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Potential benefits of Mechanical Circulatory Support 
1) 臓器灌流維持 
2) ⼼充満圧軽減（肺⽔腫改善） 
3) ⼼室内容量軽減（壁ストレス↓、⼼筋酸素消費量↓） 
4) 冠⾎流量確保 
5) 複雑な⼿技中の循環補助 
6) 梗塞サイズの軽減 

J Am Coll Cardiol 2015;65:e7–26 



•  IABPは最も汎⽤されている
「Circulatory Support」の⼀種 

 

•  ICUに左記のデバイスが登場す
る⽇が来るかもしれません。

Circulation. 2012;125:1809-1817.



•  他のMCSに⽐べれば、細めのカテーテル 
•  0.5 l/min の⼼拍出量上昇

Circulation. 2012;125:1809-1817.



BMJ 2003;326:1450–2

•  拡張期にバルーンが
inflation 

•  冠動脈⾎流増加効果 
•  後負荷軽減効果 
  ⼼仕事量軽減 
  ⼼筋酸素消費量低下 
  ⼼拍出量増加



•  ダブルルーメン 
1.    バルーン（ヘリウムガス充填） 

2.    ガイドワイヤ 通過ルーメン→ 先端圧 

 
※ヘリウムガス 
粘性が低い。バルーン内外の移動が速
く、破裂してもすぐに⾎液に吸収され
る。  

J Am Coll Cardiol. 2015 May 19;65(19):e7-e26 

BMJ 2003;326:1450–2



•  拡張期の圧上昇 
•  収縮期直前の圧低下 
が達成されるように、バ
ルーンインフレーション
のタイミング、時間を調
整する 

BMJ 2003;326:1450–2



•  もしバルーンインフレーションのタイミングを調整するなら、⼀時的
にサポート⽐を落としながら調整すると、波形がわかりやすく簡単。 

BMJ 2003;326:1450–2



合併症
•  mild 以上のARは悪化 

•  合併症の⼤半は⾎管合併症（⾎管損傷、下肢虚⾎、脳卒中） 
•  感染 
•  ADL制限 

※特に⾎管外傷は致命的 J Am Coll Cardiol 2015;65:e7–26 



IABP - 抗凝固療法？
•  There is variability in use of anticoagulation for IABP. Many 

centers do routinely use anticoagulation, but others do not, 
particularly with 1:1 pumping.  

•  No definitive data exist to provide guidance. Each institution 
should establish its protocol, with monitoring of bleeding and 
ischemic complications.

J Am Coll Cardiol 2015;65:e7–26 



•  ⽬的、⽅法： 
 IABP挿⼊患者に対し、ヘパリン化が必要かどうかに関するsystematic  
 review, 1950-May 2012, Medlineで検索 

•  結果： 
 4研究を紹介 
 (RCT1つ、後ろ向き観察研究２つ、動物実験１つ) 

Interactive Cardio Vascular and Thoracic Surgery 15 (2012) 136–140



•  虚⾎合併症有意差なし、⾎栓症発⽣なし 
•  出⾎有意差あり    →実は抗凝固に関しては不明な部分が多い
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J Am Coll Cardiol 1997;30:708–15

•  ⽬的：AMI-⼼原性ショック患者に対し、早期IABPの有効性の検討 
  
•  ⽅法 : 後ろ向き観察研究：GUSTO-1 Study (⾎栓溶解療法に関する

多施設RCT)対象患者のうち⼼原性ショック患者のみ分析 
 
IABP導⼊が⼊院1⽇以内であった群  
       vs.  
IABP導⼊が⼊院1⽇以後もしくは未導⼊だった群 

•  結果：n=310 



•  TIMI gradeが低い
ほど、IABP挿⼊ 

•  EF 40-50%程度 



•  虚⾎再発群は早期IABP群が⾼かったが、 
•  早期IABP群は死亡率が低い傾向にあった 



Am Heart J 2001;141:933-9.

•  ⽬的：AMI-⼼原性ショック患者に対し、
IABPは有効か 

•  ⽅法：National Registry of Myocardial 
Infarction 2 (June 1994より開始されたAMI
患者の⼤規模レジストリー)を⽤いての
retrospective cohort study  

•  結果：NRMI-2中、⼼原性ショック患者：
N=23180   

 



•  ⾎栓溶解療法＋IABP：死亡率低下？ 
•  PCI＋IABP：死亡率上昇？ 
 



Am J Cardiol 2010;105:967–971

•  ⽬的：AMI-⼼原性ショック、
IABP導⼊患者、primary PCI
前後での検討 

•  ⽅法 ：single-center, 
retrospective cohort study, 
January 2005-December 2008 
 
•  結果：N=48  
              (PCI前：26, 後：22) 

 



•  IABP 導⼊するなら早く？
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European Heart Journal (2009) 30, 459–468

•  ⽬的：STEMI患者＋⼼原性ショックの有無、 
    IABPの是⾮に関して検討  
•  ⽅法：期間 1966〜December 2007 

•  結果： 
STEMI 
→7RCT 
→first meta analysis 
 
STEMI＋⼼原性ショック 
→9 cohort study(RCTなし)  
→second meta analysis 



Meta-analysis of cohort studies of IABP therapy in STEMI complicated by 
cardiogenic shock.



Meta-analysis of randomized clinical trials of IABP therapy in STEMI.



IABP-SHOCK II trial 
•  ⽬的 : AMI-⼼原性ショックにIABPは有効か？ 
•  ⽅法 :   
 multicenter, open label, RCT 
 AMI、早期⾎⾏再建、⼼原性ショック患者が対象 
 IABP挿⼊のタイミングはPCI前後を問わない 
 N= 600 (IABP : 301  vs. no IABP : 299)  
   

N Engl J Med 2012;367:1287-96.



•  Inclusion 
AMI(STEMI NSTEMIは問わない) 
⼼原性ショック（sBP 90mmHg未満×30分 or 維持にカテコラミンが必要) 
肺うっ⾎ 
臓器灌流不全（意識障害、末梢冷感、Hr 30ml/h以下、乳酸値2mmol/l以上） 
早期⾎⾏再建あり 
 
•  Exclusion 
30分以上の蘇⽣術施⾏ 
機械的合併症（乳頭筋断裂、⼼室中隔穿孔） 
ショックから12時間以上経過 
PE 
重症下肢虚⾎病変 
2度以上のAR 
90歳以上 
ショックの原因がAMI以外 



結果：平均留置期間は3⽇、3.5%が外科的⾎⾏再建 



•  30⽇死亡率、再虚⾎、有意差なし 
•  合併症、有意差なし 



Lancet 2013; 382: 1638–45
•  IABP-SHOCKⅡtrial 1年後までの解析 

•  1年死亡率、有意差なし 
•  再梗塞、IABP群が多い 
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Counterpulsation to Reduce Infarct Size Pre-PCI Acute Myocardial Infarction：
CRISP AMI 
 
•  ⽬的：ショック(-) 前壁STEMI患者、PCI前のIABP導⼊の是⾮の検討 

•  ⽅法 : multicenter, RCT, June 2009〜February 2011 
 ⼼原性ショックではないSTEMI患者が対象 
 primary PCI前に挿⼊、少なくとも12時間留置  vs. primary PCI のみ 
  
 N= 337  

Primary  outcome : 梗塞サイズ(PCIより3-5⽇以内にMRI評価) 
Secondary outcome : 6か⽉時点での全死亡、⾎管合併症、30⽇以内の出⾎  

JAMA. 2011;306(12):1329-1337



•  低⾎圧ではない、男性が多い

•  ほぼPCI施⾏、責任病変はLAD、近位部中⼼



•  梗塞サイズ、有意差なし

•  6か⽉死亡率も有意差なし（わずかな上昇はPCI単独群
の中にIABP挿⼊（術者判断）15⼈いたことが影響？） 



•  ⽬的 :  
 High risk PCIに対するIABP挿⼊はmajor adverse cardiac       
cardiovascular events(MACCE)を減らすか 
 
•  ⽅法 :  
multicenter, RCT, December 2005-January 2009 
EF≦30%、 Jeopardy Score(病変複雑度) ≧8/12の症例対象 
N= 301   

JAMA. 2010;304(8):867-874

Jeopardy Score

BCIS-1 study : Balloon Pump–Assisted Coronary Intervention Study



•  MACCE 有意差なし

•  EF 20％程度



Circulation. 2013;127:207-212.

•  BCIS-1 study の追跡 
•  平均51ヶ⽉のfollow 
Mortality：elective IABPの⽅が良い 
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JAMA Intern Med. 2015;175(6):931-939. 

•  ⽬的 :  
AMIに対するIABPの効果の検討 
  
•  ⽅法 :  
AMI患者に対しIABP使⽤の有無で 
30⽇死亡率を検討した観察研究、 
RCTを検索、集積 
 
•  結果 :  
RCT 12個、観察研究15個 



•  ショックの有無でも変わらない



•  ショック無、観察研究ではいいかも？



ちなみに⽇本の研究



•  ⽬的：ACSに対し
IABPが有効かどうか
の検討 

•  ⽅法：Japanese 
PCI registry (Japan 
Cardiovascular 
Database-Keio 
Interhospital  
Cardiovascular Studies ) 
多施設 
後ろ向き観察研究
September 2008 – May 
2014 

JAMA Intern Med. 2015 Nov 2:1-3



•  IABPなし：mortality ↓ 
•   最終⾏： 
 「a potentially life-saving but extremely costly and high-risk intervention for patients.」
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IABP まとめ
•  ⼼原性ショック : ？ 

•  ⼼原性ショック＋冠⾎流サポート：✕ 

•  冠⾎流サポート：？ ⻑期予後だと〇？ 



IABP 私⾒
•  冠疾患が関与した⼼原性ショックに対し, 良いoutcomeを期待して

いた時代があったが、近年の研究は軒並み否定的 
•  後ろ向き研究か前向き研究かの違い 
•  PCIの技術向上の影響もあるかもしれない 

•  たかだか、0.5l/min程度のサポート 
•  冠⾎流サポートの効果も不明 
•  副作⽤（臥床強要は必発、感染のリスク） 

ICU患者にIABPの存在価値は乏しいと考える。 
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Journal of Critical Care (2013) 28 , 531.e7 –531.e15
•  ⽬的 :  
腹部⼿術中、DOBが臓器灌流を改善させるかの検討  
•  ⽅法 : 
膵癌に対しWhipple術を受ける患者 
単施設、⼆重盲検RCT 、August 2009 - August 2010 
術中投与 : プラセボ、DOB 3γ (D3)、 DOB 5γ (D5)、の3群に割り付け 
胃粘膜のPCO2-⾎液ガスPCO2測定 
N= 60  
 



•  DOB使⽤群 :  
HR上昇 
MAP差異なし  
CVP下降 



•  DOB使⽤群 :  
粘膜CO2-⾎液CO2のgap↓ 
胃粘膜pH ↑ 
 
⇒臓器灌流改善



European Journal of Cardio-thoracic Surgery 27 (2005) 289–295

•  ⽬的 : OPCAB中、低容量DOB投与で、⼼臓脱転時の⾎⾏動態変
化を減らすことができるか検討  

•  ⽅法 : RCT 
⾎管吻合10分前からDOB 5γ 持続投与開始 
胸部下⾏⼤動脈の⾎流量、変化を測定（経⾷⼼エコー） 
N=32   



• ⾎⾏動態指標 
DOB投与： 
CVP↓ 
ScvO2↑ 
MAP↑、HR↑ 



• DOB投与： 
 CO↑ 
   TABF(thoracic aortic blood flow)↑ 



•  Initial resuscitation欄か
らDOBの記載は消失



Rationale   
Dobutamine is the first choice inotrope for patients with measured or 
suspected low cardiac output in the presence of adequate left 
ventricular filling pressure (or clinical assessment of adequate fluid 
resuscitation) and adequate MAP・・・・・ 
 
 ・・・・・Large prospective clinical trials, which included critically 
ill ICU patients who had severe sepsis, failed to demonstrate benefit 
from increasing oxygen delivery to supranormal targets by use of 
dobutamine (173, 174). 



•  ⽬的 :  
DOB投与→酸素運搬量↑で予後改善す
るかどうか検討  
•  ⽅法 :  
2施設RCT、ICU患者のうちハイリス
クとされた患者 
輸液投与にてCI、酸素受給バランスが
⽬標値（CI4.5L/min, 600ml/min/m2, 
170ml/min/m2）まで届かなかった患者
のみ 
⽬標値達成までDOB投与  
vs.  
Control (CI2.8L/minの時だけDOB可) 
•  N= 100   



• Cardiac Indexは上昇、⽣存率は低下
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•  ⽬的 : 重症⼼不全に関してDOBの死亡率への影響の検討 
•  ⽅法 : 重症⼼不全に関して DOB vs. Placeboで⽐較したRCTを収集、解析 

•  結果 : 死亡率の報告があるRCT（13研究）がmeta解析へ 
•  ⾚下線が⼊院患者対象の研究 

Intensive Care Med (2012) 38:359–367





 Congest Heart Fail 2010 ; 16 : 265–270.
•  ⽬的 :  
中等度以上の慢性⼼不全に対しEnoximone(PDE阻害)、DOBの効果を検討  
•  ⽅法 :  
多施設RCT 
NYHAⅢ度以上の慢性⼼不全患者、EF40%未満、CI2.5L/min/m2以下が対象 
Enoximone, DOB, Placeboの3群に割り付け 
CIが25-40%増加するように量調整、48時間点滴継続 
•  N=136   



•  DOB投与 
CI ↑  HR↑ 
MAP→ 
SVR↓  PVR↓



•  DOB投与 
不整脈頻度↑ 

•  DOB投与群、 Enoximone群のみ、1例ずつ死亡（本⽂中に記載） 



•  ⽬的 : 
⾮代償性⼼不全におけるlevosimendan, DOB投与のアポトーシスの
マーカー、炎症マーカー、への影響を検討 
•  ⽅法 : RCT 
levosimendan, DOB, Placeboの何れかを24時間持続投与 
DOBは5γから投与開始、症状改善が得られなければ徐々に倍増 
48時間後までの⾎⾏動態指標etc.、4ヶ⽉後の病状までfollow    

Am J Cardiol 2006;98:102–106



•  sFas↑→Event free survival ↓  
•  IL-6 ↑→Survival ↓ 



•  論⽂の主旨はlevosimendanが炎症マーカーを減少させる、
であるが、DOBは著変ない or 増加させたという結果。 
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Dobutamine : 本⽂より 
•  動物実験では、DOB5γまではCOを増やしつつPVRが下降し、５γ以

上は肺⾎管抵抗は改善することなく頻脈を呈する。 

•  これらの実験から⾒てみるとDOBは使⽤するなら５γ以下。可能なら
ばNO吸⼊を。DOBは⾎管拡張作⽤もあり、昇圧剤の使⽤も望まれる。

Crit Care Med 2007; 35:2037–2050



Crit Care Med 2004; 32:1035–1040
•  ⽬的 : 右⼼不全におけるDOB, Nadの効果を検討する  
•  ⽅法 : 動物実験(⽝)、RCT、N=22 
右⼼不全モデル（90分だけPAを狭窄の右⼼不全）をcontrol, 
Nad(0.1-0.5γ), DOB(5-10γ)の3群に分ける  
 

 
Ees : RV収縮(収縮期
末期圧-容量) 
Ea : PA弾性(収縮末期-
拡張末期 圧-容量) 
Ees/Ea : PA-RV連関
(RV収縮/PA弾性) 

•  結果: DOBがbetter? 
 



Combination Therapy with Inhaled Nitric Oxide and 
Intravenous Dobutamine During Pulmonary Hypertension in 
the Rabbit. 

•  ⽬的：DOBとNO吸⼊が肺⾎管拡張作⽤があるか検討 
•  ⽅法：肺⾼⾎圧モデルのウサギ 
(DOB 2.5-20γ)＋(NO吸⼊(40ppm)あり・なし)での⾎⾏動態の変化を測定

Journal	of	Cardiovascular	Pharmacology.	36(2):
146-151,	August	2000.	

FIG. 1. Overview of experimental 
design. After surgical interventions and 
stabilization, measurements were 
obtained before, during, and after 
administration of inhaled nitric oxide. 
These three sets of measurements 
were obtained before dobutamine 
infusion and during progressively 
increasing dobutamine infusion doses. 
Each arrow represents a measurement 
time point. The shaded bars represent 
administration of inhaled nitric oxide at 
40 ppm.



•  DOB：容量依存性にPAP、PVR、
SVR、MAP↓、CO↑ 

•  NO併⽤：PAP↓、PVR↓、SVR↓、
CO↑、MAP→ 



⽬次
A. ICUにIABPの存在価値はあるか 
•  IABP⼀般 
•  2000年前後〜2010年前後〜（⼼原性ショック、冠⾎流サポート) 
•  まとめ 
•  私⾒ 

B. ICUにDOBの存在価値はあるか 
•  正常⼼臓→DOB→臓器還流 ↑→予後 ↑ 
•  低⼼機能→DOB→CI ↑→予後 ↑ 
•  右⼼不全→DOB  : ? 
•  まとめ 
•  私⾒ 
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DOB まとめ

•  正常⼼臓→DOB→臓器還流 ↑ :○ →予後 ↑ : ？か× 
•  低⼼機能→DOB→CI ↑ :○→予後 ↑ : ？か× 
•  右⼼不全→DOB : ？ 



DOB 私⾒
•  特に近年、ハードアウトカムを検討したRCTは皆無 

•  サロゲートマーカーは確実に改善させそうの割には予後改善を⽰せず 

•  サロゲートマーカーの改善は他臓器には良さそうだが⼼臓⾃⾝にとっ
てはβ刺激は有害？ 

•  注意すべき副作⽤は⾎圧低下、不整脈 

ICUにDOBの存在価値があるかは不明と考える。 



最後に
•  ⽂献レビューをした感触では、DOB、IABPいずれも2000年前後を 
 境に肯定的な⾒解から否定的な⾒解に変わっていった印象がある。 
 特にIABPはスワンガンツカテーテルと同じ運命を辿るだろうとは 
 よく⾔われてる所。 

•  個⼈的にはかねてよりIABPの効果を実感できた経験は皆無だが、経験 
 数が⾜りないだけだろうか。 
 
•  所詮、対症療法で、かつ、⼤した対症にもならなそうで、かつ副作 
 ⽤は確実に存在する為、当然の運命である気もする。 
 
•  DOBもIABPも良いことしている「気がする」治療の典型例？ 使⽤す 
   るのであれば、せめて強い理論的根拠は必要である。 

•  前述したように、今後、急性期医療の領域で新しいMCSが出てくる可 
 能性もあり注⽬されるところでもある。


