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要約

目的－エビデンスに基づく、統一した一連の犬と猫における CPR ガイドラインを示

すこと

研究デザイン－概念の臨床現場への適用を目的とし、標準化された方法での文献の体

系的評価、エビデンスと質のレベルによる関連文献の分類および結論の統一化を行っ

た。準備と予防、一次救命処置、二次救命処置、モニタリング、および心拍再開後の

管理方法の 5 つの分野における疑問を検証した。画一したワークシートのテンプレー

トをそれぞれの疑問に用い、各分野のメンバーおよび RECOVER 委員会がその結果

を再調査したのち、４週間獣医師に公開し論評を求めた。これらの結果を元に臨床ガ

イドラインを改定し、さらに再度 RECOVER 内の他の構成員と獣医師による再評価

および論評を求めた。

設定－大学、二次病院、一次病院

結果－5 つの分野における疑問を評価するために合計 74 のワークシートを準備した。

101 項目からなる一連のガイドラインを作成した。さらに、CPR のアルゴリズム、蘇

生薬とその用量の一覧表、心拍再開後管理法のアルゴリズムを作成した。

結論－数多くの今後の課題があることが判明したが、エビデンスに基づいた作業によ

り小動物獣医療に特化した CPR 臨床ガイドラインが作成できた。将来的には、これ

らの新しい臨床ガイドラインにより導かれた CPR 後の転帰の客観的評価、および今

回の作業で明らかになった課題への対応が必要である。 

(J Vet Emerg Crit Care 2012: 22 (S1), 102–131(2012) doi: 

10.1111/j.1476-4431.2012.00757.x 
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略語 

ABC 気道確保、呼吸、循環 

ALS 二次救命処置 

BLS 一次救命処置 

CPA 心肺停止 

CPR 心肺蘇生 

EtCO2 呼気終末二酸化炭素分圧 

ILCOR 国際蘇生連絡協議会 

LOE エビデンスレベル 

PEA 無脈性電気活動 

PICO 対象、処置内容、コントロール群、結果 

RECOVER 獣医蘇生再評価運動 

VF 心室細動 

VT 心室性頻拍 

 

 

  



緒 論 

人医療では、国際蘇生連絡協議会（ILCOR, the International Liaison Committee on 

Resuscitation）により広範な文献調査が行われ、エビデンスに基づいた心肺蘇生（CPR）

の臨床ガイドラインが策定されている。これにより、医療従事者と一般市民に対する

一貫性のあるトレーニングが可能となり、CPR の転帰改善に直接結びついた 1-3。獣

医療においては、小動物における CPR の推奨法が報告されてはいるものの 4-8、人医

療のガイドラインに匹敵するエビデンスに基づいたものは存在しない。標準化された

包括的な訓練法がないことに加えて報告されている推奨法の内容に一貫性がないた

め、獣医療で行われている CPR 法は著しく均一性を欠き、動物にとって不利な状況

となっている可能性が高い 9。 

獣医蘇生再評価運動（ the Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation：

RECOVER）の構想における主要な目標は、犬と猫における臨床的かつ統一した一連

のガイドラインを広範かつ体系的な文献調査に基づいて作成することである。

RECOVER と ILCOR で調査した文献の一部は重複しているものの、その科学性は犬

猫への適用性に基づいて解釈した。このため、結論の一部は ILCOR が達したものと

異なっている。RECOVER で使用したエビデンス評価用ワークシートの作成結果に基

づき 10、合計で 101 の臨床的ガイドラインを作成し、4 週間を期限として獣医関連団

体の会員による評価を受けた（付表１を参照）。これらの会員による意見を参考にし

て推奨内容を修正また改良することで作成された、最終的に一貫性のある一連のガイ

ドラインを本稿に示す。

調査したエビデンスの質と量のばらつきを反映させるために、RECOVER における

統一化作業を通じて作成された各々のガイドラインには次の２つの情報を加えた：（1）

クラス—ガイドラインで述べられている処置のリスク対効果比を分類したもの、（2）

レベル—推奨内容を支持するエビデンスの強さを分類したもの。これらの分類には、

ILCOR で使用されたものの改変方法を用いた 11。クラスとレベルそれぞれの基準の

詳細を表 1 と表 2 に示し、各ガイドラインに付けた（クラス-レベル）。 

表 1：臨床ガイドラインにおける、治療内容に伴うリスク／利益比のカテゴリーによ

るクラス分類

クラス リスク／利益比 臨床推奨度

Ⅰ 利益 >>> リスク 治療が強く推奨される

Ⅱa 利益 >> リスク 治療が合理的である

Ⅱb 利益 ≥ リスク 治療を考慮する価値がある

Ⅲ リスク > 利益 治療は行うべきでない



 

表２：臨床ガイドラインにおける、推奨判定基準に用いたエビデンスの強さをカテゴ

リー化したレベル分類 

レベル 研究対象の数 推奨の判定基準 

A 多数 複数の質の良いまたはレベルが高い、もしくは良

質かつレベルの高いエビデンスのある研究 

B 限られた数 質が良いまたはレベルが高い、もしくは良質かつ

レベルの高いエビデンスがほとんどないあるいは

まったくない研究 

C 非常に限られ

た数 

画一性のある見解、専門家の意見、生理学や解剖

学的法則に基づいたガイドライン、一般的治療方

法 

 

 

小動物獣医療における CPRのアルゴリズム 

本稿に示すガイドラインでは、CPR に関連する幅広いトピックを「準備と予防」「一

次救命処置（BLS）」「二次救命処置（ALS）」「モニタリング」および「心拍再開後の

管理」の 5 つの分野に分けて取り扱っている。CPR アルゴリズムには、CPR の主要

な構成要素とその時系列を要約してある（図 1）。このアルゴリズムは、動物の救助

に携わる者が順を追って CPR を実施できるようデザインされており、早期に BLS を

開始する重要性を強調している。質の高い胸部圧迫を早期に開始し、その中断を最小

限度にとどめることの重要性がエビデンスによって強く支持されている。質の高い胸

部圧迫とは、通常は患者を横臥位にし、2 分間を１サイクルとして中断することなく

行うことである。圧迫の回数は 100-120 回/分とし、胸郭幅の 1/3〜1/2 の深さまで圧

迫するが、圧迫と圧迫の間には胸郭の弾性により完全に再拡張させるようにする。さ

らに、動物の CPR では早期に気管挿管し、人工呼吸を実施することが非常に効果的

である可能性が高い。人工呼吸は、換気回数約 10 回/分、1 回換気量 10 mL/kg、およ

び吸気時間 1 秒間で行い、胸部圧迫と同時に実施する。気管挿管の用具がない場合に

は、口−鼻人工呼吸を代わりに行うとよい。2 分間のサイクルの中で、胸部圧迫を 30

回行った後に、口-鼻人工呼吸を素早く 2 回行い、これを繰り返す。2 分間の BLS の

サイクルごとに、胸部圧迫を行った者は交替する。これは疲労による胸部圧迫の質の

低下を防ぐためである。またサイクル間の胸部圧迫の中断時間が最短となるようあら

ゆる努力を行う必要がある。アルゴリズムには、モニタリングの開始、血管確保、拮



抗薬の投与、昇圧剤や迷走神経遮断薬の使用、および除細動からなる ALS も含まれ

る。付表 II には、CPR に関連する一般的薬剤の推奨用量と適応を示した。 

 図 2 に心拍再開後（PCA）のアルゴリズムを示した。これはガイドラインの中で心

拍再開（ROSC）した症例に対して推奨されている主な処置をまとめるために作成さ

れたものである。このアルゴリズムでは、初期の呼吸状態の最適化すなわち血液二酸

化炭素レベルを正常化するための換気と、低酸素血症および高酸素血症のいずれをも

避けつつ血液酸素レベルを正常に維持するための酸素供給量の調整に焦点を当てて

いる。症例の呼吸状態を評価し治療計画を開始したら、続いて心血管系機能の評価・

治療を行う。循環の最適化は、元来敗血症ショックの患者向けに示された早期目標指

向型療法（early goal-directed therapy）12 のコンセプトに基づいて行う。最初に動脈血

圧を計測し、血圧を正常からやや高めに維持するために、必要に応じて静脈内輸液剤、

昇圧薬、および陽性変力作用薬を投与する。重度の高血圧に対しては、昇圧薬の調整、

疼痛管理、および降圧薬で対処する。目標とする動脈血圧に管理できたら、続いて組

織への酸素運搬量が適切であるかどうか判断するため、中心静脈血酸素飽和度（ScvO2）

あるいは血中乳酸濃度を評価する。酸素運搬量が不十分な場合には、循環動態の最適

化について再考し、動脈血圧ではなく酸素運搬量を的として調節する。それでも酸素

運搬量が十分に改善できない場合には、適応であれば赤血球輸血を実施する。PCV の

目標値として 25％が推奨される。この値は従来の早期目標指向型療法とは異なって

いるが、これは人におけるより最近のデータで、輸血へと踏み切る基準値をより制限

することで結果が改善されることが報告されていることに基づく 13。循環動態の最適

化療法を開始したら、神経学的状態に応じて神経保護療法と徹底したモニタリングの

実施を考慮する。PCA に関連する一般的な薬物の推奨投与量を付表 II に示した。こ

の包括的な治療プロトコールは、一部は PCA に特異的なエビデンスに、一部は一般

的な集中治療の原則に基づいて作成されている点をあえて言及しておく。PCA 管理

中におけるこれらの状態に基づいた最適化方法の効果については、研究が必要である。 

 

準備と予防 

この分野で収集されたエビデンスを元に作成されたガイドラインは、組織的でチーム

ワークが良く、非常に機能的で知識豊富、そしてエビデンスに基づいたガイドライン

を遵守するチームによって蘇生処置が行われれば心肺停止（CPA）からの生存率が改

善するということが前提である。生存の連鎖すなわち、CPAからの生存率を最大にす

るために必要な調和のとれた行動は一刻を争うものであり、この連鎖を強固にするこ

とは、結果の改善に結びつく可能性がある。ガイドラインのこの分野では、CPAの犬

と猫における生存の連鎖を強固なものにするために必要な環境的および人的要素に

関連した方法に焦点をあてている。 



 

器材の配置と早見表 

内科的あるいは外科的な急性の危機的状況に対しては、秩序だった効果的な対応がき

わめて重要である。人医療では、きちんと整理され、常に点検されたクラッシュカー

トをいつでもすぐに使えるようにしておくことが、CPR を受ける症例の転帰におよ

ぼす影響について広く検討されている 14。CPA 症例の最大 18％で、器具や器材が手

元にないまたは不十分な状況が CPR の開始の遅れを導くとされている 15。したがっ

て、蘇生に利用される器材の設置場所、保管、および内容を標準化し、その状況を定

期的に点検することが推奨される（I-A）。さらに、チェックリスト、アルゴリズム、

および薬物投与量一覧表などの早見表を準備することにより、CPR ガイドラインが

より遵守されることが明らかとなっている 16。これらの早見表を利用する人に対して、

正式な訓練を行うことも危機的状況下で効果的に使用するためにはきわめて重要で

ある 17。図 1 に CPR のアルゴリズムの例を、図 3 に一般的に用いられる緊急薬とそ

の投与量の表例を示した。図 3 は、最もよく使用される薬剤だけを示してあり、適用

に基づいて分類し、投与量の計算ミスを減らすために薬剤の体重当たりの投与量（分

量）で示した。これらの表を処置室、麻酔導入室、あるいは手術室など CPA が生じ

る可能性のある場所にはっきりと見えるように示しておくことが推奨される（I-B）。 

 

CPR の訓練 

CPR ガイドラインは、救助者が効果的で標準化された訓練を受け、定期的にその技

術を再確認できる機会が与えられることによってのみ遵守可能である。質の高い CPR

は、すべての適切な手順を順序通りに正しく迅速にこなす認知能力と、胸部圧迫や人

工呼吸のような肉体作業を効果的に行う精神運動能力の両者が必要なため、CPR の

訓練には認知能力を養うための講義と質的フィードバックが可能な実践的訓練を行

う両方が必要である（I-A）。精神運動能力の訓練に効果的な方法としては、高精度シ

ミュレーション技術、低精度マネキン、聴覚および視覚的なフィードバック装置など

がある 18-20。初回の訓練がどのような技術を用いたものであったとしても、身につけ

た技術が衰えないように、少なくとも 6 か月毎に再訓練を受けることが推奨される

（I-A）。このような再訓練には、シミュレーション技術を用いることが最も有益であ

るとするエビデンスがいくつか示されている 21。再訓練に高精度シミュレーターを使

うことにはいくつかの利点があるが、低精度マネキンを用いた単純な模擬訓練を 3-6

か月毎に繰り返すことでも CPR ガイドラインの認識度を改善でき、大部分の小動物

臨床の現場でも行うことができる。 

 CPR 訓練の最後に実技テストを行うことで、訓練効果が高まることが報告されて

いる 22。したがって、初回の訓練あるいは再訓練でどのような方法が用いられたとし



ても、CPR 訓練の後にはしっかりとした評価を行うことが推奨される（I-A）。講義お

よび精神運動能力訓練後の評価に加え、実際に蘇生を行った症例や CPR シミュレー

ション実施後にしっかりとした反省会を行うことことが推奨される（I-A）。これによ

り参加者は、各自の行動及びチーム全体としてのパフォーマンスを振り返り、また批

評し合うことができる。反省会を行う際には、参加者自身が中心となって積極的に討

論し合い、チームとしてのパフォーマンスの上手く行えた点と上手く出来なかった点

を探り出すことが重要である。チームメンバーのうち、反省会の実施法の訓練を受け

た者が中心となって会を進めることが望ましく、一個人の失敗を非難することに集中

しないよう注意しなければならない。CPR を実施した直後に、改善を目的とした率

直な討論を行うことは CPR パフォーマンスの著しい向上につながる 23-25。 

 

チーム力 

人医療では、医師の存在が院外 CPA の転帰に影響をおよぼすかどうかについていく

つか研究報告があるが、全体的には、医師がチームリーダーとして働くことは CPR

の転帰に有益な効果はもたらさないようである 26,27。獣医臨床においては、このよう

な検討はなされていないが、人医療におけるデータに基づくと、獣医師および看護師

のいずれもが CPR チームのリーダーとなることができる（IIb-B）。 

 チームリーダーの地位に関係なく、コミュニケーションとチーム力の訓練が CPR

を実施した際にその効果を改善できるとする強力なエビデンスが示されており 28、

CPR 実施時にリーダーとなりうる人材については、特別なリーダーシップ訓練を受

けることが推奨される（I-A）。チームリーダーとして非常に重要な役割は、他のチー

ムメンバーの役割分担を決め、規則および手技を確実なものとさせることである。

CPR のチームパフォーマンスを改善することにつながる重要なリーダーとしての行

動は、随時動物の状態を要約することでチーム全体が共通の認識を持つことを確実に

すること、状況の認識および問題点や意見を全てのチームメンバーが発言するように

積極的に促すこと、そして各自がそれぞれ自身のみで作業するのではなく各チームメ

ンバーに役を割当てることで個々の作業よりも動物の全体的な状態に大きな注意を

向かせることにある。チームとしてのパフォーマンスはまた、役を割り振った時に、

それぞれの個人と明確で焦点のはっきりしたコミュニケーションを行い、クローズド

ループコミュニケーションを行うことで向上する 29。クロ－ズドループコミュニケー

ションは、一人のチームメンバーに対して別のメンバーが一つの明確な指示を与え、

その指示を受けたメンバーは指示を出したメンバーにその指示を復唱することで、指

示が正しく認識されているかを確かめることで成立する。この簡単なテクニックを用

いることで、特に救急処置の状況では、受け手の誤解や聞き漏らしにより指示が実行

されないことによる医療過誤が劇的に減少する。 



 

BLS  

獣医療の CPR では、BLS に CPA の認識、胸部圧迫の実施、気道管理、および人工呼

吸の実施が含まれる。CPA と診断あるいは CPA が疑われ場合、直ちに BLS を開始し、

一般市民と医療従事者が大部分の手技を同じように実施できる事が必須である。人と

動物における多くの研究結果は、BLS の開始に至る早さおよびその質が CPA 後の

ROSC および生存に関係することを示している 30-32。この総意の記述では、BLS と

ALS およびモニタリングとは別個に考えられているが、臨床の現場では BLS は ALS

およびモニタリングと同時に、または BLS 開始後できるだけ早く ALS およびモニタ

リングを実施することを意図している。 

 

胸部圧迫 

CPA を確認した際、できるだけ速やかに胸部圧迫を開始すべきである。救助者が複

数いる場合には、気道確保や呼吸管理により胸部圧迫の開始が遅れることがないよう

にしなければならない。 

 

症例の体位と胸部圧迫者の手の位置 

犬では仰臥位よりも横臥位において左心室圧がより高く、大動脈血流が多いことが実

験データで示されており、また犬猫の臨床データにおいても胸部圧迫を横臥位で実施

した方が ROSC に至る率が高いことが示されていることから 33,34、犬と猫のいずれに

おいても胸部圧迫は横臥位で行うべきである（I-B）。左横臥位と右横臥位のどちらで

もよい。しかし、犬や猫では胸郭形状が様々であり、全ての CPA 症例に対して単一

の同じアプローチ法で胸部圧迫を行うことが最適ではない可能性が高い。CPR 時に

体外式胸部圧迫により血流が生じるメカニズムとして、2 つの主要な理論がある 35。 

心臓ポンプ説では、仰臥位に保定した症例では胸骨と胸椎の間、横臥位に保定した症

例では左右肋骨間で心室が直接圧迫されることを前提としている。胸郭ポンプ説では、

胸部圧迫により胸腔内全体の圧が上昇し、二次的に大動脈の圧迫と大静脈の虚脱が生

じ、胸郭外への血流が生じるとされている。胸部が弾性反跳によって再拡張している

間は、胸腔内圧が大気圧よりも低くなることで圧勾配が生じ、血液が末梢組織から胸

腔内、および酸素と二酸化炭素のガス交換が生じる肺へも還流しやすくなる。僅かな

研究しかないが、各症例でどちらのメカニズムが主体かは胸郭の形状により、かつ大

部分の症例で両方のメカニズムが血流に関与していると考えられる。 

 胸郭が円筒形の中型、大型、および超大型犬の多くでは、体外式胸部圧迫による心

臓の直接圧迫は生じにくい。したがって、これらの症例では胸郭ポンプ機序が主体で

あると考えられ、胸郭幅の最も広い部分を圧迫することにより最大の胸腔内圧上昇が



得られる可能性が高い（図 4a 参照）。このため、大部分の大型犬および超大型犬では、

胸郭幅の最も広い部分に両手をおいて胸郭を圧迫することが理にかなっている

（IIa-C）。これに対して、グレイハウンドのような胸郭が竜骨形の犬（胸郭が狭く深

い犬）においては、横臥位での体外式胸部圧迫に心臓ポンプ説を当てはめることがよ

り容易である。したがって、この形状の犬では、 心臓の真上部分の胸壁に両手を置

いて胸部圧迫を行うことが理にかなっている（IIb-C）(図 4b)。イングリッシュブルド

ックのように 胸郭が樽型の犬では、仰臥位で胸骨圧迫を行い心臓ポンプ説に基づい

た方法を考慮する（IIb-C）(図 4c)。猫や小型犬では、胸郭コンプライアンスが高い傾

向にあり、心臓部の胸骨周囲を圧迫者の指で包みこみようにし、片手で胸部圧迫を行

うことで心臓ポンプ機序による効率的な胸部圧迫ができると考えられる（図 5a 参照）。

したがって、側方からの圧迫ではなく心臓周囲の圧迫を考慮する（IIb-C）。しかし、

胸部圧迫者が疲れた場合や年齢、肥満あるいは構造の問題で胸壁コンプライアンスが

低い症例では、両手を用いて心臓ポンプ機序を用いることもできる（図 5b）。 

 

胸部圧迫法 

犬における実験的研究で、ROSC 達成率および 24 時間生存率が増加することが示さ

れるなど強いエビデンスがあることから、犬と猫においては 100-120 回/分で胸部圧

迫することが推奨される（I-A）36。しかし、150 回/分までのより高い圧迫頻度の方が

より効果的であるとするエビデンスもいくつかあり、この分野に関しては更なる検討

が必要である。また、大部分の症例で胸郭幅の 1/3-1/2 の深さまでの胸部圧迫を行う

事を支持する良質なエビデンスが示されている（IIa-A）。これには、胸部圧迫の深さ

と平均動脈血圧の間に直線的な関係があることを示した犬の実験的研究、およびこの

圧迫幅を支持する人における複数の臨床試験や動物実験が含まれる 37-39。さらには、

豚を用いた実験的研究によって、胸部圧迫時に各圧迫間の弾性反跳による胸郭の再拡

張が不完全な場合（もたれかかりなど）、冠灌流と脳灌流が減少することが示されて

いる。人における観察研究では、CPR 中に高い頻度で症例にもたれかかっているこ

とが認められている。胸部圧迫時には、各圧迫間に胸壁を完全に再拡張させることが

推奨される（I-A）40,41。 

 

人工呼吸 

低酸素血症と高二酸化炭素ガス血症のいずれもが、ROSC の可能性を低下させる。し

たがって、CPR 中には気道を確保し、人工呼吸を行うことが必須である 42,43。人の

CPR アルゴリズムでは、BLS において人工呼吸よりも胸部圧迫が重要であることが

強調されているが、小児の非心原性の CPA 症例では人工呼吸の方がより重要である

とするエビデンスが示されている 44。犬と猫の心停止の多くは非心原生であることか



ら、CPR では早期の気管挿管と人工呼吸の実施が有益である可能性が高い。 

 

気管挿管された動物の人工呼吸法 

胸部圧迫を中断することによる悪影響が示されていることと、犬と猫では気管挿管が

容易であることを考慮すると、器材が使用でき人がいれば、CPA の犬と猫には迅速

に挿管することが推奨される。挿管は、その作業中にも胸部圧迫が続けられるよう動

物を横臥位にしたまま実施する。気管チューブが挿管できたら、人工呼吸と胸部圧迫

が同時に実施できるようにカフを膨らませる（I-A）。気管チューブは鼻や下顎に固定

してずれないようにする。獣医師および看護師は、日常診療の全身麻酔症例で横臥位

での気管挿管を行うことでその技術を習得し、維持していくことが有用である。 

 気管挿管された CPR 中の動物に対する最適な人工呼吸法を評価したデータは、犬

で非常に少なく、猫では全く存在しないが、後に述べる推奨法を支持する良質な実験

的比較研究が豚ではいくつかあり、同様に人での臨床研究も同様の推奨法を支持して

いる。呼吸数の増加、吸気時間の延長、および 1 回換気量の増大は、血管収縮による

脳灌流および冠灌流の減少だけでなく平均胸腔内圧の増大による静脈還流障害を引

き起こし、CPR の治療成績が下がることが人で報告されている 45。CPR 中に達成で

きる心拍出量は正常値よりも少なく（正常値の約 25-30％）肺血流も減少することか

ら、生理学的に“正常な”人工呼吸設定でも動脈血 CO2 分圧の低下が起こる可能性が高

い。呼吸数が少ないと動脈血 CO2 分圧が上昇して末梢血管の拡張が生じ、中枢部へ

の血液灌流障害および脳血管拡張が引きおこされるため頭蓋内圧上昇を招く可能性

がある。したがって、人工呼吸の条件としては、換気回数 10 回/分、1 回換気量 10 mL/kg、

および 1 秒間の短い吸気時間が推奨される（I-A）。 

 

気管挿管していない動物における換気法 

犬と猫では、口-鼻人工呼吸の効果を評価した研究はないが、外傷性頚髄損傷の犬で

動物病院への搬送中にこの方法を用いることで好結果につながった症例報告があり、

犬では口-鼻人工呼吸で酸素化と換気を効果的に維持することが可能であることが示

唆されている 46。さらに、犬では、密着性マスクなどを用いた非侵襲的方法で効果的

な人工呼吸を実施できるというエビデンスがいくつか存在する。しかしながら、こう

いったものを適切にあて、密着させるのは容易ではない 47,48。口-鼻人工呼吸を実施す

る際には、救助者が動物の口をしっかりと閉じ、自分自身の口で動物の鼻をくわえて

鼻孔を塞ぎ、そこに息を吹き込む（図 6 参照）。気管挿管していない犬と猫の CPR に

おける適切な胸部圧迫と換気の回数比（CV 比）は検討されておらず、他の動物種に

おける研究でも統一した見解は得られていない。大多数のエビデンスでは、少なくと

も C:V＝30:2 に維持すべきであるとされている。より高い CV 比に関して更に研究が



なされるまでは、気管挿管していない犬では、C:V＝30:2 が推奨される（I-B）。これ

を実施するためには、100-120 回/分で胸部を 30 回圧迫した後に胸部圧迫を短時間中

断して敏速に 2 回の人工呼吸を実施し、続いて胸部を 30 回圧迫する。 

 

CPR のサイクル 

犬と猫で CPR サイクルの最適なタイミングを評価した研究はないが、人医療では、

BLS を 2 分間中断することなく継続するサイクルの方が、より短いサイクルでより

頻繁に胸部圧迫を中断する場合よりも生存率と神経学的予後が良好であることを示

す質の高い前向きおよび後向き研究結果がいくつか報告されている 49,50。したがって、

救助者が複数おり、動物が気管挿管されている場合には 2 分間のサイクルで胸部圧迫

を中断することなく実施し、また救助者が一人の場合や動物が気管挿管されていない

場合には、2 分間のサイクルで胸部圧迫 30 回おきに短時間中断して口-鼻人工呼吸法

で人工呼吸を 2 回敏速に行うことを繰り返し続ける（I-A）。2 分間周期の胸部圧迫ご

とに、胸部圧迫者の疲労による動物へのもたれかかりと胸部圧迫の効果減少を避ける

ために、係を交代すべきである（I-B）。 

 

CPR 開始の遅れ 

多くの研究で BLS 開始の遅れが退院率の低下や神経系状態の悪化など重大な有害作

用をおよぼすことが報告されており 51-53、CPA の迅速な診断は極めて重要である。獣

医療では検証されていないが、脈の触知は CPA の診断には感度が低いことがいくつ

かの人における研究において示されている 54.55。さらに、CPA に陥った人では死戦期

呼吸を自発呼吸と誤って判断されてしまうことがよくある 56。また、通常 CPR に伴

う刺激に反応するため、BLS を施行された CPA 症例で重大な傷害が生じた例は 2％

未満しかないことも文献的に強いエビデンスとして示されている 57。CPA でない症例

に CPR を行ったことにより傷害が生じる危険性は低いことから、CPA が疑われる症

例では積極的に CPR を実施することが推奨される（I-B）。無呼吸かつ無反応な症例

を評価する際には、気道、呼吸、および循環（ABC）を迅速に評価し、5-10 秒以上

費さないことが推奨される。CPAとなっているかどうか疑わしい症例では即座にCPR

を開始すべきであり、さらなる CPA の診断は CPR を行っている間に他の救助者に行

ってもらうか、最初の CPR のサイクル（2 分間）を実施した後に行う。 

 

間欠的腹部圧迫 

腹部からの静脈還流を促進し心拍出量を増加させることを目的として胸部圧迫間に

腹部圧迫を追加することは、人における臨床試験に加えて犬や豚を用いた実験モデル

でもとしても広く研究されている 58,59。訓練を受けた救助者が行えば、間欠的腹部圧



迫により腹部損傷が生じるという証拠はほとんどない。したがって、適切に訓練され

た補助者がいる場合には、CPA の犬猫に間欠的腹部圧迫を実施することは理にかな

っている（IIa-B）。 

 

ALS 

ALS は、獣医療の CPR において BLS を開始し ROSC を達成するまでに行う内容を包

括したものである。ALS には、昇圧薬、陽性変力作用薬、抗コリン作動薬を用いた

治療、電解質と酸塩基平衡の異常および循環血液量減少の補正、さらに速やかな除細

動が含まれる。BLS と ALS を迅速に実施すれば、犬と猫の早期 ROSC 率は 50％まで

引き上げられる可能性がある 34。 

 

昇圧薬と迷走神経遮断薬投与 

質の高い体外式胸部圧迫を実施しても心拍出量は正常の 25-30％にしか到達しないこ

とから、CPR 中に適切な冠灌流圧および脳灌流圧を得るためには、末梢血管抵抗を

高めより多くの血液を中枢循環に向ける必要がある。したがって、ALS の薬物療法

に昇圧薬は不可欠なものである。 

 

エピネフリン 

エピネフリンは非特異的アドレナリン作動薬として作用するカテコールアミンであ

り、その昇圧（α1）作用を目的として CPR の際に何十年もの間広く用いられてきた。

エピネフリンは、重要性は低いが陽性変力および変時作用を示す β1 アドレナリン作

用もあり、CPA の治療に用いると心筋の酸素要求量増大と心筋虚血の憎悪、さらに

ROSC 達成後の不整脈発生の素因となるなど、有害作用を示す可能性がある 60。高用

量のエピネフリン（0.1 mg/kg IV）は ROSC 達成率を上昇させるが、退院率の改善に

は関連せず、過剰なアドレナリン作動性作用による可能性が考えられる 61。したがっ

て、CPR の最初の段階では、低用量のエピネフリン（0.01 mg/kg IV）を 3-5 分毎に投

与することが推奨される（I-B）。しかし、CRP が延長した場合には高用量のエピネフ

リン（0.1 mg/kg IV）投与を考慮する（IIb-B）。CPR 時の投与量不足や過剰投与をで

きるだけ少なくするために、エピネフリン投与は BLS の 1 サイクルおきに行う。 
 

バゾプレッシン 

バソプレッシンの昇圧作用は、末梢血管の平滑筋に存在する V1 受容体を介して発現

する。この作用機序は、エピネフリンの α1 作用とは完全に無関係である。α1 受容体

とは異なり、V1 受容体はアシドーシス状態の pH 下であっても反応性が保たれる。

また、バゾプレッシンには心筋虚血を悪化させる可能性のある変力作用や変時作用が



ない。そのため、CPR におけるエピネフリンの代替薬として研究されている。犬と

猫においてバゾプレッシンの効果をエピネフリンと比較したエビデンスは限られて

おり、1 つの前向き観察研究ではバゾプレッシンの有益な効果が示されているものの
34、一方で他の犬における前向き試験では生存率は同等であった 62。人医療の研究で

も矛盾した結果が出ており、心静止、長時間持続した CPA、循環血液量減少例では

バゾプレッシンの使用により生存率が上昇する可能性があるが 63,64、大規模メタ解析

では CPR においてエピネフリンの代わりにバゾプレッシンを使用した場合の有益性

（または有害性）は示されていない 65,66。更なる研究が必要であるが、バゾプレッシ

ン（0.8 U/kg IV）をエピネフリンの代わりに、またはエピネフリンと併用して 3-5 分

毎に用いることを考慮してもよい（IIb-B）。 

 

アトロピン 

アトロピンは副交感神経遮断薬であり、CPR の症例に広く用いられている。CPR 中

のアトロピンの使用について評価した研究は数多くあるが、その大部分で標準的な投

与量（0.04 mg/kg）では有益な効果も有害な作用もないことが示されている。犬を用

いた実験的研究では、より高い用量（0.1、0.2、0.4 mg/kg）で結果がより悪化してい

る 67。しかし、窒息により無脈性電気活動（PEA）を誘導した犬では、エピネフリン

とアトロピンを併用投与した方がエピネフリンと 5％ブドウ糖液を投与した場合よ

り蘇生されやすかったことが実験的に示されている 68。文献的に強く支持されている

わけではないが、迷走神経の過緊張により心静止や PEA を生じた犬や猫に対しては

アトロピンが使用されることが最も多いと思われ、その場合には標準投与量（0.04 

mg/kg）のアトロピンを使用することが妥当である（IIa-b）。明らかな有害作用はない

ことから、犬と猫の CPR 中にアトロピン（0.04 mg/kg IV）をルーチンに使用するこ

とを考慮する（IIb-C）。 

 

除細動 

人では心室細動（VF）のために突然心停止することは一般的であり、大多数の文献

においてその治療には電気的除細動が最も有効であるとされている。人医療では、救

急現場に居合わせた人（バイスタンダー）による電気的除細動器の使用が広く実施さ

れるようになり、その生存率は飛躍的に改善した。人医療の最新のガイドラインでは、

病院内で“ショックが可能な”不整脈（VF や無脈性 VT）を認めた場合、除細動器

が利用できる状況であれば即座に電気的除細動を行うことが推奨されている。VF と

VT は、ペースメーカーではなく、心室筋細胞自身が引き起こした心室筋細胞群の異

常ペーシングによるものであり、電気的除細動の目的はこれらの細胞をできるだけた

くさん脱分極させて不応期に移行させ、無秩序な電気的活動や同期していない機械的



活動を止めることで心室細動を停止させることにある。これに成功した場合、ペース

メーカー細胞が心筋細胞を動作させ始める（洞性調律の回復）、もしくは心静止とな

る。そのどちらの場合にも除細動には成功したと判断されることに注意する。電気的

除細動器がない場合には、前胸部叩打法により機械的除細動を行うことができる可能

性があるが、この方法で成功する可能性は低い。 

 

電気的除細動の手技 

最近の除細動器は、（1）単相性；一方の電極から他方の電極へ一定方向に電流が流れ

る、または（2）二相性；最初に一方向への電流が流れ、続いて反対方向に電流が流

れる、の二つの主な技術のうちどちらかを用いている。二相性除細動器は、単相性除

細動器よりも低い除細動エネルギーで効果的に VF を停止させることが可能であり、

このため心筋損傷も少ないことが示されている 69。したがって、単相性よりも二相性

の除細動器を用いることが推奨されている（I-A）。使用エネルギーは単相性除細動器

では 4-6 J/kg、二相性除細動器 2-4 J/kg とされている（IIa-B）。最初の電気ショックで

除細動に成功しなかった場合には、除細動エネルギーを増やすことで成功率が高くな

る可能性が実験的研究や人における臨床研究で示されている 70,71。エネルギーを増加

させることによる直接的な有害作用を示す研究結果はないが、除細動エネルギーの増

加は心筋損傷のレベルを悪化させる危険性がある。しかしながら、VF や無脈性 VT

の犬と猫において、最初のカウンターショックで除細動に失敗した場合には、除細動

エネルギーを増加（例：50％の増加）させることは合理的である（IIa-B）。 

 心室を通過する電流を最大にするために、左右胸壁の肋軟骨結合部上で心臓の真上

の位置の対側に二つのパドルを置く。これを容易にするためには、動物を仰臥位に保

定するとよい。またプラスチック製の V 字型保定台の使用が便利である。パドルに

除細動用ペーストやジェルを大量に塗り、皮膚ときちんと接触するよう胸壁にしっか

りと押しつける。除細動パッチを使用する場合には、皮膚との接触を確実にするため

に被毛を剃毛する必要があるが、これは結果的により長い時間胸部圧迫を中断するこ

とになる。除細動器の充電が完了したらその施用者は、事故を防ぐために症例や症例

を保定している台に誰も触れていないことを確認し、“クリア（離れて）”などの言葉

で除細動を実施することを宣言し、かつ除細動器を放電する前にすべての人が離れて

いることを目視で確認しなければならない。除細動器を放電する者自身にも危険が伴

うことから、作業者自身も動物や台に触れていないことを確認しなくてはならない。

検査用手袋の使用の使用により症例や台への接触の危険性は減少するが、液体、ジェ

ル、ペーストが手袋の袖口に付着し、自身の皮膚と接触していないことを確認しなけ

ればならない。また、アルコールが被毛に付着している場合には、引火する危険性が

高いことから、電気的除細動は実施すべきでない。フラットな交換用パドルである背



側パドルを用いると、胸部圧迫の中断時間を最小限にできるとともに、動物を仰臥位

にする必要もなくなり、除細動の効果と安全性を向上できる。この背側パドルにジェ

ルやペーストを塗布し、動物の胸壁の下に置く。除細動は、標準的な手持ちパドルを

上側の胸壁に置き実施し、除細動後には、背側パドルはその位置のままで直ちに胸部

圧迫を再開することができる（図 7 参照）。 

 

電気的除細動のタイミング 

血液灌流を喪失後、虚血した心臓は、一般的に以下の三つの相をたどると捉えられて

いる：（1）虚血性傷害が最小限の電気相（electrical phase： 4 分間続く）、（2）可逆的

な虚血性傷害が生じる循環相（circulatory phase：6 分間続く）、（3）不可逆的となり

得る虚血性傷害が起こり始め、その治療には低体温療法や心肺バイパス法などより高

度な技術が必要となりうる代謝相（metabolic phase）72。したがって、VF や無脈性

VT のために CPA に陥ってから 4 分以内の症例（I-B）や CPR 中の心電図（ECG）チ

ェックで VF を認めた症例（IIb-B）では、即座に除細動を実施することが推奨される。

VF や無脈性 VT が発生して 4 分以上が経過、もしくはその可能性が高い場合には、

電気相を過ぎておりエネルギー源が枯渇している可能性が高いことから、除細動を行

う前に 2 分間の BLS を 1 サイクル実施することが最も有益である可能性が高い。 

 以前の CPR アルゴリズムでは、難治性 VF や無脈性 VT の症例に対して連続 3 回の

除細動を実施することが推奨されていたが、説得力のある豚の実験結果や人の臨床結

果により、単回の除細動後、ECG 評価や再度除細動を行う前に 2 分間の CPR を 1 サ

イクル完全に実施した方が良い結果を得られることが示された 73-75。したがって、除

細動が不成功の場合には、連続 3 回の除細動ではなく、単回の除細動に続いて直ちに

CPR を再開することが推奨される（I-B）。 

 

前胸部叩打法 
前胸部叩打法は VF の治療オプションとして、1969 年に一症例報告、1970 年に症例

シリーズとして報告されたのが最初である 76, 77。簡単に説明すると、この方法は手の

ひらの付け根で心臓の上を直接強打する機械的除細動法である。残念ながら、より最

近の研究では、VF に対する前胸部叩打法の治療効果はわずかであることが示されて

いる 78-80 。このトピックに関するワークシートは完成しなかったが、前胸部叩打法

が VF や無脈性 VT の治療にある程度有効である可能性を示すいくつかの限られたエ

ビデンスがあるため、この方法は考慮してもよいだろう。しかし、VF や無脈性 VT

に対する治療法として電気的除細動の優位性を示す圧倒的な数のエビデンスがある

ことから、前胸部叩打法は電気的除細動器が使用できない場合にのみ考慮すべきであ

る。 



 
抗不整脈薬による治療 
VF や無脈性 VT で CPA となった患者に対するアミオダロン、リドカイン、およびマ

グネシウムなどの抗不整脈薬の有用性については、実験モデルや人の臨床研究で広く

検討されており、最近実施されたメタ解析でそのデータがまとめられた 81。検討され

た抗不整脈薬のうち、アミオダロンにのみ一貫した有用性が認められ、電気的除細動

に抵抗性を示す VF や無脈性 VT の症例には考慮する価値があることが示された

（IIb-B）。難治性 VF や無脈性 VT の症例に対するリドカインの有効性もいくつかの

研究で示されているが、ある実験報告では VF を誘発した犬の除細動にはより高いエ

ネルギーが必要であったとされている 82。しかしながら、豚を用いたより最近のデー

タでは、この現象は単相性除細動器を用いた場合に生じるが、二相性除細動器では生

じないことが示されている 83。難治性 VF や無脈性 VT の症例では、一律に予後が非

常に悪いことから、アミオダロンが手元にない場合、とくに二相性除細動器を使用し

ている場合には、電気的除細動に抵抗性の VF や無脈性 VT 症例に対してリドカイン

の使用を考慮してよい（IIb-B）。硫酸マグネシウムについてのデータは比較的説得力

に欠け、CPR 時の心不整脈に対してルーチンに使用することは推奨されないものの、

トルサ・デ・ポアン（torsades de pointes）の治療には考慮すべきである（IIb-B）。抗

不整脈薬の使用は難治性 VF や無脈性 VT の症例に対してあくまで補助的治療として

考慮し、その治療法の第一選択には電気的除細動が推奨されることを認識すべきであ

る（I-B）。 
 
拮抗薬 
利用可能な拮抗薬の中で、CPA 症例に対する使用が評価されているのはナロキソン

だけである。有効性があるとするエビデンスは限られているが、オピオイド中毒の場

合には、CPR 時にナロキソンを使用すべきである(I-B)84。オピオイド中毒による場合

でなくても、オピオイドが直近に投与されている場合には CPR 時にナロキソン投与

を考慮すべきことを示唆するデータもある（IIb-B）。他の拮抗薬の使用に関する検討

は特になされていないが、拮抗可能な麻酔薬や鎮静薬が投与されている犬や猫では拮

抗薬投与に伴う危険性は低いため、CPR 時には拮抗薬の投与を考慮する（IIb-C）。付

表 II に CPR 時のナロキソン（オピオイドの拮抗）、フルマゼニル（ベンゾジアゼピン

の拮抗）、およびアチパメゾール（α2-作動薬の拮抗）の推奨投与量を示した。 
 
電解質治療 
カルシウム 
カルシウムは、細胞間伝達や筋収縮などの多くの細胞過程に不可欠である。CPA が



長引いた患者では低カルシウム血症を呈すことが多いが、CPR 時にルーチンにカル

シウムを投与することの有用性を検討した大部分の研究において、治療成績に効果が

ないかむしろ悪化することが示されているため、CPR 時にはカルシウムをルーチン

に静脈内投与すべきではない（III-B）。CPR 時に低カルシウム血症が確認された症例

におけるカルシウムの使用に関しては検討されていない。骨格筋や平滑筋の収縮には

カルシウムが重要な役割を果たしていることから、CPR 時に中等度から重度の低カ

ルシウム血症を示している犬猫では、カルシウムの静脈内投与を考慮できるが

（IIb-C）、この点を直接目的とした研究が必要である。 
 
カリウム 
CPA が長引いた症例では高カリウム血症が生じていることが多い。血液透析を用い

たCPR時の高カリウム血症の治療は結果の改善につながる 85。このエビデンスから、

CPR 時に高カリウム血症が明らかになった場合には治療を行うべきである（I-B）。獣

医臨床で血液透析が利用できることはまれであるが、高カリウム血症に対する内科治

療を実施することは妥当と考える 86。人では、CPA に低カリウム血症を伴うことがあ

るが、CPR 時に低カリウム血症に対する治療を行うことの有用性に関する検討はな

されていない 87。したがって、CPR 時に確認された低カリウム血症を治療することは

考慮してよいが（IIb-C）、この治療を支持または否定するエビデンスはない。 
 
その他の治療 
コルチコステロイド 
いくつかの症例報告や実験的研究で、CPR 時のコルチコステロイド使用に関して検

討されているが、その結果は様々であり、またその多くはステロイド投与以外にも複

数の治療が実施されている。人の院外 CPR 中のコルチコステロイド（デキサメサゾ

ン）投与の特異的有効性を検討したプラセボを対照とする無作為化試験が、1 件のみ

報告されており、ステロイドの使用には有益性がないことが示されている 88。コルチ

コステロイドによる有益な効果を示す説得力のあるエビデンスがなく、またとくに低

灌流状態にある動物 91 におけるコルチコステロイドの有害な副作用の可能性を考慮

すると 89,90、コルチコステロイドをルーチンに使用することは推奨されない（III-C）。 

 

インピーダンス閾値弁装置 

インピーダンス閾値弁装置（ITD）は、麻酔下の犬において、胸腔内圧低下による静

脈還流量を増加させることによって血行動態を改善することが示されている 92。非標

的動物種におけるいくつかの実験的研究では CPR 時の ITD の利用の有用性が示され

ているが、今までに行われた中で最大の臨床試験では、CPA に陥った人に ITD を使



用しても ROSC あるいは生存退院率が改善することは示されていない 93。さらに、こ

の装置には、少なくとも−12 cm H2O の“クラッキング圧”が生じるような胸壁弾性

が必要であるが、体重 10kg 未満の小型犬や猫では弾性反跳だけでそのような圧を作

り出すことは難しいため適用できない。したがって、体重＞10kg の動物であれば循

環の改善を目的に ITD を利用可能だが （IIa-B）、現在までにその使用によって生存

率が改善することを示した研究はない。 

 

アルカリ化療法 

CPA の症例では代謝性アシドーシスによる重度の酸血症（アシデミア）が見られる

ことが多いが、この酸−塩基平衡障害は有害な代謝機能不全を引き起こしうる。犬を

用いたいくつかの実験的研究において、CPA が長引いた（＞10 分）場合は重炭酸投

与によって生存率が改善されることが示されている 94,95。しかし、犬を用いた他の実

験的研究により、重炭酸投与、特に CPR 早期における投与が治療成績の悪化や代謝

異常に結びつくことが示されている 96。これらのエビデンスから CPA が 10-15 分以

上長引いた場合には重炭酸ナトリウム 1 mEq/kg の投与を考慮してもよい（IIb-B）。 

 

薬物の気管内投与 

可能な場合には、蘇生に用いる薬物は気管内に投与するよりも静脈内投与または骨髄

内投与した方が好ましく、CPA からの生存率改善にも結び付いている 97。しかし、静

脈内や骨髄内投与経路の確保が不可能な動物では、エピネフリン、バゾプレッシン、

またはアトロピンを気管内投与することを考慮してもよい（IIb-B）。これらの薬物を

投与する際の最も適切な気道内部位についてはよく分かっておらず、適正な薬物の投

与量や投与体積、適正な希釈液のタイプについても十分には分かっていない。長いカ

テーテルを用いて気管分岐部あるいはこれを超えた部位で薬物投与する方が、短いカ

テーテルを用いて投与した場合や気管チューブ内に薬剤を直接滴下投与した場合よ

りも薬剤の血漿濃度が高くなることを示すエビデンスがいくつかある 98。CPR 時に薬

物を気管内投与する場合には、薬物を生理食塩水か滅菌水で希釈し、気管チューブよ

りも長いカテーテルを用いて投与する（I-B）。標準的な投与量の最高 10 倍量（エピ

ネフリンの場合）で投与することが推奨されているが、適正投与量に関するデータは

ない。 

 

補助的酸素投与 

CPR 時に吸入濃度（FiO2）100％の酸素を投与することは、体外式胸部圧迫中の少な

い心拍出量（正常の 25-30％）を代償するために動脈血酸素含量を最大限にする方法

として正当化されている。しかし、高酸素血症により活性酸素種の濃度が上昇しやす



くなり、CPR 中の組織損傷を悪化させる可能性がある。実験動物でのエビデンスは

限られているが、そのエビデンスの大部分が、動脈血酸素分圧が正常範囲（PaO2 

80-105 mm Hg）に維持されるように投与酸素濃度を調整すると高酸素血症に至った

場合に比べて神経損傷が軽減されることが示唆されている 99,100。このエビデンスから、

犬猫の CPR では Fi O2 21％（大気）を用いることも考慮できる（IIb-B）。しかし、こ

のアプローチ法は CPR 時に動脈血液ガス分析が可能で、正常な動脈血酸素分圧を維

持するために FiO2 を調節可能な環境下で用いることが最善の方法と言える。血液ガ

スのデータがない場合には、低酸素血症によるリスクは高酸素血症のリスクよりも高

い場合が多いと考えられることから、FiO2 100％を用いることが妥当である（IIa-B）。 

 

静脈内輸液 

RECOVER における取り組みの一つとしての、CPR 時の静脈内輸液に関するワークシ

ートは完成しなかった。しかし、ILCOR の静脈内輸液ワークシート（ALS-D-016A）

を評価し、その評価結果からガイドラインを得た 101。動物における複数の実験的研

究によって、循環血液量が正常な動物に対する CPR 時の静脈内輸液は冠灌流圧の低

下を伴うことが示されている 102,103。これは、静脈内輸液により主に中心静脈圧が上

昇し、これにより冠循環と脳循環への血流が妨げられることによると思われる。した

がって、循環血液量が正常または過剰な犬猫における CPR では、静脈内輸液をルー

チンに行うことは推奨されない（III-B）。特異的なエビデンスはないが、循環血液量

が不足している症例では、CPR 時に循環血液量を増やすことが有益である可能性が

高いため静脈内輸液を行うことは妥当である（IIa-C）。 

 

開胸 CPR 

犬の VF モデルでは、開胸 CPR の方が閉胸 CPR よりも ROSC への回復や良い結果へ

導く上でより効果的である。臨床的には、開胸 CPR は非常に多くの資材や人が必要

であり、熟練した獣医療チームを必要とする手技であり、加えてより高度の心拍再開

後（PCA）支持療法が要求される。獣医療では、開胸 CPR の有用性を検討した研究

は存在しないが、緊張性気胸や心嚢液貯留などの重度の胸腔内疾患のある症例では、

迅速に開胸 CPR を実施することを考慮する（IIb-C）。 

 

モニタリング 

RECOVER の臨床的に最も重要な２つの目標を達成するために、モニタリングに焦点

を絞った分野が作られた。１つ目は、CPR 時には心血管系および呼吸器系の生理機

能に非常な変化が生じることから、使い慣れた血行動態モニタリング法の使用に特別

な配慮を配ることである。２つ目は、臨床での CPR の実践と備えを最新のものにし



ようとする臨床医のために、質の高い CPR の実施に必要なモニタリング機器やモニ

タリング法に関して具体的に推奨機器・方法を提示することである。 

 モニタリングのガイドラインでは、獣医療の CPR における４つの重要な項目に取

り組んだ。第１の項目は、CPA の診断と気管挿管の確認方法である。第２の項目は、

CPR 時に使用可能な各モニタリング項目についての評価であり、これはモニタリン

グに関する分野の記載の大半を占めるが、一般的に使用されるモニタリング方法はも

ちろんのこと CPR や ROSC の適切さを評価するための新しい方法も網羅している。

第３の項目では、CPA の危険性がある症例に有用と考えられるモニタリング方法に

ついて検討している。そして第 4 の項目では、ROSC 後の小動物症例に推奨されるモ

ニタリング方法を取り扱っている。 

 

CPA の診断 
CPA に陥った症例に対して早期に CPR を開始することが、治療成功の鍵となる。し

たがって、無反応無呼吸の動物に対して、CPA を除外するための気道、呼吸、およ

び循環（ABC）の迅速な初期評価が必須である。この診断を下すための評価を支援す

るモニタリング法がいくつか提案されている。脈の触知は、すべての急患に対する初

期評価の一つとして、臨床獣医師によって広く実施されている。獣医療では臨床的に

研究されていないが、人における多くの研究では、CPA の確定のためには脈の触知

は信頼できる方法ではなく、脈が無いことを 10 秒間以内に正確に認識できた救助者

は 2％にすぎないことが示されている 54。CPA と診断を下す上での脈の触知の特異性

は約 65％であり、これは 35％の症例では救助者が脈のない場合でも脈があると信じ

たことを意味する。獣医療において、無反応無呼吸の犬猫における研究が実施される

までは、CPR の開始前に脈の触知を CPA と診断する手助けとして使用することは推

奨されない（III-B）。多くの臨床獣医師にとって、脈拍を確認することなく CPA を開

始することはハードルが高いと感じるかもしれない。しかしデータによれば、CPA

との初期診断を否定するために脈の触知に時間をかけることは有益ではなく、初期の

ABC 評価において簡単に脈を確認できないいかなる症例においても CPR を迅速に開

始すべきであることが示されている。ドップラー血圧計は心停止の危険性がある症例

における CPA の早期診断に有用とするエビデンスはあるが、CPA に陥っていると考

えられる症例においてドップラー血流プローブを簡単に装着できるかを検討した研

究はない。ドップラーのプローブの装着とシグナル検出にかかる時間を考えると、無

反応無呼吸の犬猫においてドップラーを CPR 開始前の CPA 診断法として使用するこ

とは、CPR の開始前にプローブがすでに装着されている状況（例えば、麻酔モニタ

リングの一部として）でなければ推奨されない（III-C）。ECG は CPR 中に特定の心

停止の調律を見つけ出し、ALS の治療方針を決める上では有用であるが、中には CPA



に陥っているにもかかわらず灌流があるように見えるリズム（例：PEA、無脈性 VT）

もあり、これにより BLS の開始が遅れる可能性もある。したがって、無反応無呼吸

の犬猫において、ECG を CPR 開始前に CPA と診断するかしないか判断するための単

独のパラメーターとして用いることは推奨されない（III-B）。最後に、EtCO2 モニタ

リングがCPAの診断ツールとして研究されている。CPA中は肺血流が低下するため、

EtCO2 も低下すると考えられる。しかしながら、最初の EtCO2 値（すなわち、気管挿

管直後に得られる最初の測定値）は CPA の判断基準として信頼性がないことが犬、

豚、および人において示されている。窒息により心停止した犬では、最初の EtCO2

測定値が心停止前の平均値よりも高くなる可能性がある 104,105。したがって、その後

の EtCO2 値は肺血流に関連していると考えられるが、気管挿管直後の EtCO2 値は犬猫

の CPA 診断に使用すべきではない（III-B）。 

 

CPA 中の症例のモニタリング 
モニタリング分野の大半を、CPR 中に実施すべき評価の推奨方法とこれらの評価法

の適切な解釈法に焦点を当てた。以下のガイドラインは、モニタリング分野のワーク

シートと RECOVER の他の分野のワークシートの分析結果である。評価したモニタ

リング装置の中で、CPA 状態の犬猫で ECG と EtCO2 を用いることを支持する強力な

エビデンスが得られた。これらの機材が使用できる場合には、すべての CPR におい

て早期から使用すべきである。 

 

気管挿管の確認 

犬猫ではほとんどの場合に気管挿管が容易であること、窒息性心停止の発生が多いこ

とから、アメリカ心臓協会（AHA）が示した人の CPR ガイドラインとは異なり

RECOVER ガイドラインでは、CPA の犬猫に早期に気管挿管し換気を開始することを

推奨している。気管チューブが食道ではなく、気管内に適切に挿管されているかを確

認することがきわめて重要である。その確認作業の補助に EtCO2 モニタリングが使わ

れるが、これは食道に挿管された場合には、CO2 が連続的には検出されないことによ

る。評価したエビデンスに基づけば、EtCO2モニタリングは、CPA の犬猫で気管チュ

ーブが適切に気管内挿管されているかを確認するために、視認、聴診、または胸郭可

動域の観察を併用すれば有用である可能性が高いが（IIa-B）、正しい挿管の確認手段

として単独で使用すべきではない（III-B）。評価した研究の大半で、原発性心停止の

症例では適切に気管挿管されていても EtCO2値が低いことがあり、気管チューブの挿

管位置をより正確に評価するためには前述したような他の評価法が必要であること

が示されている 106。 

 



心電図（ECG） 

ECG は CPR 時に有用なモニターである。胸部圧迫中はアーチファクトの影響を受け

やすいが、CPR のサイクル間の中断時に ECG を評価し、正確な心調律診断を行うこ

とで ALS の治療方針を決めることが推奨される（I-C）。しかし、ECG の評価は素早

く行わなければならず、胸部圧迫の再開を顕著に遅らせてはならない。CPR の 2 分

間の完全なサイクル中は、ECG の判断のために胸部圧迫を中断してはならない（III-B）
107。同様に、VF の症例において除細動直後、瞬時に VF が改善されたか ECG を評価

することは妥当であるが、次の CPR サイクルの胸部圧迫の再開を遅らせることは最

小限にしなければならない（IIa-B）。いくつかの研究によって、このような胸部圧迫

のわずかな遅れは有害でないことが示されているが（例えば 108）、除細動後 60 秒以

内に VF が再発する症例が 72％である一方で、6 秒以内に再発する症例は 20％に過ぎ

ないというエビデンスもあり、除細動直後に ECG で調律診断を行っても除細動の成

功した状態が持続することを正確には反映しない可能性がある 109。 

 

呼気終末二酸化炭素分圧（EtCO2） 

CPR 中に EtCO2 モニタリングを ROSC の早期指標（I-A）、および CPR の効果判定

（IIa-B）に用いることを支持する強力なエビデンスがあるため、CPR 中の血液灌流

が最大となるように救助者が治療法を調整できる可能性を示している。EtCO2 は肺灌

流量と分時換気量に影響されることから、EtCO2 をこれらの目的に使う場合、救助者

は分時換気量を一定に保つように注意する必要がある。複数の質の高い研究により、

ROSCが生じると肺血流量が増加することから直後にEtCO2が突然上昇するという結

論が支持されている。限られたデータではあるが犬猫では CPR 中の高い EtCO2 値（犬

で＞15 mm Hg、猫で＞20 mm Hg）と ROSC 率の上昇に関連性が認められることが示

されている。ただし、統計学的な有意差が示されているのは犬だけである 34。 

 

CPR 中の他のモニタリング法 

CPR 中に上記以外のモニタリング法を使用することを支持するエビデンスについて

はあまり説得力がない。前述したように、獣医療では検討されていないが、人では脈

の触知は CPA の診断法としては信頼性が低く、とくに脈の触知のために CPR 中の胸

部圧迫を中断することは推奨されない（Ⅲ-b）。しかし、CPR のサイクル間の休止時

に ROSC を確認するために脈を触知することは、これによって胸部圧迫の再開が遅

れることがなければ問題ない（IIb-C）。胸部圧迫中に脈を触知することもできるが、

静脈系の血液逆流が動脈拍動と誤認される可能性があることから、その解釈には注意

が必要である。 

 文献的データはないが、CPR の質と ROSC の評価法として CPR 中にドップラー血



流プローブを使用した事例が伝えられている。エビデンスがないことから、現時点で

はこの方法の有用性についての言及はできないが、胸部圧迫中の症例では体の動きに

よるアーチファクトや静脈血逆流の検出の可能性があることから、ドップラー信号は

注意して解釈しなければならない。胸部圧迫のサイクル間の休止時には、ドップラー

血流プローブによる評価が有用となる可能性もあるが、これによって胸部圧迫再開が

遅れるようなことがあってはならない。このモニタリング技術に関しては、更なる研

究によってその有用性を評価する必要がある。 

人の CPR 時には、視聴覚的に迅速な指示やフィードバックを与える装置がガイド

ラインの遵守に有用であることが示されているが、転帰を改善するような直接的効果

は示されてない 110。獣医療では、これらの装置の使用を評価した研究はなされてい

ないが、これらの装置が動物への使用や獣医療における CPR の目標に合わせて改良

されれば、CPR の質の改善のために使用することは妥当である（IIa-C）。 

 CPR が長引くと、高カリウム血症や低カルシウム血症などの電解質異常が頻繁に

生じるので、とくに CPR が長引いた場合には、ルーチンに電解質をモニターするこ

とを考慮する（IIb-B）111。電解質異常により CPA に陥ったことが分かっている、あ

るいは疑われる場合には、電解質モニタリングが治療方針の決定に役立つため検査す

ることが推奨される（I-C）。CPR 中に血液ガス分析を行うことについては議論の余地

があるが、これまでのデータは一般的に、動脈血よりも中心静脈血または混合静脈血

の血液ガス分析が換気状態と灌流不全をより正確に反映することを支持している。す

なわち、CPR の効果を評価するために中心静脈血または混合静脈血の血液ガス分析

を行うことは考慮するが（IIb-B）、CPR 中の動脈血血液ガス分析は推奨されない（III-A）
112。ウェーブレット変換を用いた VF 波形の定量的解析が犬や豚の実験モデルで評価

されているが、その有用性を示すデータは限られている。この研究の主な結論として

は、粗い VF（高電位、低頻度）の方が細かい VF（低電位、高頻度）よりも ROSC

となる可能性が高いようであるということである。このタイプの解析は、胸部圧迫の

サイクル間の休止時に実施が考慮できるが（IIb-B）、更なる研究が必要である。 

 

CPA の危険がある症例のモニタリング 
犬猫の CPA に伴う予後がきわめて不良であることを考慮すると、転帰を改善するた

めには CPA の危険性がある症例の早期発見と CPA の早期診断がきわめて重要である。

したがって、CPA の危険性がある重症症例では注意深くモニタリングしなくてはな

らない。CPA となる前のモニタリングが転帰におよぼす効果を検討した研究はない

が、このタイプのモニタリング法のリスク／利益比は非常に良好である。したがって、

CPA の危険性がある症例では、連続的 ECG モニタリング（IIa-C）とドップラーによ

る動脈血流の連続的モニタリングまたは観血的血圧測定（IIa-C）を実施することが



妥当である。加えて、分時換気量が一定に維持された症例では心拍出量と EtCO2 の間

に密接な関連があることから、CPA の危険性がある症例が気管挿管および調節呼吸

されている場合には、EtCO2 の連続的モニタリングが推奨される（I-A）。 
 
ROSC後の症例のモニタリング 
ROSC 後のモニタリングのためのガイドラインに利用できるデータは限られている

ことから、重症症例に対するモニタリングの基本原則を適用する。CPA 後の ROSC

症例では CPA 再発の危険性が高いことから、蘇生後のモニタリングは、切迫する CPA

再発を十分検出でき（I-C）、各症例の状態に適した治療法を指し示すことのできるも

の（I-C）であるべきである。前述の CPA の危険性がある症例のモニタリングについ

てのエビデンスに基づくと、蘇生後モニタリングには、最小限連続的 ECG モニタリ

ングと間欠的動脈血圧測定、酸素化と換気の評価が含まれているべきである（I-B）。

CPA の再発の危険性がある症例において異常を示す可能性のある他の項目としては、

血糖値と血中乳酸値および体温がある。心拍再開後（PCA）のこれらのモニタリング

は各症例の状態や基礎疾患によって考慮する（IIb-B）。復温速度が速すぎたり、高体

温となることを防止するために、体温を繰り返し測定することも推奨される。 

 
心拍再開後（PCA）の管理 

多くの症例が、一度蘇生に成功しても最終的には死亡してしまうということから、

ROSC は CPR における中間的目標点に過ぎないと結論づけられる。人の CPA 症例で

ROSC に成功した例の 60〜70％が生存退院できていない 113,114。犬猫においては、35

〜45％の症例で一度は ROSC となっているのにもかかわらず、生存退院率は 2〜10％

である 34,115。ROSC 後の治療を適正化することにより、治療成績を改善できるものと

考えられる。このように PCA 管理は、CPA の治療の中で不可欠なものの一つであり、

これが CPR の成功に向けて欠けている部分であると考えられる 4,116。PCA 症候群は、

多臓器不全、心原性ショック、無酸素性脳傷害、および基礎疾患の継発症の組み合わ

さったものであることを特徴とし、高い死亡率の原因となると信じられている 117。

臨床獣医師は、非常に多様性に富んだ症例群に対して治療を実施するという困難に直

面している。さらに、PCA 管理の目標は、初期は再停止の防止に集中し、その後は

更なる組織障害の防止やリハビリテーションに重点おくといった具合に ROSC 後の

段階に応じて変化する。これらすべての患者に対する治療は、一般的な獣医療の集中

治療において考慮すべき事が基礎となり、PCA 時に特異的な治療原則が唱えられて

いる。RECOVER におけるこの分野の中心は、エビデンスを検証し、PCA 時の犬猫

に対する治療ガイドラインを提供することとした。 
 RECOVER の PCA 管理において投げかけられた臨床的意義の高い疑問は、主に循



環動態の最適化方法、呼吸器機能の管理、軽度低体温、および復温速度であった。コ

ルチコステロイド、痙攣予防薬、高浸透圧療法、および代謝保護などの薬物治療につ

いても検討した。最後に、相加または相乗効果を得るための組み合わせ（複合）療法、

および二次診療施設での PCA 症例の管理による転帰に対する利益ついて検討した。 

 

循環動態の最適化法  

人においては、循環動態を最適化するアルゴリズムを用いて組織への適切な酸素運搬

を確実にすることを目標とする方法が、PCA 期の生存率を改善する可能性があるこ

とを示すいくつかの限られたエビデンスがある 118。CPA 期の犬猫に対しても、中心

静脈血酸素飽和度（ScvO2）または乳酸値を蘇生の主要な目標とし、動脈血圧、中心

静脈圧、PCV、および動脈血酸素飽和度などを第二の目標とする形式の循環動態の最

適化法が考慮可能である（IIb-B）（図 2 参照）。心血管系の維持をこのような目標を

設定したアプローチで行う事によりそれぞれの動物の必要性に合わせた治療を行う

ことができる。これは PCA 症例に特有の多様性において重要な点である。これらの

循環動態に関する目標を達成するためには、静脈内輸液療法が必要となることが多い。

しかし、循環血液量の減少が強く疑われる場合や確実な場合を除いて、心肺停止後に

大量の静脈内輸液をルーチンに行うことは推奨されない。静脈内輸液療法は、通常の

小動物の救命救急治療 基準に従って調整すべきであり、うっ血性心不全を伴う症例

では避けるべきである（III-C）。肺水腫の危険性が高い症例においては、中心静脈圧

の測定を RECOVER の PCA アルゴリズムに追加して用いることができる（図 2）。PCA

期において、循環動態の目標を達成するために昇圧剤や陽性変力作用薬を使用するこ

とに関するエビデンスは、全体的に支持的あるいは中立的である。このことは、低血

圧または心血管機能の不安定性、もしくはその両方が持続している犬猫にこれらの薬

剤を用いることは妥当であることを示唆している（IIa-B）。さらに、CPA が長引いた

犬で、再灌流時および PCA の最初の 2-3 時間の高血圧（平均動脈血圧[MAP]＞150 mm 

Hg）は生存率や神経学的転帰の改善に結びつく可能性を示す実験的エビデンスがあ

る 119。したがって、犬猫において PCA 初期の高血圧は有益であると仮定することは

妥当である（IIa-B）。 

 
呼吸器機能の管理 

PCA 期における換気障害が治療成績におよぼす影響に関するデータは少ないが、換

気は、PCA 管理下において特別に考慮すべき数多くの重要な生理学的過程に影響を

およぼす。第一に、換気は体から CO2 を排泄するための主要経路である。少なくと

も人では脳血管の CO2に対する反応性は CPA からの蘇生後にも維持されていること

から、CO2 の制御は脳血流量に影響をおよぼすはずである 120-122。低二酸化炭素血症



は、脳血流量を減少させるため、低酸素脳症を導く可能性がある。一方、高二酸化炭

素血症は脳血流量と血液量を増大させるため、頭蓋内圧を上昇させる可能性がある。

第二に、陽圧換気は胸腔内圧を上昇させ、心臓への静脈還流量を低下させる結果、心

拍出量を低下させる可能性がある。高い一回換気量の使用はこの作用をより悪化し、

また肺損傷の原因にもなる 123。第三に、一回換気量と呼吸数が不十分な場合には、

肺虚脱や低酸素血症が生じる場合がある。しかし、PCA 症例に一般的に適用できる

換気方法を提案する直接的なエビデンスはない。犬を用いたある実験的研究では、複

数の処置が同時に行われてはいるが、動脈血二酸化炭素分圧を正常値に保った動物で

は脳血流、神経学的機能、および神経損傷に関する病理組織学的所見が改善されたこ

とが示されている 124。PCA 期に動脈血二酸化炭素分圧を正常（犬で PaCO2 32-43 mm 

Hg、猫で PaCO2 26-36 mm Hg）に保つことは妥当であり（IIa-B）、換気が十分である

か確認するために、EtCO2 または動脈血血液ガスを逐次分析する必要がある。正常二

酸化炭素血症や正常酸素血症にし、さらにそれを維持するためには、人工呼吸、例え

ば間欠的陽圧換気（IPPV）が必要となる症例もいる。獣医療の研究の一つにおいて、

PCA 期の IPPV が生存率の低下に関連していることが報告されている 125。この結果

には混乱させられるかもしれないが、これは IPPV による悪影響を示したものではな

く、IPPV を実施した動物の肺疾患が重度であったという事実を示すものである。費

用と症例管理の問題から、PCA の管理に IPPV をルーチンに用いることがさらに制限

される場合もある。PCA 期に低換気となっている症例、低酸素血症の症例、正常酸

素状態を維持するために高い吸入酸素濃度（FiO2 ＞ 0.60）が必要な症例、または呼

吸停止の危険性がある症例に対して用手換気もしくは人工呼吸器を用いた換気を実

施することは妥当である（IIa-C）。しかし、すべての PCA 症例にルーチンに人工呼吸

を実施することは推奨されない（III-B）。 

 低酸素血症は重症症例において有害であるが、犬を含む様々な動物種を対象とした

複数の研究において、PCA 期の初期には正常酸素状態や正常酸素血症の方が高酸素

状態や高酸素血症よりも好ましいとする良好なエビデンスが示されている。これは、

おそらく、虚血組織が再酸素化される際に高い濃度で生成される活性酸素種の傷害作

用のためである 126。したがって、酸素補助は、とくに蘇生後早期には、正常酸素血

症（PaO2＝80-100 mm Hg、SpO2＝94-98%）を維持できる程度に調整すべきである。

低酸素血症および高酸素血症の両方ともを避けるべきである（I-A）。 

 
低体温と復温 
今日の人における PCA 管理で益々広く用いられるようになっている軽度低体温療法

（MTH；深部体温 32-34℃）は、二つの画期的な無作為化比較試験での成功基づいて

いる 127,128。大半のエビデンスは、MTH は PCA 症例に対して臓器保護的な作用をも



たらし、心臓、および最も重要な神経系臓器の転帰を改善することを示唆している 129。

とりわけ重要なのは、MTH は再灌流後に実施しても効果がみられる数少ない治療法

の一つだということである。これは、多くの他の治療法が再灌流前に実施した場合に

のみ効果を発揮するのと対照的である。人医療において、低体温療法をいつ開始し、

どれだけの期間を掛けて行うのが最適であるのか、低体温療法がどのような部分母集

団の症例に最も有用であるのかなどの疑問に取り組む事が依然として求められてい

る。多くの実験データが犬における MTH の有効性を支持しているが、獣医臨床にお

ける有用性は示されていない 130。獣医療においても、MTH が応用可能であったこと

が示す症例報告が少なくとも一例あるが 131、MTH の概念を安全に適用するためには

高度な救急治療の能力と人工呼吸管理が必要である。犬の実験的研究や人の臨床試験

から得られた強力なエビデンスに基づくと、人工呼吸と高度な救急治療技術が利用で

きるのであれば、昏睡状態の続く犬猫に対して、ROSC 後できるだけ早期に MTH を

開始し、24〜48 時間維持すべきである（I-A）。人工呼吸などの高度な救急治療技術

が使えない場合には、MTH を開始すべきではない（III-C）。しかしながら、もしこの

ような症例が偶発的に軽度低体温となっている場合には、急いで復温しないことには

妥当性がある。CPA となり ROSC に到達できた症例の多くがその後非意図的に低体

温となる場合は多く認められるため、このことは MTH を行わない場合でも臨床的に

意義がある。PCA 期における復温に特定して検討した臨床研究はないが、犬におけ

るいくつかの質の高い実験的研究では、0.25-0.5℃/時間のゆっくりとした復温速度が

妥当であり（IIa-A）、1℃/時間を超える復温速度は避けるべきであることが示唆され

ている（III-A）132-136。 

 
薬物治療 
CPA 治療におけるその他の厳選された神経保護薬と代謝作用薬を用いた薬物療法の

有用性について検討がなされている。獣医療で診療対象となる動物において、これら

の治療法を評価する臨床研究は行われていないが、いくつかの人における臨床試験や

実験的研究のデータが利用可能である。 

 
コルチコステロイド 
PCA 期における神経保護を目的とするコルチコステロイドの有用性についての文献

では、相反するエビデンスがある。コルチコステロイドを使用することの有益性を示

す少数の実験的研究も存在するが、人における臨床試験ではいかなる有効性も示され

ていない。獣医療で診療対象となる動物種での臨床試験は実施されていない。コルチ

コステロイドの有用性を支持するエビデンスが限られていることと、重篤な副作用が

起こる可能性を考慮すると 89,90、とくに灌流不全の状態にある動物においては 91、PCA



期にコルチコステロイドをルーチンに投与することは推奨されない（III-C）。しかし、

PCA ショックを起こしている人では、相対的副腎機能不全に対して低用量のヒドロ

コルチゾンを投与することにより全体的な循環動態、ScvO2、および生存退院率が改

善するというエビデンスが示されている 137。したがって、PCA 時に静脈内輸液およ

び陽性変力作用薬や昇圧剤投与を行っても循環動態が不安定な犬猫には、ヒドロコル

チゾンの投与（1 mg/kg 投与に続いて、1 mg/kg を 6 時間毎もしくは 0.15 mg/kg/h で持

続投与し、症例の状態にあわせて投与量を漸減）を考慮しても良い（IIb-C）。 
 
高浸透圧療法 
脳浮腫は PCA 期の人においての発生が認められており、転帰の悪化と関連する 138。

CPR 時の高張食塩水やマンニトールの投与により生存率が改善するというエビデン

スは示されているが、PCA 管理中のそのような治療法の有用性を検討したものはな

い 139-142。脳浮腫治療における高張食塩水およびマンニトールの有用性が示されてい

ることを考慮すると、犬猫が脳浮腫と合致する神経症状（例：昏睡、脳神経障害、除

脳姿勢、意識異常）を呈している場合には、これらの薬物の投与を考慮する（IIb-C）。

しかしながら、マンニトールには利尿作用がある事を認識し、循環血液量減少症にな

らないよう輸液を調節する。 

 

痙攣予防薬 

PCA 期の成人症例の 5-15％、および ROSC 後に昏睡状態が続いている人症例の 40％

に発作やミオクローヌスが生じている 143。これらの発作の多くは非痙攣性であるた

め、EEG モニタリングによってのみ検出される 144。人では発作の出現と転帰の悪さ

に関連性が認められるが、PCA 期の犬猫ではこれらの異常の発生率や予後との関連

は分かっていない。人では、PCA 期の予防的な抗痙攣治療が発作の頻度を減少させ、

転帰を改善することが一部の研究で示されている一方、他の研究では効果は認められ

ていない 117。猫の実験的 VF の研究では、神経学的予後に差は認められないものの、

チオペンタールで治療した動物は PCA期に発作を示すEEGが減少したことが示され

ている 145。PCA 期の犬猫に対して、バルビツレート（例：フェノバルビタール）を

用いた痙攣の予防を考慮する（IIb-B）。 

 

代謝保護 

前臨床試験では、ポリ-ADP-リボースポリメラーゼ阻害薬（DNA の損傷防止）、ミト

コンドリア保護薬、抗酸化薬などの代謝保護薬が PCA 管理に有益であるとするエビ

デンスが数多くあるが、その臨床的有効性は未だ示されていない 117。現在までのエ

ビデンスでは示唆されるもしくは有望であるだけで、臨床的ガイドラインの確立には



至っていない。 

 

PCA 管理における複合療法 
悪性腫瘍や敗血症などの複雑な病態の治療には、複数の治療法が組み合わせて行われ

てきた。PCA 症候群に対処するためにもそのような複合療法が必要であるのかもし

れない 146-148。最近 PCA 管理において、個々の治療方法を合わせて用いる考え方がよ

り注目されているが、これは現在 MTH、目標指向型の循環動態最適化、管理された

再酸素化、早期の経皮的冠動脈形成術、および血糖コントロール 114,118,149-151 などの治

療法を複合的に用いる方法が有望な治療法であると考えられているからである。これ

らの研究により実現性が認められ、有益性が得られる方法として有望であることが示

されているが、人の PCA 管理においてこのようなアプローチ法がこれまでの方法と

比較して優れているとする結論は示されておらず、獣医療では複合療法の臨床試験は

実施されていない。犬を用いた心停止の研究で、MTH（34.2℃と 37.6℃を比較）、血

液希釈（PCV 31％と 41％を比較）、および正常二酸化炭素血症（36 mm Hg と 30 mm Hg

を比較）が神経障害と病理組織学的神経損傷所見を有意に軽減させることが示されて

いる 124。獣医療の PCA管理にこのような複合療法を用いることは妥当である（IIa-B）。

さらに、再酸素化の制御と初期の高血圧の可能性として含めた目標指向型の循環動態

の最適化を複合療法の一部として加えることも考慮可能である（IIb-B）。RECOVER

の PCA 管理アルゴリズム（図 2）では、呼吸の最適化、循環動態の最適化、および

神経保護法を含む複合療法を提案しているが、その効果に関しては今のところ示され

ているわけではない。 

 
二次診療施設での管理 
人の文献では、集中治療専門医主導の人医療 ICU では治療成績がより良好であると

するエビデンスがいくつか示されている 152。しかしながら、高度な ICU 治療レベル

を持つ診療施設とそうでない診療施設において、PCA 期の治療成績を比較した臨床

試験はなされていない。それでもやはり、専門施設では上述のような、24 時間の管

理体制、集約的モニタリング、そして高度な治療が実施できる可能性が高いことを考

慮すると、重症の犬猫症例をそのような施設に紹介して PCA 管理を依頼することが

妥当である（IIa-B）。 

 
考 察 

本稿は、エビデンスに基づき合意の得られた、一連の犬猫における臨床的 CPR ガイ

ドラインを作成するという任務を負った 100 名以上の獣医学専門医の努力の賜物で

ある。この調査では、101 の臨床的推奨項目が作られたが（完全なリストは付表 I を



参照のこと）、その一方で、これらの推奨のクラスとレベルを注意深く検討すること

で、獣医療関係者には今後なすべきことがたくさんあることが明らかになった。これ

は、今回の努力が失敗したとみるべきではない。それは今後の課題を明らかにするこ

とが RECOVER 構想の主要な目的の一つであったからである。そして、獣医療界が

この課題に取り組むために立ち上がってくれることが我々の希望であり期待である。 

 この要約に示したガイドラインは、総意を得る過程により導かれた結果である。こ

のガイドラインは、エビデンスのワークシート過程が完了した後、2011 年の秋に完

成し、その年の国際獣医救命集中治療シンポジウム（IVECCS）学会で発表、紹介さ

れた。さらに一般からの意見を集めるため、4 週間インターネット上に公表された 10。

これらのプロセスの結果いくつかのガイドラインが修正されたが、大部分は変更され

なかった。これはワークシートの著者たちの仕事の完全さと献身性の証である。ここ

で注意したいのは、総意にはすべての評価者が最終ガイドラインに完全に同意したこ

とを意味するわけではないことである。しかし、これらのガイドラインとそれらに割

り当てられたクラスとレベルは、すべての関心のある団体が“受け入れることができ

る”位置に歩み寄ったものである。したがって、私たちは、これらのガイドラインが

すべての獣医療関係者が修得するよう努力すべき獣医療における CPR の基準である

と強く信じている。これは、AHA ガイドラインが人における CPR の基準となってい

ることと同様である。私たちは、獣医療の CPR の基準が提供されたことで、AHA ガ

イドラインの開発がもたらした際と同様に、我々の扱う動物の転帰も改善すると楽観

的に考えている。しかし、ガイドラインが利用できるようになったことは、最初のス

テップにすぎない。標準化された訓練法の開発、転帰の評価、および今回明らかにさ

れた数多くの課題についての科学的検討を行うことも同様に不可欠である。この取り

組みの効果をモニターし、改善し続ける努力を怠らないことは、専門家としての私た

ちの責務である。 

 ここに示した一連のガイドラインは、獣医療の CPR に対する我々の取り組みを改

善し拡大するための継続的な努力の第一ステップと見なすべきである。このガイドラ

インを獣医療 CPR の実践と訓練のための最初の基礎とすることが、RECOVER 構想

の主催者の意図である。JVECC の本号に掲載した、このガイドラインと 5 つの分野

のエビデンスを徹底的に再評価すれば、すべての始まりがそうであるように、その維

持、強化、また時に認める筋違いあるいは不備のある部分を置き換えるためにはたく

さんの作業が必要となることが明らかになるだろう。しかしそのことが、 私たちの

症例や飼い主によりよい獣医療を提供するために、私たちが専門家として CPR に対

する取り組みを継続的に作り上げ、改善し、より良いものにしていく上で強固な基礎

となる。今回出来上がったものを極めて注意深く調査し続け、得られた結論について

精力的に論議し、その弱点や制限について科学的に検討することが私たちの最大の望



みである。私たちは、RECOVER 2017 と次の 5 年間で得られると確信している進歩

を確認できることを楽しみにしている。私たちは、このはじめの一歩が今後の研究の

道しるべとなり、来る進歩を記載する手段となることを希望している。 
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図1. CPRアルゴリズム　急性CPAに陥った症例に最も適切な臨床ガイドラインを要約したものである。灰色の点線
で囲まれたボックスには、症例がCPAと診断されたときに行うべき最初の一次救命処置および二次救命処置の内容
が以下の順に記載されている：（１）胸部圧迫、（２）人工呼吸、（３）ECGおよびEtCO2モニターの開始、
（４）薬剤投与のための血管確保、（５）何らかの麻酔薬、鎮静薬が投与されていた場合の拮抗薬投与。その後
アルゴリズムは2分周期のCPRへと移行し、周期間の短い休止の際に胸部圧迫者の交代、ROSCの兆候の評価、およ
び心電図の波形診断を行う。PEAや心静止の症例には昇圧薬と場合によって抗コリン作動薬の投与を行う。これら
の薬剤はCPR周期1回おき以上の頻度では投与しない。VFや無脈性VTの症例には、除細動器が使えれば電気的除細
動を行い、電気的除細動気が使えない場合には前胸部叩打法による機械的除細動を行う。除細動実施後は直ちに2
分間のBLSを再開する。BLS, 一次救命処置；CPA, 心肺停止；CPR, 心肺蘇生；C:V, 圧迫と人工呼吸の比；EtCO2, 
呼気終末CO2；PEA, 無脈性電気活動；ROSC, 心拍再開；VF, 心室細動；VT, 心室性頻拍



図2. 心拍再開後（PCA）治療のアルゴリズム　PCA管理の包括的治療プロトコールを要約したもので、呼吸管
理、酸素化、目標指向型の循環動態最適化および神経保護の手順が含まれる。順序は、各項目の評価や治療の開
始が行われるべき順番を反映している。引き続く項目の評価や治療は前の項目の目標が完全に達成される前に開
始される場合が多い。したがって大部分の症例で、呼吸、循環および神経保護の治療は平行して開始され
る。CRT,毛細血管再充填時間；CVP, 中心静脈圧；EtCO2, 呼気終末CO2；HTS, 高張生理食塩水；IPPV, 間欠的陽
圧換気；MAP, 平均動脈圧；MM, 可視粘膜色；ROSC, 心拍再開；SAP, 収縮期動脈圧；SCVO2, 中心静脈血酸素飽
和度
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付表Ⅰ

RECOVER臨床ガイドライン クラスとレベルの定義はそれぞれ表1、2に記載されている。CPA、心肺停止；IV、

静脈内投与；IO、骨髄内投与；IT、気管内投与；PEA、無脈性電気活動；VF、心室細動；VT、心室性頻拍 

項目 ガイドライン クラス－レ

ベル

ワークシート

準備と予防

救急カート 心肺蘇生に使用する器材の配置、保管場所、内容を標準

化し定期的な点検を行うことを推奨する

Ⅰ-A PRE01 

早見表 標準的なCPRの手順を表記した図表（手順や薬剤用量表

の表示、CPR手技の携行チェックリストなど）をすぐに

利用できるようにすることを推奨する

Ⅰ-B PRE01 

麻酔関連の心停止 麻酔下で心停止した動物の生存率（47％）や退院率は、

CPR全体の生存率（4-9.6％）より良好であり、麻酔下で

心停止した動物には直ちに心肺蘇生処置を行うがエビ

デンスにより支持される

Ⅰ-B PRE02 

CPRの訓練 CPRの訓練には、認知能力を養うための講義と精神運動

能力の訓練のため直後のフィードバックが可能な高精

度シミュレーション技術が含まれている必要がある

Ⅰ-A PRE03 PRE07 

技術の衰えを防ぐため、最初の訓練法に関わらず６ヵ月

ごとの再訓練を推奨する

Ⅰ-A PRE03 PRE07 

CPR訓練後に体系的な評価の実施を推奨する Ⅰ-A PRE10 

リーダーシップ 獣医師あるいは看護士がCPRチームの指揮者となるこ

とができる

Ⅱb-B PRE04 PRE05 

CPAの際に指揮を執る可能性がある人物には特別なリ

ーダーシップの訓練を行うことを推奨する

Ⅰ-A PRE04 PRE05 

反省会 蘇生処置を行った後、処置内容の総括と批評を行うため

に反省会を実施することを推奨する

Ⅰ-A PRE09 

一次救命処置

胸部圧迫 犬と猫では横臥位で胸部圧迫を行う Ⅰ-B BLS02 BLS06 

犬と猫では胸部圧迫の深さは胸幅の1/3-1/2とすること

が妥当である

Ⅱa-A BLS02 

大型、超大型犬種では、胸郭幅の最も広い部位に手を置 Ⅱa-C BLS05B BLS06 



いて圧迫を行うことが妥当である 

 胸の深い犬では、心臓の真上の位置に手を置いて胸部圧

迫を行うことが妥当である 

Ⅱa-C BLS05B BLS06 

 胸が樽型の犬では、仰臥位で胸骨を圧迫することを考慮

する 

Ⅱb-C BLS05B BLS06 

 猫や小型犬では片側面からの圧迫ではなく、胸部の両側

面から圧迫することを考慮する 

Ⅱb-C BLS05A 

 犬も猫も大きさによらず1分間に100-120回の頻度で胸

部圧迫を行うことを推奨する 

Ⅰ-A BLS07 

 1回の胸部圧迫ごとに胸郭を完全に再拡張させ、再拡張

の間は胸部に寄りかからないようにすることを推奨す

る 

Ⅰ-A BLS08 

人工呼吸 挿管されていない犬や猫あるいは一人でCPRを行う場

合は、胸部圧迫と人工呼吸を30：2の割合で行うことを

推奨する 

Ⅰ-B BLS03 

 挿管されており複数の救助者でCPRを行う場合は、胸部

圧迫を中断せずに人工呼吸を同時に行うことを推奨す

る 

Ⅰ-A BLS03 

  心肺停止した犬と猫における人工呼吸は、1分間に10回、

1回換気量は10mL/kg、吸気時間1秒で行うことを推奨す

る 

Ⅰ-A BLS14 BLS15 

CPRの周期 疲労による胸部へのもたれかかりや胸部圧迫の効果減

少を防ぐため、2分ごとの胸部圧迫者の交代を推奨する 

Ⅰ-B BLS12 BLS18 

 2分間サイクルのCPRを中断することなく継続し、交代

の間隔は最小限にすることを推奨する 

Ⅰ-A BLS12 

CPR開始の遅れ CPAではない動物に対するCPRが傷害を生じる危険性

は低いため、CPAが疑われる動物では積極的にCPRを行

うことを推奨する 

Ⅰ-B BLS11 

間欠的腹部圧迫の

併用 

手技に十分に精通した人がいる場合、CPA状態の犬猫に

対して間欠的腹部圧迫を併用することは妥当である 

Ⅱa-B BLS09 

二次救命処置       

エピネフリン CPRの初期には、低用量（0.01 mg/kg）のエピネフリン

を3-5分おきに投与することを推奨する 

Ⅰ-B ALS01 

 CPRが遷延した場合には、高用量（0.1 mg/kg）のエピネ Ⅱb-B ALS01 



フリンの投与を考慮する 

アトロピン 犬や猫で、迷走神経緊張が関連している可能性のある心

静止やPEAの場合、アトロピンの使用は妥当である 

Ⅱa-B ALS02 

 犬や猫のCPRでは、アトロピンをルーチンに使用するこ

とを考慮する 

Ⅱb-C ALS02 

バソプレシン バソプレシン（0.8 U/kg）をエピネフリンの代わり、あ

るいはエピネフリンと併用して3-5分おきに投与するこ

とを考慮する 

Ⅱb-B ALS03 

除細動 単相性よりも二相性の除細動器の使用を推奨する Ⅰ-A ALS05 

 体外除細動のエネルギーは、単相性では4-6 J/kg、二相

性では2-4 J/kgで始める 

Ⅱa-B ALS05 

 除細動は三回連続で行うのではなく単回行い、除細動が

成功しない場合は直ちにCPRを再開することを推奨す

る 

Ⅰ-B ALS05 

 VFや無脈性VTに対して、抗不整脈薬をルーチンに用い

るより除細動による治療を行うことを推奨する 

Ⅰ-B ALS07 

 継続時間が4分未満かつVFが原因のCPAでは、直ちに除

細動を行うことを推奨する 

Ⅰ-B ALS08 

 胸部圧迫のサイクル間の心電図確認でVFと診断された

場合、直ちに除細動を行うことを考慮する 

Ⅱb-B ALS08 

 4分以上の継続あるいは継続が疑われるVFがCPAの原因

である場合、除細動の前に2分間のCPRを行う 

Ⅰ-B ALS08 

 犬と猫のVFに対して除細動が初回で成功しない場合、

除細動エネルギーを増加させることは妥当である 

Ⅱa-B ALS15 

アミオダロン 除細動に抵抗性の無脈性VTやVFに対してアミオダロン

の使用を考慮する 

Ⅱb-B ALS07 

 アミオダロンが使用できない場合、除細動に抵抗性の無

脈性VTやVFに対してリドカインの使用を考慮する 

Ⅱb-B ALS07 

マグネシウム 不整脈治療にマグネシウム硫酸塩をルーチンに使用す

べきではないが、トルサ・デ・ポアンの場合には考慮す

る 

Ⅱb-B ALS07 

インピーダンス閾

値装置 

体重10kg超の動物では、循環補助のためにインピーダン

ス閾値装置を使用することは妥当である 

Ⅱa-B ALS10 

コルチコステロイ CPR時にコルチコステロイドをルーチンに用いること Ⅲ-C ALS11 



ド は推奨しない 

拮抗薬 拮抗可能な麻酔薬や鎮静薬を投与されていた犬猫では、

CPR時に拮抗薬の投与を考慮する 

Ⅱb-C ALS13 

ナロキソン オピオイド中毒の場合、CPR時にナロキソンを使用する Ⅰ-B ALS13 

  直近にオピオイド投与歴がある場合、CPR時にナロキソ

ンの使用を考慮する 

Ⅱb-B ALS13 

カルシウム 犬と猫のCPRにおいてカルシウムをルーチンに静脈内

投与することは推奨しない 

Ⅲ-B ALS12 ALS14 

 CPR中に中等度の低カルシウム血症が確認された場合、

カルシウムの静脈内投与を考慮する 

Ⅱb-C ALS12 ALS14 

カリウム CPR時に高カリウム血症が確認された場合、治療する Ⅰ-B ALS12 

  CPR時に低カリウム血症が確認された場合、治療を考慮

する 

Ⅱb-C ALS12 

気管内投与 静脈内あるいは骨髄内投与が不可能な動物では、エピネ

フリン、バソプレッシン、アトロピンの投与経路として

気管内投与を考慮する 

Ⅱb-B ALS09 

 CPR時に薬剤を気管内投与する場合、薬剤を生理食塩水

で希釈して気管チューブよりも長いカテーテルを用い

て投与する 

Ⅰ-B ALS09 

補助的酸素投与 犬と猫のCPRでは吸入濃度100％の酸素を用いることは

妥当である 

Ⅱa-B ALS-CPR-A-011A

(ILCOR)PA08 

  犬と猫のCPRでは吸入濃度21%の酸素（空気）を用いる

ことを考慮する 

Ⅱb-B ALS-CPR-A-011A

(ILCOR)PA08 

静脈内輸液 循環血液量が正常あるいは過剰な犬と猫のCPRでは、ル

ーチンに静脈内輸液を行うことは推奨しない 

Ⅲ-B ALS-D-016A(ILC

OR) 

 循環血液量がすでに減少している、あるいは減少が疑わ

れる犬と猫のCPRでは、静脈内輸液を行うことは妥当で

ある 

Ⅱa-C ALS-D-016A(ILC

OR) 

アルカリ化療法 10-15分を超えるような遷延したCPAの場合、重炭酸ナ

トリウム1 mEq/kgの投与を考慮する 

Ⅱb-B ALS16 

開胸CPR 緊張性気胸や心嚢水貯留など胸腔内に重篤な疾患があ

る場合、直ちに開胸CPRを行うことを考慮する 

Ⅱb-C ALS06 

モニタリング       



呼気終末二酸化炭

素分圧（EtCO2） 

気管内挿管と人工換気が行われている犬と猫で、CPAの

危険性がある場合にはEtCO2をモニタすることを推奨す

る 

Ⅰ-A MON02 

挿管直後のEtCO2を犬と猫のCPAの診断に用いるべきで

はない 

Ⅲ-B MON02 

CPAの犬猫においてEtCO2を気管内挿管の確認に単独で

用いるべきではない 

Ⅲ-B MON06 

CPAの犬猫において気管チューブが正しく挿管されて

いるか確認する際に、視認、聴診、胸部の膨らみに加え

て、EtCO2のモニターを補助的な指標として用いること

は妥当である 

Ⅱa-B MON06 

ROSCの早期指標として、CPR中にEtCO2モニターを用い

ることを推奨する 

Ⅰ-A MON10 

 MON15 

  MON22A/B 

分時換気量が一定に保たれている場合で、EtCO2をCPR

の効果の指標として用いることは妥当である 

Ⅱa-B MON15 

MON23 

VFの波形解析 振幅の大きい粗いVFは振幅の小さい細かいVFよりも

ROSCとなる可能性が高いので、CPAの犬猫でVFの波形

解析を考慮する 

Ⅱb-B MON24 

脈拍の触診 無反応、無呼吸の犬猫において、CPRの開始前にCPAの

診断を支持するために脈拍の触診を行うことは推奨し

ない 

Ⅲ-B MON03 

とくに脈拍の触診もしくは心電図の確認のために胸部

圧迫を中断することは推奨しない 

Ⅲ-B MON11 

MON12 

MON14 

ＣＰＲサイクルの合間にROSCの確認のために脈拍の触

診を行うことは妥当であるが、胸部圧迫の再開を遅らさ

せてはならない 

Ⅱb-C MON11 

MON12 

MON14 

ドップラーによる

血圧測定 

無反応、無呼吸の犬猫において、CPRの開始前にCPAの

診断を支持するためにドップラーによる血圧測定を行

うことは推奨しない 

Ⅲ-C MON04 

CPAの危険性が高い犬猫で、CPAを速やかに発見できる

ようにドップラーによる末梢動脈血流を連続的にモニ

ターすることは妥当である 

Ⅱa-C MON04 



ECG 無反応、無呼吸の犬猫において、CPRの開始前にCPAの

診断を支持するためにECG検査を行うことは推奨しな

い 

Ⅲ-B MON05 

CPAの危険性が高い犬猫で、CPAを示唆する波形の変化

を速やかに発見できるようにECGを連続的にモニター

することは妥当である 

Ⅱa-C MON05 

ＣＰＲサイクルの合間にECGの評価を行うことは妥当

であるが、胸部圧迫の再開を遅らさせてはならない 

Ⅰ-C MON11 

MON12 

MON14 

除細動直後にVFが消失しているか心電図で急いで確認

してもよいが、胸部圧迫の再開の遅れは最小限にする 

Ⅱa-B MON12 

フィードバック装

置       

CRPの質を向上させるためにすぐに結果が分かる装置

やフィードバック装置を使用することは妥当である 

Ⅱa-C MON15 

血液ガス CPAの犬猫において、CRPの効果を評価するために中心

/混合静脈血のガス分析を行うこと考慮する 

Ⅱb-B MON20 

CPAの犬猫において、CPRの効果を評価するために動脈

血のガス分析を行うことは推奨しない 

Ⅲ-A MON20 

電解質 CPR中に電解質をルーチンにモニターすることを考慮

する 

Ⅱb-B MON21 

電解質異常が原因である/原因として疑われるCPAの場

合には、治療方針を決定するためにCPR中に電解質をモ

ニターする 

Ⅰ-C MON21 

蘇生後モニタリン

グ 

CPAが再発しそうなことを検出できるよう十分な蘇生

後モニタリングを行う 

Ⅰ-C MON25 

症例の状態に応じた適切な治療を選択できるよう十分

な蘇生後モニタリングを行う 

Ⅰ-C MON25 

蘇生後モニタリングには最低でも連続ECGモニターと

間欠的動脈血圧モニター、酸素化と換気の評価が含まれ

るべきである 

Ⅰ-B MON25 

蘇生後モニタリングとして血糖値、体温、血中乳酸値の

モニターを考慮する 

Ⅱb-B MON25 

心拍再開後の管理    

静脈内輸液 循環血液量減少が強く疑われるあるいは確認されてい

る症例を除いて、蘇生後に大量静脈内輸液をルーチンに

Ⅲ-C PA01 



行うことは推奨しない 

うっ血性心不全の証拠がある犬猫では心拍再開後の輸

液を避ける 

Ⅲ-C PA01 

目標指向型治療 CPA後にROSCとなった犬猫で循環動態が不安定な例に

は循環動態を最適な状態にするための治療方法を考慮

するが、これには主要蘇生目標として中心静脈血酸素飽

和度もしくは乳酸値、副次目標として動脈血圧、中心静

脈圧、PCVおよび動脈血酸素飽和度が含まれる 

Ⅱb-B PA02 

昇圧剤/陽性変力

作用薬 

心拍再開後に低血圧や不安定な循環動態が持続する犬

猫に対して、昇圧剤か強心剤、もしくはその両方を使用

することは妥当である 

Ⅱa-B PA03 

人工呼吸 心拍再開後の犬猫に人工呼吸器をルーチンで使用する

ことは推奨しない 

Ⅲ-B PA06 

心拍再開後の犬猫で低換気状態、あるいは呼吸停止の危

険性が高い症例に間欠的陽圧換気（用手換気または人工

呼吸）を行うことは妥当である 

Ⅱa-C PA06 

心拍再開後の目標PaCO2を、犬では32–43 mm Hg、猫で

は26–36 mm Hgとすることは妥当である 

Ⅱa-B PA06 

酸素化 ROSC後の犬猫に対しては、正常な酸素化状態（PaO2 = 

80–100 mm Hg, SpO2 = 94–98%）を維持できるように吸

入酸素濃度を調整し、低酸素血症と高酸素血症を避ける

べきである 

Ⅰ-A PA08 

低体温 心拍再開後に低体温が認められる犬猫を1時間に0.25–

0.5 ℃ずつゆっくり復温することは妥当である 

Ⅱa-A PA10 

 心拍再開後に低体温が認められる犬猫を1時間に1 ℃以

上で急速に復温することは推奨しない 

Ⅲ-A PA10 

 心停止から蘇生に成功した後も昏睡状態が持続する犬

猫に対しては、人工呼吸と高度集中治療の実施が可能で

あれば、心拍再開後できるだけ速やかに24–48時間の軽

度低体温療法（32–34℃）を実施することを推奨する 

Ⅰ-A PA11 

  人工呼吸や高度集中治療を実施するための設備が整っ

ていない場合は軽度低体温療法を実施すべきではない 

Ⅲ-C PA12 

コルチコステロイ

ド 

蘇生に成功した犬猫にコルチコステロイドをルーチン

に投与することは推奨しない 

Ⅲ-C PA13 



輸液および昇圧剤や強心剤投与を行っても循環動態が

不安定な犬猫には、ヒドロコルチゾンの投与（1 mg/kg

を投与後、6時間ごとに1 mg/kg投与もしくは0.15 mg/kg/h

で持続投与、その後症例の状態をみながら漸減）を考慮

する 

Ⅱb-C PA13 

複合的治療 蘇生後軽度低体温療法（34℃）を開始し12時間保ち、 24

時間正常炭酸ガス血症（35-40 mm Hg）に保ち、ROSC

成功後4時間高血圧（平均動脈圧で140 mm Hg）に保つ

ことは妥当である 

Ⅱa-B PA19 

ケアレベル 心停止から蘇生した犬猫を、24時間管理可能で、医療従

事者-症例比率が高く、高度集中治療が可能な専門施設

に紹介することは妥当である 

Ⅱa-B PA20 

高血圧 心拍再開直後の犬猫の高血圧を容認することは妥当で

ある 

Ⅱa-B PA04 

痙攣予防 心拍再開後の犬猫にバルビツレートによる痙攣予防を

考慮する 

Ⅱb-B PA14 

浸透圧療法 脳浮腫による神経症状（例：昏睡、脳神経障害、除脳姿

勢、意識異常）を示す犬猫では、マンニトール（0.5 g/kg）

または高張食塩水（7%溶液2-4 mL/kg）の投与を考慮す

る 

Ⅱb-C PA15 
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