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PCPSとは？

経皮的心肺補助装置（Percutaneous caidiopulmonary support）

切開せずに針でガイドを刺して行う（穿刺が困難な場合は切開して
行うこともある）。

大腿静脈から18Fの脱血管を右房に挿入、15Fの送血管を大腿動脈
から総腸骨動脈まで挿入。

遠心ポンプと膜型人工心肺を用いた閉鎖回路の人工心肺で心肺補
助を行う。1分間に1～6Lの血流が維持できる。

無拍動による流量補助。正常の５０～70%の心拍出量を維持でき
る。

心肺停止の状態でも数日間循環動態が維持できるが、体外循環式
心肺蘇生（ECPR）の場合は心臓マッサージを行いながらのカテーテ
ル挿入になるため、経験が必要。
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※脱血管は基本的に右
から挿入



問題点

ヘパリンやナファモスタットなどによる抗凝固療法が必要であり、一
方で機械的破損により血小板の消耗も必発するため、出血し、ほと
んどの場合で輸血が必要になる。

自脈がある場合には、右心系の前負荷は減らすが、大動脈への送
血で左室後負荷が増加するため、かえって心機能を悪化させ、肺水
腫をきたすことがある。

心室内に血栓ができやすい。

非生理的対外循環による臓器灌流不全、溶血。

挿管鎮静下に管理を行う必要があり、感染リスクの増大。

4

脈圧があったほうが臓器障害が少ないとい
う報告があった。



禁忌

•重度の大動脈弁閉鎖不全症

•出血性ショック

•大動脈解離

•閉塞性動脈硬化

• DIC

•非可逆的脳障害

•悪性疾患の末期状態
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PCPSの科別での実施数

心臓血管外科、1694
23%

循環器内科、3225
43%

救命救急科、2322
31%

呼吸器外科、139
2%

その他、92
1%
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全7,557例

日本経皮的心肺補助研究会．PCPS研究会アンケー
ト集計結果（2009-2012）．



使用目的

急性心不全、2887
38%

開心術後、1069
14%

supported PCI、448
6%

救命領域、2611
35%

肺気管支、475
6%

その他、71
1%
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全7,557例

日本経皮的心肺補助研究会．PCPS研究会アンケー
ト集計結果（2009-2012）．



適応

I. 心肺蘇生
・心停止や心原性ショックに対する緊急処置

II. 循環補助
・重症心不全に対する補助循環（心筋梗塞・心筋炎・心筋症・開心術後LOS）
・一時的な対外循環（PCI・心大血管手術時の補助）

III. 呼吸補助
・重症胸部外傷やARDS/AMIなど重症呼吸不全に対する補助呼吸
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PCPSの適応基準

・収縮期圧＜80mmHg

・PCWP（ウェッジ圧）＞20mmHg

・CI（心係数）＜2.0/分/m2

・CVP（中心静脈圧）＞22mmHg
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 臨床的指標
・尿量＜0.5ml/kg/時

・SvO2（混合静脈血酸素飽和度）＜65%

・末梢循環不全（四肢冷感、チアノーゼ）

 重症心不全

※カテコラミン、IABP使用下で以下の基準を満たす



（例）

カテコラミンの投与、IABP等をしても低心拍
量症候群（LOS）から脱却できない！

⇒PCPSで心臓のポンプ作用の代行をする。

※この間に心筋梗塞や肺塞栓症などの原因疾患を
治療して、自己心拍を安定させPCPSを早期に離脱
することが目標！
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救急でのPCPS
(救急での体外循環式心肺蘇生：ECPR)
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ECPRの適応基準

国際的に標準化したECPRの適応基準は確立されておらず、各施設
ごとに異なっているのが現状である。
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ECPRの適応となる疾患

急性冠症候群

心筋炎

肺血栓塞栓症

重症不整脈（除細動に抵抗性のあるVFなど）

偶発性低体温症

etc)
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わが国の院外心肺停止患者は10～11万人/年。そのうち約40%が急性冠症
候群。心原性心肺停止患者の社会復帰率は比較的高いとされているが、
それでも目撃者のいるケースで6～7%と極めて低い。

治療抵抗性の不整脈がある場合にPCPSを行う。
また重症な場合、PCPSで補助しながらインターベンションを行う。

急性冠症候群
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比較的若年者に多い。

多くの急性心筋炎患者はかぜ様症状（悪寒、発熱、頭痛、筋肉痛、全身倦怠感）
や食欲不振、悪心、嘔吐、下痢などの消化器症状が先行する。その後、数時間か
ら数日の経過で心症状が出現。

①心不全兆候（出現頻度約70%）、②心膜刺激による胸痛（約44%）、③心ブロック
や不整脈（25%）

血液検査：AST、LDH、CK-MB、トロポニンTなどの心筋構成タンパクの一過性の上
昇。

心電図：ST-T異常が見られる。心膜炎を合併した場合、広範囲でST上昇すること
が多い。

心エコー：心膜腋貯留、炎症部位に一致した一過性の壁肥厚と壁運動低下、心腔
の狭小化

・無症状・軽兆候例：安静、経過観察

・致死的不整脈が頻発して血行動態を維持できない場合：PCPSの良い適応

A) 心不全管理（広範な心筋炎）：治療に抵抗して高用量の強心薬が必要な場合

心筋炎
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・静脈血中に入った塞栓子（血栓、脂肪、腫瘍細胞など）が肺動脈を閉塞した状態。その末梢
領域が出血性壊死をきたした状態を肺梗塞という。

症状：肺動脈閉塞範囲により無症状からショックにいたるまで様々な臨床症状を呈する。

・大部分は下肢や骨盤腔の深部静脈血栓症が原因である。

リスク因子：長期臥床、うっ血性心不全、長時間のフライト、肥満、妊娠、外傷、手術、カテー
テル検査、静脈瘤、プロテインC/S欠乏、悪性腫瘍、経口避妊薬、脱水など

身体所見：聴診上Ⅱpの亢進

血液検査：D-dimer↑、BNP↑

血液ガス所見：PaO2↓、PaCO2↓⇒A-aDO2の開大

胸部Xp：非特異的だが中枢部の血管拡大

ECG：SⅠQⅢTⅢ（Ⅰ誘導で深いS波、Ⅲ誘導で異常Q波とT波の逆転）、右心負荷（右脚ブロッ
ク、右軸偏移）、

エコー：右心負荷の確認（心筋梗塞との鑑別）、下肢静脈内血栓

造影CT：肺動脈の拡張、肺動脈内血栓の証明

大きな血栓がつまり重症化した肺塞栓の場合、手術での血栓の摘出が必要。

重篤な血行動態の悪化と低酸素血症の肺・循環補助のためにPCPSを用いる。術前から手術
までの補助として使うことができる。

肺血栓塞栓症

異常Q波
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死亡率の高い（20～90%）重篤な疾患。

低体温症は大部分に基礎疾患が存在しているため、これが致命率の高さに関係して
いる。

寒冷環境から逃避不可能な場合

a. 意識障害：脳血管障害、アルコール中毒、頭部外傷、低血糖、糖尿病性昏睡、薬
物中毒、など

b. 衰弱：肺炎、膵炎、消化管出血、重症感染症、低栄養など

c. 遭難者、浮浪者

低体温になりやすい誘因

a. 体温を失いやすい：老人、新生児、皮膚疾患

b. 熱産生の低下：低栄養、下垂体機能低下、甲状腺機能低下、副腎機能低下など

c. 体温調節機能の低下：アルコール、老人、薬物中毒、脳血管障害、自律神経障
害など

若年者では心静止または除細動不能なVFがある場合にPCPSを考慮。

偶発低体温症



PCPS中の管理
バイタルサインに変化を早く見つける

循環管理目標が達成できるように、ポンプ、薬剤、輸液を管理

PCPSの異常に早く気付く

人工肺のガス交換能（PCPSでは、混合血のSaO2を計算する※。また混合静脈血
のPCO2がそのまま動脈血のPCO2となる）、回転数と流量、血漿リーク

※PCPSの流量をFlowA、静脈血流量をFlowB、混合血流量をFlow（A+B）とし、それぞれの酸素飽和度を

SaO2A、 SaO2B、SaO2（A+B ）とする。ヘモグロビンが一定と仮定すると

SaO2（A+B）×Flow（A+B）=SaO2A×FlowA＋SaO2B×FlowB

∴ SaO2（A+B）＝SaO2A+× + SaO2B×

下肢の阻血に注意

ドップラー聴診器でチェック

IN・OUTのバランスに注意

浮腫予防のため

ボリューム・・・中心静脈圧、肺動脈圧など
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FlowB



PCPS中の循環管理の目標

補助流量≧2.0L/min

平均動脈圧≧70mmHg

中心動脈圧=2～12mmHg

ScvO2≧70%

PCPS中はSwan-Ganzカテーテルの心拍出量はあてにならない

尿量≧1mL/kg/hr

必要以上に流量を上げず左室負荷をかけない

後負荷軽減・冠血流増加目的にてIABP併用も
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PCPSからの離脱

① 補助流量の漸減

② 2L/分補助で血行動態、心エコーチェック

（低流量は血栓形成のリスクがあるため）

③ 全身へヘパリン投与（1mg/kg）下に数分PCPSを止める

→血行動態、血液ガスのチェック

④ 送脱血管抜去
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PCPSの装着期間と離脱成否の関連性

生き残っている心筋の量がPCPS離脱に重要！

初期対応が早ければそれだけ生き残っている心筋の量が多い！

逆に、初期対応が遅ければPCPSを外すことが困難になる。

PCPSを離脱できる人はだいたい4日以内にはずせる。

５日以上に伸びる場合は、そのまま死亡する確率が高くなる。

（※心筋炎、また呼吸不全に対するECMOの使用など、疾患により例
外もあるが、１週間以上の使用は合併症のリスクが上昇してくるという
問題点がある。）
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症例１）
40歳男性。職場で倒れ救急搬送。救急隊到着時、心肺停止。現場にてAED2回施行。
当院到着時も心肺停止状態で当直医により、CPR、アドレナリンiv、DCを繰り返し行い
蘇生を開始。

到着時所見：CPA、心電図；VF

血液検査：CK-MB 30.6、トロポニンT 0.82

血液ガス所見：アシドーシス

患者背景：喫煙者

X時 CPR+アドレナリン+DC繰り返しつつ、心外Dr・循環器DｒをCall

X時+43分 VF持続しており、ACS疑いにてカテ室搬入

X時+58分 PCPS装着、IABP装着、PCI施行

X時+178分 ICU入室 22



⇒人工呼吸器+PCPS+IABPにて呼吸循環管理

• ACSからの心停止でCPR施行あるものの、PCPS開始まで少なくとも1
時間は経過。

PCPS・DOA・DOB・NAD・CHDF・輸血等により全身管理継続。

発症3日後、HR低下しはじめ心静止に至り死亡。
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症例２）
51歳の男性。友人との食事中に胸痛を訴え、その後、心配停止に。救急隊が到着す
るまでCPR開始されておらず、心電図上VFであった。

・X時 知覚

・X時+10分 現場に救急車到着

・X時+11分 CPA開始

・X時+21分 収容

・X時+24分 当院救急外来到着

到着時の所見 JCS 300、HR:0、BP:測定不能、対抗反射；左右ともなし

患者背景 DM、喫煙歴あり

気管挿管し、簡易UCGで心タンポナーデ、左胸腔内出血なし。

右大腿動脈に4Frシース確保。

自己脈再開せず、ACS疑いでX時+35分に循環器科Callとなった。

アドレナリン7回、除細動7回でもVFとれず、アミオダロン300mg使用するも不変。
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・X時+81分 PCPS開始。PCI施行。

・X時+133分 IABP挿入。

PCPS、PCI開始後、自己脈、自発呼吸再開。

DICにより出血持続。

大量輸血するも血圧保てず救命困難。第４病日に死亡。
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⇒若年のACS疑いの患者で難治性VFのためPCPS+IABP+PCI



症例３）
７０歳男性。院外にて意識消失にて突然倒れ、目撃者により救急要請。発症から約15
分後の救急隊到着時、心肺停止の状態であるもCPRされておらず、CPR開始。また連
絡した病院の指示で気管挿管。救急車内で一時VFになったが、来院時にはVFなし。

X時+15分 救急隊到着

X時+69分 当院到着

来院時所見：JCS 300、両側瞳孔散大、対抗反射(-)

来院後、DCかけるも心拍の再開無く、CPR継続しながらアドレナリン計5回投与。一時自
己脈再開するも、再度VFになりCPR再開。

このときの心電図でⅡ,Ⅲ,aVFにST↑ AMIの診断となりPCPS+PCI

X時+87分 PCPS装着

X時+95分 PCI施行
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⇒PCPS+PCI+IABP施行されICU入室

ICU入室後、DOA、DOB、NAD、IABP、PCPSにて循環管理し、
BP60mmHg、HR60bpm程度であった。

発症2日後に自己脈消失し、家族同席のもと、PCPS停止し死亡確認さ
れた。
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症例４）
• 76歳男性。他院にて直腸癌術後、翌日X時頃に呼吸苦出現。手術の影響と考
えられ、3時間後に再手術に搬入。術後の血液検査；トロポニンT↑。ECG；Ⅱ、
Ⅲ、aVFでST↑。AMI疑いで当院紹介、救急搬送となった。

搬送時所見：HR；135、BP；85/55、SpO2；84%

ECG：Ⅲ、aVFでST↑

CAGではRCAに閉塞を認め、AMIの診断。

呼吸苦発症6時間後当院到着（=X時）。酸素15L、CPR継続中。

X時+18分 右そけい部穿刺

X時+42分 PCPS開始

X時+64分 IABP開始、PCI施行。PCI後一時ペーシング留置

同時にアトロピン、アドレナリン、ノルアドレナリン等使用
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⇒PCPS+IABP+PCIの後に一時ペーシングにて循環管理

アシドーシス著明、高K血症ありCHDF開始

自己脈ありPCPS・DOA・DOB・NADで循環維持も瞳孔散大・JCS300。

その後も意識回復の兆候なく、家族の同意のもと2日後にPCPS離脱。

発症9日後に死亡。
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症例５）
• 56歳の男性。脳出血発症後19日。入院加療中でリハビリ中、X時急に意識消失し痙攣
したとのことでCall9。

心肺停止、CRP開始するも脈触れず。

医師到着し挿管、ボスミン4A iv、血圧わずかに触知しECG上ではCPAでなく、病歴から肺
塞栓症を疑った。

・X時+20分 自己脈触知し、ICUへ移動しようとした際VT。360JDC施行し、CPR継続し
ながらICUへ移動。

・X時+85分 自己心拍再開あるも微弱でPCPSの適応と判断しPCPS開始。

・X時+100分 自発呼吸再開。低体温療法導入。
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⇒脳出血後１９日であり、血栓溶解療法の適応
無く、翌日に緊急肺動脈血栓除去術となった。

術後1日、腎機能の悪化、ARDS。CHDF開始。

PCPS・CHDF・人工呼吸器使用下に全身管理を継続。

発症5日後にPCPS離脱。

発症7日後（術後6日）、CHDF中止。

発症11日後、抜管。

その後、徐々に意識レベル回復し24日後、一般病棟へ転棟。
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救急外来でのPCPSが必要な患者への対応

BLS、ACLSに則りながら診断を開始する。

必要であれば速やかにCPAや挿管を開始

同時に上級医をCall

4Frシースを右大腿静脈と大腿動脈に挿入しておく

→後にカテーテル治療やPCIが必要になる場合、速やかに開始する

ことができる
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