


❶ 救命救急医療におけるモニタリングシステムの活用

❷ 血行動態モニタリングのメリットと有用な患者像

　 近 年 、周術 期の目標 指向型 療 法（G o a l  D i r e c t e d 

Therapy；以下、GDT）における血行動態モニタリングでは、

血圧や脈拍、尿量などの基本的なパラメータに加えて、心拍

出量（Cardiac Output；以下、CO）や一回拍出量変化

（Stroke Volume Variation；以下、SVV）などの循環動態

パラメータの重要性が提唱され、血行動態モニタリングシス

テムも広く活用されるようになりました。

　一方、救命救急医療の現場では、血圧や心電図などの

基本的なパラメータのみでも患者状態を管理できると考えら

れていることが少なくありません。しかし、実際には主観的に

評価されているケースも少なくなく、客観的な評価に基づく

患者状態の管理を行うことが重要だと考えています。その

ため、当センターでは、方策のひとつとして、フロートラック

　以前、敗血症患者における血液浄化療法の効果や臨床的

意義を検討するために、肺動脈カテーテルを用いてCOなど

のパラメータを測定していましたが、肺動脈カテーテルの

挿入には時間を要することもありました。そうした中、フロー

トラックが登場し、パラメータの測定が容易になったことで、

循環管理における診療スタイルはシンプルになったと感じて

います。医療現場では、いかに危険を回避していくかが問われ

センサー（以下、フロートラック）やクリアサイトシステム

（以下、クリアサイト）などのモニタリングシステムによる

循環動態パラメータの測定を行っています。そして、測定した

パラメータの情報を医療スタッフで共有することで、医師

だけではなく看護師や他の医療スタッフ全員で基本的なパラ

メータに循環動態のパラメータを加えて、患者の状態を評価

できるようにしています。患者によりよい医療を提供するために

は、新しいデバイスも積極的に導入しながら客観的に評価

していく必要があります。医師がこうした姿勢で医療に臨む

ことで、他の医療スタッフもそれに準じて考え行動するよう

になりますし、データに基づいたディスカッションを繰り返す

ことで、より適切な血行動態モニタリングができるようになる

と考えています。

ていますが、そのためには医師のみならずチーム全員が患者

状態について共通した認識を持って経過を観察することが

求められます。フロートラックやクリアサイトを活用することに

よってチーム全員で循環動態パラメータを共有できますので、

万が一、患者が危険な状態になった場合には、チーム医療に

よる迅速かつ適切な対応が可能になると考えています。

　循環動態が不安定で動脈内留置カテーテル（以下、Aライン）



❸ SOSDコンセプトによる輸液管理

　現在、SOSD（Salvage、Optimization、Stabilization、

De-escalation）1,2という概念に基づいて輸液管理を適正化

する方法が浸透していますが、当センターでは循環動態パラ

メータや心エコーの所見を評価しながら輸液量を調節してい

ます。集中治療室（以下、ICU）では、フロートラックなどに

よって測定したパラメータと心エコー所見によって輸液量を

調節しています。心エコーの精度は技術者の腕に左右される

と言われますが、トレーニングをすることで適切に評価する

ことができます。ですので、当センターではボリューム評価を

するために確認するポイントを決めて心エコーを実施して

います。フロートラックやクリアサイトと心エコー所見が示す

所見は概ね一致していますが、乖離することもあります。原因

として、患者背景に弁膜症が潜んでいることなどが多く、その

場合は更なる精査が必要になります。このように、想定した

結果と異なることもありますが、それぞれの検査結果はあく

までも患者状態を評価するための判断材料のひとつとして

考えればよいと思います。すなわち、患者状態を適切に評価

するためには、循環動態パラメータ、心エコー所見や血液

検査データなどを総合的に組み合わせて、「患者を診る」こと

が非常に重要だと考えています。

　また、フロートラックやクリアサイトによるSVVの測定は、

自発呼吸管理下では難しいという指摘もありますが、当セン

ターでは全例を自発呼吸管理下で測定しています。ただし、

一回換気量が著しく多い場合や頻呼吸がみられる状態では

使用できません。そのため、当センターでは自発呼吸管理を

行う場合、ある程度、鎮静・鎮痛をはかり、自発呼吸と胸腔

内圧を一定に保ちながらSVVを測定しています。なお、人工

呼吸管理下と自発呼吸管理下ではSVVの絶対値が異なり

ます。これまでの経験からわかったことは、自発呼吸管理下

では人工呼吸による陽圧管理下に比べてSVVの絶対値が少し

低くなるということです。

　SOSDという概念でも輸液負荷をいつやめるか、というこ

とが課題になっていますが、当センターでは初期輸液蘇生に

よって循環動態の維持が得られた後、SVVがトレンド（経時的

変化）画面で安定した状態が続くようなら輸液負荷をやめる

ようにしています。具体的には、SVIが33～47mL/回/m²、中心

静脈血酸素飽和度（Central Venous Oxygen Saturation；

以下、ScvO2）が70～80％、乳酸クリアランスが正の値で、乳酸

値が正常化しつつある状態が継続している場合で、最終的

には患者状態をみて判断しています。

を挿入して観血的に動脈圧を測定する必要がある患者では、

基本的にフロートラックを導入した方がよいと考えています。

反対にAラインが必要ない患者では、フロートラックも必要

ないと考えています。さらに、Aラインを抜去し、循環動態の

管理やくも膜下出血後の輸液管理を行う場合には、クリア

サイトに切り替えて、リアルタイムで経過を観察していくと

よいと思います。特に、くも膜下出血の術後管理では、脳血管

攣縮（スパズム）を予防するために輸液が必要になりますが、

輸液の量が多いと肺水腫を生じ、心負荷が増大することが

あります。そこで、クリアサイトを用いてSVVを経時的に観察

し、尿量とSVVの変化に基づいて輸液や飲水を指示してい

ます。あるいは、尿が出ていてもSVVや一回拍出量係数

（Stroke Volume Index；以下、SVI）が変動しなければ、

経過観察を行うという判断も可能です。



❹ 重症敗血症と敗血症性ショック患者におけるEGDTプロトコル

　重症敗血症と敗血症性ショック患者において、早期目標

指向型治療（Early Goal Directed Therapy；以下、EGDT）

プロトコルの有用性がRiversらによって報告されました3。

Riversらの報告では、中心静脈 圧（Cent ra l  Venous 

Pressure；以下、CVP）、平均血 圧（Mean Ar te r ia l 

Pressure；以下、MAP）、尿量に加えてScvO2を指標として

輸液量を調節し、ICU入室前までの早期に循環動態と酸素

需給を目標値に是正することで、生命予後を改善させること

が示されています。しかし、その後、敗血症性ショック患者を

対象として、EGDTプロトコルに基づいた初期蘇生後の転帰

を通常治療と比較したランダム化比較試験4-6では、両群の

予後に有意差はなく、EGDTによる生命予後の改善は認められ

ないことが示されました。EGDTプロトコルは「敗血症診療

ガイドライン」においても推奨され、標準治療となっていました。

これらの報告に戸惑われた先生もいらっしゃるかもしれません。

　しかし、これらの試験はオーストラリア、ニュージーランド、

アメリカ、イギリスといずれも先進国の医療施設でEGDTに

ついて十分な教育を受けた医師によって行われたことを考慮

すると、当然の結果と言えるのではないでしょうか。EGDT

プロトコルを行うか否かに関わらず、チーム医療によるEGDT

がきちんと行われ、治療や循環動態管理レベルのベースが

高まった状態で比較したため、両群で差が認められなかった

のではないかと考えています。

　当センターでは、Riversらの報告で指標とされているCVPや

MAPではなく、SVVとSVIを主な指標としてEGDTプロトコル

に基づいた循環動態管理を行っています。また、敗血症性

ショックであればScvO2を可能な限り早期に70～80％程度

まで下げるようにしています。ScvO2が高値を示すのは、細胞が

酸素を取り込めないことによる結果であると考えられます。

そのため、ScvO2高値の場合は、細胞レベルの反応性を改善

する必要があり、エンドトキシン吸着療法を行うことで改善

が認められます。このように、ScvO2は患者状態の変化の指標

として有用であると考えています。一般的な患者状態の指標

として乳酸値や乳酸クリアランスが挙げられますが、乳酸値

は肝代謝の影響や半減期の問題があり、リアルタイムに測定

することができません。一方、ScvO2は乳酸クリアランスと

パラレルに変動しますし、リアルタイムに測定することができ

ますので、当センターではScvO2と乳酸値の両方をみながら

循環動態管理を行っています。



　当センターではドクターヘリにクリアサイトを搭載していま

すが、ドクターヘリで救急搬送する場合は、数分で病院に到着

するため血圧とSVVのみを確認しています。救急搬送時に

クリアサイトを使用するメリットは、カフ圧計を服の上から腕

に巻くよりも容易に指に巻くことができ、経時的な循環動態

の評価を簡便に行える点です。

　救急搬送時にクリアサイトによる血行動態モニタリングを

行っている場合、病院到着後は必要に応じてフロートラック

に切り替えることもあります。また、搬送中はクリアサイトを

使用しますが、病院到着後にフロートラックが必要と判断さ

れた患者では、クリアサイトによる測定が難しいことが多い

です。ただし、くも膜下出血や脳血管障害を疑う患者には

有効です。クリアサイトを使用することで、血圧をリアルタイム

にコントロールでき、降圧剤の投与による反応を素早く確認

できます。そして、病院到着後にくも膜下出血と判断した場合

は、フロートラックに切り替えるようにしています。また、厳格

な血圧コントロールが必要な患者では、降圧剤を少量投与し

た後、クリアサイトによって末梢レベルでの反応をリアルタイム

に確認しながら、その後の投与量を決めています。

　救急搬送時における救命救急医療の重要性は、地域に

よって大きく異なると思います。当センターのように地方都市

で患者の搬入までに時間がかかり、病院の数も限られている

地域では救急搬送時の診療が非常に重要です。早期の治療

介入によって救命率が高まり、予後も改善することがわかって

います。そこに、モニタリングシステムを導入することで患者

状態を評価するための判断材料が増え、情報連携をスムーズ

に行うことができます。特に、救命救急医療の必要性が高い

地方の病院では、救急搬送時からモニタリングシステムを

導入し、患者状態を評価することで、病院到着後の迅速かつ

適切な治療につながることを期待しています。また、チーム

医療を行うための方法のひとつとして、モニタリングシステム

を適切に活用することで、よりよい医療を患者に提供できる

ことにつながるのではないかと考えています。

❺ 当センターにおけるクリアサイトを用いた病院前（プレホスピタル）の救命救急医療
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