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解答と解説 

 

1970 年代に開発された肺動脈カテーテル(PAC)は、当時多くの ICU 患者に使用されていました。ICU

患者に対する PAC 使用の有効性を検討した RCT を集めたシステマティックレビュー＆メタアナリシス

では、PAC が死亡率を改善しないばかりか、ICU 滞在期間、入院期間の延長、コスト増加をきたすこと

が示されています 1)。PAC は、ルーチンでは使用せず適応をきちんと選ぶこと、パラメータをきちんと

解釈することが重要です。日本、欧州、米国のガイドラインでは、ルーチンで使用せずに、臨床評価

が難しい例、初期治療に反応しない例、機械的サポートが必要な例において、使用を検討することが

推奨されています 2-4)。PAC の使用頻度は減少したものの、その有効性が完全に否定されたわけではな

く、必要な症例は存在します。使用頻度が減少したため、波形の解釈に苦手意識を持たれる方もいる

のではないかと思い、PAC の波形解釈に焦点を当てたクイズを作成しました。 

 

今回は 2022 年 10 月 25 日の時点で 144 名の方が解答してくださいました。問題と皆様の解答、正答

および解説を掲載いたします。 

 

＜解答者内訳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他（具体的に） 

・ 臨床工学技士(ME/CE) 9 

・ 看護師   9 

・ 診療看護師 

・ 理学療法 

・ 小児科医 
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以下のクイズに答えてください。 

 

Q1. 80 代女性。急性下壁心筋梗塞、右室梗塞合併で PCI 施行。心原性ショックのためドブタミン 

3γ開始。中心静脈圧(CVP)波形を以下に示す。CVP 波形の解釈として適切なものはどれか？ 

 

1. a 波の消失 

2. 巨大 a 波 

3. 深い y 谷 

4. dip and plateau 

 

 

＜皆様の解答＞ 
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Q1. 解答・解説 

正答： 3. 深い y 谷 

 

解説： 

右室梗塞症例の CVP 波形です。PAC は、右房圧(CVP)波形→右室圧波形→肺動脈圧波形→PAWP と波形

の変化を見ながら挿入します。また、モニタリングにおいてもそれぞれの波形を知っておく必要があ

ります。圧波形のパターンは「心房―心室―動脈」の 3 パターンあります。それが、右心系と左心系

の 2 パターンあると捉えれば分かりやすいかもしれません。 

① 心房→右房圧(CVP)と左房圧(PAWP) ：a, c, v 波と x, y 谷 

② 心室→右室圧と左室圧   ：大きなうねりのある波形 

③ 動脈→肺動脈圧と大動脈圧  ：dicrotic notch のある波形 

心室圧波形は、心周期の左室内圧波形と大動脈波形を重ねたお馴染みの画像を思い出していただけ

ればよいと思います。PAC 留置中は、CVP 波形、肺動脈圧波形のみモニター上に表示されます。 

 

図 1. PAC で測定される圧波形(参考文献 2 をもとに作成) 

 

 

右房圧(CVP)波形、左房圧(PAWP)波形には、a, c, v 波と x, y 谷とありますが、苦手意識のある方も

いらっしゃるのではないでしょうか？ 

・a 波：心房収縮(atrial kick)で発生する圧。拡張期の最後 

・c 波：T/M 弁が閉鎖し(closure)、心室収縮(contraction)で T/M 弁が押し上げられることで発生する

圧 

・x 谷：P/A 弁が開放後、収縮に伴って T 弁や M 弁（房室中隔）が心尖部側に引っ張られることによっ

て心房の圧が減衰 

・v 波：心房に静脈還流(venous return)で血液が充満し、再び圧は上昇 

・y 谷：収縮期が終わると、T/M 弁が開放し心房→心室に血液が流れ、心房圧は減衰。拡張期の初め 
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図 2. CVP 波形と PAWP 波形(参考文献 2,3 をもとに作成) 

 

カテーテルをウェッジした部位と左心房は距離があるため、右房の圧をほぼダイレクトに測定して

いる CVP と比較すると、圧の伝達が遅れるため、PAWP は CVP 波形よりも全体的に減衰しており、さら

に右にシフトしています。また、右心房収縮が左心房収縮より先に起こることもわずかながら関与す

るようです。 

 

さて、Q1 の解説に移ります。右室梗塞により CVP は高値を示しています。右室梗塞だけでなく、心

タンポナーデや収縮性心膜炎ではいずれも CVP 上昇をきたします。心タンポナーデでは、虚脱した右

心房から右室に血液が流れず y 谷が平坦化します(x>>y)。一方、収縮性心膜炎による拡張障害では、

右心房→右室に最初勢いよく流れますが、すぐに拡張は障害され、急峻で深い y谷を形成します。a波、

x 谷、v 波も高くなり、M字上・鋸歯上に見え、心タンポナーデと異なり x≦y となります。後述します

が、この深い y 谷は、右室圧波形の dip and plateau の dip に該当し、ともに non-compliant pattern

と呼ばれる所見です。 

 

右室梗塞では、梗塞範囲(RA 枝を含むかどうか)で W 型、M 型の波形になるとされます 5)。 

●W 型パターン(RA 枝を含まない＝右房はがんばる) 

右房収縮の増強によって a 波高は増強 

 右房弛緩の増強によって x 谷は急峻 

右室の充満障害によって y 谷は鈍化 

  

●M 型パターン 

 梗塞が右房に及ぶと a 波と x 谷は減弱 

 減弱した y 谷と合わせて M 型となる 
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しかし、右室梗塞では、壊死心筋が拡張しないことにより、「収縮性心膜炎類似の拡張障害」=non-

compliant pattern を呈することがあります 6)7)。右室梗塞における non-compliant pattern (x≦y 谷)

の感度は低いのですが、特異度は高く、重度の右室梗塞を示唆する重要な所見と考えます。 

 

また、本症例のカテ室で PAC を挿入した際の右室波形を見てみると、dip and plateau の波形を認

めました。拡張早期に右室圧が急激に下がるけれども拡張中期にある程度右室が充満してくると硬い

心室は広がらずに圧上昇し(dip)、すぐに平衡に達する(plateau)ためです。y 谷の急峻化と同じ機序で

すね。CVP 波形で判定が難しい場合でも、CVP 波形と右室波形の時相を合わせてみてみると CVP 波形で

の y 谷の急峻化がはっきりと分かります。右室機能の改善に伴い、y 谷の急峻化は経時的に改善して

いきました。このように、圧波形が発するメッセージを受け止め、臨床に活かせられるといいですね。 

 

図 3. 右室波形の dip and plateau 

 

 

その他の選択肢を見てみますと、a 波の消失は心房細動のように心房収縮がなくなった場合に認め

ます。また、巨大 a 波(Canon A wave)は心室期外収縮で認めます。dip and plateau は先ほど述べた

通り、右房(CVP)でなく右室波形の所見です。 
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Q2. 50 代女性。僧帽弁狭窄症による心不全で人工呼吸管理中。肺動脈カテーテルが挿入されてお

り、肺動脈楔入圧(PAWP)を測定した。PAWP の測定ポイントとして正しいのはどれか？ 

 

1. ① 

2. ② 

3. ③ 

4. 判定不能 

 

 

＜皆様の解答＞ 
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Q2. 解答・解説 

正答： 4. 判定不能 

 

解説： 

PAWP は PAC 先端のバルーンを膨らませて測定します。バルーンを膨らませると、左室拡張末期には

楔入した部分〜左房〜左室までが閉鎖空間となり、全ての圧が一定になります。よって、PAWP=LAP(左

房圧)=LVEDP(左室拡張末期圧)と考えることができます。これらは左室前負荷の指標、肺の静水圧と捉

えることができるでしょう。さて、この症例では PAWP を測定しようとしたのですが、バルーンを 1cc

ほど膨らませたところでウェッジしてしまいました。通常、バルーンを 1.25〜1.5cc 膨らませた状態

でウェッジするのが理想です。しかも、本症例ではウェッジした後、圧が上昇しています。これを

「overwedge」と言います。肺動脈損傷のリスクがあり危険です。位置調整の必要があります。数 cm 引

き抜き位置調整をした後が下の図です。 

 

図 4. overwedge と位置調整後の PAWP 波形 

 

 

PAWP の値は肺動脈拡張期圧(PADP)よりも小さくなるのが一般的です。PAC で常にモニタリングでき

るのは右房圧と肺動脈圧で、PAWP はバルーンを膨らませた時のみしか分かりません。PAWP が常時モニ

タリングできない代わりに PAWP を肺動脈拡張期圧(PADP)で近似することがあります。拡張期には肺動

脈弁は閉鎖しており、拡張末期には肺血流はほぼない状態となるはずなので、肺動脈〜左房〜左室ま

でが閉鎖空間となり血流速があまりない状態になるからでしょう。しかし、PAWP の測定時と異なり血

流が止められる訳ではなく、肺血管抵抗(PVR)が高い場合、その少しの血流速でも圧が発生してしまう

ので、PADP>PAWP となります。PADP-PAWP を DPG(diastolic pressure gradient)と呼び、通常≦5mmHg

なのですが、DPG≧7mmHg であれば PVR 上昇を疑います。肺高血圧は左房圧が上昇して上がる(肺静脈

性肺高血圧)場合と PVR が上昇して上がる(肺動脈性肺高血圧)場合があります。まとめると、 
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・PADP≒PAWP=LAP(左房圧)=LVEDP(左室拡張末期圧) 

・ただし、PVR 上昇時、PADP>PAWP(DPG≧7mmHg) 

 

本症例の DPG≧7mmHg であり、肺血管抵抗上昇を示唆します。僧帽弁狭窄による長期の左房圧上昇に

より肺血管が変性し肺血管抵抗が増大したものと考えられます。左房圧上昇に加え肺高血圧を有し、

両心不全を呈した症例でした。 
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Q3.  60 代男性。僧帽弁閉鎖不全症による左心不全で人工呼吸管理中。肺動脈カテーテル挿入され

ており、肺動脈楔入圧(PAWP)を測定した。PAWP 波形の解釈として正しいのはどれか？ 

 

1. 肺動脈カテーテルの先端位置が浅い 

2. バルーンの膨張が不十分 

3. カテーテル先端の右室への脱落 

4. 重症の僧帽弁閉鎖不全症を示唆する 

 

 

＜皆様の解答＞ 
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Q3. 解答・解説 

正答： 4. 重症の僧帽弁閉鎖不全症を示唆する 

 

解説： 

静脈還流が多いと v 波は増高します。CVP 波形では重度の TR があると、PAWP 波形では MR があると

静脈還流に加え心房に血液が逆流するので巨大 v 波になります。v 波の高さは重症度を予測せず、ま

た v 波があると必ず MR があるというわけではないのですが、巨大 v 波がないと臨床的に問題となる

MR がないと考えることができます 8)。巨大 v 波により、PAWP 波形ではなく、一見肺動脈圧波形のまま

のように見えてしまうかもしれません。ウェッジできなかったと思い、カテーテルをさらに先進させ

たり、バルーンをさらに膨らませたりすると危険です。わかりにくいかもしれませんが、動脈圧波形

と肺動脈圧波形の関係より、PAWP の v 波は時相が遅れて見えるのがポイントです(図 5の点線)。また、

巨大 v 波がある場合には特に、PAWP の値をモニターの表示された値のまま読んでしまわないよう、図

2 で示した位置で圧の評価を行うことを心がける必要があります。 

 

図 5. 巨大 v 波 
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Q4.  冠動脈バイパスグラフト術、僧帽弁形成術施行後。ICU 入室直後、強制換気中のモニターを示

す。肺動脈圧はモニター上「40/9(24)」と表示されている。肺動脈拡張期圧の値として正しいの

はどれか？ 

 

1. 9mmHg (①) 

2. 13mmHg (②) 

3. 17mmHg (③) 

 

 

＜皆様の解答＞ 
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Q4. 解答・解説 

正答： 2. 13mmHg (②) 

 

解説： 

この症例では 2 つ注意点があります。1 つ目は、アーチファクトについてです。収縮の前にアーチフ

ァクトを認めます(presystolic wave)。これはカテーテルが心拍動に伴い動くことによって起こるア

ーチファクトです。このアーチファクトによって拡張期圧を過小評価しないよう注意が必要です。 

図 6. presystolic wave (Catheter motion artifact) 

 
 

2 つ目は圧を読むポイントは呼気終末ということです。呼気終末は胸腔内圧が大気圧と等しくなる

ためです。自発呼吸か陽圧換気かで呼気終末の圧が高いか低いかは逆転します。本症例は陽圧換気中

なので、吸気で高く、呼気終末で低くなります。呼気終末でアーチファクトを考慮した位置として、

正答は②の位置になります(③は吸気時)。モニター上、肺動脈拡張期圧は 9mmHg と表示されています

が、実際は 13mmHg と読みます。 

気をつけるべき点として、PEEP が高かったり(>10cmH2O)、auto-PEEP がかかっていたり、痛みや呼気

努力により呼気終末に力が入っていたりすると、呼気終末の胸腔内圧が大気圧と等しくならないので

正しい圧を読むことができません。下の図は同症例の抜管後のモニターです。強い呼吸努力により肺

動脈圧、CVP 波形が変動しています。もし、強い呼気努力により呼気終末が大気圧と等しくないと判断

するならば、どの時点の圧を読むできかわからない、といえます。 

図 7. 呼吸性変動 
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圧と波形による血行動態的診断と、うっ血による害のモニタリングができることが PAC の強みだと

思います。PAC 波形を正しく読んで、診療のミスリードしないよう気をつけたいものです。 
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