
体外設置型補助人工心臓 
（体外式ＶＡＤ） 

JSEPTIC CE教材シリーズ 
対象：レベル2 

（レベル1修了者を想定） 
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第1章 体外式体外式補助人工心臓とは 

第1章の到達目標 

• 体外式補助人工心臓とは何かを説明できる 
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1-1 人工心臓とは 
• 重症心不全の患者に用いて、心機能全てもしくは
一部を代行する装置 

• 完全置換型と補助人工心臓に分類される 

 
完全置換型人工心臓 

（TAH：Total Artificial Heart） 

自己心を取り除き、人工心臓と
置き換える 

補助人工心臓 

（VAD：Ventricular Assist Device） 

自己心を温存したまま心機能の一部を 

代行する 

現在、本邦では未使用 



1-2補助人工心臓とは 

主に左心補助を目的として、 

左心室（左心房）脱血 

⇒血液ポンプ 

⇒上行大動脈送血 

という経路で血液を送り出し
自己心機能の補助を行う 

（LVAD） 



1-2補助人工心臓とは 

右心不全が強い場合には、 

左心補助に加えて 

右心房（稀に右心室）脱血 

⇒血液ポンプ 

⇒肺動脈送血 

という経路で右心補助を 

行う場合もある（RVAD） 

（両心補助 LVAD+RVAD 

 BVAD：Biventricular assist 
device） 



1-3補助人工心臓の分類 
• 血液ポンプの場所が体外か体内かで2つに分類される 

体外設置型補助人工心臓 

（PVAD: Paracorporeal VAD 

  EVAD：Extracorporeal VAD） 

植込型補助人工心臓 

（IVAD:Implantable VAD） 



1-4体外設置型補助人工心臓 

ニプロ（東洋紡型）VAD（本教材はこのVADの説明です） 

• 代表的な体外設置型補助人工心臓 

• 血液ポンプは70ml 

• 空気駆動式 



チェックテスト（1） 

• 補助人工心臓は血液ポンプの場所によって 

【      】型と【    】型に分類される 
 

• 補助人工心臓（VAD）は、主に【    】補助を 

行い、【    】脱血⇒【       】⇒ 

【       】送血という流れで心機能の一部 

代行をする 

 



チェックテスト（1） -解答- 

• 補助人工心臓は血液ポンプの場所によって 

【 体外設置 】型と【 植込 】型に分類される 

 

• 補助人工心臓（VAD）は、主に【 左心 】補助を 

行い、【 左室 】脱血⇒【 血液ポンプ 】⇒ 

【 上行大動脈 】送血という流れで心機能の 

一部代行をする 

 



第2章 適応と目的 

第2章の到達目標 

• 体外式補助人工心臓の適応を説明できる 

• 体外式補助人工心臓の目的を説明できる 
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2-1 適応 

• 開心術後の人工心肺離脱困難症例 

• 開心術後の低心拍出症候群を呈する症例 

• その他心原性循環不全を呈する症例 

適応疾患：ほとんどの疾患が対象 

虚血性心疾患、弁膜症、拡張型心筋症、拡張相肥大型心筋症 

産褥性心筋症、拘束型心筋症、心筋炎、先天性心疾患 

二次性心筋症（心サルコイドーシス、薬剤性心筋症など） 

致死性重症不整脈による心不全など 



2-2 適応除外 

• 移植適応のない症例で、リカバリーの後離脱
できる見込みが無い症例 

 （高齢者、全身性疾患、悪性腫瘍など） 

• 心停止の時間が一定以上ある場合 

• 神経学的の重度の障害が残ると想定される
場合 

 



2-3 使用目的 

下記の目的で使用され、それぞれに略語がある 

 

• BTC（Bridge to Candidacy） 移植登録となるまでの橋渡し 

• BTR（Bridge to Recovery）   心機能回復までの橋渡し 

• BTD（Bridge to Decision）    治療方針決定までの橋渡し 

• BTB（Bridge to Bridge）    植込型VADまでの橋渡し 

• BTT（bridge to Transplant） 心臓移植までへの橋渡し 



チェックテスト（2） 

• 体外式補助人工心臓は、高齢または他臓器に
重度の障害があるなど【     】の適応がな
い症例で、【     】の見込みがない場合を
除きほとんどの心疾患に適応がある 

 

• 体外式補助人工心臓の使用目的は、
【     】、【     】、【     】、【     】、
【     】などへの橋渡しである 

  



チェックテスト（2）-解答- 

• 体外式補助人工心臓は、高齢または他臓器に
重度の障害があるなど【 心臓移植 】の適応が
ない症例で、【 心機能回復 】の見込みがない
場合を除きほとんどの心疾患に適応がある 

 

• 体外式補助人工心臓の使用目的は、     
【 移植登録 】、【 心機能回復 】、     
【 治療方針決定 】、【 植込型VAD 】、  
【 心臓移植 】などへの橋渡しである 

  



第3章 構成 

第3章の到達目標 

• 体外式補助人工心臓の構成と設定項目を 
説明できる 
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3-1 構成 

①血液ポンプ 

送脱血が行われる 

 

②駆動チューブ 

血液ポンプを動かすため 

必要となる空気の通り道 

 

③駆動装置 

血液ポンプの動きを 

決める 

電源コード 

① 

② 

③ 
外部陰圧 

外部陽圧 

駆動 

装置 

駆動チューブ 

血液ポンプ 

カニューレ 

陽圧 

陰圧 



①血液ポンプ 

 血液ポンプはダイアフラムという膜を介して血液室側と空気室側に
分かれており、空気室側に空気が出入りすることで血液が送脱血
される 



②駆動チューブ 

血液ポンプと駆動装置を 

つなぐチューブ 約5ｍ 



③駆動装置 

• VCT50χ 

 

モバートNCVC 

 

平成29年 生産中止 

平成35年 保守点検終了 

 



VCT50χ 

空気配管 

吸引配管 
電源コンセント 

設定項目
画面 

駆動ケーブル
接続口 



VCT50χ 設定項目 

①駆動陽圧 

④％systole 

③拍動回数 

②駆動陰圧 



VCT50χ 設定項目 

①駆動陽圧 [mmHg]  

 血液を送血する時の圧力の値 

②駆動陰圧 [mmHg] 

 血液を脱血する時の圧力の値 

③％systole[％] 

 血液ポンプが収縮している時間の割合 
 Ex：拍動回数が60回/分の時に「40％」であれば、1秒間のうち0.4秒間血液    

   ポンプが収縮している状態 

④拍動回数[ｒｐｍ] 

 １分間に何回ポンプを拍動させるかを表す値 



チェックテスト（3） 

• VCT-50χで設定する項目は、【      】 

 【      】【      】【          】の 

 4種類である 



チェックテスト（2）-解答- 

• VCT-50χで設定する項目は、【 駆動陽圧 】 

 【 駆動陰圧 】【 拍動回数 】【 ％systole 】 

   の4種類である 



第4章 観察項目 

第4章の到達目標 

• 管理上、何を観察する必要があるかを説明
できる 
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4-1 血液ポンプの観察 

• ポンプの裏側は鏡を用いて観察する 

 

 ☆観察のポイント 

 ①フィリング 

 ②血栓 

 ③亀裂（血液ポンプの破損） 



①フィリング 

• Full Fill / Partial Fill 

 充満期に血液室内が十分に満たされる 

 ＝ダイアフラムが膨らみ切っているかどうか 

Full Fill Partial Fill 



①フィリング 

• Full Empty / Partial Empty 

 駆出期に血液が完全に駆出される 

 ＝血液室の外側からダイアフラムが見えるかどうか 

 
Full Empty Partial Empty 



4-2 理想的な駆動状態とは？ 

• 一回拍出量が最も多いのはFull Fill – Full 
Emptyであるが・・・ 

 

• 安定期ではFull Fill – Partial Emptyで駆動させ
るほうがダイアフラムの耐久性において有利 



②血栓 

• 好発部位 

(A)弁輪部分 

(B) P-C コネクタ間の 
ハウジング部分 

(C)ダイアフラム膜の 
中間部分 

(D)D-H ジャンクション 
 

※血液のよどむ場所に血栓が 

 できやすい 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



血栓形成の様子 

(A) (B) 

(C) (D) 



③亀裂（血液ポンプの破損） 

• ダイアフラムが最も歪む部分※ で 

  発生しやすい 

※ 

ハウジング 

ダイアフラム 



チェックテスト（3） 

• 血液ポンプの観察項目としては、 

 【     】、【     】、【     】がある 
 

• 安定期の理想的な駆動状態は、 

 【     】 fill - 【     】 empty である 
 

• 血液が【     】場所に血栓ができやすく、 

  ダイアフラムが【     】場所で亀裂が発生 

  しやすい 



チェックテスト（3）-解答- 

• 血液ポンプの観察項目としては、 

 【フィリング】、【 血栓 】、 

 【亀裂（ポンプ破損）】がある 
 

• 安定期の理想的な駆動状態は、 

 【 full 】 fill - 【 partial 】 empty である 
 

• 血液が【 よどむ 】場所に血栓ができやすく、 

  ダイアフラムが【 歪む 】場所で亀裂が発生 

  しやすい 



第5章 トラブル対応 

第5章の到達目標 

• トラブル対応の方法を説明できる 
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5-1 駆動装置のバックアップ機能 



5-2 管理上の起こりえるトラブル 

①電源 

②血液ポンプとカニューレとの接続 

③駆動チューブ 

④駆動装置 



5-3 トラブルシューティング 

①電源 

バッテリー電圧が21.5 V以下になり、 

「バッテリーの電圧が低下しています」の 

アラームが出た後は駆動が不安定※になる！ 

移動時など、22V台に 
なったら危険であると 
認識する 

バッテリー電圧値 

※最終的にはポンプが止まる可能性あり 



5-3 トラブルシューティング 

①電源 

アラームを発生させないために・・・ 

バッテリ駆動の目安は1日30分 

移動先でもできるだけAC電源に接続 

緊急時は3P-2P変換プラグの使用 

 



5-3 トラブルシューティング 

②血液ポンプの接続外れ 

送血側→大出血 

脱血側→大出血＋空気引き込み 
いずれも、 

駆動装置のアラームは鳴らない 

 

送脱血カニューレとポンプの接続部は 

タイバンドで固定し、緩みがないことを確認する 



5-3 トラブルシューティング 

②血液ポンプの接続外れ 

鉗子で送脱血カニューレをクランプして止血後、 

• 出血による循環破綻 

• 空気塞栓 

 に対する処置を行う 

 



5-3 トラブルシューティング 

③駆動チューブ 

折れ曲がりやねじれなどで 

空気が流れなくなると血液ポンプ停止 

駆動装置のアラームは鳴らない 

 

 

必要に応じて塩ビチューブ 
などで補強する 



5-3 トラブルシューティング 

④駆動装置 

アラームが発生すると・・・ 

 

 

 

 

  メッセージボックスが表示されている間は 

 バッテリ電圧が更新されない 
  メッセージを確認したら画面右上のRESETスイッチでメッセージボックスを消去する 

 

 

赤いERROR表示 メッセージボックス 



5-3 トラブルシューティング 

④駆動装置 

駆動装置が停止した際は、本体交換の準備が 

整うまで送気球を使用し手動でポンプを動かす 



チェックテスト（4） 

• 駆動装置のバッテリ電圧が 【     】 V 

 以下になると駆動が不安定になる 
 

• 血液ポンプの接続外れや、駆動チューブの 

 折れ曲がりにより血液ポンプが正常に動作 

 していないとき、駆動装置のアラームは 

 【  鳴る  /  鳴らない  】  
 



チェックテスト（5） 

• バッテリ駆動で移動中、 

 アラームメッセージボックスは 

 【 表示したまま  /  内容を確認したら消す 】 
 

• 駆動装置には、緊急時に対応できるよう 

 【     】と【     】を備えておくとよい 
 



チェックテスト（4）-解答- 

• 駆動装置のバッテリ電圧が 【 21.5 】 V 

 以下になると駆動が不安定になる 
 

• 血液ポンプの接続外れや、駆動チューブの 

 折れ曲がりにより血液ポンプが正常に動作 

 していないとき、駆動装置のアラームは 

 【  鳴る  /  鳴らない  】  
 



チェックテスト（5）-解答- 

• バッテリ駆動で移動中、 

 アラームメッセージボックスは 

 【 表示したまま  /  内容を確認したら消す 】  
 

• 駆動装置には、緊急時に対応できるよう 

 【 鉗子 】と【 送気球 】を備えておくとよい 
 



参考資料 
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