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（Extracorporeal Membrane Oxygenation） 



 



 



 



TERUMO カテーテル 

• 送血用カテーテル 
 15Fr 有効長15cm 内径4.1mm/外径5.0mm 
 16.5Fr 有効長15cm 内径4.5mm/外径5.5mm 
• 脱血用カテーテル 
 18Fr 有効長50cm 内径4.8mm/外径6.0mm 
 19.5Fr 有効長50cm 内径5.2mm/外径6.5mm 
 21Fr 有効長50cm 内径5.6mm/外径7.0mm 
 



Veno-venousの利点 

• 動脈穿刺をしなくていいので、穿刺手技が簡単。  

• 肺循環が減少してしまうV-Aと比較して、V-Vは酸素
化された血液を肺に流せる。  

• 血流障害、塞栓症などの合併症の頻度が少ない。  

• 全身の酸素分圧を均一に改善でき、特に脳への酸
素化ではV-Aより有利。  

• 下肢の阻血の問題が生じにくく、止血が簡単 。 



Veno-venousの欠点 

• 循環補助は期待できない。  

• 酸素化の効率はV-Aより悪く、酸素飽和度を

上げるためにはバイパス血流量を増やす必
要がある。  

• 肺塞栓のような、肺循環が障害された症例で
は役立たない。  



 



ECMOの歴史 
• Extracorporeal Membrane Oxygenation in Severe Acute 

Respiratory Failure A Randomized Prospective Study（1979年） 
方法：VAB  ECMO 

結果(生存率)：ECMO群9.5% （n=42）/人工呼吸器群8.3%（n=48） 
 

• Randomized clinical trial of pressure-controlled inverse 
ratio ventilation and extracorporeal CO2 removal for 
adult respiratory distress syndrome（1994年） 
方法：VVB ECMO 

結果（生存率）：ECMO群33% （n=21）/ 人工呼吸器群44%（n=19） 
 

→初期のRCTでは生存率の改善を認めず 



Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory 
support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe 

adult respiratory failure (CESAR):  

a multicentre randomised controlled trial  

Lancet 2009; 374: 1351–63 

 

•対象  

18～65歳の通常治療に反応しない可逆性の期待できる呼吸器疾患患者 

•エントリー基準 

Murray score（Lung injury score）> 3.0 or pH<7.20の非代償性高CO２血症 

•ECMO 90名と通常治療群90名 

–ECMO群：グレンフィールド総合病院に搬送し治療 

–通常治療群：従来の治療施設で治療 

ECMO群の75％（n=68）がECMOを導入 

 

 



• ECMO中の呼吸器設定 
– SpO2≧85％ 
– 最高気道内圧：20～25 cmH2O 
– FiO2：30% 
– PEEP：10～15 cmH2O 
– 呼吸回数：10/min 
 

• 通常治療群は肺保護戦略を指示されておら
ず、結果として70％の患者が肺保護戦略に
基づいた人工呼吸器管理をされていた。 



 



ELSO 
（Extracorporeal Life Support Organization） 

 



人工呼吸器の設定 

結論：ECMO施行中の重症ARDS患者に最適な呼吸器設定はま
だわかっていない。 

 

著者：導入時はCESAR trialと同様の呼吸器設定 
• 最高気道内圧：20～25 cmH2O 
• FiO2：30% 
• PEEP：10～15 cmH2O 
• 呼吸回数：10/min 
• SaO2≧88% 
そしてその後、可能な時はいつでも圧や回数を下げていき、 
1回換気量：4mL/kgPBWを維持できるようにする 
 
ELSO：PEEP5～15、SaO2≧80％ 



肺保護戦略 
(Lung Protective Ventilation Strategy) 

★1回換気量に関して 

 2000年ARDSnetworkによる臨床試験の結果、少ない換気量で
ある6mL/kgPBW（predicted body weight）群が12mL/kgPBW群に
比べて優位に生存率を改善させた。 

また、2008年Surviving Sepsis CampaignのARDSに対する人工呼吸管理の項目にも、
We recommend that clinicians target a tidal volume of 6 ml/kg (predicted) body weight 
in patients with ALI/ARDS (Grade 1B)とある。 



抗凝固 

ECMOを回す上で、回路内の血栓生成を避ける
ためにヘパリンでの抗凝固が必要。 

 

著者：APTT 40~60秒 

 

※各施設によって設定値は異なる 

   

ELSO:ACTを正常の1.5倍 



Sedation 

著者 

 導入時は深い鎮静をかける。患者の状態が落ち
着いたら、可能な限り鎮静を浅くしていき、awake
の状態へ。 
 
ELSO 
 導入時から12～24時間は完全に鎮静する。患者
が安定すれば、すべての鎮静と麻酔を止め、神経
学的検査を行う。その後は挿管に耐えられるよう
に鎮静をかける。 



体液管理 

結論：予後が改善するような方法はまだ立証されていな
い 
著者：Conservative fluid-management 
Comparison of two fluid-management strategies in acute lung injury.  
N Engl J Med 2006;354:2564-75. The National Heart, Lung, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome 
(ARDS) Clinical Trials Network.  

•積極的に利尿を行い、必要な場合は透析を行う 

•血管内容量低下に伴う血圧低下が生じた場合、水分負荷をす
るのではなく、一時的にECMOのoutput量を下げて対応する。 
•血管外から血管内へと水分は戻ってくる 
 

ELSO：dry weightまで利尿し、右房圧5～10cmHgと高めに維持。
腎不全にはCRRT。 





輸血 

結論：はっきりと証明されたものはない 

多くのセンターで、酸素運搬能を維持するために、
Hct値を正常範囲内に保つような輸血が薦められ
ている。 
 
著者：ECMOを使っていないARDS患者と同じ輸血基
準で行う。Activeな出血がなければPlt:20,000、あ
ればPlt:50,000を指標としている。 
 
ELSO：Hct値≧40％、Platelet≧80,000 



ECMOからの離脱 

• 肺のコンプライアンスの改善、動脈血の酸素化の改善、胸部
Xpの改善が認められてから始める。 

• 呼吸器の設定は肺保護設定もしくはプレッシャーサポートに
設定。スィープガスの流量は低く設定する。 

• ECMOの血流量、酸素流量を下げていく。 
• ECMOをやめる終着点としては、ECMO導入の際の設定より
かなり低く設定したベンチレーターでも患者が耐えることがで
きたところとする。（たとえば、ベンチレーターの設定を体外
装置のサポートなしの状態で吸気後プラトー圧が３０以下で
FiO2が0.6以下を維持できた場合、ECMO離脱は適切である
と考える） 

• シビアな出血のような合併症がある場合には、ECMOからの
離脱はより早い時期に行う。 

 
ELSO：体外循環による補助が完全補助の30％未満になれば離脱できる 



Areas of Uncertainty 

• どんなARDS患者にECMOを使うべきなのか 

• ECMO導入のタイミング 

• 7日以上の高圧or高FiO2人工呼吸器管理が
必要とされてきた患者はECMOを使用するべ
きではないのか 

• ECMO中ARDS患者への人工呼吸器設定 

• ECMOからの適切なWeaning方法 

                         etc… 



ARDSを管理する上で 

★低容量、低圧での呼吸器管理（肺保護戦略） 
Therapies for refractory hypoxemia in acute respiratory distress syndrome.  

JAMA 2010  Pipeling MR, Fan E.  

 

•Volumeを絞った体液管理 
Comparison of two fluid-management strategies in acute lung injury.  

N Engl J Med 2006;354:2564-75. The National Heart, Lung, and Blood Institute Acute Respiratory 
Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Network.  

 

•初期のsevereARDSに対する筋弛緩薬の投与 
Neuromuscular blockers in early acute respiratory distress syndrome.  

N Engl J Med 2010;363:1107-16. Papazian L, Forel J-M, Gacouin A, et al.  



Unproven therapies 

• 糖質コルチコイド 

• 血管拡張薬の吸入 

• リクルートメントマニューバー 

• High level of PEEP 

• 腹臥位 

• 高頻度振動換気法 

 

生存率に有意差が出るような治療方法はない 

難治性のガス交換障害がある場合、これら証
明されていない治療方法も考慮されるべき 



しかし、ECMOを含め、治療方法の決定には 

 

• 医師の好み 

• その方法（機械、薬剤）が入手しやすいかどうか 

• ECMOセンターまでのアクセス 

 

等々、evidence-based algorithmとは異なるものも関係
してくる。 


