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とある症例… 

•自動車事故にあった49歳女性 

•BP 165/85 mmHg、HR 112 bpm、GCS 5点、pupil (5mm/5mm) 

•頭部CTにて周囲に浮腫を伴う脳挫傷 

•挿管されICU入室 

•脳室カテーテルを挿入しICPモニタリング 

   （頭蓋内圧亢進：29mmHg→→36mmHgへ） 

•Na 139 mmol/L 

  ICP軽減・Na 150 mmol/Lを目標に23% saline bolus投与開始 

 



pathophysiology  
of intracranial hypertention 

Monro-Kellie hypothesis 

  Vparenchymal + Vblood + VCSF + Vlesion = constant  

                      = Vskull 

  (lesion : hematoma, tumor ) 



pathophysiology  
of intracranial hypertention 

血腫や腫瘍が増大すると 

 ①代償機構 

       CSF：脊髄内くも膜下腔へ 

       静脈血：頭蓋外へ 

 ②代償が限界を迎え、ICP 50-60 mmHgに到達    

          ICP≧Willis動脈輪圧→CPP低下 

 ③全体的な脳虚血に陥る 

 ④脳死へ 



代償機構 
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ICP ≧20mmHgは神経学的な悪化に関与（p<0.01）し、致死率も上昇させる（p<0.01） 

                               J Neurosurg 2000;  92: 1–6 

勾配が急になる 



Guidelines for the management of severe traumatic 
brain injury.(Brain Trauma Foundation) 

Ⅱ. Hyperosmolar Therapy 
 

• Recommendations Level Ⅱ 

 Mannitol is effective for control of raised 
intracranial pressure at doses of 0.25 g/kg to 1 
g/kg body weight. 

• Hyperosmolar agents currently in clinical use 
for traumatic brain injury are mannitol and 
hypertonic saline. 

J.Neurotrauma 2007;  24: Suppl 1 



hyperosmolar therapy 
• 原理 

 脳浮腫＝細胞内浮腫     （末梢浮腫＝細胞外浮腫） 

   細胞内外のtonicityを形成するeffective osmolesが関与 

  Tonicity= 2 × [Na+] + Glucose/18 + Mannitol 
      (mOsm/kgH2O)          (mmol/L)         (mg/dl)                         (mM) 

 

• 条件 

 The beneficial effect of hyperosmolar therapy 
requires that the blood – brain barrier be intact. 

N ENGL J MED 2012; 367(8): 746-752 

hypertonic saline solution（HSS） 



mannitolの薬理学的特徴 

• 糖アルコールの一種 

• 体内で代謝されず腎排泄される 

• 血液粘稠度を下げる     J Neurosurg, 1983; 59: 822-828 

• CSF産生を抑制する      Anesth Analg 1994;78:58–66 

• 脳血流を増やす（後述）  Crit Care Med. 2008; 36(3): 795-800 

• フリーラジカルスカベンジャーを誘導する 
Free Radic Biol Med 1998; 24:1331–1337 



有害作用 
manniol 
•AKI 
 （投与量が200 g/dayを超える or osmolar gapが60-70 mOsm/kg 
   を超えると、引き起こしやすい） 
•volume depletion 
   →低Cl血症性アルカローシス 
 
HSS 
•volume expansion 
   →うっ血性心不全、アシドーシス、高Cl血症  
 
いずれにしろ serum osmolarity ≦320 mOsm/Lに管理するのが安全    



• mannitolの有害作用を考慮し、HSSを使う風潮が
でてきている 

 

 

• ICP軽減作用がHSS > mannitol というRCTが散見
される 

Stroke 1998; 29:1550–1555 

Crit Care Med 2005; 33:196 –202 

Crit Care Med 2003; 31:1683–1687 

Crit Care 2005; 9:R530–R540 

Intensive Care Med 2009; 35:471–479 

 



meta-analysisでは 
Hypertonic saline versus mannitol for the treatment of elevated intracranial 
pressure: a meta-analysis of randomized clinical trials. 

Crit Care Med. 2011; 39: 554 

Design: meta-analysis 

Source：HSSとmannitolのICPに対する効果を比較した5つのRCT 

     （MEDLINE、EMBASE、the Cochrane Central Register of  

       Controlled Trials(CENTRAL)、Scopus、ISI Web of Knowledge） 

outcome: HSSとmannitolとで比較 

         ICPコントロールへの効果（primary） 

        平均ICP軽減量の差（secondary） 

Patients: inclusion criteriaを通過した112人のICP亢進患者 

Measurements: 各薬剤投与後60分以内のICPを測定し、 

          上記outcomeについてrandom-effects modelと 

          fixed-effects modelを用いて解析 





P = 0.046 

ICPコントロールはHSS群において有意に効果的 



ICP軽減量は両群で有意差なし 
しかし、fixed-effects modelではHSS群で有意に軽減（平均2mmHgの差)
（95%CI 0.1-3.8 mmHg, p=0.036） 
＝ICP軽減量に関してもHSSが大きい傾向がある 

P = 0.276 



• HSSの組成や濃度が各trialでバラバラ 

  （starchやdextran入りも） 

 

• 追跡期間が60分以内と短い 

 

• 長期的・臨床的（神経学的）予後に言及していない 

 

→さらなるtrialが必要 



mannitolも負けていない 
Equimolr doses of mannitol and hypertonic saline in the treatment of 
increased intracranial pressure. 

Crit Care Med. 2008; 36(3): 795-800 

Design: randomized controlled trial  

Outcome: 1st ICP・CPPの変化、 2nd MCAの流速 

Setting: 2ヶ所のICU 

Patients: ICP >20 mmHg が続く患者20人（外傷17人、脳卒中3人） 

Measurements:  

mannitol group(20%mannitol 231mL投与)とHSS group(7.45%saline  

100mL投与)に無作為に割り付ける。 

投与後0分、30分、60分、90分、120分で各種項目（ICP、CPP、 

MCAの流速、serum osmolarity、serum sodium concentration、など） 

を測定する。 

各種項目をgroup内（Scheffe F test）とgroup間(Student`s t-test)で比較する。 





【ICP】 
両群に有意差はない 
 mannitol group  45%±19% 
 HSS group 35%±14% 

【MCAの流速（FVd）】 
mannitol groupの方が有意に増加している 
（p<0.01) 

(p=0.56) 



serum sodium concentration (T120-T0 difference)  
 HSS: +2.1 ± 1.4 mmol/L 
 mannitol: -1.7 ± 3.2 mmol/L 

(p < 0.01) 

【serum sodium    
             concentration】 
HSS groupの方が有意な上昇 

【CPP】 
mannitol group 
のみで有意な上昇 



• mannitolの方がCPPの維持・上昇、脳血流の増加に関
与している 

  →脳虚血を示唆する所見がある患者には 

    first choiceで使ってよいだろう 

 

• HSSの方がserum sodium concentrationを上昇させる
力は強い 

  →hypovolemiaやhyponatremiaの合併があれば 

          HSSを使うのは妥当な選択 

 

• ただ、これも追跡期間が120分までと急性期のみの話 

 

 



rebound increase  
in intracranial volume and pressure 

• The brain slowly accommodates to serum 
hyperosmolarity by raising intracellular solute 
concentrations. 

N ENGL J MED 2012; 367(8): 746-752 

 

 

• Idiogenic osmoles という浸透圧活性物質の関与 



脳細胞の浸透圧を 
回復するために、 
    ・電解質(数時間) 
    ・idiogenic osmoles    
                    (数日) 
をためこむ 
   
     ↓ 
 ICP再上昇 

他の介入を行うまで
ICPを低いままに維持
する必要がある 
 

N ENGL J MED 2000; 
342(20): 1493-1499 



ICPを下げる様々な介入 

• surgical evacuation ：ASDHなど 

• removing parts of the skull : 

  重症頭部外傷・難治性頭蓋内圧亢進において   

  外減圧手術群は標準治療群と比較して 

   ICP低下・ICU滞在日数を減少させる 

   6ヶ月後のExtended GCS 悪化、死亡率に差はない 
 

N ENGL J MED 2011; 364(16); 1493-1502  

 



ICPを下げる様々な介入 

• hyperventilation ：数分〜数時間の効果 

  （a bridge to more durable therapyとも言われる） 

 

• removal of cerebrospinal fluid：脳室ドレーン 

      効果は短い・感染のriskがある 

      ICPの直接的な測定を可能にする 

（詳細は過去の勉強会“ICP monitprong”を参照) 



ICPを下げる様々な介入 

• glucocorticoids ：brain tumor のみの効果 

  Lancet 2004; 364(9442): 1321-1328 

• induced hypothermia and high-dose barbiturates：  

  頭蓋内圧を低下させるという報告は多いが、 

  最終的な転機の改善に有用かは不明  



実際の投与法 -mannitol- 
• 20%溶液を1.0g/kg bolus投与（＝5.5mOsm/kg） 

  ( Brain trauma foundationのLevel Ⅲ recommendation) 

• 必要に応じて（ICP＞20 mmHgが続く）、 

    0.25-1.0 g/kg を2-8時間毎に投与 

• しかし繰り返し投与すると血管外漏出したmannitolが
白質に蓄積してrebound効果を助長する 

J Neurosurg 1992; 77: 584-589 

• 効果発現が早いが持続が短い 

  最大効果30-60分            J Neurosurg Anesthesiol 1991; 3: 291-296 

• osmolar gapがmannitolの効果の指標になる 

  （通常10 mOsm/kg） 



実際の投与法 -HSS- 
• 過去の使用例では7.2-23.4%と幅が広い 
• bolus投与は持続投与より有効かもしれない 

Neurol Res.1999; 21: 758-764 

• 5.1 mOsm/kg のbolus投与を基本にする 
  （7.5% HSS を2ml/kg）             Circ Shock 1984; 13: 442-446 

• mannitolが無効になった症例に対しても有効性がある 
Circ Shock 1984; 13: 442-446 

• 繰り返し投与しても効果が衰えない        Circ Shock 1984; 13: 442-446 

• sodium必要量(mmol)= 
   Bw(kg) × 0.6(men) or 0.5(women) × 
       (目標sodium – 現在sodium)(mmol/L) 
• 小児の頭部外傷患者に 0.1-1.0mL/kg/hr の持続投与が
有効であった 

Pediatr. Crit. Care Med.2003; 4: 40-44  

 



実際の投与法  

•    serum osmolarity > 320 mOsm/L 

       serum sodium>160 mmol/L 

    では、それ以上ICP軽減作用望めない 

  かつ、有害作用の危険性が高い 

 ＝8hrごとに採血をするべき 

 

 



glycerol 

• hyperosmolar agentsの一つ 

• 脂肪やトリグリセリドの構成要素であり、肝臓
で素早く代謝されるため、他のhyperosmolar 
agentsよりも利尿作用が弱い 

• Brain trauma foundationに一言も明記されて

いないのにも関わらず、当院含めて日本で頻
用されているイメージ 

• その有効性は？ 

 



glycerolの有効性 
Glycerol for acute stroke: a Cochrane systematic review 

J Neurol 2002; 249: 445-451 

Design: intention-to-treat analysis 

outcome:急性期脳卒中におけるglycerol静注の短期的・長期的な 

               生命予後ならびに機能予後への有効性と安全性の評価 

Setting and Patients:脳卒中に対してglycerol静注療法が行われた 

             randomised and quasi-randomised trial 11件  

Measurements:  

  評価項目 

     治療期間における死亡率 

        follow up (onsetから6ヶ月以内)終了までの死亡率 

        機能予後についてはfollow up 終了までのmRS or  Barthel Index 



全脳卒中患者において治療期間内の死亡率に有意差なし 



definite or probably ischemic stroke患者において 
治療期間内の死亡率はglycerol群において有意に改善 



• hemorrhagic stroke患者において治療期間内の
死亡率に有意差なし（OR 0.86, 95%CI 0.48-1.53） 

 

• 全脳卒中患者においてfollow up 期間内の死亡
率に有意差なし（OR 0.98, 95%CI 0.73-1.31） 

 

• 全脳卒中患者においてfollow up 期間内の機能
予後に有意差なし（OR 0.73, 95%CI 0.37-1.42） 

 



結語 
• HSS 5.1 mOsm/kg のbolus投与を基本にする 

  （7.5% HSS を2ml/kg） 

• 脳虚血が示唆される場合、 

    mannitol 20%溶液を1.0g/kg bolus投与がよい 

• 8hrごとの採血でserum osmolarity 、serum 
sodiumをチェックし、有害作用を防ぐ 

 （特にmannitolのAKI） 

• glycerolは虚血性脳卒中においては考慮される 


