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　いまや，日本人の「国民病」とも言える高血圧は，

生活習慣病の中で最も患者数が多い疾患です。高血

圧は年齢と共に増加し，高齢化や食生活の欧米化な

どによって，今後さらに増加すると予想されていま

す。高血圧と診断された患者の90％以上が，本態

性高血圧です。本態性高血圧の病因については明ら

かとなっていませんが，血液量の増加が先行し，そ

れから体血管抵抗の上昇が始まることが示唆されて

います。腎臓のナトリウム排泄障害による体液貯留

に加え，抵抗血管の壁肥厚や内腔径の減少による体

血管抵抗の上昇が関与すると考えられます。高血圧

は，それ自体が脳卒中や心筋梗塞のような循環器疾

患の最大の危険因子となります。つまり，どちらも

同じ「血管の病気」であると言えます。

　脳と心臓は，人間の身体にとってなくてはならな

い大動脈という高速道路を介してつながっているご

脳卒中と循環器疾患の
深いつながり

　2018年12月に「健康寿命の延伸等を図るための

脳卒中，心臓病その他の循環器病に係る対策に関す

る基本法」，いわゆる脳卒中・循環器病対策基本法

が成立しました。この法律は，脳卒中や心筋梗塞な

どの循環器疾患の予防推進と，早期に適切な治療が

できる体制の整備を進めることで，人々の健康寿命

を延ばし，医療・介護費の負担軽減を図ることを目

的としています。
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～心臓との関連，術後の中枢神経障害をおさえる
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ポイント
●脳は損傷を受けると脳血流を一定に保つ自動
調節能が機能しなくなり，血圧依存性に脳血流
が変化する。

●心臓血管外科術後の認知機能障害では，脳血
流量の改善・維持に向けた管理が重要である。

●心臓血管外科術後の脳梗塞は，早期に中枢神
経障害を評価し，日常生活動作の再獲得に向
けた支援を行う。
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近所さんです。本稿では，心臓が拍出する血液と脳

の関連から，心臓血管外科手術後の脳関連の合併症

について考えていきたいと思います。

心臓の役割と
血圧についてのおさらい

　心臓はポンプ機能によって，心拍出量（cardiac 

output：CO）という血液の流れを作り出します。こ

の血液の流れによって，末梢の各組織へ十分な酸素

が運搬され，生体の維持に必要なエネルギーを生み

出します。心拍出量は「１回拍出量×心拍数」のこ

とであり，１分間に全身を巡る血液量を反映します。

　左心室が収縮して大動脈弁が開き，血液が左心室

から大動脈に拍出されると，末梢の動脈に流れてい

きます。この時に生じる血圧が，収縮期血圧（最高

血圧）です。拍出された血液の一部分は，大動脈を

押し広げてそのまま貯留します。貯留した血液は，

大動脈弁が閉じて拡張期になり，左心室が拡張する

時に，大動脈の弾性による収縮で末梢の動脈に押し

流されます。この時に生じる血圧が，拡張期血圧

（最低血圧）です（図１）。

　一方，収縮期や拡張期に関係なく，動脈壁にどの

くらいの圧力が平均的にかかっているか，つまり，

脳をはじめとする心臓以外の組織を循環する時の血

圧を，平均血圧と言います。平均血圧は，収縮期血

圧と拡張期血圧の単純な加算平均より小さく，簡単

な求め方として，「（収縮期血圧－拡張期血圧）÷３

＋拡張期血圧」という式で表されます（図２）。

脳の循環についてのおさらい
　心臓から拍出される血液のうち，およそ20％が

脳に流れており，全身で消費される酸素のうちおよ

そ20％が脳で消費されています。また，脳は栄養

源として１分間に60 ～70mgのブドウ糖を消費し

ます。つまり，脳の活動を維持するためには多量の

血液が必要であり，脳は血液中の酸素やブドウ糖を

絶えず消費しています。そのため，脳の血流が途絶

えたり，乏しくなったりするような状況下では，脳

を構成する脳細胞は数分間という短時間で活動を停

止してしまいます。

　脳の血流量をコントロールしているのは，脳灌流

左心室が血液を
大動脈に拍出

拍出血液の一部が末梢に流れる 収縮期血圧

拡張期血圧拍出された血液の一部は大動脈を
押し広げて貯留する

拡張期に大動脈が収縮して貯
留した血液を末梢に押し流す
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■図１ 収縮期血圧と拡張期血圧

安倍紀一郎，森田敏子：関連図で理解する循環機能学と循環器疾患のしくみ―病態生理，疾患，症状，検査のつながりが見てわかる　第４版，
P.220，日総研出版，2014.より引用，一部改変
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■図２ 平均血圧
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圧（Cerebral Perfusion Pressure：CPP）と脳血管

抵抗です。脳灌流圧とは，血液が脳内を一定の方向

に流れるための圧のことです。これは，「脳灌流圧

＝ 平 均 血 圧（mmHg）－ 頭 蓋 内 圧（intracranial 

pressure：ICP）」で表現されます。つまり，ICPが

一定であれば，血圧が上昇すると脳血流量は増加

し，下降すると減少します。ただし，恒常性を保つた

め，平均血圧が60 ～180mmHg以下の範囲では，血

管の平滑筋が血圧に応じて伸展または収縮するため，

血圧に関係なく脳血流量を一定に保ちます。これを

自動調節能と言います。しかし，図３にあるように，

脳は損傷を受けると自動調節能が機能しなくなり，

脳血流量が血圧依存性に変化することになります。

　循環調節とは，身体活動や出血，脱水などの身体

の需要に応じて，血流量を正常に保つための調節機

構です。組織への血液量の維持と調節，血圧を正常

範囲に保つ役割があります。循環調節の仕組みとし

て，自律神経による神経性調節，ホルモンなどの液

性因子による調節，心臓自体による調節（Frank-

Starlingの法則）があります。例えば，出血や脱水

など循環血液量の減少が原因の血圧低下による神経

性調節は，頸動脈洞と大動脈弓にある受容器により

感知され，迷走神経と舌咽神経を介して延髄の心臓

血管中枢を刺激し，胸髄から伸びる交感神経により

心収縮力と心拍数を促進させます（図４）。

　脳血管抵抗は，脳組織内の血液の流れやすさに影

響する因子です。動脈硬化などによる血管径の狭小

や狭窄，ヘマトクリット値の上昇による血液粘稠度

の増加などでは，脳血管抵抗が増大します。また，

脳血管の収縮により脳血管抵抗が高まれば脳血流量

は減少し，拡張すれば脳血管抵抗は低下するため，

脳血流量は増加します。これらの反応を引き起こす

のは，血液の酸素化やpHなどです。すなわち，二

酸化炭素分圧の上昇，酸素分圧の減少，pHの低下

（アシドーシス）によって脳血管は拡張し，脳血流

量は増加します。これとは逆の変化が生じると，脳

血管は収縮して脳血流量は減少します。このよう

に，脳循環には多くの因子が関与しています。

心臓血管外科手術後の 
中枢神経障害

脳卒中
　心臓血管外科手術後に起こる脳卒中のほとんどは

脳梗塞であり，脳出血はまれです。これまで，術後

の脳卒中は，主に人工心肺の使用や術中の血管操作
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■図３ 脳血流量の自動調節能
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■図４ 血圧の神経性調節の例
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特集２
今，押さえるべき

”PICS（集中治療後症候群）対策”

「PICS」とは何か？
　PICS（Post Intensive Care Syndrome：集中治療

後症候群）は，重症疾患後に新しく，または悪化し

た身体機能，認知機能，精神機能の障害の総称です

（図）。最近になって，急性期は救命できたものの，

その後，長期的な死亡率上昇やQOLの低下が見ら

れることが分かってきました。また，ICU患者の長

期予後のみならず，患者を支える家族においても心

理的，身体的，社会的な要因によって健康問題が悪

化することがあります１）。

　我々が最善を尽くして救命し得た患者は，そのま

ま回復の一途を辿るはずが，思いどおりに回復に向

かわず，むしろ医原性の長期予後悪化を招いている

ことを認識しなければいけない時代になりました。

皆さんも，ICUを退室後に病棟に訪問してみると，

表情が乏しい，反応が鈍い，意欲がない，以前は

もっと元気だった・明るかったなどの状況を経験す

ることがあるのではないでしょうか。これらは，

PICSだったのです。

　PICSを予防するためには，医療者のみならず，一

般市民がPICSに関する認識を高めることが重要で

す。日本集中治療医学会では，PICS対策・生活の質

改善検討委員会を立ち上げ，web上で広くPICSに

関する情報提供を行っています（日本集中治療医学

会ホームページhttps://www.jsicm.org/provider/pics.

html参照）。筆者の施設においては，PICSに関する情

報提供のために，院内掲示版や院内新聞などへ掲示し

たり，地域に向けたお知らせの中にPICSに関する

情報を記載したりするなど，取り組みを進めていま

す。また，患者家族に対しては，ICUの出入り口に

PICSに関する平易な情報をポスター掲示しています。

PICSの３つの症状
身体機能障害
　重症だった時から回復に向かっていき，「さて，ベッ

ドから下りて，立ってみましょうか」と促しても，

これだけは知っておきたい！
PICSの基礎知識

東海大学医学部付属八王子病院　看護部　主任
集中ケア認定看護師
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勤務を経て，2003年より現職。2010年集中ケア認定看護師資格を取得。成人看護
（急性期）臨床看護助教，日本集中医学会評議委員，PICS対策・生活の質改善検討
委員会委員，日本クリティカルケア看護学会口腔ケア委員会委員，Global Sepsis 
Alliance委員，東海大学救急看護認定看護師教育課程非常勤講師。
著 書：ICUケア観察ポイントチェック帳，ER・救急チェック帳，病棟急変前チェック帳
（日総研出版）

ポイント

●重症疾患から救命し得えた後に，身体機能・
認知機能・精神機能が回復していないケースが
あることが最近分かってきた。
また，患者を支える家族においても心理的，
身体的，社会的な要因が健康問題を
悪化させることがある。

●PICSのケアにはABCDEFGHバンドルを
遵守することが重要である。

●最も肝要なのは，PICS予防として
ICU→一般病棟→退院・退院後と
フォローアップを継続することである。
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スムーズに起き上がれない患者に接したことはない

でしょうか。これを，単なる長期臥床による“廃用”

として片付けてしまってよいのでしょうか。

　ICU-AW（アイシーユーエーダブリュー）という

概念をご存じでしょうか。ICU-AWとは，重症疾患

を抱えた患者に起こる神経・筋力の低下（重症疾患

に伴う筋力低下）のことを言い，広く知られていま

す。ICU-AWは重症者であれば比較的早い段階から

症状が現れ，早ければ，ICU入室後２日以内から起

こっています。しかも，発症１年後にICU-AWから

完治している人の割合は80％前後であるとされ，ひ

とたび発症すると，以前のように回復するまでの経

過が長くなることが分かっています１）。ほかにも，

PICSの身体機能障害として，呼吸器障害，神経筋

障害，全般的身体機能障害などが知られています。

認知機能障害
　PICSとして認知機能が障害された患者は，記憶力

や注意力の低下，実行機能の障害，認知処理速度の

低下などにより日常生活に支障を来し，患者のQOL

低下や家族の介護負担の増大をもたらします。重症

疾患を抱える前に比べて，物忘れが酷くなったり，計

算ができなくなったり，字や絵を書くことが困難に

なったりするなどの症状が顕著になる方がいらっしゃ

います。PICSにおける認知機能障害の代表的なもの

は，認知症（dementia），うつ病（depression），せん

妄（delirium）で，それぞれの頭文字をとって3Dsと

呼ばれています。鑑別するためには，発症様式，罹病

期間や経過，意識障害の有無，身体疾患との関係，症

状の変動性，記憶障害，感情などの情報が必要です。

精神機能障害
　うつ病，不安，心的外傷後ストレス障害（post-

traumatic stress disorder：PTSD）がPICSの精神

機能障害を構成する要素です。

　ARDS患者の１年後を追った報告では，不安症状

80％，うつ症状68％，心的外傷後ストレス障害46％，

これら３つすべての症状が33％に認められたといい

ます２）。また，敗血症発症前は自立していた患者の

30％以上にセルフケア能力や健康関連のQOL低下が

見られ，45歳未満の患者に限っては，30 ～40％がい

まだ不安・うつ，痛み・苦痛などのメンタルケアを

要しているといい３），これは，PICSが決して高齢者

に限って起こるものではないことを示唆しています。

　重症患者は，集中治療を終えていても，うつ状態

に苛まれ，不安に苦しみ，PTSDを発症することが

あります。そのため，可能な限り精神的なアセスメ

ントを行い，適切な対応を行うことが必要です。

　なお，PTSDの評価としては，IES-R questionnaire

が報告されており，日本トラウマティック・ストレ

ス学会から公開されています４）。不安，うつの評価

法としては，Hospital Anxiety and Depression Scale

（HADS）５）が挙げられ，多くの研究で使用されて

います。

患者家族におけるPICS
　PICSは生存しているICU患者でのみで発生する

一方，PICS-Family（PICS-F）は生存者および非生

存者の家族で発生するものです。中でも，家族にお

■ 図 集中治療後症候群（PICS）とは

集中治療後症候群（PICS）

生存患者　PICS家族　PICS-F

精神機能障害
不安　　急性ストレス障害

PTSD　　うつ

精神機能障害
不安　　急性ストレス障害

PTSD　　うつ

認知機能障害
実行機能　　記憶　　注意
視空間認知　認知処理速度

身体機能障害
呼吸器系　　神経筋系
運動機能　　ICU-AW
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いて，心理的，身体的，社会的な要因が長期にわ

たって影響するケースがあります。

　さらに，患者が死亡した場合は，家族は喪失感に苛

まれ，長期間複雑に苦しむ可能性があります。このよ

うなストレスによって，もともと家族が持っていた身

体的および健康的な問題が悪化することがあります。

PICSを予防するには
　PICSを予防するためには，危険因子を防ぐ，ま

たは最小化することです。2010年頃より提唱され始

めた，人工呼吸管理患者の管理においてPICSを予防

するための管理方法をABCDEバンドルと言います。

一般病棟でのPICSが疑われる事例
Case１　63歳男性。食道がん術後４日より，悪夢，眠れない，夜になると部屋中に虫が飛んで見えると訴える。
Case２　74歳女性。術後２日目から心不全症状あり。膵頭十二指腸切除術（PD）術後６日目に，「夜，白装束に縛
られる夢を見ました」と訴える。また，物忘れ（スタッフの名前を忘れてしまうなど），焦燥感，歩行障害あり。
ADL低下（もともとリウマチあり）。

Case３　24歳男性。腹膜炎術後に幻覚あり。母よりナースコールがあり，「息子が『ベッドサイドにおじさんが見
える』と話している」とのこと。医師回診時に「それは（単なる）せん妄だ」と伝えられていたため，本人もせん
妄は異常なことだという認識はあり。不眠が続き，睡眠薬の希望あり。

Case４　76歳男性の妻。夫は心不全，肺炎。「たまにICUのことを思い出すと眠れなくなることがあります。あの
時は必死でした」と話す。

Case５　80歳男性の娘。「食道がんの術後には，とてもよくしてもらいました。父は他人に頼らない人なのですが，
先生や看護師さんが来ると何でも言うことを聞いて，人工呼吸器をしながらもリハビリテーションを頑張っていま
した。それでも気管切開になってしまった父の姿を見るとつらくてなりませんでした」と話す。

一般病棟でのPICSが疑われる事例
Case１　63歳男性。食道がん術後４日より，悪夢，眠れない，夜になると部屋中に虫が飛んで見えると訴える。
Case２　74歳女性。術後２日目から心不全症状あり。膵頭十二指腸切除術（PD）術後６日目に，「夜，白装束に縛
られる夢を見ました」と訴える。また，物忘れ（スタッフの名前を忘れてしまうなど），焦燥感，歩行障害あり。
ADL低下（もともとリウマチあり）。

Case３　24歳男性。腹膜炎術後に幻覚あり。母よりナースコールがあり，「息子が『ベッドサイドにおじさんが見
える』と話している」とのこと。医師回診時に「それは（単なる）せん妄だ」と伝えられていたため，本人もせん
妄は異常なことだという認識はあり。不眠が続き，睡眠薬の希望あり。

Case４　76歳男性の妻。夫は心不全，肺炎。「たまにICUのことを思い出すと眠れなくなることがあります。あの
時は必死でした」と話す。

Case５　80歳男性の娘。「食道がんの術後には，とてもよくしてもらいました。父は他人に頼らない人なのですが，
先生や看護師さんが来ると何でも言うことを聞いて，人工呼吸器をしながらもリハビリテーションを頑張っていま
した。それでも気管切開になってしまった父の姿を見るとつらくてなりませんでした」と話す。

■AAwaken the patient daily：sedation cessation
毎日の覚醒トライアル

■BBreathing：daily interruptions of mechanical ventilation
毎日の人工呼吸器離脱トライアル

■CCoordination：daily awakening and daily breathing
Ａ＋Ｂの毎日の実践
Choice of sedation or analgesic exposure
鎮静・鎮痛薬の選択

■DDelirium monitoring and management
せん妄のモニタリングとマネジメント

■EEarly Mobility and Exercise
早期離床と運動

■FFamily involvement
家族を含めた介入
Follow-up referrals
転院先への紹介状
Functional reconciliation
機能的回復

■GGood handoff communication
良好な申し送り伝達

■HHandout materials on PICS and PICS-F
PICSやPICS-Fについての書面での情報提供

毎日，鎮静薬を中止し意識レベルを確認する

毎日，人工呼吸器から離脱できるかどうか確認する

毎日■A＋■Bを実践する。慎重に鎮静薬や鎮痛薬を選択
し，投与量を最適化して中止するタイミングを考える

せん妄は認知機能障害の危険因子である。薬理学的介
入に限らず，非薬理学的介入（光・騒音対策，音楽療
法など）を行い，せん妄を予防することが重要
早期離床・リハビリテーションを行うことで，身体的
にも精神的にも快方へと好転することがある
•家族の希望・疑問を治療計画に組み込む／ ICUラ
ウンドに家族が立ち合わせることで家族の不安が軽
減する／VALUEによるコミュニケーション（表２）／
グリーフケア
•紹介状にPICSやPICS-Fにかかわる情報を記載する
ことで，継続してPICSを予防することにつながる
•患者の機能的回復には，医師・看護師と理学療法士
との連携が重要
申し送り事項にPICSやPICS-Fの情報を盛り込み，ス
ムーズな治療の継続性を担保する
PICSやPICS-Fに関するパンフレットの活用，ICU日
記の記載（ICU日記は集中治療によって歪んでしまっ
た記憶を正し，心理的回復を促すツールとして注目さ
れ始めている）

■ 表１ PICS予防のためのABCDEFGHバンドル
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