
演 題

196

重度低体温症患者が心室細動に陥った際の対処方法の検討

発 表 者 棟田 敦 （滋賀県：高島市民病院MEセンター）

共同研究者 石川 克彦、長濱 崇、福田 利憲、北川 浩也、渡辺 悠平、船木 克哉

プライマリケアでは胃カメラの需要が多く、日

頃かかりつけの診療所で行うことの意義は大き

いものと考えます。

安全安楽な検査に今後も努めて、地域住民の健

康を守りたいと考えております。
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ご清聴ありがとうございました。
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【病院概要】

内容に入る前に簡単に施設概要を述べさせて下

さい。

当院は、病床数２１０床、診療科１７科の中規模病院

で、滋賀県北西部に位置し、琵琶湖と比良山脈

に囲まれた自然豊かな地域にあります。
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【目的】

当院では平成２１年度に経皮的心肺補助装置（以

下：PCPS）を導入してから、心室細動に陥った

重度低体温症患者２症例に対し PCPSを用いた

復温を実施し重篤状態から救命することが出来

ました。そこでその症例を元に重度低体温症患

者の対処方法を検討しましたので報告いたしま

す。

ÇàfM:R
fñàfi35HC��

ÇàfM;rü

•²OÇàfMi35&33�

•×OÇàfMi33&30�

•9OÇàfMi30���

【低体温症とは】

まずその前に低体温症とはどういったものか簡

単に説明したいと思います。

低体温症とは深部体温が３５℃以下に低下し、正

常な生命活動に支障をきたした状態を言い、以

下のように３つに分類されます。
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【低体温症の分類】

特に重度の低体温症については、心房細動や心

室細動が起こる危険性が非常に高く、震え等の

体温調整機構も消失してくることから、積極的

な復温が必要とされています。

AHAdèGÎèI2010
AHA ÂQQ	:�°Â��ß�;3>;dèGÎèI2010

�12Ri�Sv��Y;Â��
TôPÇàfM

TôPÇàfMR9UYPãYz�^zñYZ^4
9MÇàfM�àf30�5YR'[à÷ý.7hó�ä12
^3>'VoV;yÎ¤Z?Q]\'ápù?Ä=h\]^
J�?¤b^S:.Z^4

R2Wb�¶<¢R'VoV.Ë��?Ä=h\]v]\
,',-12^ÓzYZ^4

VoVR'Q	}�: �h\ÂXùvöf.üýv}�
K'üoù;��?áâ12v�2ev�v]4

【AHAガイドライン２０１０】

アメリカの心肺蘇生と救急心血管治療のための

ガイドライン２０１０では、
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【低体温症に対する一般的な対応】

重度の低体温症の対応方法として体内からの復
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温を推奨しています。

そして今回、我々が経験した症例でも、２例と

も重度の低体温症であったため体内からの復温

が必要な状況でした。
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【検討方法】

対処方法の検討ですが、ここからは症例を見な

がら説明したいと思います。
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【症例１】

まず一例目の患者様ですが、６３歳、女性。午前

３時頃、自宅にて階段から転倒転落し、その後、

動けなくなっているのを家族に発見され、呼び

かけに反応がなかったため救急要請され当院に

搬送となりました。当時の気温は最高気温８．２

℃、最低気温１．２℃でした。
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【PCPS導入までの経緯】

搬送時のバイタルは、このような状態で、体温

は直腸温で２５℃でした。

そこで電気毛布などで加温を試みますが一向に

復温せず、当初、透析での復温を検討していま

したが、Wルーメンカテーテルを留置途中に心

室細動に移行したため、除細動を試みましたが

反応が無く、PCPS導入となりました。

àÅ��,-

�S&«��ê²

àfi ¡È¡]& �È¥]'7�� i����

é�i¾ô©�Ò}ó¤�2^

Â¤i`ÅiÉ©�¢�&�¦��¸r

7��E�i^27¤��

bcIìhJ�:�^:¬ù?ü.ø]3,'deef1
ù^J�vø¨.«�234

«��&��ê²

àfi �È¥]& £È¦]'7�� i����

é�i¾ô©�Ò}ó¤�2^

Â¤i`ÅiÉ©�¢�&�¦��¸r

7��E�i^27 ��
¾ôùv,ÆRZ^.'Î¼R³þS4àf ¥È�][Yöf�^T'
|}?ë0vh4[äf¤�È�]�b^[Yöf�^�M:v�34

PCPS�Sl;êa

【PCPS導入後の経緯】

PCPS導入後、開始から４時間経過までの患者

様の状態ですが、循環管理、酸素化管理ともに

良好で、電気毛布で体を温めながら、直腸温が

３０℃を超えてから除細動する方針となりまし

た。
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【復温～離脱までの経緯】

その後、体外循環開始から４時間４４分後に、直

腸温が３０℃を超えたことを確認出来ましたので

１５０Jにて除細動を実施しました。

すると、みごとに１度の除細動で自己心拍再開

を認め PCPS開始から５時間５３分経過したとこ

ろで、PCPSを離脱することが出来ました。
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【症例２】

次に、２例目の患者様ですが、６９歳、女性。午

前８：００頃、自宅の庭で倒れている所を、家族の

方が発見され、問いかけに反応が無かった為、

救急要請されました。

当時の気温は最高気温５．７℃、最低気温－１．６℃

でした。
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【PCPS導入までの経緯】

搬送時のバイタルは、このようになっており、

直腸温は２４．５℃でした。

そのため、直ちに体温の復温が必要と考えられ

た為、救急医師より臨床工学技士に PCPSの要

請があり、導入直前に心室細動に移行しました

が、スムーズに PCPS導入となりました。
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【PCPS導入後の経緯】

導入後、１例目同様、３０℃以上までしっかりと

復温することを目標としました。

そして５時間４分後に、３２℃まで復温すること

が出来たので、除細動を１５０Jで実施。この患者

さまも１度で自己心拍再開を認め、しばらく血

圧が低めでしたので、様子を見ながら、開始か

ら９時間で離脱することが出来ました。
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海に接する地域に認められる高血圧関連遺伝子の傾向

発 表 者 原田 昌範 （山口県：山口県立総合医療センターへき地医療支援部）

共同研究者 岡山 雅信、中安 一夫、高山 厚、高村 一紘、中嶋 裕、村上 順一、藤原 真治、
江藤 雅彦、竹島 太郎、梶井 英治
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【結論】

結語としましては、今回の症例を経験して、２

例とも除脈から心室細動へ移行しており、重度

の低体温の場合、わずかな刺激によっても、重

篤な不整脈を引き起こしやすく、急変する可能

性が高いことから、たとえ救急搬送時に意識が

あって自己心拍があったとしても、体を動かし

たり、些細な変化で心室細動が起こる危険性が

あるので、積極的に PCPSは導入するべきであ

ると考えました。

また心室細動に陥っている患者様に除細動を実

施する際は３０℃以上に復温してから除細動を実

施したほうが自己心拍が再開しやすいと今回の

症例から考えられました。

ご清聴ありがとうございました。
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Yamaguchi Grand Medical Center

研究背景

生活習慣病は、多因子・多遺伝性疾患であり、

世界的にその関連遺伝子の解析が進められてい

る。２００３年より５年間、自治医科大学では、文

部科学省より２１世紀 COEプログラム「先端医
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