとオキシメトリーカテーテルを使用したOPCABの術中管理
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3.

手術開始後の管理（表4）

1） 循環変動の予防

3） 洞調律の維持
洞調律の維持に努め、頻脈に対しては短時間作用型β遮断

胸骨正中切開後、グラフトの採取を行いますが、この間に

薬の塩酸ランジオロールを使用し、徐脈性不整脈に対しては、

SVVとTEEの左室サイズを参考にしながら十分な容量負荷を

必要に応じてペーシングを行います。心拍動下での吻合の妨げ

行い、脱転時の血圧低下を予防します。前負荷が過剰になる

にならないよう、心拍数はやや抑制気味に維持します。

と良好な視野が提供できないばかりでなく、MRが増強して血

4） 心筋虚血の予防

行動態が不安定になる場合があるため、輸液の最適化に努め

心筋虚血の検出のため、心電図のST変化や不整脈とともに、

ます。内胸動脈採取用の開胸器による心室圧迫も血行動態

TEEでの局所壁運動異常に注意を払います。β刺激作用のある

変動をきたすことがあり注意が必要です。

薬剤は頻脈や不整脈を誘発し、血管吻合の妨げになるため、

2） 不整脈の予防

使用は少量に留めます。α刺激作用の強いノルアドレナリンや

機械的な刺激や冠動脈の虚血により心室性不整脈を生じ

フェニレフリンの持続投与で体血管抵抗を調整し、体血圧を

やすくなることから、その予防のため、低体温、低カリウム血

維持することで、側副血行を介した冠動脈末梢の灌流圧を

症、低マグネシウム血症に注意します。体温低下を予防する

維持します。適正な循環動態、すなわち、CIで2.2L/min/m2を

ために、室温を調整しつつ、温風式加温装置や輸液加温装

目標としますが、カテコラミンの投与量を増やすことで頻脈に

置を使用しています。血中カリウム値4.5mEq/L前後を維持

なり、血行動態が不安定になることがあるため注意が必要

するよう、適宜塩化カリウムで補正します。血中マグネシウム

です。脱転時は体血圧が保たれている限りは、CI値に固執

値を維持するために、
マグネシウム含有輸液を使用します。

せず、血行再建後の安定した状態で、各パラメータを再評価し
てから、適切な循環作動薬の投与を行えばよいと考えます。

表4

術中の管理ポイント

■

循環変動を最小限に留める

■

不整脈の予防

グラフト採取中に十分な輸液で前負荷確保（脱転時の血圧低下を予防）
脱転によるMR 増強や、開胸器による心室圧迫に起因する循環変動に注意
室温調整、温風式加温装置、輸液加温装置を使用して低体温を回避
血中カリウム値は 4.5mEq/L 前後に維持
マグネシウム含有輸液を使用して血中マグネシウム値を維持

■

洞調律の維持

■

心筋虚血の監視・予防

塩酸ランジオロールによる頻脈予防
徐脈には必要に応じてペーシング
心電図のST変化、不整脈を監視
TEE による壁運動の評価
β刺激薬の使用は最小限に留める
α刺激薬で体血圧を維持
CIは 2.2L/min/m2 を目標に管理
脱転時は体血圧が維持できていれば CI 値に固執せず、血行再建後に再評価

MR（Mitral Regurgitation）：僧帽弁閉鎖不全、TEE（Transesophageal Echocardiography）：経食道心エコー、CI（Cardiac Index）：心係数
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❹ 症例を通したOPCAB麻酔管理の実際
術中管理について、具体的な一例を用いて紹介します。
症例紹介
症例

69 歳男性

現病歴

半年ほど前より労作時胸痛と息切れを自覚するようになり、精査にて重症三枝病変を認めた

既往歴

高血圧、インスリン依存性糖尿病、閉塞性動脈硬化症

心電図

心拍数 64 回 /分、ST-T 変化や異常Q 波認めず

心エコー図

左室駆出率 38％、左室拡張末期径 52mm
下壁で akinesis 心尖部と前壁中隔基部で severe hypokinesis、MR mild、TR mild、AR mild

冠動脈造影

右冠動脈 #1-#3 total（左前下行枝からの側副路）
左前下行枝 #7 90％ #10 75％、左回旋枝 #11 total（左前下行枝からの側副路）#12 90％

頸動脈エコー

両側にびまん性石灰化、有意狭窄なし

血液検査

ヘモグロビン値 13.5g/dL、血小板数 16.8万/μL、血清クレアチニン値 0.85mg/dL、
ヘモグロビンA1c 値 8.7％、血清ナトリウム値 137mEq/L、血清カリウム値4.2mEq/L

術式

身長 165cm

体重61kg

OPCAB 5 枝
［free 右内胸動脈 -左回旋枝（free RITA-LCX）、大伏在静脈 -右冠動脈（SVG-RCA）、
大伏在静脈 -高位側壁枝-第1 対角枝（SVG-HL-D1）、左内胸動脈 -左前下行枝（LITA-LAD ）］

手術中の経過（図6、表5）
1） グラフト採取

2） free右内胸動脈-左回旋枝（free RITA-LCX）吻合
吻合に先立ち、脱 転した心臓が右胸壁下に完納される

胸骨正中切開後、両側内胸動脈、大伏在静脈からグラフト

よう、右開胸とした。右側心膜の圧迫により右室が狭小化した

を採取した。TEEでMRは軽度であったが、僧帽弁尖の硬化

ものの（図7）、血行動態の変動は最小限であり、吻合時の作業

短縮のため弁尖の接合が浅く、脱転時のMR増強が予測さ

空間の確保も可能となった。On pump CABGへconversionす

れた。SVVが14％であり、左室径もやや小さかったため、グラ

る原因の多くは血行動態の破綻であり、そのタイミングとして

フト採取の間に十分な輸液負荷を行った。血中カリウム値が

は、左回旋枝の吻合時が最も多いとされているので注意を

3.8mEq/Lであったため、塩化カリウムで補正を行った。SVV

要する 3 。脱 転により、S c v O 2 が 7 0 → 6 2％に低下、C Iも

が8％になるまで輸液負荷を行ったが、CIが1.9L/min/m2、

2.9→2.6L/min/m2へと低下を認めたが、TEEで心収縮に問題

TEEで軽度心収縮低下も認めたため、
ドブタミン2μg/kg/min

なく、血圧も110/55mmHg程度で推移したため、経過観察

投与を開始した。グラフト採取終了時からノルアドレナリン

とした。

0.1μg/kg/min、塩酸ランジオロール3μg/kg/minの投与を
開始した。

フロートラックとオキシメトリーカテーテルを使用したOPCABの術中管理
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図6

OPCAB中の血行動態の変化
手術開始
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0
13：00（時間）
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塩酸ランジオロール
硝酸イソソルビド

LCX吻合

2μg/kg/min

ノルアドレナリン
ニコランジル

CI（L/min/m2）

心拍数（回/分）
収縮期血圧（mmHg）
拡張期血圧（mmHg）

4

拡張期血圧

0.05μg/kg/min

3μg/kg/min
2mg/h
0.5μg/kg/min

CI（Cardiac Index）
：心係数、LCX：左回旋枝、RCA：右冠動脈、HL-D1：高位側壁枝-第1対角枝、LAD：左前下行枝
隈元泰輔先生 提供

表5

手術操作と循環管理のポイント
手術操作

グラフト採取

循環動態

管理

SVV14％
TEEにてMR軽度、左室径やや小さい
僧帽弁尖の硬化短縮あり
血中カリウム値3.8mEq/L

・脱転時にMR 増強が予測された
・前負荷を評価しながら十分な輸液負荷
・塩化カリウム投与を開始

輸液負荷後、SVV8％に低下
CI 1.9L/min/m2
TEEにて軽度心収縮低下

・ドブタミン、ノルアドレナリンの持続投与を開始

free RITA-LCX 吻合

脱転により、
ScvO270→62％、CI 2.9→2.6L/min/m2に低下
・経過観察
TEEにて心収縮に問題なし
血圧は110/55mmHg程度で推移

SVG-RCA 吻合

脱転後、ScvO260％、CI 2.2L/min/m2に低下
MR増強
心室性期外収縮散発

・リドカイン投与を開始
・右心系の圧迫を考慮し、輸液負荷

SVG-HL-D1吻合

出血やや多い
ScvO262％
CI 2.5L/min/m2前後で推移

・輸液負荷や自己血回収装置による返血で血圧を維持
・血圧モニタリングの妨げにならないよう、採血は最少にする
・ScvO2 のトレンドを連続的に監視し、輸血の必要性を判断する材料にする

LITA-LAD 吻合

SVV12％
CIや血圧は維持

・さらに輸液負荷
・中枢側吻合に備え、ノルアドレナリン減量

中枢側吻合

・一時的に血圧を低めにする

脱転操作解除により血圧が上昇

・ノルアドレナリン投与を終了

中枢側吻合から閉胸 血行再建後
TEEにて左室収縮能良好
CI 3.3L/min/m2前後と良好

・ドブタミン減量

TEE（Transesophageal Echocardiography）
：経食道心エコー、MR（Mitral Regurgitation）
：僧帽弁閉鎖不全、SVV（Stroke Volume Variation）
：一回拍出量変化、
CI（Cardiac Index）
：心係数、ScvO2（Central Venous Oxygen Saturation）：中心静脈血酸素飽和度、free RITA-LCX：free右内胸動脈-左回旋枝、
SVG-RCA：大伏在静脈- 右冠動脈、SVG-HL-D1：大伏在静脈-高位側壁枝-第1対角枝、LITA-LAD：左内胸動脈-左前下行枝
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3） 大伏在静脈-右冠動脈（SVG-RCA）吻合

図7

左回旋枝吻合時のTEE

脱転後、ScvO2が60％、CIが2.2L/min/m2とさらに低下し、
TEEではMR増強が認められた（図8）。血圧は105/50mmHg
程度で推移したが、吻合中に心室性期外収縮が散発したた
め、リドカインを投与した。右心系の圧迫による血行動態へ
の影響も考慮し、輸液負荷を行った。
4） 大伏在静脈-高位側壁枝-第1対角枝（SVG-HL-D1）吻合
出血がやや多く、TEEで胸腔内にも血液貯留を認めたが、
輸液負荷や自己血回収装置による返血で対応し血圧を維持

脱転により右側心膜に圧迫され、右室内腔が狭小化している

した。ScvO2は62％、CIは2.5L/min/m2前後で推移した。吻

隈元泰輔先生 提供

合時に、観血的動脈圧ラインからの採血でヘモグロビン値を
確認するのは、連続的血圧監視の妨げになるため困難なこと

図8

右冠動脈吻合時のTEE

が多い。ScvO2のトレンドを連続的に監視することで、不必要
な輸血を避けることができると考えている。
5） 左内胸動脈-左前下行枝（LITA-LAD）吻合
SVVが12％であったため、さらに輸液負荷を行った。CIが
2.4L/min/m2前後で血圧も安定していたため、中枢側吻合に
備えて、ノルアドレナリンを減量した。
6） 中枢側吻合から閉胸

脱転前

脱転後

脱転後は、僧帽弁逆流が増加し、左房径が拡大している

末梢側吻合が終了し中枢側吻合を行う際、上行大動脈の

隈元泰輔先生 提供

部分遮断による大動脈壁損傷を防ぐため、一時的に血圧を
低めにした。脱転操作解除により血圧が上昇したためノルアド
レナリン投与を終了した。中枢側吻合を3ヵ所行い、大動脈
部分遮断を解除した。

❺ まとめ

血行再建 後のTEEでの左室収 縮能は良好であり、CIも

虚血性心疾患患者において、酸素需給バランスの評価は、

3.3L/min/m 2 前後で推移していたため、ドブタミンを1μg/

安全な周術期管理に必須です。フロートラックとオキシメ

kg/minに減量した。閉胸後も血行動態の変動はなく、TEE

トリーカテーテルのような低侵襲デバイスによって連続的に

でも新たな局所壁運 動異常は認めなかった。大きな問題

血行動態をモニタリングし、TEEで原因を検索することで、

なく、ICUに入室した。

患者予後の向上に役立つと考えます。

フロートラックとオキシメトリーカテーテルを使用したOPCABの術中管理
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