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①　冠動脈造影 

心原性心停止が疑われ、ST上昇が認められるOHCA患者に対し、
積極的な冠動脈造影を実施すべきである 



①　冠動脈造影 

ST上昇はないが心原性心停止が疑われる（＝電気的に不安定また
は血行動態が不安定など）昏睡状態の成人患者に対する緊急冠動
脈造影は妥当である 

心拍再開後の患者の意識に関わらず、冠動脈造影の適応が 
あれば、その実施は妥当である 



Circ Cardiovasc Interv.2010;3:200–207. 

•  OHCA患者におけるST変化の違いによるPCIの治療成績を検討 
 
•  フランスの三次医療センター 

•  大規模前向き観察研究（2003年1月～2008年12月） 

•  OHCA後にROSCが得られ、明らかな非心原性心停止を除く435
例 



有意な冠動脈狭窄 
ST上昇あり：128/134例（96%） 
ST上昇なし：176/301例（58%） 
 

ST上昇による冠動脈狭窄の予測能 
陽性的中率：96%、陰性的中率：42% 
感度：42%、特異度：95% 



Florence Dumas et al. Circ Cardiovasc Interv. 2010;3:200-207 

非心原性のOHCA患者における早期の生命予後に関連する因子 

•  PCIはより良好な生存率と関連していた 

•  ST上昇の有無に関わらず冠動脈造影は支持された 



②　蘇生後の血行動態の目標 

心拍再開後、低血圧（収縮期血圧90mmHg未満、平均動脈圧
65mmHg未満）を避け、直ちに是正する 



②　蘇生後の血行動態の目標 
心拍再開後の血圧目標値を検討した研究 

Resuscitation. 2009;80:418–424. 

平均動脈圧80mmHg以上に保つと、死亡率と退院時の神経学
的所見の改善が認められた 

収縮期血圧90mmHg未満では100mmHg以上に維持した場合と
比べると、高い死亡率と機能予後の悪化がみられた 

Resuscitation. 2008;79:410–416. 

Resuscitation. 2007;73:29–39 

平均動脈圧を65mmHg以上に保つと生存率が増加し、1年後に 
良好な神経学的転帰をとった 

血行動態の安定化（輸液、変力作用薬、IABP、再潅流療法も含む）
によって転機の改善が認められた 



Targeted Temperature Management 

! 　Induced Hypothermia 

! 　Hypothermia in the Prehospital Setting 

! 　Avoidance of Hyperthermia 

体温管理 



①　Induced Hypothermia 

Induced Hypothermiaの歴史 
 

体温を下げることで脳保護効果が得られることは50年以上前より知られていた 
⇒それを治療に応用するtherapeutic  hypothemia 
 
心停止蘇生後症例に対しては1958年に最初の報告がされた 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ann 
Surg 1958;148:462-68 
 

全身管理の技術的な困難さなどにより、その後30年間普及しなかった 

1990年代以降、動物モデルでの軽度低体温療法の有効性の証明・全身管理技
術の向上により心停止蘇生後の低体温療法はあらためて注目されてきた 



•  2002年、2つのRandomized control trialが発表 

N Engl J Med 2002;346:549–
556 

N Engl J Med 2002;346:557–
563 

① 

② 

2012.03.13　ICU勉強会 



N Engl J Med 2002;346:549–
556 

2012.03.13　ICU勉強会 



2012.03.13　ICU勉強会 

Neurologic function: CPCで評価 

低体温療法により 
神経学的予後・ 
死亡率いずれも改善 



神経学的予後が改善 

N Engl J Med 2002;346:557–
563 

2012.03.13　ICU勉強会 
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院外心停止（初回リズムがVF[Class 1,LOE B], PEA/asystole  
[Class 2b,LOE B]）後のROSCした昏睡状態の患者に対し低体
温療法（12-24時間32℃-34℃に冷却）を施すことが推奨される 

2010ガイドラインでは・・・ 



•  初回リズムの違いによる低体温療法の有効性を検討 

•  2000年1月～2009年12月、心停止後ROSCした1145人 

•  前向き観察研究 

評価項目 
•  低体温療法（目標：32-34℃）の施行の有無による退院時神経学的予
後への影響 



•  VF/pulseless Vt患者は708/1145人（62%） 
•  Asystole/PEA患者は437/1145人（38%） 
 
低体温療法は、 
•   VF/pulseless VT患者の457/708人（65%） 
•  Asystole/PEA患者の261/437人（60%）　で施
行 



VF/
VT　 

asystole/PEA 

低体温管理はShockable rhythm で有効 

Non Shockable rhythm では有効性見出せず 



Mild hypothermia VS. Anti-
hyperthermia 

N Engl J Med 2013;369:2197-206. 

【デザイン】 Prospective RCT　【期間】 2010.11- 2013.1 
【施設】　ヨーロッパとオーストラリアの36施設 
【対象・方法】　OHCA後、ROSCした昏睡状態の患者939人を無作為
に 
　　　　　　　　　ランダム化、36時間のTTMを施行 
【アウトカム】 
・死亡率 
・神経学的予後評価（180日後CPC, Modified  Rankin  scale） 2014.01.28　ICU勉強会 



Results 



Results 

初期リズムの違いは 
死亡のハザードには影響しなかった 



Results 

目標体温の違いにより死亡率、神経学的予後に 
有意な差はなし 



Targeted Temperature Management 

•  OHCA後にROSCした昏睡患者に対してTTMを施行するべきである 
•  目標体温： 32-36℃ 

持続時間については 

•  少なくとも24時間は目標体温を維持する 



Hypothermia in the Prehospital 
Setting 

•  病院到着前からの冷却は搬送後の低体温療法の導入がスムーズにな
る可能性があるが、評価は不十分だった 

•  OHCA 1,359例を、初期リズムによりVF、Non-VF群に分け、それ
らを病院到着前より冷却を行う早期冷却群と通常治療群にランダム
化 

•  早期予後について検討 



 

•  早期冷却群では病院到着前から4℃の生食2-4Lを投与 
•  通常治療群での輸液量に関する記載なし 
•  搬送後は全例に低体温療法（目標体温：34℃）を導入 

病院到着時の体温は早期冷却群で1.2-1.3℃低かった 

搬送後、目標体温までの到達時間 
•  早期冷却群：4.2時間（95%CI，3.8-4.6 

hours) 
•  通常治療群：5.5時間（95%CI，5.0-6.0 

hours） 
 

 



Hypothermia in the Prehospital 
Setting 

•  生存退院率 
・初期リズムVF　早期冷却群:62.7% vs. 通常治療群:64.3% (p=0.69) 
・初期リズムNon-VF 早期冷却群:19.2% vs. 通常治療群16.3% (p=0.30) 
•  退院時の神経学的予後 
　いずれの群においても有意な差なし 



＜有害事象の比較＞ 
早期冷却群で有意に多かった
項目は 
 
・再度心停止 (26% vs. 21%) 
・肺水腫 
・利尿薬の使用量 
・低酸素血症 
・高血糖など 
 

院外心停止に対して病院到
着前からの冷却による有効
性は示されなかった 



Hypothermia in the Prehospital 
Setting 

ROSC後の患者において、病院到着前からのルーチン
の冷却輸液の投与は推奨されない 



　Avoidance of Hyperthermia 

TTM後の昏睡患者に対し、発熱予防は妥当である 

Resuscitation.2013;84:1062-1067 

心停止後の患者における発熱は予後不良と関連している 
 
 



その他の集中治療的介入 

心停止後のROSC患者において、低酸素血症をさけるモニタリング
をすることは有用である 

呼吸が安定するまでは高流量酸素を投与して良いが、
SpO2：94%以上を維持するように適宜FiO2を漸減する 

呼吸管理 



その他の集中治療的介入 

呼吸管理 

蘇生後の Hypocapnia と Hypercapnia (Paco2 ≤30mmHg、Paco2 ≥ 
50mmHg) は神経学的予後不良と関連 

Circulation. 2013;127:2107–2113 

目標体温に関わらず、生理的範囲でのPaCO2維持は妥当である 



その他の集中治療的介入 

ROSC後の患者における、最適な目標血糖値は不明である 

血糖管理 

OHCAのROSC後患者において、厳格な血糖コントロール
（72～108 mg/dl）は通常の血糖コントロール（108～144 mg/
dl）と 
比較して生存率の改善を認めなかった 

Intensive　Care Med. 2007;33:2093–2100 



低体温療法を施行した患者における予後予測は、 
ROSC後72時間以上経ってから行う 

2010年ガイドラインで
は・・・ 

心拍再開後の予後予測 



低体温療法を受けた患者における予後判定のタイミングを評価 
 
対象：心停止後低体温療法を受けた患者49例 
研究方法：後ろ向き観察研究 
低体温療法：目標体温から24時間維持し、8時間かけて復温 
心停止後96時間後まで予後を評価 
評価方法：頭部CT・NSE・SSEP・EEG・神経学的所見 
 
結果： 
•  復温後15時間以内に予後不良と判定されたのは57%（28 of49） 
•  そのうち25%（7of28）は心停止後72時間以内に心停止、21 % （6of28）は予後良好（CPC:

1-2） 
•  心停止後96時間の判定では予後不良と診断された50%（14of28)で予後良好（CPC:1-2） 

 
•  ） 

・低体温療法を施行した患者においての予後予測は慎重に行うべき 
・復温後72時間以降に予後予測を行うべき 



心拍再開後の予後予測 

TTMを施行した患者において、鎮静薬または筋弛緩薬が臨床所見
に影響する恐れがある場合、正常体温の復帰から72時間以上経過
するのを待ち予後予測を行うことが妥当である 



心拍再開後の予後予測 

・TTMを施行していない患者において、臨床所見から神経学
的予後を予測できるのは早くてもROSCから72時間後 
 
・鎮静薬または筋弛緩薬の残存効果による臨床所見への影響が
疑われる場合、予後予測をすべきタイミングはさらに遅くする
ことを考慮する 



低体温療法が薬物に与える影響 

重度の外傷性脳損傷児のフェニトイン濃度および薬物動態の低体温
療法による影響を評価 
 

【低体温療法】 
•  病院到着から10-58時間の間施行
（33℃管理） 

•  58-106時間にかけて復温 
•  106-168時間を正常体温群と同じ
管理（37℃管理） 

•  正常体温群は最初から37℃管理 
 
 



未結合のフェニトイン濃度は、正常体
温群より低体温群において上昇 

赤線：正常体温管理群 
青線：低体温療法群 

2mg/L以上の血中濃度になった患者の
割合 

•  低体温療法は薬物代謝を減らし、薬物の血中濃度を増加させる 
•  昏睡状態にある脳では薬物への感受性が高い可能性があり、心拍
再開後は薬物代謝により時間がかかる恐れがある 

 

ホスフェニトイン投与スケジュールは20mg/ kgの静脈投与 
12時間ごとに6mg/kg/日となるよう追加投与 



予後不良の関連因子 
対光反射 

72時間後の対光反射消失・角膜反射消失（FPR0%,95%CI,0%-7%） 

ROSC後72時間以内のミオクローヌス（FPR0%,95%CI,0%-4% ） 

ミオクローヌス 

皮質N20反応 
ROSC後24-72時間の正中神経刺激に対する皮質N20反応消失
（FPR0.7%, 95%CI,0%-3% ） 

EEG 

復温後のEEG上でburst-suppressionパターン 
ROSC後72時間で低電位 
 

（FPR0%,95%CI,
0%-5% ） 
 



心拍再開後の経
過時間 24時間 72時間 

体性感覚誘発
電位 

神経学的所
見 

前提条件；昏睡 
　　　　　　　修飾因子（低血圧・低体温・低酸素・鎮静薬・筋弛緩薬）なし 

予後不良の判定を治療方針に反映させるため複数の所見を組み合わせる必要あり 

同上 

正中神経刺激に対するN20皮質反応の両側消失 

全般性抑制、burst-suppressionパターン、びまん性周期性複合波 

同上 

対光反射及び角膜反射の消失 

音と疼痛刺激に対する脳波反応の消失 
脳波 

低体温療法施行していない群 

低体温療法施行群 

「PCAS　心停止後症候群に対する神経集中治療」より引用 



CT 

•  GWR（灰白質/白質比）の著明な減少（FPR0-8%） 

•  心停止後翌日のCTにて広範な脳浮腫（FPR0%,95%CI,0%-5%） 
 

文献 研究内容 
Choi et al : 2008 24時間以内撮影、GWR＜1.22　予後不良 
Inamasu et al : 2010 蘇生直後撮影、予後不良例は皮髄境界不鮮明 
Wu et al : 2011 72時間以内撮影、全脳及び内包後脚HU値が有用 
Metter et al : 2011 24時間以内撮影、GWR＜1.20予後不良（一部TH施行） 
Chakraborty et al : 2012 撮影時期不明、予後不良例はGMとWMの吸収度差が低下 
Lee et al : 2013 蘇生後可及的早期に撮影、TH施行、NSEと併用で有用 

蘇生後脳CT検査に関する研究 

予後不良の関連因子 



MRI 
心停止後の中央値80時間において、脳幹または皮質の
異常所見（DWI条件）（FPR0%,95%CI,0%-35%） 
 
心停止後7日以内に広範な皮質の異常所見（DWI条
件）（FPR0%,95%CI,0%-78%） 
 
バイオマーカー 

血清NSE上昇は転帰不良と関連する 
血清S100蛋白上昇は転帰不良と関連する 

ただし、統一されたカットオフ値はない 

予後不良の関連因子 



2015ガイドライン 
ハイライトより引用 





•  患者各々の背景を考慮する 
　（薬物の影響・低体温療法の有無） 

•  複数の項目を組み合わせ、偽陽性率を極力下げる 
　 努力をする 

•  予測のタイミングは、TTMの施行の有無や目標体温に
より、症例に合わせて決める必要があるが、正常体温
の状況から72時間以降を考慮する 

 

心拍再開後の予後予測における注意事項 



臓器提供 

蘇生後に死亡または脳死に至ったすべての患者において、
臓器提供の可能性を考慮する 

心停止患者においても、肝臓や腎臓の移植のドナーとなりうる 



AHAガイドライン
2015ハイライトより
引用 


