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周術期における循環・輸液管理の
変遷と今後の展望
☞ エキスパート達に聞いてみよう！
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フロートラック センサー（以下、フロートラック）が発売されて
約10年が経ちましたが、周術期の循環・輸液管理はどのように
変化しましたか（図1）？ 

小竹　高齢者や合併症を有する患者さんが増加し、ハイリスク
症例への手術の適応範囲も広がってきましたが、麻酔薬の
向上やモニタリングシステムの充実などによって、手術中の大
きなイベントは減少しつつあります。特に、フロートラック　

では、連続的な循環動態パラメータの測定が可能であるこ
と、低侵襲で適応範囲が広いことが、全体的なリスク低減に
寄与していると思います。

森松　以前は循環不全などに対しては、肺動脈カテーテル
により心拍出量（Cardiac Output；以下、CO）を測定して
いましたが、改めて血圧や心拍数の評価の重要性が提唱さ
れ始めた中、低侵襲血行動態モニタリングシステムが新た
な選択肢として登場しました。循環管理を行う上で、患者
さんの心臓の状態をリアルタイムに確認することは重要で
あり、COは必要不可欠な情報だと思います。そのため、モニタ
リングシステムによって連続的にCOを測定できるように
なったことは循環管理に大きな変化を与えましたし、安心感
が増したと感じています。
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第1世代アルゴリズム（米国発売時）
・10分平均による血管緊張度調整機能
・アルゴリズムの主なデータベースは心臓手術症例

第2世代アルゴリズム（日本発売時）
・血管緊張度調整機能を1分平均とし、血行動態に対する追従性を改良
・ハイリスク手術症例をアルゴリズムのデータベースに追加

閉鎖式回路の導入
第4世代アルゴリズム
・血管収縮薬投与後の心拍出量と
  一回拍出量の測定精度を改良

EV1000 ver 1.9
・GDTモードを搭載
・パラメータ滞在率表示や変化率
  の表示が可能に第3世代アルゴリズム

・敗血症患者および肝臓切除術症例をアルゴリズムのデータベースに追加
・高心拍出量時の心拍出量測定精度を改良

・期外収縮発生時の補正機能の追加
  期外収縮発生時のSVV測定精度を改良
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図1　フロートラック センサー改良の歴史

左から：小竹先生、森松先生

SVV（Stroke Volume Variation）：一回拍出量変化、GDT（Goal Directed Therapy）：目標指向型療法
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COを測定する意義や役割についてどのようにお考えですか？

森松　循環管理の最終的なゴールは、COを適正に保ち、
組織に酸素やエネルギーを適切に供給することだと思います。
心拍数や血圧などのパラメータのみを指標に循環管理を
行うと、逆に組織への酸素やエネルギーの供給が不適切に
なることがあり得ますので 1、最終的なゴールを達成する
ためにはCOを測定しながら循環管理を行うことが非常に
大切だと考えています。

小竹　特に合併症を多く有するハイリスク症例では、血圧
や尿量といった従来の基本的なパラメータのみを指標とした
循環管理には限界があります。また、血圧と尿量を維持する
ための対応によって術後合併症が増加する可能性も示唆
されていますので、新たな指標としてCOなどのパラメータも
観察したほうがよいと思います。

ハイリスク症例において、血行動態モニタリングシステム、特に
COの測定が果たす意義についてどのようにお考えですか？

小竹　ハイリスク症例は増えていますが、手術中の死亡や
血行動態に大きな破綻をきたすケースは減少している印象
があり、そこにはモニタリングシステムの寄与も大きいと思
います。しかし、予備能が低い、虚弱、合併症を有すると
いったハイリスク症例では術後の合併症や死亡が増加して
いるのが現状です（図2）2。特に、輸液量と周術期合併症
の発現率の関連性を示した概念図も広く認識されていま
す（図3）3。そのため、術後合併症を術中管理によっていか
に減らせるかが課題であり、今後COや酸素供給量のデータ
を蓄積し術後の予後改善につなげていく必要があると考え
ています。

図2　術後合併症のリスク因子とASA-PSおよび日常生活動作別にみた生存率

Visnjevac O, et al. Anesth Analg. 2015;121:110-6.より許諾を得て転載

非心臓手術症例（n=12,324）を
ASA-PSおよび
日常生活動作自立群（A）
非自立群（B）別に比較した

ASA-PSが同じであっても術前の日常生活動作に介助が必要な場合、術後の長期生存率は低下した

リスク因子 オッズ比（95％信頼区間） P 値＊

日常生活動作非自立 4.57 （2.24-9.35） ＜0.0001
緊急手術 2.48 （1.34-4.59） 0.0038
血清アルブミン値（g/dL） 0.57 （0.40-0.81） 0.0017
血清BUN値（mg/dL） 1.03 （1.01-1.04） ＜0.0001

（a） 術後合併症のリスク因子

（b） ASA-PSおよび日常生活動作別にみた生存率

術前の日常生活動作が自立していないことは術後合併症のリスク因子となる

2A：ASA-PSクラス2の日常生活動作自立群
3A：ASA-PSクラス3の日常生活動作自立群
4A：ASA-PSクラス4の日常生活動作自立群
2B：ASA-PSクラス2の日常生活動作非自立群
3B：ASA-PSクラス3の日常生活動作非自立群
4B：ASA-PSクラス4の日常生活動作非自立群

＊多重ロジスティック分析
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森松　麻酔と手術自体が比較的安全になってきたことで、
ハイリスク症例に対する手術も増えてきていますが、それでも
安全に、良好な状態で回復に向かわせることが使命になって
きているように感じます。ハイリスク症例や予備能が低い
症例、長時間の麻酔で安全域が狭く、安全域を少しでも外れ
てしまうと回復が困難になり、回復までに長い時間を要する
ことがあります。特に術中の輸液量は術後に影響するため、
ハイリスク症例では術中のモニタリングを適切に行い、輸液
投与量が安全域から外れないようにすることが非常に大切
です（図4）4。その指標としては、血圧や尿量に加え、COなど
のパラメータの測定が重要になると思います。

血圧、尿量のみを用いた循環・輸液管理が難しいことには
どのような臨床的背景がありますか？

小竹　血圧と尿量は、COに対する生体反応によって調節さ
れた指標ですので、患者さん本来の病態がわかりにくくなる
ことが懸念されます。また、生体の調節能によって手術中は
耐えることができても、手術中のストレスが術後の病態に影響
を与える可能性も示唆されるようになりました（図5）5。その
ため、生体の調節能に依存する血圧や尿量以外のCOなど
の指標も測定することで、身体に負担の少ない循環管理が

可能になり、術後合併症のリスクを低減できるのではない
かと思っています。

森松　そうですね。血圧と尿量のみを指標に循環管理を行う
場合、輸液量を多くすることで手術中の循環は一見、安定
したようにみえますが、過剰輸液などにつながる可能性が
あります。そのため、血圧と尿量以外の指標であるCOが
適正に保たれていることを確認しながら、輸液量を適切な
量に制限していくことが重要だと考えています。

現在、どのような循環・輸液管理が求められているとお考え
ですか？

小竹　これまで手術中のストレスによって手術後半に循環
や血行動態が不安定になる要因として、サードスペースとい
う概念が提唱されていました6。しかし近年、従来の概念に
疑問符が付き7、改訂スターリングの法則などの新たな概念
が報告されています8。このように、手術や侵襲に伴う循環
動態の変動に対する解釈が変化しつつありますが、未だ
十分には解明されていません。そのため、現状の対策としては、
COを含めたパラメータのモニタリングをしながらバランスの
とれた循環・輸液管理をしていくことだと考えています。

図3　輸液量と周術期合併症リスクに関する最近の概念図

小竹良文, 他. 日臨床会誌. 2015;35:41-7.より許諾を得て転載
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森松　従来の概念は見えないものに対する想像の域を出ま
せんでしたが、技術の進歩に伴ってパラメータの測定能力が
向上し、測定可能なパラメータも増加しました。そうした中、
これまでの概念では矛盾が生じてきていますので、徐々に
新たな概念を導入しながら循環・輸液管理をしていく必要
があると感じています。

輸液管理の血管内ボリューム評価において、COや一回拍出
量変化（Stroke Volume Variation；以下、SVV）はどのよう
な役割を果たしてきましたか？

小竹　この質問は静脈還流の評価に読み替えられると思い
ます。COが不十分なときには何らかの治療介入が必要にな
ります。COのみでどのような介入が必要か判断できる場合
もありますが、すべてのケースではありません。そこで、次に
どのような介入が必要かを判断するための指標として静脈
還流を評価できるパラメータが必要です。そのため、COのみ
測定できるデバイスよりもSVVが同時に測定できるデバイス
の臨床的有用性は高いと言えます。

森松　仰る通りで、どのような治療介入が必要かを判断す
るための指標としてSVVは非常に有効になってきています。
輸液による循環の変化として血圧や心拍数も大切ですが、
輸液に反応していることを確認する指標として、COや一回
拍出量の増加を観察できるようになったことはとても大事な
ことだと思っています。

図5　Surgical Apgar Score別にみた術後合併症発現率と死亡率

Regenbogen SE, et al. Arch Surg. 2009;144:30-6.より許諾を得て転載

Surgical Apgar Score 0 点 1 点 2 点 3 点 4 点
術中の（推定）出血量（mL） ＞1,000 601-1,000 101-600 ≦100

最低平均血圧（mmHg） ＜40 40-54 55-69 ≧70

最低心拍数（bpm） ＞85 76-85 66-75 56-65 ≦55

Surgical Apgar Scoreでは0-5点を高リスク、6-8点を中リスク、
9-10点を低リスクに分類

出血、低血圧、頻脈などを指標にした手術中のSurgical Apgar Scoreは術後合併症や死亡と関連する

図4　手術時間別にみた最適な輸液投与速度

Tatara T, et al. Anesth Analg. 2009;109:211-6.より許諾を得て転載
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リザーバーとしての役割を担う静脈系は、循環・輸液管理の
重要なポイントになりますか？

小竹　近年、静脈系が血管作動薬に反応していることが明ら
かになり、循環管理に血管収縮薬を多用することに批判的な
従来の概念が、誤っている可能性が示唆されています。また、
輸液制限をしながら循環動態を維持する手段として、どの
ように血管収縮薬や血管作動薬を選択するかという点でも
静脈系を考慮する必要があると思っています。

森松　酸素供給量や循環の維持において動脈系は大切な
役割を担っていますが、生体内の水分を貯蓄し水分量を調
節しているのは静脈系ですので、輸液反応性を適切に評価
するためには動脈系のみではなく静脈系も適正に評価しな
ければいけません。これまでに中心静脈圧は輸液反応性と
は関係ないことがわかっていますので 9、今後、静脈系に
含まれる容量を正確に測定するツールの構築が必要とされ
ています。

輸液の種類について、晶質液を減量しながら膠質液で調整
していく必要があるという考えが提唱されるようになりまし
たが、どのようにお考えですか？

小竹　輸液制限をしながら血圧、尿量、COを維持していく
ために、晶質液のみで輸液量が多くなってしまう場合には
膠質液による調節は有用だと思います。しかし、さほど輸液
量が多くならない場合には、膠質液による調節はそれほど
重要ではないと思います。患者さんの状態に応じて晶質液と
膠質液を使いわけていくことが最近の潮流だと思います。

森松　個人的な印象としては、患者さんの状態によっては、
晶質液のみでは輸液量がやや多くなってしまうので、輸液
量を減らしたい場合には、膠質液を併用して使用するとよい
のではないかと考えています。ベースは晶質液で問題ない
と思いますが、輸液の負荷（フルイドチャレンジ）、すなわち
輸液反応性をみる場合には膠質液のほうがわかりやすい
ように感じています。

目標指向型療法（Goal Directed Therapy；以下、GDT）に
よる輸液管理が浸透してきましたが、プロトコル化された
GDTのメリットはどのような点ですか？

小竹　プロトコル化されたGDTのメリットは治療のばらつき
が少なくなることですが、周術期における循環動態の概念が
未だ十分に解明されていないため、プロトコル通りに実施して
いれば、すべての患者さんを適切に管理できるという状況で
はありません。したがって、担当の麻酔科医による適切な判断
は不可欠ですし、こうした状況を理解した上で構築されたプロ
トコルだということを認識して実施することが大切です10。

森松　プロトコルは経験が浅い医師への教育的な示唆とい
う観点では有効な手段です。しかし、100％成功する方法を
構築することはできないため、ある程度のベースラインとし
てプロトコルがあり、そこにプラスアルファや修正を加えて
いくことが重要だと思います。最終的には個別化する必要
もあるかもしれませんが、組織内や施設内で統一するとい
う意味では、プロトコルはわかりやすく、実施しやすいもの
だと考えています。
　また、安定している患者さんの状態維持にGDTは非常に
重要ですが、手術中の大量出血による血圧低下や心筋梗塞
の発症などで不安定な状態になった場合には、GDTプロト
コルにこだわりすぎずに、柔軟な対応が求められることを
理解しておくことが大切です。

GDTにおけるゴールとして何を選択すればよいとお考えで
すか？

小竹　数値目標をもってゴールとするのは難しく、定義でき
ていないのが現状です。輸液管理は広い意味での循環管理
の一部であり、麻酔の方法によっても修飾されますので、より
よい結果を出すためには、GDTでも多くの要素を勘案して
いく必要があると思います。

森松　私は酸素供給などをきちんと維持することが大切だ
と考えていますので、酸素供給を担保でき、かつ最も悪影
響のない最短の道があるならば何をゴールとしてもよく、そ
の手段としての輸液の量や種類などにはさほどこだわらなく
てもよいと思っています。
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ハイリスク症例の周術期管理では、どのようなことを重視して
取り組まれていますか？

森松　当院の周術期管理センター（PERIO）では、麻酔科
医が司令塔になり、多職種連携のチームによって術前から
術後管理までを一貫して行っています（図6）。特に看護師
による術前の面談は積極的に実施しており、面談では検査
データなどの数値だけではなく、簡単な診察と生活習慣を
含めた患者さんの普段の状態や情報についてきちんと話を
聞くことを重視しています。中でも、手術リスクや患者リスク
が高い症例に対しては重点的に面談を実施しています。面談
内容を数値化、標準化して評価することは難しいですが、
今後の課題です。見た目の印象はとても大切ですので、麻酔
科医もデータだけではなく、患者さんと直接会うことを希望
しています。

小竹　周術期管理においては、手術中に最適な状態を維持
するとともに、リスクのある患者さんを術前にどのように見
つけるか、そして可能であればプレハビリテーションの実施
につなげることが次のステップだと思います。また、血行
動態モニタリングという観点では、通常の麻酔管理や循環
管理に対して予想外の生体反応を示す患者さんのリスクが
最も高く、術中管理や周術期管理に苦慮するケースが多い
ため、そのような患者さんを予測できる方法があればと期待
しています。

図6　岡山大学病院 周術期管理センター（PERIO）におけるチーム医療

今後の5～10年を見据えたときに、現在の循環管理の課題
はどのようなところでしょうか？

小竹　血管系の術後合併症の予防には抗血小板薬や抗凝
固薬などによる直接的な治療法もありますが、術中の循環
管理も関与しているのではないかと考えています。こういった
術後合併症のリスクを循環管理も併せていかに低減して
いくかが課題だと思います。そのため、少し先の患者さんの
状態がどうなるかという短期の予測性や、術前診断や麻酔
導入時の変化が手術後半や術後にどのように影響するかと
いった長期の予測性が必要になると考えています。

森松　私は低侵襲が鍵になるのではないかと思っています。
患者さんの見た目の印象も大事ですが、患者さんが高リスク
か低リスクか、特に術前の循環の予備能や静脈系の容量など
を低侵襲で評価できる方法論やデバイスが登場することを
期待しています。

小竹　そうですね。酸素供給量に関しては、静脈系の酸素
飽和度の意義が大きいことは変わりませんが、より低侵襲に
評価できる方法があるとよいと思います。

本日はありがとうございました。

森松博史先生 提供　©2015 IDA Co., Ltd.
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