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免疫不全患者の疫学	

①物理的なバリア障害	
皮膚・粘膜障害	

②好中球減少	

③細胞性免疫不全	

④液性免疫不全	

先天性（カンジダ）後天性（HIV/AIDS,急性リンパ性白血病）etc	
T細胞が感染宿主細胞を破壊できなくなるor	B細胞に抗体生産刺激お
くれなくなる状態。細胞内寄生をする微生物が原因となることが多く、

臓器別に原因を鑑別することが大切。	

免疫不全者の呼吸器感染症：南山堂	

先天性(小児遺伝性無顆粒球症)後天性（白血病）etc	
発熱時は細菌感染症が否定されるまで治療、	
Empiricalは治療で緑膿菌とするGNRをカバー	

熱傷/外傷/重度の皮膚疾患/褥瘡や潰瘍	
皮膚や粘膜が障害されることによりバリアが破綻し、	
細菌感染を起こしやすい。抗菌薬を投与していても物

理的バリアが障害されている限り、無菌化できない	

先天性（γグロブリン血症）後天性（多発性骨髄腫,HIV）etc	
B細胞や補体による細胞外の細菌除去ができなくなる状態	
脾摘後の肺炎球菌やインフルエンザによる重症敗血症は、救命が

難しい	



主な基礎疾患と各免疫不全へのなりやすさ	

好中球
減少	

細胞性	 液性	

固形腫瘍（肺癌etc）	 3	 2	 1	

血液悪性腫瘍（白血病/リンパ性/骨髄腫etc）	 3/1/2	 1/3/3	 1/1/3	

固形臓器移植後（腎臓etc）	 1	 3	 1	

脾機能不全	 ―	 ―	 3	

HIV/AIDS	 2	 3	 1	

膠原病（SLE/血管炎/関節リウマチetc）	 1-2	 1-3	 1-2	

炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎/クローン病）	 1	 2/3	 1	

腎不全	 2	 3	 1	

糖尿病	 2	 3	 ―	

肝疾患	 2	 2	 2	

新生児・低出生体重児	 2	 3	 1	

CriOcally	ill	患者	 1	 1	 1	

呼吸器疾患	 1	 2	 1	

免疫不全者の呼吸器感染症：南山堂	



血液悪性疾患、固形癌に対する強力な化学療法、骨髄移植、臓器移植、
ステロイド、生物製剤使用患者の増加に伴い、	
免疫不全患者は近年増加傾向にある。	

	Pingleton	SK.	ComplicaOons	of	acute	respiratory　failure.	Am	Rev	Respir	Dis.	1988;137(6):1463-1493	
Kress	JP,	Hall	JB.	ICU-acquired	weakness	and　recovery	from	criOcal	illness.	N	Engl	J	Med.	2014;370(17):1626-1635.	

	Fowler	RA,	Mi`mann	N,	Geerts	W,	et	al；Canadian	CriOcal	Care	Trials	Group;	Australia	and	
New	Zealand	Intensive	Care	Society	Clinical	Trials	Group.	Dalteparin	vs	unfracOonated	
heparin	in	criOcally	ill	paOents.	N	Engl	J	Med.	2011;364:1305-1314.	

免疫不全患者の呼吸器合併症は、患者予後を左右する要因の１つである。	
免疫不全患者の急性呼吸不全は重篤化しやすく、人工呼吸管理になることが多い。	

	Pandharipande	PP,	Girard	TD,	Jackson	JC,	et	al;BRAIN-ICU	Study	InvesOgators.	Long-term	
cogniOve	impairment	ader	criOcal	illness.	N	Engl	JMed.	2013;369(14):1306-1316	
	Antonelli	M,	ConO	G,	Bufi	M,	et	al.	Noninvasive	venOlaOon	for	treatment	of	acute	respiratory	
failure	in	paOents	undergoing	solid	organ	transplantaOon:	a	randomized	trial.	JAMA.	2000;	
283(2):235-241	

死亡率は改善しているが40-90%と高い 	

侵襲的呼吸管理は、死亡率が高い	

Brochard	L,	Mancebo	J,	Wysocki	M,	et	al.	Noninvasive	venOlaOon	for	acute	exacerbaOons	
of	chronic	obstrucOve	pulmonary	disease.	N	Engl	J	Med.	1995;333(13):817-822	



N	Engl	J	Med.	2001;344(7):481-487.	

ObjecOve：低酸素血症の急性呼吸不全の早期段階におけるNPPVの断続的	

																		使用が、気管内挿管と合併症の発生率を減少するかを検討する	

Design　 ：prospecOve,単施設無作為化試験	

PaOents		：肺浸潤・発熱・低酸素血症による急性呼吸不全の臨床症状をもつ　　	

　　　　　     免疫不全患者	

Selng				：1998/5/1～1999/12/31			FranceのICU(全16床)	

Methods：the	noninvasive-venOlaOon　group	

　　　　　　　vs　the	standard-treatment	group へ分け、比較した。	
	



適応基準	
　肺浸潤と38.3℃以上の発熱	
　継続的な肺浸潤	
　ガス交換能の増悪	
　重度の安静時呼吸困難	
　RR≧30	
			ベンチュリーマスク使用時のP/F≦200	

除外基準	
　CPRのため緊急挿管が必要	
　最終的に心停止	
　神経症状増悪(GCS≦8)	
			血行動態不安定	
　収縮期血圧＜80mmHg	
			虚血(心電図)	
　心室性不整脈	
　COPD	
			心臓に起因する呼吸不全	
　PaCO2≧55mmHg	
			pH≦7.35	
		2ヶ所以上の臓器障害	
　出血	
　気管切開	
　顔面奇形	
　口・胃・食道の手術を最近受けた	

Primary	Outcome	
			気管挿管の必要率	

Secondary	Outcome	
　入院時の合併症の発症率	
　ICU滞在期間	
　人工呼吸器使用期間	
　ICU死亡率	
　院内死亡率	

69人ＩＣＵ入室	

17人除外	
　6人：挿管下	
　3人：GCS≦8にて挿管へ	
　4人：多臓器不全	
　2人：心原性急性呼吸脅迫	
　１人：COPD	
　１人：pH=7.31でPaCO2≧55mmHg	

52人	

N	Engl	J	Med.	2001;344(7):481-487.	



The	standard-treatment	group	
　　酸素投与量はSpO2=90%に達成するよう調節	
　　bedは45°で、抗菌薬・利尿薬・気管支拡張薬・免疫抑制薬・皮下ヘパリンは認められ、	
　　非経口栄養下で、ボリューム維持のための点滴はok。電解質異常は調節された。	
　　BALは、エンペリックな抗菌薬投与開始から3日目に施行。	

The	noninvasive-ven;la;on　group	
　フルフェイスマスク(La	Cigogne,Pessac,France)	
			人工呼吸器 (EvitaXL)	
　PSは装着後徐々に上げ一回換気量=7-10ml/kg×体重	
　PEEPは2cmH2Oずつ上げPEEP≦10cmH2OでFIO2≦65%まで	
　SpO2≧90%を維持できるよう調節　	
　NPPV期間は少なくとも45分継続し、自発呼吸と3時間ずつ交互に	
　　再開：SpO2≦85%	or	呼吸困難(RR≧30回/min)	
			　中断：RR≦25	　and　24hrでP/F比200以上超えれば	

挿管適応	
　P/F比≦85	
			気道確保が必要(発作性疾患or重度の脳障害GCS≦8)	
			気道分泌物が多い	
　pH≦7.3を伴うPaCO2増加	
　セデーションを必要とするほどの興奮状態	
　重度の血行動態不安定(シストリック≦70mmHg/虚血/	心室性不整脈)	
　NPPVのフェイスマスクに耐えられない人	

N	Engl	J	Med.	2001;344(7):481-487.	



Aガスは、入室後45分&24時間ごと	
SAPSⅡは、入室24時間後	

2群ともに、約半数が肺炎。	
免疫不全の原因の半数以上が、	
血液悪性腫瘍＆好中球減少で	
あり、白血球減少がみられた。	

N	Engl	J	Med.	2001;344(7):481-487.	

気管支肺胞洗浄は、	
9人（NPPV群）・8人（標準治療群）施行	

肺炎原因	
Staphylococcus	aureus														2					2　	
Pseudomonas	aeruginosa　　　1					2　	
pseudomonas	species															0					1	
Enterobacteriaceae																			2						1　	
Haemophilus	influenzae											1						0　	
Legionella	pneumophila							　 1						0	
aspergillus	species																				1						2	
candida	species																									2						1	
cytomegalovirus																								2						1	
PneumocysOs	carinii																	1						1	



N	Engl	J	Med.	2001;344(7):481-487.	

NPPV群	
　　PS	　:	15±2cmH2O	
					PEEP:	  	6±1cmH2O	
　　	
　　Day1使用時間    ：9±3時間	
　　使用時間中央値：7±3時間	
　　使用日数中央値：4±2日	

治療後によるP/F値とPaCO2の変化	
　　NPPV群において、P/F値は治療開始45分後に上昇し、その後ほぼ一定な傾向にある。	
　　標準治療群において、P/F値は治療開始45分後にやや上昇するも、その後下降傾向。	
　　PaCO2においては、2群ともほぼ一定である。	



Ｓ	

特に血液悪性腫瘍＆好中球減少患者において、	
挿管率・ICU死亡率・院内死亡率がNPPV群の方がより低かった。	

N	Engl	J	Med.	2001;344(7):481-487.	

死因	
重症敗血症・セプティックショック　　　　      1	　		2	
多臓器不全　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 8	　　11	
心原性ショック　　　　　　　　　　　　  　　　　 1	　　2	
多臓器不全を促すVAP																						　　　　 1	　　4	
出血性ショックによる重度の消化管出血　0	　　1	

挿管までの時間・理由	
　・NPPV群：51±22時間（4-152時間）	
　・標準治療群：63±18時間（16-176時間）	
　　　P/F≧85維持できず　　　　　　　　　　　  5　　9	
　　　アシドーシスを伴うPaCO2増加　　　　　2						4	
					　重度の脳障害　 　　　　　　　　　　　　　  2						2		
					　重度の血行動態不安定　　　　　　　　　2						3	
					　分泌物コントロール　　　　　　　　　　　 1							2	



N	Engl	J	Med.	2001;344(7):481-487.	

重症合併症の患者数もNPPV群の方が少なく、	
そのうちのICU死亡率も、NPPV群の方が標準治療群に比べて低い。	
2群の治療どちらも失敗し挿管された患者は、全員死亡。	



NEJM2001まとめ	

✓ 単施設研究	
✓ 主な疾患が血液悪性腫瘍(全体の約6割)		
✓NPPV群vs	標準治療群 	
						挿管率　　　　 　46％ VS	77%	(p=0.03)	
　　重篤な合併症　50%	VS	81%	(p=0.02)	
						ICU死亡率　　　38%	VS	69%		(p=0.03)	
						院内死亡率　　 50%	VS	81%	(p=0.02)	
									　　　　　　　　　　　　　 ともにNPPV群が有意に低い	
✓  挿管された患者は、両群ともその後全て死亡	



国際的な	
NPPV使用方法の	

ガイドラインで	
推奨されている！	



ただし、議論は続いている。	
NEJM2001が小規模な単施設研究であり、	

高い死亡率によってしか、NPPVの有意性が示されていないから。	

NEJ2001問題点！！	
①施行年が1998-1999と古く、それ以降の研究では免疫不全患者の予後改善	
					がいわれている	
　　　Azoulay	E,	Lemiale	V,	Mokart	D,	et	al.	Acute　respiratory	distress	syndrome	in	paOents	with　malignancies.		
　　　　 Intensive	Care	Med.	2014;40(8):1106-1114.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
②NPPVの失敗が挿管の遅れを引き起こし、死亡率を増加させる可能性がある	
	
	

Mokart	D,	Pastores	SM,	Darmon	M.	Has	survival	increased	in	cancer	paOents	admi`ed	to	the	ICU?	
yes.	Intensive	Care	Med.	2014;40(10):1570-1572.2013;31(22):2810-2818.	

Azoulay	E,	Mokart	D,	Pène	F,	et	al.	Outcomes	of	criOcally	ill	paOents	with	hematologic	malignancies:	
prospecOve	mulOcenter	data	from	France	and	Belgium—a	Groupe	de	Recherche	Respiratoire	en	
RéanimaOon	Onco-Hématologique	study.	J	Clin	Oncol.	2013;31(22):2810-2818.	

Azoulay	E,	Mokart	D,	Lambert	J,	et	al.	DiagnosOc	strategy	for	hematology	and	oncology	paOents	with	acute	
respiratory	failure:	randomized		controlled	trial.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2010;182	(8):1038-1046.	

Schellongowski	P,	Staudinger	T,	Kundi	M,	et	al.	PrognosOc	factors	for	intensive	care	unit	admission,	intensive	care	
outcome,	and	post-intensive	care	survival	in	paOents	with	de	novo	acute	myeloid	leukemia:	a	single	
centerexperience.	Haematologica.	
2011;96(2):231-237.	

	GrisOna	GR,	Antonelli	M,	ConO	G,	et	al;	GiViTI	(Italian	Group	for	the	EvaluaOon	of		IntervenOons	in	Intensive		
	Care	Medicine).	Noninvasive	versus	invasive	venOlaOon	for	acute		respiratory	failure	in	paOents	with	hematologic	

malignancies:	a	5-year	mulOcenter	observaOonal	survey.	Crit	Care	Med.	2011;39(10):2232-2239.	



ObjecOve：早期NPPVは酸素投与と比較して、低酸素血症による	
																				急性呼吸不全であるICU免疫不全患者の28日死亡率が	
　　　　　　　減少するか検討する	
Design				：多施設RCT	
Selng			：2013/8～2015/1	,フランスとベルギーの28病院のICU	
	
	
	
Methods：免疫不全患者を1：1にNPPV群と酸素療法群に分類し、	
																		28日死亡率を比較（盲検化無し）。サブグループとして、酸素投与	
　　　　　　9L/min以上以下＆免疫不全の原因が悪性腫瘍orそれ以外で分類　　　	

GRRR-OHに所属する21大学病院＆7非大学関連病院	

①免疫不全患者とNPPVにおける多くの経験＆専門知識をもったスタッフが存在	
②免疫不全患者のアドミッションポリシーが似ている	

Elie	Azoulay,MD,	PhD,	Medical	Intensive	CareUnit	



適応基準	
18歳以上	
低酸素による急性呼吸不全(roomair下でPaO2＜60mmHg,RR＞30/min,安静時呼吸困難）	
呼吸器症状≦72ｈｒ	
血液学的悪性腫瘍または固形腫瘍(acOve,5年以内に軽減した)による免疫低下	
固体臓器の移植	
30日以上の長期or多量のステロイド投与	
30日以上の長期or多量の免疫抑制剤使用	

NPPVが禁忌ではないか評価	
　気胸/嘔吐/気道保護不可能/大量の気道分泌物	

除外基準	
PaCO2≧50mmHg	
人工呼吸器が必要	
心原性急性肺水腫	
エピネフリンが必要orノルエピネフリン≧0.3μg/kg/min	
心筋梗塞や急性冠症候群	
意識障害(GCS＜13)	
非挿管が決定している	
長期間の酸素投与	
術後急性呼吸不全	
患者や家族の研究への参加拒否	
妊娠中や授乳中	
国家が定める健康保険適応範囲外	



選出された患者を、	
1：1の割合でNPPV群か酸素投与群に割り当てた。	

割り当て時には、	
　　基礎疾患　　　　　　　　　→悪性腫瘍orそれ以外	
　　 急性呼吸不全の重症度→酸素流量9L/min 以上or	以下	
　　　定量的相互作用評価のためにthe	Gail	and	Simon	testを行い、サブグループ化	

ランダム化後、迅速にNPPVを開始した。	
フェイスマスクをICU呼吸器に接続し、PSモードで施行。	
一回換気量＝IBW×7-10ml/kgで、最初のPEEPは2-10cmH2O	
PEEP圧は、SpO2≧92％になる様設定	
60分を毎日4回を少なくとも2日間行った。	
この際、換気量・呼吸数・心拍数・SpO2・レベルはモニタニング	
　 再開：呼吸困難の兆候が解決	
　 中断：呼吸不全が60分×2回現れない	

Oxygen	Alone	
	

Noninvasive	Ven;la;on	

酸素添加の方法は、臨床医の判断	

ただ、両群における、HFNCの使用は臨床医の裁量であった。	



Primary	outcome	
28日死亡率	

Secondary	outcome	

　	 検定方法	

　挿管率	 The	Gray	test	

　ICUでの感染獲得率	 かい乗検定	

　3日目SOFA	 ウィルコクソン順位和検定	

　人工呼吸器使用期間	 ログランク検定	

　ICU滞在期間	 ログランク検定	

　入院期間	 ログランク検定	

呼吸不全の原因を識別するための診断テストは、GRRR-OHによる以前の研究
に基づいて選択。	



結果	

酸素療法	 NPPV	

除外	



2群間で、ベースの特性は	
均等に分散されているといえる	

基礎疾患	
　  血液悪性腫瘍　             n=238	
(63.6%)		
     固形腫瘍           　　　　　
n=79(21.1%)	
　　移植に関連ない薬での免疫抑制　n=33(8.8%)	
	      固形臓器移植による薬での免疫抑制  n=24(6.4%)	
	併存疾患	
　  慢性呼吸不全　n=30		
　  慢性腎不全       n=39		
　　慢性心不全　　    n=26	　	



その他に	
・気管支鏡検査法＆気管支肺胞洗浄	
・ ICU中の昇圧剤使用148人(39.7％)	
・腎臓移植58人(15.5％）	
　　について、2群間で有意差なし	

呼吸不全の原因は、	
約2/3が感染	



14人は1セッション(60分)のみ	
　　そのうち5人は挿管	
　　　　　　　9人はNPPV耐えられず	
　　⇒9人は挿管されなかったが生存	

NPPV群	 酸素療法群	

3人はNPPV	
					そのうち2人は挿管	

HFNCは、141人(37.7%)が使用し、NPPV群(31.4％)＜酸素投与群(44.3％)　(p=0.01)	



ランダム化後12時間以上の酸素飽和度とRRは、2群間で有意差なし。	

3日以上の最低酸素飽和度と最高RRにおいても、	
2群間で有意差なし	



・詳細データはないが、	
　NPPVの成功・失敗/生存者・非生存者間で有意差はない。	

　	
　使用時間	

中央値	
　呼気換気量	

中央値	

DAY1	 8hr	(IQR4-11)	 8.8ml/kg	(IQR7.3-11.4)	

DAY2	 6hr	(IQR4-8)	 9.1ml/kg	(IQR7.2-10.7)	

DAY3	 5hr	(IQR3-7)	 9.5ml/kg	(IQR7.2-11.8)	

NPPVの使用状況における中央値（NPPV群）	

　	
　P/F比	
中央値	

DAY1	 156(IQR100-237)	

DAY2	 169(IQR108-236)	

DAY3	 158(IQR108-226)	

全患者におけるP/F比の中央値	

・詳細データはないが、2群間で有意差はない。	



Outcome	

Primary	Outcome　 　 :28日死亡率	
Secondary	Outcome　:挿管率	
　　　　　　　　　　　　  　3日目のSOFA	
																																					　 ICUでの感染獲得率	
　　　　　　　　　　　　  　ICU滞在期間	
　　　　　　　　　　　　  　入院期間　　　　　　　　全て有意差なし　　　　	



28日死亡率	
　サブグループでも、2群間で有意差なし	

挿管率　　	
　挿管までの時間において、2群間で有意差なし	

28日死亡率	
　生存時間について、	2群間で有意差なし	



Post	Hoc	Outcomes	
無作為化群の比較	

非無作為化比較	

28日死亡率：ICUを退室後　19人死亡（NPPV群8人,酸素療法群11人）	
　　　　　　　 　　挿管患者　　77人死亡（NPPV群52.1%,酸素療法群47.6%	p=0.58）	

HFNC(141人)：41人死亡（NPPV群15人/60,酸素療法群26人/81	p=0.36）　 	

　ICU死亡率  ：NPPV群20.9%	,	酸素療法群24.6%	
	院内死亡率  :	NPPV群20.9%	,	酸素療法群24.6%	
	28日死亡率  :	癌患者で27%、その他の免疫不全で19%		(p=0.19)	
																												酸素投与＞9L/minで26.1%	、≦9L/minで31.1%		(p=0.03)	

又、挿管時の心停止は起こらなかった。	



JAMAまとめ	

✓ 多施設研究	
✓ 主な疾患が血液悪性腫瘍（全体の約6割）	
✓ 酸素治療群 vs	ＮＰＰＶ群 	
　　28日死亡率　　             27.3％ VS	24.1%	(p=0.47)	　　	
　　挿管率　　　　 　           44.8％ VS	38.2%	(p=0.20)	
　　3日目のSOFA	　            4(2-6）	VS	4（2-5） (p=0.17)	
						ICUでの感染獲得率　  25.1%	VS	25.1%		(p=0.99)	
						ICU滞在期間              　　       7	VS	6											(p=0.55)	
     入院期間                                22	VS	24									
(p=0.99)	
     　　　　　　　                                     ２群間で有意
差なし	



LimitaOons	

①酸素療法群で、28日死亡率が予想以上に低い結果となった。	
　 有意差を見出せるだけの検出力がなかった可能性がある。 
　　 28日死亡率の結果で、絶対リスク(95%CI)の低い下限値の12%はサンプルサイズを計算	
　　　する時のARRの15%に近い値をとっている。(挿管率の下限値の16.6%も同様) 
　　	
　　⇒免疫不全患者(特に酸素投与群で)の死亡率・挿管率が大幅に改善していたため、	
						　　結果として2群間に有意差をもたらすための検出力不足が推測される。 
 

②HFNCの使用により、挿管率＆28日死亡率を下げた可能性がある。	
　 今回約2/5の割合でHFNCが両群使用されていた。	
　  よって、純粋なNIVだけの効果を見るには限界があるのではないか。 
　  	
　⇒そのため今後はHFNC	vs	酸素療法 vs	NIVで比較検討する必要がある。	



NEJM2001　　　　　	
JAMA2015　　比較　　　	



PaOent	CharacterisOc	

⇒ほぼ差はない	



　	 NEJM2001	 　JAMA2015　	

Design	 単施設RCT	 多施設RCT(フランスとベルギーの28病院）	

PaOents	 　肺浸潤・発熱・低酸素血症による急性呼吸不全の　	

　臨床症状をもつ 免疫不全患者  (n=52)	
 低酸素血症による急性呼吸不全の臨床症状をもつ　　    　	

　免疫不全患者 (n=374)	

NPPV群	 	PSモード	

	VT=7-10ml/kg×体重	

	SpO2≧90%を維持	
	

	PEEPは2cmH2Oずつ上げる 　	
	PEEP≦10cmH2OでFiO2≦65%	

	45分継続させ、自発と3時間ごと	
 　再開：SpO2≦85%	or	呼吸困難　　　	
   　　　　(RR≧30回/min)	
 　中断：RR≦25	or　1日でP/F≧200	

	PSモード	

	VT=7-10ml/kg×IBW	

	SpO2≧92%を維持	

 初期PEEP値 2-10cmH2O	
	

	毎日4回×60分を最低2日間	
 　再開：呼吸困難の兆候が解決したら	
		
 　中断：呼吸不全が60分×2回現れない	

　NPPV	

		実測中央値	

 PS	   　 :	15±2cmH2O	
	PEEP　:	 		6±1cmH2O	
  　1日目使用時間：9±3時間	
　  使用時間中央値：7±3時間	
	　 使用日数中央値：4±2日	

　	
　使用時間	

中央値	
　呼気換気量	

中央値	

DAY1	 8hr	(IQR4-11)	 8.8ml/kg	(IQR7.3-11.4)	

DAY2	 6hr	(IQR4-8)	 9.1ml/kg	(IQR7.2-10.7)	

DAY3	 5hr	(IQR3-7)	 9.5ml/kg	(IQR7.2-11.8)	

⇒NPPVの使用方法が異なる	



ObjecOve：低酸素血症による急性呼吸不全を患う免疫不全患者において	
　　　　　　  HFNO	vs	ベンチュリーマスクを2時間使用した時の比較検討をする。	
Design					：多施設RCT	
Selng		  ： フランス4病院のICU,	2012/11-2014/4	
Result					： n=100中(n=84悪性腫瘍)		
　　　　　　  n=52	HFNO	vs	n=48	Venturi	mask	oxygenで各々2時間治療	
                    エンドポイント　①2ｈｒの酸素投与中で、IMVorNIV必要になる時	
																																																																			n=12  （HFNO	群15	%		VS	 Venturi	mask	群 8%	,	P	=	0.36）	
																																																							   　②快適さ・呼吸困難・喉の渇きを視覚的にスケールをつけ判断	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n=0				比較できず	
　　　　　　　　⇒HFNOの2時間治療は、機械的換気補助も患者の快適さもベンチュリーマスクと比べ、	
　　　　　　　　　  改善したといえなかった。しかし、この研究は片側仮説とイベント率が低いこと	
																												によってパワー不足であるといえる。　　　　　	
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血液腫瘍内科患者(n=122)		

	

(n=30)		

(n=13)		

HFNC開始は、	
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Q.では、もしICUにこのような病態の患者が入室してきたら？？	

ICUのデータから	
　2012年12月以降HFNCが使用されてから、	
　NPPVを使用した症例ほぼない。	

NPPVの代わりとして、HFNCが使用されている	

まとめ	

挿管されたら、予後が悪いであろうと考えらえる。	
挿管を防ぐために、HFNCやNPPVの早期使用をしていくべき！	


