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はじめに

全世界でECMOが普及し, 症例数および実施する施設が増
えている. また, 補助人工心臓：Ventricular Assist device 
(VAD)の使用も増えてきている.
心移植/VAD実施可能な施設と 非心移植/VAD実施施設
との間に, V-A ECMO管理を要する心原性ショック患者の転帰
に違いがあるかは明らかではない. 

※心移植/VAD実施施設：HTx/VAD
非心移植/VAD実施施設：non-HTx/VAD
ECLSもECMOと表記する



症例 既往のない28歳, 男性

【現病歴】 5日前から発熱と全身倦怠感が出現, 呼

吸困難も伴い救急要請となった. 

【来院時現症】 BT 37.8℃, BP 70/35mmHg, 

PR 101回/min, RR 28回/min, SpO₂ 92％（RA）

【入院後経過】

緊急でIABP, カテコラミン投与が開始された. 

CAGで有意狭窄はなく, 心筋炎が疑われ心筋生検が

行われた. カテコラミンを増量しても循環動態が維持さ

れず, 同日V-A ECMO開始しICUに入室した. Diffuse hypokinesis, EF 20%

非特異的ST変化
＋
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劇症型心筋炎のECMO離脱成功の因子

国立循環器病研究センターで1995年1月から2014年12月までに

ECMO管理となった劇症型心筋炎患者37例を調査し, ECMO離脱予測因子を調査した. 

離脱群22人 vs 非離脱群15人

CK Peak (IU/L)       1803   vs   5717  (p=0.001)

CK-MB Peak （IU/L） 77 vs 491.5 (p=0.0001)

左室後壁厚 (mm) 10    vs      13  (p=0.005)

Methods

Results

Manabu M, et al: ESC Heart Failure. 2018; 5: 675-684.



ECMO離脱が困難な時の
治療戦略やVADの適応は？



心移植/VAD治療の用語のまとめ

DT（Destination Therapy）
半永久的な使用

BTT（Bridge to transplant）
心移植までの橋渡し

BTR（Bridge to recovery）
心機能回復を期待して使用

例）拡張型心筋症による重症心不全（移植適応あり）
→植込型VADを植込みして移植待機
→心臓移植へ

例）劇症型心筋炎による心原性ショックでV-A ECMO開始
→体外式VAD装着
→心機能回復し体外式VADを離脱

例）虚血性心疾患による心原性ショックでECMO開始
（年齢と維持透析のため移植適応なし）

→植込型VADを装着して在宅医療へ



ECMO →心移植/VAD治療
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心移植/VAD治療の用語のまとめ

DT（Destination Therapy）

BTB（Bridge to bridge）
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BTD（Bridge to decision）

BTR（Bridge to recovery）

心移植までの橋渡しとしての使用

移植適応の判断を保留しての使用

移植適応がない場合の,  半永久的な使用

体外設置型VADから植込型VADへの植替え

心移植の適応判断ができるまでの救命手段

自己の心機能が回復することを期待しての使用



心移植/VAD治療の用語のまとめ

DT（Destination Therapy）

BTB（Bridge to bridge）

BTC（Bridge to candidacy）

BTT（Bridge to transplant）

BTD（Bridge to decision）

BTR（Bridge to recovery）

心移植までの橋渡しとしての使用

移植適応の判断を保留しての使用

移植適応がない場合の,  半永久的な使用

体外設置型VADから植込型VADへの植替え

心移植の適応判断ができるまでの救命手段

自己の心機能が回復することを期待しての使用

日本では植込型VADに関して
BTTのみが保険適応でDTは保険適応なし.

欧米より10年以上遅れをとっている.



人工心臓の種類

完全置換型人工心臓
（Total Artificial Heart）

補助人工心臓
（VAD）

体外設置型VAD

植込型VAD 第一世代：拍動流
第二世代・第三世代：連続流

日本では臨床で使用されたことはない.
重症心不全に対する植込型補助人工心臓ガイドライン2013より引用



体外設置型VAD

• ポンプを体外に置く
• ドライブラインからの感染のリスクや血栓形成による脳
梗塞のリスクが高い

• 退院は不可能

重症心不全に対する植込型補助人工心臓ガイドライン2013より引用

ニプロ（東洋紡）VAD

• 非移植・高齢者・腎不全例も適応あり
• 心筋炎など回復見込みがあるときにいい適応
• 移植申請が通っていない状況の植込型VAD
までの橋渡しとしても使用

適応

特徴



植込型VAD

Jarvik Heart, Inc. www.jarvikheart.com/（参照2021-02-08）
Terumo corpotation. www.terumo.co.jp/（参照2021-02-08）

Jarvik 2000 ®
HeartMateⅡ ®

EVAHEART ®

Heart Ware ®DURAHEART ®

®

http://www.terumo.co.jp/


植込型VAD

戸田宏一, Heart view Vol.24, 2020; 4: 68-72より引用

• 退院可能
• 家族のサポートが必須

• 日本では心移植を前提とした植込み(BTT)
のみが保険適応

• Intermacs 1-4が適応とされている

適応

特徴

Jarvik 2000では入浴も可能である.



重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン 2013より引用



植込型補助人工心臓実施施設
北海道大学病院
旭川医科大学
秋田大学医学部附属病院
岩手県立中央病院
東北大学病院
福島県立医科大学附属病院
筑波大学附属病院
筑波記念病院
独協医科大学病院
自治医科大学
群馬県立心臓血管センター
自治医科大学さいたま医療センター
埼玉医科大学埼玉医療センター
千葉大学医学部附属病院
横浜市立大学附属病院
北里大学病院
日本大学医学部附属板橋病院

大阪警察病院
神戸大学病院
鳥取大学医学部附属病院
心臓病センター榊原病院
愛媛大学医学部附属病院
久留米大学病院
九州大学病院
長崎大学病院
熊本赤十字病院
大分大学医学部附属病院
琉球大学附属病院

東京女子医科大学病院
東京医科歯科大学医学部附属病院
東京大学医学附属病院
静岡県立総合病院
名古屋第二赤十字病院
名古屋大学医学部附属病院
医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院
藤田医科大学
JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター
信州大学医学部附属病院
富山大学医学部附属病院
福井心臓血圧センター・福井循環器病院
京都大学医学部附属病院
大阪大学医学部附属病院
国立循環器病研究センター
医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院
近畿大学医学部附属病院

2020年6月現在

日本臨床補助人工心臓研究会. 「植込型補助人工心臓実施施設一覧」https://www.jacvas.com/list/（参照2021--2-08）

https://www.jacvas.com/list/


心臓移植実施施設

• 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
• 大阪大学医学部附属病院
• 東京女子医科大学病院
• 東京大学医学部附属病院
• 東北大学病院
• 九州大学病院
• 北海道大学病院
• 埼玉医科大学国際医療センター
• 名古屋大学医学部附属病院
• 千葉大学医学部附属病院
• 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
全11施設 ※会員番号順

2020年6月5日現在

日本臓器移植ネットワーク. 「移植施設一覧」https://www.jotnw.or.jp/facility/（参照2021-02-08）

https://www.jotnw.or.jp/facility/


植込み前に考慮すること

Uptodate. https://www.uptodate.com/contents/intermediate-and-long-term-mechanical-circulatory-support（参照2021-02-08）

•心不全の重症度とタイプの評価

•長期生存や生活の質を制限する重大な併存疾患の有無

•右心不全のリスク

•長期の抗凝固療法への耐用性

•十分な心理社会的支援

https://www.uptodate.com/contents/intermediate-and-long-term-mechanical-circulatory-support


ＩＮＴＥＲＭＡＣＳ(J-MACS) profile分類
INTERMACS J-MACS ニックネーム

1 Critical cardiogenic shock 重度心原性ショック Crash and burn Hours

2 Progressive decline 進行性の衰弱 Sliding fast Days

3 Stable but inotopic dependent 安定した強心薬依存 Dependent stability weeks

4 Resting symptoms 安静時症状 Frequent flyer months

5 Exertion intolerant 運動不耐容 House-bound

6 Exertion limited 軽労作可能状態 Walkin wounded

7 Advanced NYHAⅢ 安定状態

VAD決定
までの時間
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ECMO→VADはLevel 1or 2

Level 3が最も治療成績良好



日本胸部外科学会: J-MACS Statistical report2020年より一部改変

2010年6月から2020年9月まで

ECMO→VADの場合はBTB経由が多い



ECMO→VAD症例の予後因子

ベルリン循環器センターで2012年1月から2018年1月まで心原性ショックでECMO管理となった

714症例のうちその後LVAD植込みとなった100例を後方視的に解析した.

Methods

30日/1年/2年生存率：62％-43％-32％

1年後死亡の予測不良

ビリルビン上昇, CRP上昇, 女性, 

ECMO期間7日以上, BMI＞30ｋｇ/m²

Results

Dmytro T, et al: Eur. J. Cardio-Thorac. Surg. 2019; 55: 773-779.

CRP
Bilirubin
BMI
ECLS days

Model



重症心不全に対する植込型補助人工心臓治療ガイドライン2013より引用

日本の植込型補助人工心臓実施基準



年齢や臓器障害などの条件が厳しい.



適応：下記項目の組み合わせ

心不全のための入院が頻回

NYHA分類Ⅲb-Ⅳ,最大限の内科治療で機能的障害

カテコラミンで耐えられない状況

利尿需要の増大

CRTでも有症状

カテコラミン依存状態

最低VO₂（＜14-16）
低心拍出による臓器障害

絶対的除外基準

不可逆的な肝疾患

不可逆的な腎疾患

不可逆的な中枢神経疾患

治療に非協力

重篤な精神障害

相対的除外基準

DT適応における80歳以上
肥満または栄養失調

リハビリテーションに支障をきたす筋骨格系疾患

活動的な全身性感染症や長期の気管挿管

未治療の悪性疾患

重症な末梢神経疾患

薬物中毒

認知機能低下

管理されていない精神障害

社会的支援の欠落

米国の実施基準

Jennifer LC, et al: Circulation. 2017; 135: e1145-e1158.



背景まとめ

• V-A ECMO導入は, 原則可逆性の心疾患または移植適応の
ある心疾患へ行う. 

• V-A ECMO管理で, 移植適応を考慮したVAD導入が必要な
症例がある. 

• VADを考慮するタイミングは臓器障害の有無や心筋障害の程
度が重要である可能性がある.



本日の論文

ESC Heeart Failure. 2020. 
Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).



PECO

P 心原性ショックでV-A ECMOを受けた患者

E 心移植/VAD実施施設でECMOを行った群

（HTx/VAD）

C 非心移植/VAD実施施設でECMOを行った群（non-

HTx/VAD）

O 予後（院内死亡率, 長期生存率）・ブリッジ率
合併症 （脳死,神経合併症,AKI,敗血症,出血,四肢合併症) 



Methods



データ抽出

期間：各データベース開設から2019年11月30日まで

PubMed, EMBASE, CINAHL, the Web of Science, the Cochrane 
Register of Controlled Clinical Trials (CENTRAL), Google Scholar

‘extracorporeal membrane oxygenation’
‘extracorporeal life support’
‘cardiogenic shock’

検索データベース

検索word



データ抽出

Include criteria

• 小児および先天性心臓手術に関連した研究
• 動物を用いた研究
• 全てV-VECMO の設定で実施された研究
• 生存率/死亡率を報告していない研究

① 人を対象とした研究
② 心原性ショックに対してECMOを実施した後の生存率を評価した研究
③ V-A ECMOを実施された研究

V-A ECMOとV-V ECMOの研究で前者でoutcomeを報告している研究

exclude criteria



データ抽出

• 施設の心移植/VAD実施が報告されている場合にのみ対象とし, 
研究に記載がない場合には, 施設のウェブサイトで検索した. 

• VADのみを実施している施設は, 心移植/VAD実施施設に含めた. 

心移植/VAD実施の有無



評価方法

• 集まった研究を2人の評価者がoutcomeを抽出し評価した.

• the Risk of Bias in Not-randomized-Studies-of-Interventions toolを用
いて評価した. 



結果

• 院内死亡率

• 神経学的合併症
• 四肢合併症
• 出血
• 敗血症
• 急性腎障害/CRRTの有無
• 脳死
• 心移植/VADへのブリッジ

Primary endpoint

Secondary endpoint



統計学的解析方法

Meta-Analysis
Comprehensive Meta-Analysis, v. 2 (Biostat, Englewood, NJ) 

異質性の検定 I²検定

標準誤差に対するlog event率をプロットする
視覚的手法と線形回帰的手法により行われた

出版バイアス



Result



研究の特性

重複しているものを除外

Include/exclude criteriaを用いてスク
リーニング

重複・死亡率や心移植/VAD実施の
記載なしで除外



研究の特性

重複しているものを除外

Include/exclude criteriaを用いてスク
リーニング

重複・死亡率や心移植/VAD実施の
記載なしで除外

研究 n=174件
患者 N=13038人



出版バイアスなし



心外術後

急性心筋梗塞

グラフト不全

心筋症

心筋炎

非代償性心不全

肺塞栓

敗血症性ショック

急性呼吸不全

薬物過量内服

低体温

収縮性心膜炎

その他/不明/記載なし

原因疾患

2群の割合

非心移植/VAD施設(non-HTx/VAD) 20件 1016人 （7.8％）

心移植/VAD施設(HTx/VAD) 154件 12022人（92.2％）
※185人（1％）はVADのみ実施の施設

全体 n=174件 N=13038人



2群の背景

non-HTx/VAD HTx/VAD P値

手術室導入率 37.3 43.6 P=0.589

末梢ECMO率 66.6 77.6 P=0.598

ECMO期間 4.77 5.95 P=0.204

ECMO離脱率 48.9 55.8 P=0.010

VAD/移植施設の方がECMO離脱率が高い.

＊ECMO離脱はブリッジ症例は含まれない



Primary Outcome

5824例が1-3年追跡され解析

院内死亡率

晩期生存率

全体 57.2%  
non-HTx/VAD 65.5 %
HTX/VAD         55.8 %
non-HTx/VADで有意に高い

（p<0.001)

全体 61.8% 有意差なし

non-HTx/VAD 66.5 %
HTX/VAD         61.7 % （p=0.797)



Secondary Outcome

いずれも2群間で有意差なし.

四肢合併症

神経合併症

出血

敗血症

急性腎障害脳死

全体 12.4%
non-HTx/VAD 14.0 %
HTx/VAD         12.2 %

全体 12.6%
non-HTx/VAD 13.2 %
HTx/VAD         12.6 %

全体 8.3%
non-HTx/VAD 8.6 %
HTx/VAD         8.2 %

全体 29.7%
non-HTx/VAD 39.0 %
HTx/VAD         28.4 %

全体 21.0%
non-HTx/VAD 20.2 %
HTx/VAD         21.2 %

全体 21.0%
non-HTx/VAD 20.2 %
HTx/VAD         21.2 %



Secondary Outcome
心移植ブリッジ率

VADブリッジ率

全体 6.3% 有意差なし

non-HTx/VAD 2.7 %
HTx/VAD       6.6 % （p=0.131)

全体 10.4% 有意差なし

non-HTx/VAD 3.0 %
HTx/VAD      10.5 % （p=0.266)



心移植/VADブリッジ率

心移植/VAD植込みを単一のendpointとして解析

全体 9.2%  
non-HTx/VAD 2.2 %
HTx/VAD         9.9 %

HTx/VADで心移植/VADへのブリッジ率が有意に高い.

（p＝0.001)



心外術後が多いほど院内死亡率が高い.

AMIが多いほど院内死亡率は低い.

原因疾患別の院内死亡率 メタ回帰分析

0.4214 (0.1843–0.6587), P < 0.001

-0.3765 [0.7324- (-0.0206)]; P = 0.0381



心移植ブリッジは院内死亡率を低下させる.

院内死亡率 メタ回帰分析

-1.6365 [2.506-（0.7664）]; P <0.001

VADブリッジは院内死亡率を低下させる.
-1.2472 [1.8574-（0.6370）]; P <0.001

心移植 and/or VADブリッジは院内死亡率を低下させる.
-1.2860 [1.7666-（0.8054）]; P <0.001



non-HTx/VAD HTx/VAD 
重大バイアスリスク研究を除外(%) 65.8％ （59.8–71.1） 56.2 % （ 53.7-58.6） P = 0.001

50人以下の研究を除外 (%) 70.9％ （64.8–76.3） 58.9 % （55.9-61.8） P = 0.001

100人以下の研究を除外 (%) 72.4％ （67.5–76.8） 58.0 ％（54.0-62.0） P ＜ 0.001

VADのみ施行を除外 (%) 55.7 % (53.2-58.1) P = 0.002

院内死亡率 感度分析



Discussion



• 心移植/VAD施設の方が院内死亡率が低かった.
• 晩期生存率は2群間で同程度であった. 
• 心移植/VAD施設の方がECMO離脱率が高かった.
• 心移植/VAD施設の方がブリッジ率が高い.

筆者らの考察

Ø 心移植/VAD施設ではECMO管理に優れている可能性がある.
Ø 高いブリッジ率が院内生存率に寄与している可能性がある.
Ø ECMOからのブリッジが長期予後改善に寄与しない可能性がある. 



心外術後ECMO Meta Analysisとの比較

心臓外科術後ECMOは生存率が低い.
本研究でも心外術後割合44％であり生存率へ影響している.

心外術後ではブリッジ率が低い. 

42.8 % vs 35.3 %推定30日生存率

心移植ブリッジ率

VADブリッジ率

6.3 % vs   3.5 %
10.4 %  vs  4.3 %

本研究 vs 心外術後のみ

Kowalewski, et al: BMC Cardiovascular Disorders. 2020. https://doi.org/10.1186/s12872-019-01317-y



Limitation
• RCTでメタアナリシスをできていない.（今回は観察研究のみ）
• 心移植/VAD施設への紹介の過程, 紹介時期などについて
検討できていない. 

• 非心移植/VAD施設の数が少ない. 
• ECMO治療実績が多い施設がより多く報告している可能性がある. 
• 植込みの時期やデバイスの種類などのデータが不十分で
あり詳細なサブグループ分析を行うことができなかった. 



筆者らの結語

心原性ショックに対するV-A ECMO後の離脱率と生存率は, 
心移植/VAD実施施設の方が良好であった. 

これらの施設間では患者のリスクが異なる可能性があることを考慮し
つつ, 今後明確な結論を出す必要がある. 



筆者らが提案する心原性ショック患者管理のアルゴリズム





批判的吟味

• ３つ以上の検索データベースを使用している.
• 検索式の詳細が不明.
• 個々の論文の参考文献を調べたか, 研究者に連絡したか記載
がない.

• 評価者は２人.
• 異質性を検討している.
• 感度分析をしている.
• N=13038人と多い.
• 両群の交絡因子を調整できていない.
• ファンネルプロットは左右対称で出版バイアスは少ない.
• 心原性ショックの原因別サブグループ解析が行えていない.



• 本研究の対象に心外術後導入が多く含まれており, 我々
の日常診療の対象と異なる.

• 検索論文の期間に制限がない.
＊現在の治療成績を反映していない可能性がある

• 離脱率が低く, 院内死亡率も非常に高い.
＊対象に心臓外科術が40%含まれる事による可能性

• 管理施設が予後因子である可能性が示唆された.
• 心移植/VADブリッジのタイミングなど詳細記載がない.

批判的吟味



私見

• 移植適応と疾患の可逆性はV-A ECMO導入時から考慮
する必要性がある.

• 心筋炎ECMO導入後で循環動態が安定しない場合は, 
臓器障害を認める前に追加の循環補助や体外式VADを
検討すべきである.

• 心外術後のECMO to VADは, 原因疾患とその可逆性, 
そして長期を見据えた患者予後因子を考える必要がある.

• 今後は植込みVADより前に, ImpellaでBTD判断もあり得るかも
しれない.



•心移植/VAD植込みを行っていない当院でもVAD適応や
心移植を考慮したECMO管理を行っていきたい.

• ECMO管理となった心原性ショックでは, VAD移行の
タイミングを逃さないように早期より意識する.

•より迅速に治療につながるようにVAD施設との連携強化
をし, プロトコールの共有などを試みていきたい.

当施設 集中治療部では



DT適応



P 心移植適応とならない末期心不全患者

I LVAD植込み
C 内科治療

O 1年・2年生存率, 機械合併症, QOL

末期心不全を有し, 移植の禁忌症を有する成人
・NYHAⅣ度の心不全患者
・NYHAIII度以上が28日以上
＋IABPを14日間orカテコラミン投与に依存状態

患者を1:1の割合でLVADまたは薬物治療に割付 第一世代植込み型VAD

Patient

Study Design

2001年 REMATCH study

Eric AR, et al: N Engl J Med. 2001; 20: 1435-1443.



2001年 REMATCH study

LVAD群 52％, 内科治療群 25％

Ø LVAD群では死亡リスクが48％減少した. 

SF-36, Beck Depression Inventoryおよび
NYHA分類はLVAD群で有意に良好であった. 

2年生存率

LVAD群 23％, 内科治療群 8％

1年生存率

QOL

LVAD群

内科治療群



3ヶ月以内の感染 28％
6ヶ月以内の出血 42％
24ヶ月時点での装置故障 35％

2001年 REMATCH study

有害事象

LVAD関連イベント発生率

LVAD群は薬物治療群の2倍以上
有害事象が発生した.

有害事象発生率が高く, 
LVAD関連の合併症も多い.



2012年 Heart MateⅡ trial
P HMⅡをDT適応で植込みした患者
I Mid trial群 (2007-2009年に植込み)
C Early trial群 (2005-2007年に植込み)
O 生存率, 有害事象, QOL

Soon JP, et al: Circ Heart Fail. 2012; 5(2): 241-248.

Mid trial群 73％, Early trial群 68％
2年生存率

1年生存率

Mid trial群 63％, Early trial群 58％

Mid Trial群

Early Trial群



Mid Trial群で出血, 敗血症, デバイス関連感染症, 不整脈, 
および出血性脳卒中の発生率が有意に低かった. 

有害事象



REMATCH study vs Heart MateⅡ trial

有害事象発生率の改善から
生存期間の改善傾向が強くみられている. 



米国におけるDT
植込み前の適応判断の割合

STS Intermacs Quality Report - Implant and event dates: June 23, 2006 to March 31, 2020

DT適応の割合が増加傾向である.



DTの問題点
米国ではDTのVAD植込み手術入院費用は約3400万円, 
１年間の維持医療費が平均一人当たり850 万円を要した.

治療成績が向上するほどデバイス管理の医療費がかかる. 
国民皆保険だと保険償還された場合症例数が増大する. 

現在の日本では保険適応外で自費負担できる患者のみの
適応なので, 倫理的な問題にもなる. 

日本臨床補助人工心臓研究会. 「我が国における植込み型補助人工心臓適応的適正化の考え方」https://www.jacvas.com/list/（参照2021--2-08）

https://www.jacvas.com/list/


日本におけるDT
以下の５条件を満たす心移植の適応とならなかった症例をDT適応と認める. 

1. INTERMACS profile3 が望ましい. profile 1は除外. 

2.年齢, 腎機能, 肝機能がJ-VAD risk score *でhigh riskではない. 

3.移植不適応の理由になる他疾患の平均余命が5年以上ある. 

4.介護人がいる. 

5.患者及び家族がDTの終末期医療について理解している. 

除外項目）慢性透析, 肝硬変, 重症感染症, 脳障害など

＊J-HeartMate Risk Score(J-HMRS)
=0.0274 x 年齢- 0.723 x alb(g/dl) + 0.74 x Cr(mg/dl) + 1.136 x INR + 0.807 x (0 or 1)

日本臨床補助人工心臓研究会. 「我が国における植込み型補助人工心臓適応的適正化の考え方」https://www.jacvas.com/list/（参照2021--2-08）

保険適応も今後導入されると期待される.

https://www.jacvas.com/list/

