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主な対象

•周麻酔管理に興味のあるナース、ME



自分がレジデントになって
CABG術後患者を管理する
と想像して聞いてください



心臓外科術後ICU患者は恐くない

心臓外科術後患者の特徴
78才CABG術後患者

78才狭心症の既往の
ある患者の胃全摘術

VS

どちらが恐い？
• やるべきことの80%はいつも同じ

• 便利なモニターが装着されている

• 原疾患が治った状態で手術室から帰ってくる

心臓外科術後ICUは循環管理の実験場



ポイント１
ルーチーンを脊髄反射で行う



56 才 男性 予定のCABG 術後

手術は問題なく終了

患者が入室します

術前に理解しておくことは？



侵襲に対する生体反応の経時的変化

回復期、水が戻ってくる、尿が出始める
血糖↓、蛋白合成↑

体液を保持=尿がでない、血管透過性↑=間質に水が逃げる
血糖↑、蛋白合成↓、筋崩壊

侵襲を受けると

24～48時間後から侵襲がおさまれば.....

異化期

利尿期

ストレスに対する内分泌、神経、免疫、代謝の変化



24時間前
•間質に水が逃げる
•血管内容量が足りない
•末梢が開く
•血液ガスよい
•胸部写真よい
•血圧低下、頻脈
•尿は出ない（どん底は
術12～24時間後）

24時間をさかいに.....
24時間後
•間質から水が戻る•血管内容量が増える•血管緊張が回復•血液ガスが悪くなる•写真が白くなる•肺動脈圧↑•尿が出だす（利尿剤
が必要かも）

VS



ポイント２
侵襲からの回復過程



冠動脈血流

収縮期

動脈圧

冠動脈血流

拡張期

左心室へ
は拡張期
に流れる



冠動脈血流

収縮期 拡張期

大動脈圧

左室圧

左房圧

圧差=
冠灌流圧 



CABG術後管理の注意点

• 適切な前負荷（十分な輸液）

• 適度な後負荷（血圧は高く）

• 心拍数は80/分（術後基本レート!!）

• 翌日からアスピリン、スタチン、β遮断薬、
病院によってはヘパリン



CABG術後管理にあたって
自問すべき２つのこと

• 虚血発作を起こす可能性があるか

• 心機能が良いか悪いか



ポイント３
手術別の注意点を把握



56 才 男性 予定のCABG 術後

手術は問題なく終了

患者が入室した

さあどうする



入室時に最も大切なことは
患者の〇〇の安定と△△



入室時に最も大切なことは
患者の循環の安定と止血







 患者入室時（前）に得たい情報
年齢、身長・体重、アレルギー年齢、身長・体重、アレルギー
病歴 原疾患（冠動脈、弁、血管）の状態
麻酔・手術 挿管、手術の出来、合併症、出血量
既往歴 心・肺・腎・肝機能、糖尿病
術前の内服、使用薬剤 術後すぐに再開すべきものは？
抗血小板薬、抗凝固薬 中止時期、ヘパリン使用？
術前の神経・精神状態 高次機能、神経学的欠損、性格
術前の身体機能 活動性、日常生活の自立度、食事
その他 家族のサポート



循環
• 特徴：不安定

• 正しい測定：血圧、肺動脈圧

• 低血圧：麻酔の残存、鎮静、多尿

• 高血圧：麻酔覚醒、正常心機能、高血圧既往

• 徐脈：まずペーシング

• 頻脈：薬物治療、カルジオバージョン







その他１

• 呼吸： 正常な血ガス値をめざす

• 神経：瞳孔チェック、２時間は鎮静

• 腎・電解質：多尿、低カリウム、低マグ
ネシウム血症

• 消化器：消化管出血予防

循環の安定のために



その他２

• 赤血球：人工心肺残血とACT、ヘモグロビ
ン >8g/dl

• 凝固・血小板：臨床 + 検査所見で補充
• ドレーン：量の経時的変化、詰まらせない
• 感染：予防的抗菌薬
• 胸部写真：管類の位置、気胸、無気肺
• その他：創、皮膚、体温

確実な止血がキー









67才 男性 予定のCABG 術後

術後２時間

循環は安定

 ドレーン出血は確実に減る

さあどうする



抜管までに最も大切なことは
循環、止血と、◯◯の△△



抜管までのケアで
最も大切なこと

• やっぱりまずは循環の安定

• やっぱり出血がないこと

• 麻酔の覚醒：この時期はこれ

• 呼吸：通常問題ない



循環

• 特徴：引き続き同様、多尿、血圧低下

• 十分な容量負荷（晶質液、膠質液、輸血）

• 末梢血管抵抗低下：少量の血管収縮薬

• 血圧低下の原因同定を：術後炎症や温度回復
による末梢開き、出血、心タンポ、気胸、血
胸、心筋虚血、手術合併症、不整脈



ポイント４
重大な原因を頭の片隅に





呼吸

• 呼吸器離脱：PSV（圧支持）に

• 麻薬残存：呼吸回数は遅い

• 通常4時間程度から抜管可能

通常は問題ない





67才 男性 予定のCABG 術後

術後１日朝を迎えた

 術後６時間で抜管

特に問題なし



術後１日に最も大切なことは
やっぱり◯◯



循環

• 特徴：利尿期がやってくる

• 心房細動：予防、治療

• 必要ない持続薬はオフ

• 必要な経口薬開始：アスピリン、スタ
チン、胃薬、β遮断薬

やっぱり循環





呼吸・神経

• 特徴：術後24～36時間から酸素化↓

• 容量負荷 vs 利尿薬

• 痰の排出を促す

• 神経：十分な鎮痛



アスピリン

アスピリンのイメージ



ポイント５
心房細動の予防・治療を理解する



術後心房細動の特徴
• CABG後の3割、弁手術後の4割に発生
• 増悪因子、リスク因子
- カテコラミン過剰
- 低カリウム、低マグネシウム
- ポンプ中の心房の不十分な心筋保護
- 手術操作による心房損傷
- 過剰な容量負荷
- 肺合併症
常に血管内容量不足があるわけではない



術後心房細動の予防
• β遮断薬
• 経口薬の中断期間をできるだけ短く

• アミオダロン
• 経口薬を術前から開始

• 積極的な電解質補正
• カリウム
• マグネシウム



術後心房細動の治療
• 血行動態不良
- カルジオバージョン±薬剤

• 血行動態良好
- 心拍数コントロール
• β遮断薬、カルシウム拮抗薬

- 薬剤で除細動
• アミオダロン、Ic群、その他のIII群

• 48時間以内に抗凝固療法開始
術中ヘパリンの使用は左房血栓を完全に除外しない



67才 男性 予定のCABG 術後

術後２日朝を迎えた

 昨晩尿量減少したが、

特に問題なし



術後２日に最も大切なことは
患者を◯◯仕様にする



術後２日に最も大切なことは
患者を病棟仕様にする



リハビリ

リハビリのイメージ





まとめ
• 典型的な術後経過を覚え、ルーチーン
を脊髄反射で行う

• 侵襲からの回復過程を理解する

• 手術別のポイントを理解する

• ルーチーンの陰に重大な合併症が隠れ
ている

• 心房細動の予防・治療を理解する



質問１：以下のうち最も正しいものを１つ選びなさい

1. 術後に炎症が収まって利尿期に入るには最低3

日間かかる
2. 冠動脈血流は収縮期、拡張期を通じて一定であ
る

3. CABG術後患者は、グラフト灌流維持のために
血圧を高めに維持するのがよい

4. 術後に脈が遅い場合、まず薬物治療を優先する
5. 術中の麻酔に関する情報として最も重要なもの
は、手術終了時の血清カリウム値である
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質問２：術後心房細動予防に最も有効とされる薬剤
は何か？

1. カルシウム拮抗薬
2. マグネシウム
3. β遮断薬
4. アミオダロン
5. シベンゾリン



質問２：術後心房細動予防に最も有効とされる薬剤
は何か？

1. カルシウム拮抗薬
2. マグネシウム
3. β遮断薬
4. アミオダロン
5. シベンゾリン



質問３：術後血圧低下の原因として以下のうち最も
頻度の高いものはどれか

1. 気胸
2. 心タンポナーデ
3. 敗血症性ショック
4. 炎症による高サイトカイン血症
5. 術後出血
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質問４：経過良好なCABG術後患者の人工呼吸器管
理について最適なものを選びなさい

1. ウィーニングはSIMV (+PS) にしてまずSIMV回数を下げて
いく

2. ウィーニングはCPAP (+PS) にして自発呼吸トライアルを
行い離脱が可能かどうかチェックする

3. ウィーニングはPSVに設定し設定圧を少しずつ下げてい
く

4. 出血の心配があるので、抜管は通常翌朝まで待つべきで
ある

5. ICU入室直後から、酸素による肺傷害を避けるため、酸
素濃度をできるだけ低く維持する
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質問１：CABG術後２時間。 心嚢・前縦隔ドレーン
からの出血が150ml/hrと増えた。血行動態に変化を認
めない。以下の対応のうち最初に行うべきものは何

か。最適なものをえらびなさい

1. PT、APTTをチェックする
2. アスピリンを胃管から投与する
3. ヘパリンを開始する
4. ACTをチェックする
5. 血小板数をチェックする
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