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ERC/ESICM 蘇⽣後ケアに関する
集中治療ガイドライン2021

• 2015年、ERCとESICMは共同で蘇⽣後ケアガイドラインを作成した

• 今回、2015年以降に発表された新たな知⾒をもとに⼤幅に改訂

• 国際蘇⽣連絡委員会（ILCOR）が５年毎に発表している国際コンセ
ンサス（CoSTR）2020の項⽬や推奨に基づいて、ERC/ESICMの執
筆チームがまとめたものである

Resuscitation. 2015;95:202-22.
Intensive Care Med. 2015;41(12):2039-56.

ERC European Resuscitation Council; 
ESICM European Society of Intensive Care Medicine

Resuscitation. 2020;156:A80-A119.
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特に2015年から
2021年の変更点に
ついてまとめる



Resuscitation. 2021;161:220-269.



Resuscitation. 2021;161:220-269.

2015年
蘇⽣後ケアに関するガイドラインの2015年からの変更点まとめ

変更の根拠2021年
冠動脈造影
蘇⽣後患者で、⼼停⽌の原因が
冠動脈疾患である可能性が⾼い
場合には、緊急の⼼臓カテーテ
ル検査を考慮するのが合理的

ST上昇のない院外⼼停⽌蘇⽣後患
者で、⼼停⽌の原因が急性冠動脈閉
塞の可能性が⾼い場合には(⾎⾏動
態不安定や電気的不安定)、緊急の
⼼臓カテーテル検査を考慮すべき

⾎圧⽬標
• 尿量1.0 ml/kg/hを確保でき、

乳酸が正常か低下傾向になる
ようにMAPの⽬標を設定する

• 患者の普段の⾎圧、⼼停⽌の
原因、⼼機能低下の重症度も
考慮する

MAP<65 mmHgを避ける
尿量0.5 ml/kg/hを確保でき、乳酸
が正常か低下傾向になるように
MAPの⽬標を設定する



Resuscitation. 2021;161:220-269.

Seizureの治療
seizureの治療に、バルプロ酸
やレベチラセタム、フェニトイ
ン、ベンゾジアゼピン、プロポ
フォール、バルビツレートを使
⽤する

⼼停⽌後のseizureの治療に、
鎮静薬に加えて、レベチラ
セタムまたはバルプロ酸を
抗てんかん薬の第⼀選択と
して使⽤する
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体温管理
• TTMを⾏う患者では、3236℃の範囲の⼀定の

温度に⽬標を設定する
• 患者群によって低め(3234)や⾼め(36)がよい

のかは分かっていない
• TTMは少なくとも24時間⾏うことを勧める

(weak recommendation, very low-quality 
evidence)

• Shockableリズムの院外⼼停⽌蘇⽣後で意識のな
い成⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する(strong
recommendation, low-quality evidence).

• non-shockableリズムの院外⼼停⽌蘇⽣後で意識
のない成⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する
(weak recommendation, very low-quality
evidence)

• 初期波形に関係なく、院内⼼停⽌蘇⽣後で意識の
ない成⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する(weak
recommendation, very low-quality evidence)

• 32-36Cの範囲の⼀定温度
で24時間以上⾏う

• ROSC後昏睡患者では、
少なくとも72時間は⾼体
温(>37.7)を避ける

• 初期波形に関係なく、院
内、院外⼼停⽌蘇⽣後で
意識のない成⼈患者で
TTMを⾏うことを推奨す
る
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集中治療管理⼀般
⽂⾔が少なかった 主に他の重症患者群での

データに基づいて、best 
practice statementsの
記載を増やした
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神経学的予後評価
ROSC後72時間以上経過した時
点でM1-2のすべての患者でアル
ゴリズムを使⽤

1つ以上該当 →予後不良
• 対光反射と⾓膜反射がない
• N20 SSEP波が両側で消失

2つ以上該当 →予後不良
• 48時間以内のミオクローヌス
• NSE⾼値
• EEG 上 の burst suppression

またはてんかん重積
• CT/MRIで広範な低酸素脳症

の所⾒

ROSC後72時間以上経過した時点でM≦3の患者
で、修飾因⼦がない状態で

2つ以上該当 →予後不良
• 72時間以上の時点で、対光反射と⾓膜反射が

ない
• N20 SSEP波が両側で消失
• 24時間以上の時点で、脳波所⾒が⾼度に悪性
• 48または72時間の時点でNSE >60μg/L
• 72時間以内のミオクローヌス重積状態
• CT/MRIで広範な低酸素脳症の所⾒



Resuscitation. 2021;161:220-269.

リハビリテーション
• フォローアップケアは体系的に計

画する
• 医師や専⾨の看護師によって⾏う
• フォローアップには以下の要素を

含む
• 認知機能障害のスクリーニング
• 情緒障害のスクリーニング
• 情報提供

• 退院前に、⾝体的、⾮⾝体的な機能障
害の評価を⾏い、早期に必要なリハビ
リを評価

• 必要であればリハビリ科へ紹介する
• すべての蘇⽣後患者に退院後３ヶ⽉以

内にフォローアップを計画する
• フォローアップには以下を含む
• 認知機能障害のスクリーニング
• 情緒障害や疲労のスクリーニング
• 患者と家族に情報提供や⽀援を⾏う

⼼停⽌センター
特に推奨なし

⾮外傷の院外⼼停⽌成⼈患者では、地域
のプロトコールに従って⼼停⽌センター
への搬送を考慮する
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蘇⽣後ケアのアルゴリズムの⽐較
2015年

Intensive Care Med. 2015;41:2039–2056 
Resuscitation. 2015;95:202-22.

Intensive Care Med. 2021;47:369–421. 

2021年



蘇⽣後ケアのアルゴリズムの⽐較
2015年

Intensive Care Med. 2015;41:2039–2056 
Resuscitation. 2015;95:202-22.

Intensive Care Med. 2021;47:369–421. 

2021年

アルゴリズムに⼤きな変更はない



蘇⽣後ケアアルゴリズム
5つの重要ポイント



① ABCの安定化

② TTM

③ 緊急CAGは必要か︖

④ 神経学的予後評価
⑤ 継続的な介⼊

蘇⽣後ケアアルゴリズム
5つの重要ポイント
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2. ⼼停⽌の原因検索
• 臨床的にあるいは⼼電図から⼼筋虚⾎が疑われる場合、
まずCAGを⾏う
• CAGで⼼停⽌の原因がなければ、頭部CTや肺⾎管造影
CT(CTPA)を⾏う
• ⼼停⽌前に神経症状、呼吸器症状があれば、頭部CTや
CTPAを⾏う

変更なし
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3. 気道と呼吸〜気道管理〜
• ROSC後も気道と換気の管理を継続する
• ⼼停⽌後すぐにROSCして脳機能正常、呼吸も正常な患者では
気管挿管は不要だが、SaO2＜94%であれば酸素投与は⾏う
• ROSC後に昏睡状態であったり、鎮静や⼈⼯呼吸の適応がある
患者には、気管挿管を⾏う
• 気管挿管は経験豊富な術者が⾏う
• チューブの位置確認のためにカプノグラフィ波形を使⽤する
• 気管挿管の習熟者がいなければ、声⾨上デバイスを使⽤するか
気道確保をして待つ

変更なし



3. 気道と呼吸
• 気道管理
• 酸素化
• 換気

変更なし



3. 気道と呼吸〜酸素化と換気〜

変更なし

⽬標︓
PaO2 75-100 mmHg

SaO2 94-98%
PaCO2 35-45 mmHg

TV 6-8 ml/kg



酸素化
• ROSC後、SaO2やPaO2が測定できるまでは100%酸素投与を⾏う
• SaO2 94-98% または PaO2 75-100 mmHgを⽬標に酸素投与
•低酸素⾎症(PaO2 <60 mmHg)を避ける
•⾼酸素⾎症を避ける

変更なし



換気
•⼈⼯呼吸器管理中のROSC患者では、動脈⾎ガスやetCO2を使
⽤する
•⼈⼯呼吸器管理中のROSC患者では、PaCO2 35-45 mmHg
を⽬標とする
• TTM中の患者ではPaCO2が低下しやすいので頻回にモニタリ
ングする
• 肺保護換気戦略を⾏う。⼀回換気量は6-8 ml/kg(理想体重)
を⽬標とする

変更なし
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再灌流療法
• ST上昇があり⼼原性が疑われるROSC後患者では、緊急CAGを
⾏う
• ST上昇のない院外⼼停⽌蘇⽣後の患者では、⾎⾏動態不安定や
電気的不安定などからACSの可能性が⾼ければ緊急CAGを⾏う

変更



再灌流療法

2015年

• 蘇⽣後患者で、⼼停
⽌の原因が冠動脈疾
患である可能性が⾼
い場合には、緊急の
⼼臓カテーテル検査
を考慮するのが合理
的

2021年

• ST上昇のない院外⼼
停⽌蘇⽣後患者で、
⼼停⽌の原因が急性
冠動脈閉塞の可能性
が⾼い場合には(例え
ば⾎⾏動態不安定や
電気的不安定)、緊急
の⼼臓カテーテル検
査を考慮すべき

変更



N Engl J Med. 2019;380(15):1397-1407.

初期波形ショックリズムの院外⼼停⽌蘇⽣後で
ST上昇のない患者において、早期CAGと遅延CAG
で⽣存率に差があるかを⽐較した多施設RCT

COACT trial



P 初期波形ショックリズムの院外⼼停⽌蘇⽣後でST
上昇のない成⼈患者(GCS<8)

I 早期CAG（割り付け後2時間以内）
C 遅延CAG（神経学的回復後、多くはICU退室後）
O 90⽇⽣存率

N Engl J Med. 2019;380(15):1397-1407.

90⽇⽣存率は早期CAG群で64.5%、遅延CAG群で67.2%であり
有意差はなかった(OR 0.89; 95%CI 0.62-1.27; P=0.51)

※ショック、明らかに⼼臓以外による⼼停⽌患者は除外されてい
るので注意



COACT trialを受けて
「ST上昇がなく⾎⾏動態安定している、院外⼼停⽌蘇⽣
後の患者では、緊急ではなく遅延CAGは考慮されるべ
き」と記載

現在進⾏中のRCTもあり、今後早期CAGの利益が⽰されるかも
しれない（TOMAHAWK trial）

European Heart Journal. 2021;42, 1289-1367. 

ESCによるNSTE-ACS
ガイドライン(2020年)



「⾎⾏動態安定」の定義︖

「ST上昇がなく⾎⾏動態安定している、院外⼼停
⽌蘇⽣後の患者では、緊急ではなく遅延CAGは考
慮されるべき」

➡ 本ガイドライン、ESCガイドラインいずれも
「⾎⾏動態安定」の定義について記載なし

根拠となるCOACT trialを⾒てみる



「⾎⾏動態安定」の定義︖
COACT trialでは、
① 除外基準に以下を含む
•薬物治療を⾏っても⾎⾏動態が不安定（sBP 90 mmHg未満が
30分以上持続）
•再燃性の⼼室性不整脈

② 遅延CAG群に割り付けられた患者でも、途中で⼼原性ショッ
ク、致死的不整脈、虚⾎再発あれば緊急CAGが⾏われた

N Engl J Med. 2019;380(15):1397-1407.
Supplementary Appendix



「⾎⾏動態安定」の定義︖
COACT trial ①②を踏まえると

としてよさそう（私⾒）

⾎⾏動態安定

• sBP≧90 mmHg（薬物治療は⾏っていてもよい）
• 再燃性の⼼室性不整脈がない
• ⼼原性ショックがない
• 虚⾎の再発がない

≒



COACT trialを受けて
「ST上昇がなく⾎⾏動態安定している、院外⼼停⽌蘇⽣
後の患者では、緊急ではなく遅延CAGは考慮されるべ
き」と記載

• sBP≧90 mmHg
（薬物治療は⾏っていてもよい）

• 再燃性の⼼室性不整脈がない
• ⼼原性ショックがない
• 虚⾎の再発がない

European Heart Journal. 2021;42, 1289-1367. 

私⾒
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⾎⾏動態モニタリングと管理⽬標
• Aラインで⾎圧を持続モニタリングする
• ⾎⾏動態不安定な患者ではCOをモニタリングするのも合理的
• できるだけ早期に⼼エコー検査を⾏い、⼼臓基礎疾患がないか
検索する、⼼機能低下がどの程度かを評価する

変更なし



⾎⾏動態モニタリングと管理⽬標

2015年

• 尿量1.0 ml/kg/hを確保でき、
乳酸が正常か低下傾向になる
ように MAPの⽬標を設定する

• 患者の普段の⾎圧、⼼停⽌の
原因、⼼機能低下の重症度も
考慮する

2021年

• MAP<65 mmHgを避ける

• 尿量0.5 ml/kg/hを確保でき、
乳酸が正常か低下傾向になる
ように MAPの⽬標を設定する

変更



⾎⾏動態モニタリングと管理⽬標

⽬標︓
PaO2 75-100 mmHg

SaO2 94-98%
PaCO2 35-45 mmHg

TV 6-8 ml/kg

⽬標︓
MAP > 65 mmHg
Lac 正常か低下傾向
尿量> 0.5ml/kg/h

変更



低⾎圧はよくないという観察研究
• ⼼停⽌後に治療的低体温療法を⾏った患者82⼈を対象とした前向き観察研究
• MAP 76〜86 mmHg、SvO2 67〜72％が最⼤⽣存率と関連

• ⼼停⽌後にTTMを受けた患者95⼈を対象とした前向き観察研究
• ROSC後の48時間において、低いMAPが院内死亡率と関連

• 初期波形ショックリズムのOHCA後昏睡患者122名を対象とした前向き観察研究
• 時間-⾎圧プロットで、⼊院〜96時間でのあらかじめ指定したMAP閾値以下の⾯積

(ABT; mmHg*hours)と、神経学的転帰（CPC3-5）の関連を調べた
• MAP閾値が75mmHg未満であれば、ABTが⾼いほど神経学的予後不良の発⽣率が⾼い

Resuscitation. 2015;91:56-62.

Resuscitation. 2017;120:146-152.

Resuscitation. 2018;128:175-180.

低⾎圧は良くなさそう
しかし、最適なMAP⽬標を⽰す⾼いエビデンスはない



Eur Heart J. 2019;40(22):1804-1814.

院外⼼停⽌蘇⽣後患者において、⾼いMAP（85–100 mmHg）が
低いMAP（65 mmHg）の管理と⽐較して、神経学的アウトカム
を改善するかを検討したRCT



P ⼼原性と推定される院外⼼停⽌蘇⽣後の成⼈患者で、⼊院時
GCS<8のもの n=112

I MAP 85-100 mmHg, SVO2 65-75%⽬標 (EGDHO群) n=56
C MAP 65 mmHg⽬標 n=56
O Primary outcome: 無酸素性脳障害の程度（MRIでADC値

650.10-6mm2/s以下の虚⾎性ボクセルの割合）
Secondary outcome: 180⽇後CPCスコア1〜2
結果︓ ADCスコアは、有意差なし(P=0.09)

180⽇後CPCスコア1-2も、有意差なし（P＝0.96)
重篤な有害事象は、EGDHO群で少なかった(P=0.02)

Eur Heart J. 2019;40(22):1804-1814.

⼼停⽌蘇⽣後の患者に⾼いMAPで管理することは、
無酸素性脳障害の程度や神経学的転帰は改善しなかった

しかし、重篤な有害事象を減らした



P ⼼原性と推定される院外⼼停⽌蘇⽣後の成⼈患者で、⼊院時
GCS<8のもの n=112

I MAP 85-100 mmHg, SVO2 65-75%⽬標 (EGDHO群) n=56
C MAP 65 mmHg⽬標 n=56
O Primary outcome: 無酸素性脳障害の程度（MRIでADC値

650.10-6mm2/s以下の虚⾎性ボクセルの割合）
Secondary outcome: 180⽇後CPCスコア1〜2

結果︓ ADCスコアは、有意差なし(P=0.09)
180⽇後CPCスコア1-2も、有意差なし（P＝0.96)
重篤な有害事象は、EGDHO群で少なかった(P=0.02)

Eur Heart J. 2019;40(22):1804-1814.

⼼停⽌蘇⽣後の患者に⾼いMAPを⽬標とすることは安全
しかし、無酸素性脳障害の程度や神経学的転帰は改善しなかった

ç
低⾎圧(MAP<65 mmHg)は
避けた⽅がいいかもしれない



Intensive Care Med. 2018;44:2091–2101

院外⼼停⽌蘇⽣後患者において、⾼いMAP（80-100 mmHg）と
低いMAP（65-75 mmHg）を⽐較して、神経学的アウトカムを
改善するかを検討した多施設RCT



P 初期波形ショックリズムの⽬撃のある院外⼼停⽌蘇⽣後成⼈患者
I ICU⼊室後36時間のMAP⽬標が

正常低値（65-75 mmHg） n=60
C 正常⾼値（80-100 mmHg） n=60
O Primary outcome: ⾎清NSE

Secondary outcome: S100B、TnT、脳波、rSO2、6ヵ⽉後のCPC1-2など
両群間のMAPの差（実現性アウトカム）

結果︓ NSEに有意差なし（p=0.522）
Secondary outcomeに有意差なし
両群のMAPに有意差あり（p<0.001）

⼼停⽌蘇⽣後の患者でのMAP⽬標は、正常低値と正常⾼値で
NSE等マーカーやCPCスコアに差はなかった

Intensive Care Med. 2018;44:2091–2101



2つのRCTから

⾼めのMAP⽬標（80-100 mmHg程度）は
低め（65-75 mmHg程度）と⽐較して
MRIやNSEなどの脳障害のマーカーの改善は⽰せず

ただし、不整脈などの合併症は減らす可能性がある

複数の観察研究の結果と合わせて、
低⾎圧(MAP<65 mmHg)を避ける



⾎⾏動態モニタリングと管理⽬標

2015年

• 尿量1.0 ml/kg/hを確保でき、
乳酸が正常か低下傾向になる
ように MAPの⽬標を設定する

• 患者の普段の⾎圧、⼼停⽌の
原因、⼼機能低下の重症度も
考慮する

2021年

• MAP<65 mmHgを避ける

• 尿量0.5 ml/kg/hを確保でき、
乳酸が正常か低下傾向になる
ように MAPの⽬標を設定する

再掲



尿量の⽬標値について
1.0 → 0.5 ml/kg/hに推奨が変更された
しかし、変更の根拠は⽰されていない

以下のガイドラインにも⽬標値の記載なし
• CoSTR(2020)
• AHA⼼肺蘇⽣ガイドライン(2020)

Resuscitation. 2020;156:A80-A119.

Circulation. 2020;142(16_suppl_2):S366-S468.

エビデンスは乏しいものと思われる



⾎⾏動態モニタリングと管理⽬標
• 33℃でのTTM中の徐脈は、⾎圧や乳酸、ScvO2、SvO2が保ててい

れば治療対象としない
• 患者の輸液必要性や⾎管抵抗次第で、灌流を保つために輸液やカテ

コラミンを使⽤する
• ROSC後にルーチンのステロイド投与は⾏わない
• 低Kを避ける
• 輸液やカテコラミンに反応しない左⼼不全による⼼原性ショックが

持続する場合、メカニカルサポートを考慮する（IABP, LVAD, VA-
ECMOなど）
• LVADやVA-ECMOは、ACSや難治性VT/VFで⾎⾏動態が不安定な患

者でも使⽤を考慮する

変更なし



ガイドラインの項⽬

1. 蘇⽣後ケアは直ちに開始
2. ⼼停⽌の原因検索
3. 気道と呼吸
4. 循環
5. 脳保護
6. 集中治療管理⼀般
7. 神経学的予後評価
8. 延命治療の中⽌
9. ⼼停⽌後の⻑期的アウトカム
10. 臓器提供
11. ⼼停⽌センター

ç



5. 脳保護
• Seizure（てんかん発作）の管理
•体温管理



5. 脳保護
• Seizure（てんかん発作）の管理
•体温管理



5. 脳保護〜seizureの管理〜
• 臨床的にけいれん(convulsion)がある患者では、seizureの
診断と治療効果判定のために脳波を⽤いることを推奨

• ROSC後のseizureの治療には鎮静薬に加えて、レベチラセタ
ムまたはバルプロ酸を第⼀選択として推奨

• ルーチンでのseizure予防を⾏わないことを推奨

変更



5. 脳保護〜seizureの管理〜

2015年

• seizureの治療に、バルプ
ロ酸やレベチラセタム、
フェニトイン、ベンゾジ
アゼピン、プロポフォー
ル、バルビツレートを使
⽤する

2021年

•⼼停⽌後のseizureの治療
に、鎮静薬に加えて、レ
ベチラセタムまたはバル
プロ酸を抗てんかん薬の
第⼀選択として使⽤する

変更



ベンゾジアゼピンに治療抵抗性のてんかん重積状態の患者に対する
3つの静注抗けいれん薬（バルプロ酸、レベチラセタム、ホスフェニ
トイン）の効果と安全性を⽐較した盲検化RCT

N Engl J Med 2019; 381:2103-2113



N Engl J Med 2019; 381:2103-2113

P ベンゾジアゼピン治療抵抗性のてんかん重積状態
の患者(n=384)

I レベチラセタム(n=145)、ホスフェニトイン
(n=118)、バルプロ酸(n=121)

C なし
O 60分以内のけいれん頓挫と意識レベルの改善

有害事象の発⽣（致死的低⾎圧、不整脈、挿管、
死亡など）

• 60分以内のけいれん頓挫と意識レベルの改善（primary outcome）は３剤で同等
• ホスフェニトインは致死性低⾎圧をより起こしやすかった（有意差はなし）



JSEPTIC JCスライドより



5. 脳保護
• Seizureの管理
•体温管理



体温管理
•院外、院内CPA蘇⽣後に反応のない患者に対して、TTMを⾏う
ことを推奨する
• 32-36℃の範囲の⼀定温度で24時間以上⾏う
• ROSC後昏睡患者では、少なくとも72時間は⾼体温(>37.7℃)
を避ける
•プレホスピタルで低体温開始のための冷輸液は使⽤しない

変更



体温管理 変更

2015年

•Shockableリズムの院外⼼停⽌蘇⽣後で意識のない成
⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する(strong 
recommendation, low-quality evidence).

•non-shockableリズムの院外⼼停⽌蘇⽣後で意識のな
い成⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する(weak 
recommendation, very low-quality evidence)

•初期波形に関係なく、院内⼼停⽌蘇⽣後で意識のない
成⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する(weak 
recommendation, very low-quality evidence)

2021年

•初期波形に関係なく、院内、院外⼼停⽌蘇⽣後で意識
のない成⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する



体温管理 変更

2015年

• TTMを⾏う患者では、3236℃の範囲
の⼀定の温度に⽬標を設定する

• 患者群によって低め(3234℃)や⾼め
(36℃)がよいのかは分かっていない

• TTMは少なくとも24時間⾏うことを勧
める (weak recommendation, very 
low-quality evidence)

2021年

• 32-36℃の範囲の⼀定温度で24時間以
上⾏う

• ROSC後昏睡患者では、少なくとも72
時間は⾼体温(>37.7℃)を避ける



N Engl J Med 2019;381:2327-37

初期波形non-shockableリズムの⼼停⽌蘇⽣後患者で低体温療法
が神経学的予後を改善するか検討したフランスの多施設RCT

HYPERION study



• 場所の内訳は、院内27.4%, 院外72.6%
• 90⽇後の神経学的予後良好
• 低体温療法群(10.2%) vs 平温療法群(5.7%)で有意差あり

P 初期波形non-shockableリズムの⼼停⽌蘇⽣後患
者（院内、院外を含む） n=584

I 低体温療法（33℃） n=287
C 平温療法（37℃） n=297
O 90⽇後の神経学的予後良好(CPC1-2)  

N Engl J Med 2019;381:2327-37



体温管理 変更

2015年

•Shockableリズムの院外⼼停⽌蘇⽣後で意識のない成
⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する(strong 
recommendation, low-quality evidence).

•non-shockableリズムの院外⼼停⽌蘇⽣後で意識のな
い成⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する(weak 
recommendation, very low-quality evidence)

•初期波形に関係なく、院内⼼停⽌蘇⽣後で意識のない
成⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する(weak 
recommendation, very low-quality evidence)

2021年

•初期波形に関係なく、院内、院外⼼停⽌蘇⽣後で意識
のない成⼈患者でTTMを⾏うことを推奨する

初期波形に関わらず、⼼停⽌蘇⽣後に意識
のない成⼈患者全てにTTM推奨を拡⼤



N Engl J Med. 2021;384:2283-2294.

院外⼼停⽌蘇⽣後に昏睡状態の成⼈患者において、
低体温療法は、正常体温療法と⽐較して全死亡率を
下げるかを検討したRCT

TTM2 trial



N Engl J Med. 2021;384:2283-2294.

低体温群（33℃）vs  正常体温群（>37.8℃を早期に治療）
結果︓ ６ヶ⽉後死亡率、機能障害(mRS 4-6)→有意差なし

⾎⾏動態悪化をともなう不整脈→低体温群で多かった

院外⼼停⽌後の昏睡患者において，低体温療法は正常体温療法に
⽐べて6ヵ⽉後死亡率を低下させなかった

神経予後と⽣存率は同等だが、不整脈は低体温群で多かった
私⾒︓今後標的温度の推奨は変わるかもしれない



ガイドラインの項⽬

1. 蘇⽣後ケアは直ちに開始
2. ⼼停⽌の原因検索
3. 気道と呼吸
4. 循環
5. 脳保護
6. 集中治療管理⼀般
7. 神経学的予後評価
8. 延命治療の中⽌
9. ⼼停⽌後の⻑期的アウトカム
10. 臓器提供
11. ⼼停⽌センター

ç



6. 集中治療管理⼀般
•短時間作⽤型の鎮静薬やオピオイドを使⽤する
• TTM中の患者にルーチンで筋弛緩を使⽤することを避ける。た
だし重度のシバリングがある時には使⽤を考慮してもよい
• ストレス潰瘍予防はルーチンで⾏う
• DVT予防も⾏う
• ⾎糖値140-180mg/dL⽬標、必要時にインスリン点滴を使⽤低
⾎糖<70mg/dLを避ける
• TTM中は少量で経腸栄養を開始し、復温後に増量する。36℃で
TTMを⾏う場合はTTM中に早めに増量してもよい
• ルーチンで予防的抗菌薬投与を⾏わないことを推奨する

変更



6. 集中治療管理⼀般

2015年

• ⽂⾔が少なかった

2021年

• 主に他の重症患者群での
データに基づいて、best 
practice statementsの
記載を増やした

変更



ガイドラインの項⽬

1. 蘇⽣後ケアは直ちに開始
2. ⼼停⽌の原因検索
3. 気道と呼吸
4. 循環
5. 脳保護
6. 集中治療管理⼀般
7. 神経学的予後評価
8. 延命治療の中⽌
9. ⼼停⽌後の⻑期的アウトカム
10. 臓器提供
11. ⼼停⽌センター

ç



7. 神経学的予後評価
• ⼀般
• 集学的な予後評価
•診察
• 神経⽣理
•バイオマーカー
•画像検査



7. 神経学的予後評価
• ⼀般
• 集学的な予後評価
•診察
• 神経⽣理
•バイオマーカー
•画像検査



7. 神経学的予後評価〜⼀般〜
• ROSC後に昏睡状態の患者では、診察、電気⽣理学、バイオ
マーカー、画像検査などから総合的に神経学的予後評価を⾏う
• 神経学的予後評価において単⼀の予測因⼦はないため、集学的
に判断することを推奨する
• 神経学的予後不良の予測因⼦は、特異度が⾼いものが望ましい
• 神経診察が重要である。鎮静薬などの修飾因⼦を避ける
• TTM中の患者では、最終的な神経所⾒の評価は復温後に⾏う
• 神経学的予後は、患者個⼈の回復可能性の⼀つの側⾯のみを⾒
ている

変更なし



7. 神経学的予後評価
• ⼀般
• 集学的な予後評価
•診察
• 神経⽣理
•バイオマーカー
•画像検査



7. 神経学的予後評価〜集学的な予後評価
•鎮静薬や低体温などの修飾因⼦がない状態で神経学的予後評価
の診察を⾏う
•神経学的予後評価のアルゴリズム（次スライド）



神経学的予後評価の
アルゴリズム2021

変更



神経学的予後評価の
アルゴリズム2021
• ROSC後72時間の時点
でM3以下の患者で⾏
う
•修飾因⼦がない状態で
⾏う
• 2つ以上が該当したら
予後不良

変更

⼼停⽌蘇⽣後

TTM と 復温

72時間以上の時点でM≦3（交絡因⼦なし）

少なくとも2つが該当
• 72時間以上の時点で、対光反射と⾓膜反射がない
• N20 SSEP波が両側で消失
• 24時間以上の時点で、脳波所⾒が⾼度に悪性*

• 48または72時間の時点でNSE >60μg/L
• 72時間以内のミオクローヌス重積状態*

• CT/MRIで広範な低酸素脳症の所⾒

予後不良の可能性
が⾼い 経過観察、再評価

*Suppression±PDs、burst-suppression

*30分以上続く全⾝性ミオクローヌス



72時間の時点でM1-2
1つ以上該当︓

①対光反射と⾓膜反射がない
②N20 SSEP波が両側で消失

さらに24時間待つ
2つ以上該当︓

• 48時間以内のミオクローヌス
• NSE⾼値
• EEG上のburst suppressionまたはてんかん重積
• CT/MRIで広範な低酸素脳症の所⾒

観察と評価を継続

復温
体温管理

⼼停⽌

その他の原因を除外、特に鎮静薬の遷延

予後不良

予後不良

神経学的予後評価の
アルゴリズム2015
• ROSC後に72時間の時点
でM 1-2の昏睡患者で⾏
う
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72時間の時点でM1-2
1つ以上該当︓

①対光反射と⾓膜反射がない
②N20 SSEP波が両側で消失

さらに24時間待つ
2つ以上該当︓

• 48時間以内のミオクローヌス
• NSE⾼値
• EEG上のburst suppressionまたはてんかん重積
• CT/MRIで広範な低酸素脳症の所⾒

観察と評価を継続

復温
体温管理

⼼停⽌

その他の原因を除外、特に鎮静薬の遷延

神経学的予後評価の
アルゴリズム2015
• ROSC後に72時間の時点
でM 1-2の昏睡患者で⾏
う

• 1つ以上該当したら神経
学的予後不良
• 2つ以上該当したら神経
学的予後不良

3階建て

予後不良

予後不良



⼼停⽌蘇⽣後

TTM と 復温

72時間以上の時点でM≦3（交絡因⼦なし）

少なくとも2つが該当
• 72時間以上の時点で、対光反射と⾓膜反射がない
• N20 SSEP波が両側で消失
• 24時間以上の時点で、脳波所⾒が⾼度に悪性*

• 48または72時間の時点でNSE >60μg/L
• 72時間以内のミオクローヌス重積状態*

• CT/MRIで広範な低酸素脳症の所⾒

予後不良の可能性
が⾼い 経過観察、再評価

*Suppression±PDs、burst-suppression

*30分以上続く全⾝性ミオクローヌス

神経学的予後評価の
アルゴリズム2021
• ROSC後72時間の時点
でM3以下の患者で⾏
う
•修飾因⼦がない状態で
⾏う
• 2つ以上が該当したら
予後不良

変更



⼼停⽌蘇⽣後

TTM と 復温

72時間以上の時点でM≦3（交絡因⼦なし）

少なくとも2つが該当
• 72時間以上の時点で、対光反射と⾓膜反射がない
• N20 SSEP波が両側で消失
• 24時間以上の時点で、脳波所⾒が⾼度に悪性*

• 48または72時間の時点でNSE >60μg/L
• 72時間以内のミオクローヌス重積状態*

• CT/MRIで広範な低酸素脳症の所⾒

予後不良の可能性
が⾼い 経過観察、再評価

*Suppression±PDs、burst-suppression

*30分以上続く全⾝性ミオクローヌス

神経学的予後評価の
アルゴリズム2021
• ROSC後72時間の時点
でM3以下の患者で⾏
う
•修飾因⼦がない状態で
⾏う
• 2つ以上が該当したら
予後不良

変更
2階建て



神経学的予後評価
変更点まとめ

•対象患者を拡⼤（M1-2→
M≦3）
• アルゴリズムを簡素化（3階
建て→2階建て）
• NSEの閾値を明記
•⾼度に悪性なEEG所⾒として
suppressionとburst-
suppressionを記載

⼼停⽌蘇⽣後

TTM と 復温

72時間以上の時点でM≦3（交絡因⼦なし）

少なくとも2つが該当
• 72時間以上の時点で、対光反射と⾓膜反射がない
• N20 SSEP波が両側で消失
• 24時間以上の時点で、脳波所⾒が⾼度に悪性*

• 48または72時間の時点でNSE >60μg/L
• 72時間以内のミオクローヌス重積状態*

• CT/MRIで広範な低酸素脳症の所⾒

予後不良の可能性
が⾼い 経過観察、再評価

*Suppression±PDs、burst-suppression

*30分以上続く全⾝性ミオクローヌス

変更



Intensive Care Med. 2020;46:1852–1862.

ERC/ESICMによる神経学的予後評価アルゴリズム
の有⽤性を検討した後ろ向き観察研究



2015年のアルゴリズム
神経学的予後不良（６ヶ⽉後のCPC3-5）に対する
感度38.7%、特異度100% Intensive Care Med. 2020;46:1852–1862.



Intensive Care Med. 2020;46:1852–1862.

2015年のアルゴリズムを、M1-2→M≦3に変えた場合
神経学的予後不良（６ヶ⽉後のCPC3-5）に対する
感度41%、特異度100%



7. 神経学的予後評価
• ⼀般
• 集学的な予後評価
•診察
• 神経⽣理
•バイオマーカー
•画像検査



診察
• 神経診察所⾒は、鎮静薬、オピオイド、筋弛緩薬の影響を受け
やすい
• 72時間以上の時点でM≦3の患者では神経学的予後評価を⾏う
•診察所⾒で予後不良を⽰唆する因⼦は、両側対光反射の消失、
定量的瞳孔測定、両側⾓膜反射の消失、96時間以内(特に72時
間以内)のミオクローヌス
•ミオクローヌスのある患者では、EEGを試⾏することを推奨す
る（てんかん性活動の評価のため）



7. 神経学的予後評価
• ⼀般
• 集学的な予後評価
•診察
• 神経⽣理
•バイオマーカー
•画像検査



7. 神経学的予後評価〜神経⽣理〜
• ROSC後に意識障害のある患者ではEEGを施⾏する

•⾼度に悪性なEEG所⾒は、suppression±periodic discharges 
(PDs)、burst suppressionの２つである

• TTM終了後かつ鎮静薬の効果消失後に、これらの脳波所⾒があ
れば神経学的予後不良を⽰唆する

変更



7. 神経学的予後評価〜神経⽣理〜
• 72時間以内に脳波上明確なseizureがあれば、神経学的予後不
良を⽰唆する

• Background reactivityの消失は、神経学的予後不良を⽰唆す
る

•両側のN20 SSEP消失は、神経学的予後不良を⽰唆する

• 脳波、SSEPの所⾒は、臨床所⾒や他の検査所⾒との総合判断
で⽤いる

変更なし



⼼停⽌蘇⽣後

TTM と 復温

72時間以上の時点でM≦3（交絡因⼦なし）

少なくとも2つが該当
• 72時間以上の時点で、対光反射と⾓膜反射がない
• N20 SSEP波が両側で消失
• 24時間以上の時点で、脳波所⾒が⾼度に悪性*

• 48または72時間の時点でNSE >60μg/L
• 72時間以内のミオクローヌス重積状態*

• CT/MRIで広範な低酸素脳症の所⾒

予後不良の可能性
が⾼い 経過観察、再評価

*Suppression±PDs、burst-suppression

*30分以上続く全⾝性ミオクローヌス

神経学的予後評価
変更点まとめ

• アルゴリズムを簡素化（2階
建て→1階建て）
•対象患者を拡⼤（M1-2→
M≦3）
• NSEの閾値を明記
•⾼度に悪性なEEG所⾒として
suppression±PDsとburst-
suppressionを記載

再掲



Neurology. 2016;86(16):1482-90.



Suppression
(PDsなし)

Suppression
(PDsあり)

Burst-suppression 
(PDsなし)

Burst-suppression 
(PDsあり)

Neurology. 2016;86(16):1482-90.



Neurology. 2016;86(16):1482-90.



37％の患者で⾼度に悪性の脳波を認め、そのうち全員が神経学的予後不良だった

P TTM試験で33°Cと36°Cに無作為割り付けされた院外⼼停
⽌蘇⽣後患者群のうち、脳波を記録された患者 n=103

I 4⼈の専⾨家が、脳波を以下の3つに分類
• ⾼度に悪性（suppression±PDs, burst suppression）
• 悪性（periodic or rhythmic patterns, pathological or 
nonreactive background）

• 良性（上記いずれもなし）
C なし
O 神経学的予後不良（180⽇以内の最良のCPCスコアが3-5）

脳波が⾼度に悪性であれば、神経学的予後不良（特異度100％）
Neurology. 2016;86(16):1482-90.







7. 神経学的予後評価
• ⼀般
• 集学的な予後評価
•診察
• 神経⽣理
•バイオマーカー
•画像検査



バイオマーカー 神経特異エノラーゼ(NSE)

• アルゴリズムの神経学的予後不良予測因⼦のひとつとして、
「48または72時間の時点でNSE >60 μg/L」が記載された
• 24→48、24→72、48→72時間で増加傾向で、かつ48,72時間
のNSE値が⾼値の時、予後不良を⽰唆する

変更



バイオマーカー 神経特異エノラーゼ(NSE)

先⾏研究では、神経学的予後不良に対する特異度が100%となる
NSEの閾値は50-60 μg/Lが多かったが、研究によって様々だった

以下のガイドラインには閾値についての記載なし
• CoSTR(2020)
• AHA⼼肺蘇⽣ガイドライン(2020)
• JRC 蘇⽣ガイドライン 2020 オンライン版

変更

Resuscitation. 2020;156:A80-A119.
Circulation. 2020;142:S366–S468.

本ガイドラインでは閾値として60 μg/Lを提⽰したが、
他の予後予測因⼦と合わせて総合的に判断すべき



7. 神経学的予後評価
• ⼀般
• 集学的な予後評価
•診察
• 神経⽣理
•バイオマーカー
•画像検査



画像検査
• ⼼停⽌後の神経学的予後評価に、頭部の画像検査を⾏う
• CTで、灰⽩質/⽩質⽐の著名な減少（広汎な脳浮腫の所⾒）
MRIで、広汎な拡散制限（Diffusion restriction）があれば、
神経学的予後不良を⽰唆する
•画像所⾒は常に他の予後予測因⼦と合わせて使⽤する

変更なし



当施設としてどうするか（案）
• SSEPは施⾏できない
• 24時間以上の時点で脳波を装着する
• NSEはハードルが⾼い（保険適応外、⾼価、外注のため2-3⽇
要する、閾値のエビデンスも低い）
• 適応外だが今後測定できるようになれば、評価者に依存しない客観的

な指標が増えるという意味では有⽤かもしれない



当施設としてどうするか（案）
•画像以外の項⽬ですでに2つ以上該当していれば、CT/MRIは不
要といえる

• しかし、神経学的予後不良はCPC3-5で、CPC3を予後不良として
よいかには疑問が残る
• 神経学的予後不良には幅があり、予後不良というには極めて⾼い
特異度が必要

• 症例によっては、CT/MRIは積極的に施⾏を考慮
• 今後測定できるようになればNSEも



脳機能カテゴリー
the Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance Categories (CPC)

CPC1. 機能良好
意識清明。普通の⽣活ができ、労働が可能である。障害があっても軽度の構⾳障害、
脳神経障害、不全⿇痺など軽い神経障害あるいは精神障害まで。

CPC2. 中等度障害
意識あり。保護された状況でパートタイムの仕事ができ、介助なしに着替え、旅⾏、
炊事などの⽇常⽣活ができる。⽚⿇痺、けいれん、失語、構⾳障害、嚥下障害、記銘
⼒障害、精神障害など。

CPC3. ⾼度障害
意識あり。脳の障害により、⽇常⽣活に介助を必要とする。少なくとも認識⼒は低下
している。⾼度な記銘⼒障害や痴呆。”Locked-in”症候群のように眼でのみ意思表⽰で
きるなど。

CPC4. 昏睡、植物状態
意識レベルは低下。認識⼒⽋如。周囲との会話や精神的交流も⽋如。

CPC5. 死亡、もしくは脳死。 ⽇本語版ウツタイン様式 院外⼼停⽌事例の記録を
統⼀するための推奨ガイドライン(1998年)より



当施設として
どうするか(案)

⼼停⽌蘇⽣後

TTM と 復温

72時間以上の時点でM≦3（交絡因⼦なし）

少なくとも2つが該当
• 72時間以上の時点で、対光反射と⾓膜反射がない
• N20 SSEP波が両側で消失
• 24時間以上の時点で、脳波所⾒が⾼度に悪性*

• 48または72時間の時点でNSE >60μg/L
• 72時間以内のミオクローヌス重積状態*

• CT/MRIで広範な低酸素脳症の所⾒

予後不良の可能性
が⾼い 経過観察、再評価

*Suppression±PDs、burst-suppression

*30分以上続く全⾝性ミオクローヌス



ガイドラインの項⽬

1. 蘇⽣後ケアは直ちに開始
2. ⼼停⽌の原因検索
3. 気道と呼吸
4. 循環
5. 脳保護
6. 集中治療管理⼀般
7. 神経学的予後評価
8. 延命治療の中⽌
9. ⼼停⽌後の⻑期的アウトカム
10. 臓器提供
11. ⼼停⽌センター

ç



8. 延命治療の中⽌
• 延命治療の中⽌（WLST）に関するディスカッションと、神経
学的予後評価は区別する
• 年齢、併存疾患、全⾝の臓器障害の有無、患者の意志など、脳
損傷以外の要素も考慮する
•医療スタッフ内や家族との治療⽅針についての話し合いに⼗分
な時間を割く

変更なし



ガイドラインの項⽬

1. 蘇⽣後ケアは直ちに開始
2. ⼼停⽌の原因検索
3. 気道と呼吸
4. 循環
5. 脳保護
6. 集中治療管理⼀般
7. 神経学的予後評価
8. 延命治療の中⽌
9. ⼼停⽌後の⻑期的アウトカム
10. 臓器提供
11. ⼼停⽌センター

ç



9. ⼼停⽌後の⻑期的なアウトカム
•退院前に、⾝体的、⾮⾝体的な機能障害の評価を⾏い、早期に
必要なリハビリを評価する
• 必要であればリハビリ科へ紹介する
• すべての蘇⽣後患者に、退院後３ヶ⽉以内にフォローアップを
計画する
•フォローアップには以下を含む
• 認知機能障害のスクリーニング
• 情緒障害や疲労のスクリーニング
• 患者と家族に情報提供や⽀援を⾏う

変更



9. ⼼停⽌後の⻑期的なアウトカム
2015年

• フォローアップケアは体系的に計画する

•医師や専⾨の看護師によって⾏う

•フォローアップには以下の要素を含む

•認知機能障害のスクリーニング

•情緒障害のスクリーニング

•情報提供

2021年

• 退院前に、⾝体的、⾮⾝体的な機能障害の評価を
⾏い、早期に必要なリハビリを評価

•必要であればリハビリ科へ紹介する

•すべての蘇⽣後患者に退院後３ヶ⽉以内にフォ
ローアップを計画する

•フォローアップには以下を含む

•認知機能障害のスクリーニング

•情緒障害や疲労のスクリーニング

•患者と家族に情報提供や⽀援を⾏う

変更



9. ⼼停⽌後の⻑期的なアウトカム
2015年

• フォローアップケアは体系的に計画する

•医師や専⾨の看護師によって⾏う

•フォローアップには以下の要素を含む

•認知機能障害のスクリーニング

•情緒障害のスクリーニング

•情報提供

2021年

• 退院前に、⾝体的、⾮⾝体的な機能障害の評価を
⾏い、早期に必要なリハビリを評価

•必要であればリハビリ科へ紹介する

•すべての蘇⽣後患者に退院後３ヶ⽉以内にフォ
ローアップを計画する

•フォローアップには以下を含む

•認知機能障害のスクリーニング

•情緒障害や疲労のスクリーニング

•患者と家族に情報提供や⽀援を⾏う

変更

ガイドラインの著者のうち
⼼停⽌後の⻑期的アウトカムやリハビリに関する専⾨家が
１⼈(2015年) ➡ 3⼈(2021年)

退院前評価、⻑期的フォローアップ
リハビリを強調するようになった



ガイドラインの項⽬

1. 蘇⽣後ケアは直ちに開始
2. ⼼停⽌の原因検索
3. 気道と呼吸
4. 循環
5. 脳保護
6. 集中治療管理⼀般
7. 神経学的予後評価
8. 延命治療の中⽌
9. ⼼停⽌後の⻑期的アウトカム
10. 臓器提供
11. ⼼停⽌センターç



10. 臓器提供
• 臓器提供に関する決定の全ては、その地域の法的、倫理的要求
に答えるものでなくてはならない
• ⼼停⽌蘇⽣後患者が神経学的死の基準を満たすとき、臓器提供
を考慮する
• 神経学的死の基準に当てはまらない蘇⽣後昏睡患者では、
WLSTとなった場合に⼼停⽌時の臓器提供を考慮する

変更なし



ガイドラインの項⽬

1. 蘇⽣後ケアは直ちに開始
2. ⼼停⽌の原因検索
3. 気道と呼吸
4. 循環
5. 脳保護
6. 集中治療管理⼀般
7. 神経学的予後評価
8. 延命治療の中⽌
9. ⼼停⽌後の⻑期的アウトカム
10. 臓器提供
11. ⼼停⽌センター



11. ⼼停⽌センター
•⾮外傷の院外⼼停⽌成⼈患者では、地域のプロトコールに従っ
て⼼停⽌センターへの搬送を考慮する

変更



11. ⼼停⽌センター

2015年

• 特に推奨なし

2021年

• ⾮外傷の院外⼼停⽌成⼈患
者では、地域のプロトコー
ルに従って⼼停⽌センター
への搬送を考慮する

変更



11. ⼼停⽌センター
• ⼼停⽌センターに最低限必要な条件は、冠動脈造影検査
室、救急部⾨、ICU、画像設備（⼼エコー、CT、MRIな
ど）が24時間365⽇利⽤可能であること

• ILCORは、成⼈の⾮外傷性OHCA⼼停⽌患者は、可能な限
り⼼停⽌センターで治療を受けるべきと推奨している

ACVA、ERC、ESICMなど複数の欧州組織によるエキスパートコンセンサス
Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2020;9(4_suppl):S193-S202.

Resuscitation. 2019;137:102-115.



まとめ
• 新たな知⾒をもとに、2015年からガイドラインが変更された

•特に、神経学的予後評価に関するアルゴリズムは⼤幅に変更


