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ACLSガイドラインは５年ごとに改変、更新されている	
	

	2010年	

Key	changes	from	the	2005	ACLS	Guidelines	

CPRの質	

カプノグラフィー	
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	2010年	 ・PEA/Asystole	
アトロピンの削除	

・CPRの質を客観視する	
ROSCを指摘するための	
生理学的モニタリング	
の重要性の強調	

・wide	QRSでの	
アデノシン投与の推奨	

・徐脈疾患でのペーシン
グの代替法としての変時
性薬剤の使用の推奨	
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・Adjuncts	to	CPR	
Oxygen	Dose	During	CPR	
Monitoring	Physiologic	Parameters	During	CPR	
Ultrasound	During	Cardiac	Arrest	
	
・Adjuncts	for	Airway	Control	and	VenPlaPon	
Bag-Mask	VenPlaPon	Compared	With	Any	Advanced	Airway	During	CPR	
Advanced	Airway	Placement	Choice	
Clinical	Assessment	of	Tracheal	Tube	Placement	
VenPlaPon	AZer	Advanced	Airway	Placement	
	
・Management	of	Cardiac	Arrest	
DefibrillaPon	Strategies	for	Ventricular	FibrillaPon	or	Pulseless	Ventricular	
Tachycardia:	Waveform	Energy	and	First-Shock	Success	
DefibrillaPon	Strategies	for	Ventricular	FibrillaPon	or	Pulseless	Ventricular	
Tachycardia:	Energy	Dose	for	Subsequent	Shocks	
DefibrillaPon	Strategies	for	Ventricular	FibrillaPon	or	Pulseless	Ventricular	
Tachycardia:	Single	Shocks	Versus	Stacked	Shocks	
	

目次一覧	
CPRに関して	

換気、気道確保に関して	

心停止時の管理について：除細動	
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・AnParrhythmic	Drugs	During	and	Immediately		
	AZer	Cardiac	Arrest	
AnParrhythmic	Therapy	for	Refractory	VF/pVT	Arrest	
AnParrhythmic	Drugs	AZer	ResuscitaPon	
	
・Vasopressors	in	Cardiac	Arrest	
Standard-Dose	Epinephrine	
Standard	Dose	Epinephrine	Versus	High-Dose	Epinephrine	
Epinephrine	Versus	Vasopressin	
Epinephrine	Versus	Vasopressin	in	CombinaPon	With	Epinephrine	
Timing	of	Administra=on	of	Epinephrine	
	
・Steroids	
	
・Prognos=ca=on	During	CPR:	End-Tidal	CO2	
	
・Overview	of	Extracorporeal	CPR	

目次一覧	

抗不整脈薬に関して	

心停止時の昇圧剤に関して	

ステロイドに関して	
CPR中の予測：EtCO2	

ECPRについて	 6	



２０１０ACLSガイドライン	
からの主な変更点	

（追加）	
・心停止時のステロイド使用	
・体外循環式CPR	
	
	
（削除）	
・Electrical	Therapies(defibrillaPon,	emergency	pacing)	
2010のガイドラインではPart6で１章取り上げたが、	
2015ではこのACLSの章に組み込まれた	
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２０１０ACLSガイドライン	
からの主な変更点	

（今回の特徴）	
	
・呼気CO2モニタリング下CPRによる予後予測	
	
・エピネフリン投与の時期	
	
・入院患者の心停止の際の	
		ステロイド、バソプレシン、エピネフリン併用治療の有用性	
	
・CPR中のバソプレシン単独投与をアルゴリズムから削除	
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２０１０ACLSガイドライン	
からの主な変更点	

（今回の特徴）	
	
・呼気CO2モニタリング下CPRによる予後予測	
	
・エピネフリン投与の時期	
	
・入院患者の心停止の際の	
		ステロイド、バソプレシン、エピネフリン併用治療の有用性	
	
・CPR中のバソプレシン単独投与をアルゴリズムから削除	
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Monitoring	Physiologic	Parameters	
During	CPR	

	CPRの質を客観視できるモニタリングが必要不可欠である	
	
・2010ガイドラインではCPRの質について強調	
	
	
・2013年にAHAではCPRの質を改善する戦略	
	
	
今回はCPR中に生理学的なモニタリングを使用すること	
により生存率や神経学的予後を改善できるかに着眼した	
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胸骨圧迫100-120/min	
深さは５cm以上	

過換気にはしない	

胸骨圧迫の割合８０％以上	

高い質のCPRを行うための目標	

救助の専門家があらゆる心停止に立ち会う	

CPRを 適化するよう調整する	

治療システム	

国家規模のシステム	
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・EtCO2	
・冠動脈圧	
・動脈圧（拡張期、収縮期）	
・中心静脈酸素飽和度	
	
この４つをモニタリングすることが も重要である	
	
CPR中の心拍出量と心筋血流量とが相関することが過去に示
されている。	
	
CPR中も常にこれらをモニタリングする必要がある	
	
これらの数値の上昇はROSCの良い指標になる	
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Method:		a	retrospecPve	case	control	study	
チェコ、単施設での院外心停止症例　　108名	
2004〜2006年	
	
目的：		
ROSC時とCO2の上昇の関連性を調べた	
	
StaPsPcal	Analysis:	
the	two-tailed	paired	t-test	using	Graph	Pad	Prism		
version	4.00	for	Windows	
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ROSC群のほうがCO2の平均値が優位に高い	
ROSC前後でCO2の値は平均9.95mmHg違う	
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ROSC前後でCO2の変化値が小さい方が感度、特異度も高い	



Monitoring	Physiologic	Parameters	During	CPR	
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CPRの質を保つためには、	
生理学的モニタリングを使った方が良いであろう	



２０１０ACLSガイドライン	
からの主な変更点	

（今回の特徴）	
	
・呼気CO2モニタリング下CPRによる予後予測	
	
・エピネフリン投与の時期	
	
・入院患者の心停止の際の	
		ステロイド、バソプレシン、エピネフリン併用治療の有用性	
	
・CPR中のバソプレシン単独投与をアルゴリズムから削除	
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Method:	Post	hoc	analysis	of	prospecPvely	collected	data		
　　The	Get	With	The	Guidelines-ResuscitaPon	databaseを使用	
　  2000年1月１日〜2009年11月19日      ５７０病院が参加 　	
	PEA/Asystole患者のエピネフリン追加投与の時期と生存率の検討	

投与間隔を開けると生存退院率
は減少する	
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エピネフリン投与まで
の時間の中央値は3分	



Method:入院前エピネフリン投与が予後を改善するか	
全国ウツタイン様式日本データベース	
209577人の院外心停止患者	
2009年1月1日から2010年12月31日	
Endpoint:	ROSC、1ヶ月後の生存、神経学的転帰	

ショック可能リズム群	 ショック非適応リズム群	

非エピ群の方：ROSC率、予後、神経
学的転帰が良い	

エピ群の方：ROSC率、予後が良い	
神経学的転帰は有意差なし	



ショック可能リズム群	

エピネフリン投与はいい結果を起こさない	 19	



エピネフリン投与で
病院前ROSCの割合
は高くなる	

ショック非適応リズム群	

20分以内の投与で１ヶ月生存率は高くなる	

神経学的転帰は悪くなった	20	



Timing	of	AdministraPon	of	Epinephrine	

エピネフリンの客観的な投与時期についてのエビデンスは不十分	
特にVF/pVTの時の除細動の時期との兼ね合い	
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２０１０ACLSガイドライン	
からの主な変更点	

（今回の特徴）	
	
・呼気CO2モニタリング下CPRによる予後予測	
	
・エピネフリン投与の時期	
	
・入院患者の心停止の際の	
		ステロイド、バソプレシン、エピネフリン併用治療の有用性	
	
・CPR中のバソプレシン単独投与をアルゴリズムから削除	
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Arch	Intern	Med.2009;169(1):15-24.	

• 研究デザイン：単施設無作為化二重盲検比較試験	
• 目的：院内心停止患者にバソプレシ、エピネフリン、　　	
　　　　コルチゾールを併用すると生存率が改善する	
• 成人の院内心停止患者100名	
• 主要評価項目：15分間以上の自己心拍再開率	

退院生存率	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	23	



蘇生後のショック	
ストレス用量のヒドロコルチゾン（1日300	mg）	

長7日間投与	

方法	
	
	

生食	
＋	

エピネフリン(１ｍｇ)	
	
	

	
バソプレシン(20IU)	

＋	
エピネフリン(1mg)	

＋	
メチルプレドニゾロン

(40mg)	

	
	

生食	
＋	

エピネフリン(１ｍｇ)	
	
	

	
バソプレシン(20IU)	

＋	
エピネフリン(1mg)	

	

2～3分以内に心拍再開が得られなかった場合	

大5回まで投与	

Figure	1.Arch Intern Med. 2009;169(1):15-24. 
doi:10.1001/archinternmed.2008.509

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	 24	



結果(Study	flowchart)	

Study群	
81%（39/48）	

プラセボ群	
52％(27/52)	

心拍再開率Study群で有意に高い
(=0.003)	

Figure	2.Arch Intern Med. 2009;169(1):15-24. 
doi:10.1001/archinternmed.2008.509

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	25	



Figure	3.Arch Intern Med. 2009;169(1):15-24. 
doi:10.1001/archinternmed.2008.509

全患者	
退院生存率の改善	

蘇生後ショック患者	
退院生存率の改善	

臓器不全が認めら
れない期間の短縮	

蘇生後ショック患者	
中心静脈血酸素飽

和度の改善	

蘇生後ショック患者	
平均動脈圧の改善	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	 26	



JAMA.	2013;310(3):270-279.	doi:10.1001/jama.2013.7832.		

Method:	
ギリシャ、３施設共同研究	
前向きランダム化比較試験	
2008.9.1〜2010.10.1	
CPRはヨーロッパ蘇生協議会の心肺蘇生ガイドライン2005年を用いた	
	
目的：	
昇圧剤を必要とする院内心停止時患者の心肺蘇生時(CPR)中、	
バソプレシン、エピネフリンの投与に加え、副腎皮質ステロイドを投与
すると神経学的回復が改善するか	
	 ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	

多施設研究へ	
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対象：	
・CPR時に昇圧薬を使用する	
院内心停止	
	
（除外対象）	
・18歳以下	
・生命予後6週間以内等の終末期
患者	
・蘇生困難状況	
・大動脈瘤破裂等の出血による心
停止	
・入院前の心停止	
・心停止前に副腎皮質ステロイド
を投与された患者	
・先行研究の薬物投与で自己心
拍再開した患者	
	

＜Primary	end	points＞	
• 20分以上の自己心拍再開	
• 退院時のCPCスコア1or2	
＜Secondary	end	points	＞	
• CPRから約20分後までの動脈圧	
• day1～10の動脈圧と中心静脈酸
素飽和度	
• day1～60で臓器不全がない日数	
• 高血糖、感染症、消化管出血、不
全麻痺等の副腎皮質ステロイドに
よる合併症	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	28	



蘇生後のショック	
ストレス用量のヒドロコルチゾン（1日300	mg）	

長7日間投与	

方法	
	
	

生食	
＋	

エピネフリン(１ｍｇ)	
	
	

	
バソプレシン(20IU)	

＋	
エピネフリン(1mg)	

＋	
メチルプレドニゾロン

(40mg)	

	
	

生食	
＋	

エピネフリン(１ｍｇ)	
	
	

	
バソプレシン(20IU)	

＋	
エピネフリン(1mg)	

	

2～3分以内に心拍再開が得られなかった場合	

大5回まで投与	

Figure	1.Arch Intern Med. 2009;169(1):15-24. 
doi:10.1001/archinternmed.2008.509
ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	 29	



結果２	

VSE群で	
• ALS時間が短縮	
• 自己心拍再開後     
20分以上生存した  
患者が多い	
• エピネフリンの        
投与量が少ない	
	

JAMA.	2013;310(3):
270-279	
<Table	2>	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	30	



結果４	

脳灌流量が上昇した	

JAMA.	2013;310(3):270-279<Supplement　
eTable29>	

JAMA.	2013;310(3):270-279<eFigure4>	

意識障害
(GCS<9)	

腎不全	
(Cr≧3.5mg/dl,透析)	

臓器障害はVSE群の方が少
なかった	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	31	



結果５	

JAMA.	2013;310(3):
270-279	
<Figure	2＞	

VSE群は	
転帰不良の危険が少なく	
退院時の神経学的回復が良好	

（全患者）	 （蘇生後ショック）	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	32	



Steroids	

IHCAではステロイドの使用を考慮してもよいだろう	
OHCAでの使用による利点は不明確	
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２０１０ACLSガイドライン	
からの主な変更点	

（今回の特徴）	
	
・呼気CO2モニタリング下CPRによる予後予測	
	
・エピネフリン投与の時期	
	
・入院患者の心停止の際の	
		ステロイド、バソプレシン、エピネフリン併用治療の有用性	
	
・CPR中のバソプレシン単独投与をアルゴリズムから削除	
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	2010年	
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	2010年	
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	2015年	
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	2015年	

バソプレシンが除かれた	
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研究デザイン：多施設無作為化二重盲検比較試験	
対象：成人の院外心停止患者１１８６名	
目的：院外心停止においてバソプレシンとエピネフリン

の比較	
主要評価項目：生存入院率	
二次評価項目：自己心拍再開率、生存退院率、	
　　　　　　　　　 良好な神経学的改善、１年後の生存率	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	

N	Engl	J	Med.2004;350(2):105-113.	
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フローチャート	

期間：1999.6~2002.3	

Table3	

Table4	

N	Engl	J	Med.2004;350(2):105-113.	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	

バソプレシン群	 エピネフリン群	

40	



結果	

治療不応性の心停止においてバソプレシンは	
単独のエピネフリンより効果的かもしれない。	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	

追加でエピネフリンが投与された被験者	

初期バソプレシン＋エピネフリン	
orエピネフリン単独治療された被験者	

両群に有意差なし	

41	



研究デザイン：	
A	randomised,	double-blind,	mulP-centre,	parallel-design	
clinical	trial	
対象：シンガポール、４病院	
	成人の心停止患者790名						2006年3月9日〜2009年1月19	
目的：心停止時にバソプレシン・エピネフリン併用と	
											エピネフリン単独投与の比較	
主要評価項目：生存退院率	 42	



治療はACLSガイドライン通り	
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両群間の生存退院者での神経所見に有意差なし	

生存入院率はバソプレシン群の方が高かった	

CPC	
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・サブグループ解析	
ROSC、生存退院率には有意差なし	
PEA＋バソプレシン患者は生存入院率が優位に高かった	

バソプレシン併用は	
長期予後は変えなかったが、	
短期生存率を上げることには効果的かもしれない	
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Am	J	Cardiol	2006;98:1316–1321	

	Methods:無作為化比較試験	
	対象：米国、ピッツバーグ、単施設、2003年5月〜2005年4月	
　　　　１８歳以上の成人院外心停止患者　325名	
目的：心停止時にバソプレシン・エピネフリン併用とエピネフリン	
　　　　単独投与の比較	
統計:		an	intenPon-to-treat	basis,	with	univariable	comparisons	
performed	using	chi-square	tesPng	
	
主評価項目 :	ROSC	at	any	Pme	during	resuscitaPon	and	the	
presence	of	pulses	at	hospital	arrival	

46	
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エピネフリン投与後すぐにどちらかを投与	

プラセボ	 バソプレシン	



48	

バソプレシン投与群で	
ROSCに有意差は出なかった	



49	

バソプレシン投与群で	
生存率にも有意差は出なかった	



N	Engl	J	Med.	2008;359:21-30	
研究デザイン：無作為化二重盲検比較試験	
対象：成人の院外心停止患者2894名	
目的：心停止時にバソプレシン・エピネフリン併用と 	

	エピネフリン単独投与の比較	
主要評価項目：生存入院率	
二次評価項目：自己心拍再開率、生存退院率、神経学的

機能の回復、1年後の生存率	
ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	
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患者背景に有意差
はない	
	
・ACLSを行った時間	
・ROSCまでの時間	
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バソプレシンの有効性は認められなかった	

生存入院率、自己心拍再開率、生存退院率、	
一年生存率、退院時の神経学的機能の改善の	
有意差は認められなかった。	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	52	



Epinephrine	Versus	Vasopressin	in	CombinaPon	
with	Epinephrine	

エピネフリン単独投与以上の効果を見出せなかった	
	
→バソプレシンはアルゴリズムから削除	

53	



追加項目：体外循環式CPR	
●AHA-G2010:　a	Class	IIb	procedure		
	
早急に準備ができる	
心停止に伴う循環停止時間が短い	
心停止から回復できる見込みがある	
	

	
●The	2010	European	ResuscitaPon	Council	
Guidelines(ERC-G2010):　記載なし	

54	



体外循環式CPRに関する主な文献	

今のところECPRに関するRCTは存在しない	 55	



Lancet	2008;	372:	554–61	

IHCA	
Method:	3-year	prospecPve	observaPonal	study	
台湾、単施設NaPonal	Taiwan	University	Hospital	
2004.1.1〜2006.12.31　　172名	
StaPsPcal	analysis:		
the	propensity	match	using	SPSS	version	13.0	
症例の適格基準:	
目撃ある院内心停止患者	
１０分以上CPR施行	
Primary	outcome:	
生存退院率	

除外基準：	
・１０分以下のCPR	
・75歳以上	
・重度脳障害の既往	
・末期癌患者	
・外傷、治療不可能な出血	
	

・非心原性	
・DNAR意思表示	

56	



ECPR群の方が生存退院率が高い	

生存退院率	

CPR時間	

ECPR群	
神経学的転帰が良い	

57	



・ROSC:	
ECPR群/CCPR群	91.3%/52.2%	
	
・生存退院率:	
ECPR群/CCPR群	32.6%/17.4%	
	
・CPC:	
両群の有意差はない	

58	

Propensity	score-matching	
を行った46名ずつを検討	



ECPR	

CCPR	

●ECPR群	
・蘇生後初期の死亡率を下げる	

累積生存率	
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IHCA	Method:	A	retrospecPve	observaPonal	study.	
韓国、単施設Samsung	Medical	Center	
2003.1〜2009.6	
StaPsPcal	analysis:		
a	propensity	score	analysis	
症例の適格基準:	
１８歳〜８０歳	
目撃ある院内心停止患者	
１０分以上CPR施行	
Primary	outcome:	
CPC≦２での生存退院率	

除外基準：	
・１０分以下のCPR	
・１８歳以下	
・目撃のない心停止	
・ECPRの適応外症例	
	

＜ECPRの適応外＞	
・８０歳以上	
・重度脳障害の既往	
・頭蓋内出血	
・末期癌	
・外傷、治療不可能な
出血	
・敗血症による心停止	
・不可逆的な臓器障害	
・DNAR意思表示	
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全体	 心原性	

全体・心原性心停止：	
	
退院時に神経学的転帰の良い割合はECPR群の方が多い	
	
６ヶ月時の神経学的転帰もECPR群の方が良かった	
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ECPR	 ECPR	

CCPR	 CCPR	

累積生存率	

累積生存率もECPR群の方が高かった	
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全体	

心原性	

心原性心停止におけるECPR	
:神経学的転帰の良い生存率をもたらすかもしれない	
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ResuscitaPon.	2010;81:796–803.	

IHCA	背景：ECPR、CCPRでROSCを得られた患者を比較	
Method:	Propensity	score-matched	cohort	
台湾、単施設NaPonal	Taiwan	University	Hospital	
2004〜2006	
StaPsPcal	analysis:		
A	propensity	score-	based	matching	process		
症例の適格基準:	
１８歳〜７５歳	
目撃ある院内心停止患者	
Primary	outcome:	
生存退院率	

除外基準：	
・ECPRの適応外症例	
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生存退院率、退院時のCPC値、１年後CPC値に有意差は
認めなかった	

ECPR-ROSB	 CCPR-ROSC	
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生存率	

退院時の神経学的転帰	
両群間に有意差なし	

両群間に有意差なし	
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Propensity	score-matchingを行った	



Crit	Care	Med.	2013;41:1186–1196.	

Method:	a	prospecPve	observaPonal	cohort	
日本、単施設（札幌医大）				
2000.1〜	2004.9	
StaPsPcal	analysis:		
The	propensity	score	matching	method	
	
症例の適格基準:	
目撃のある心原性心停止	
２０分以上のCPR施行	
	
Primary	outcome:	心停止３ヶ月後の神経学的転帰	

除外基準：	
・DNARの意思表示がある	
・病着前に死の兆候がある	

OHCA	
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ECPR群	
３ヶ月後の生存率上昇	
神経学的転帰が良い	

背景因子をそろえた	

68	



CCPR	

ECPR	

●ECPR群	
・蘇生後初期の死亡率を下げる	
→神経学的予後の差を示している	

累積生存率	
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ResuscitaPon.	2014;85:762–768.	

Method:	a	prospecPve,	observaPonal	study		
2008.9.8〜2011.9.30	
日本の46施設:26施設(ECPR施設)と20施設(非ECPR施設)	
StaPsPcal	analysis:	the	intenPon-to-treat	and	the	per	protocol	analyses		
	
症例の適格基準	
・初期リズムがVF/VT	
・病院受診時に心停止が持続	
・覚知から病着まで45分以内	
・病着15分後でもROSCが得られていない	
Primary	outcome:	CPC	1	or	2	at	1	and	6	months	aZer	OHCA.		
 	

除外基準：	
・小児	
・75歳以上	
・ADL不良例	
・非心原性症例	

・低体温	
・ICが未取得	

OHCA	
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心停止原因はACSが60%、不整脈が15%	
	

対象症例数	

対象施設数	

病着までの時間	 30分	
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ECPR群の方が１ヶ月後、６ヶ月後の神経学的転帰が良い	

1ヶ月後	

6ヶ月後	

1ヶ月後	

6ヶ月後	
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初期波形VF/VTの院外心原性心停止患者	
	
ECPR、体温療法、IABPによる治療が１ヶ月後、６ヶ月後の神経学的
予後の改善に関係するかもしれない	

24h後の生存者	

ERCP群はさらに低体温療法、IABPを行っている率が高かった	
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Extreacorporeal	CPR	

疾患、環境設備が整っていればECPRを考慮してもよいであろう	
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終わり	
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付録	
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脳機能カテゴリ－（CPC）	

脳損傷患者の転帰：グラスゴ－・ピッツバ－グ脳機能・全身機能カテゴリ－(56,65)	
The Glasgow-Pittburgh Cerebral Performance and Overall Performance Categories	

•  CPC 1.機能良好　	
　意識は清明、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	
•  CPC 2.中等度障害	
　意識あり。保護された状況でパ－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、失調、構音障害、嚥下障害、記銘力障
害、精神障害など。	

•  CPC 3.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。	
•  CPC 4.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。	
•  CPC 5.死亡、もしくは脳死	

ICU勉強会	2013.10.29より一部改変	80	


