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2018年1月23日 東京女子医科大学 清野雄介 先生 スライドより引用

ショックを伴う人工呼吸中の患者における
早期経腸栄養 vs. 早期静脈栄養

Lancet. 2018 Jan 13;391(10116):133-143.

６本目



Intensive Care Med. 2017 Mar;43(3):380-398.

早期EN vs 早期PN
死亡リスクに有意差なし

感染リスクは早期投与で低下

論文
背景



Intensive Care Med. 2017 Mar;43(3):380-398.

早期EN vs 晩期EN
死亡リスクに有意差なし

感染リスクは早期投与で低下

論文
背景



重症患者への経腸栄養(EN)
各ガイドライン推奨

ASPEN
2016
Crit Care Med. 2016 
Feb;44(2):390-438.

経口摂取困難な重症患者は、24-48時間以内の経腸栄養
開始を推奨する。（感染リスク低下、生命予後も改善）

血管作動薬増量中や使用しても血行動態不安定時は、
EN開始を控えることを推奨する。

very low

Expert
consensus

ESICM
2017
Intensive Care Med. 2017
Mar;43(3):380-398.

成人重症患者に対して早期ENは早期PNまたは晩期ENよ
り推奨される。(感染リスク低下、生命予後は有意差なし）

ショックが制御されておらず、血行動態および組織灌流
の目標に達していない場合はENを遅らせることを推奨
するが、血管作動薬使用しショックコントロール後は直
ちに低用量EN開始を推奨する。

Grade 2C

Grade 2D

論文
背景



Lancet. 2018 Jan 13;391(10116):133-143.

無作為化・多施設共同・オープンラベル並行群間研究
フランス44施設のICU（大学病院28）



EN群

• 20-25 Kcal/Kg/dで開始

• 目標とするカロリーへの到達を妨げ

る消化管不耐容のイベントが継続す

る場合には，８日目から経静脈栄養

を追加できる

• 胃内残量はモニターせず，軽度の逆

流はENを中止する理由とは考えない

• 等浸透圧，等カロリー，通常の蛋白

の複合製剤を最初の１週間は使用

• 20-25 Kcal/Kg/dayで開始

• 割り付け後から静脈栄養を72時間

投与

• 循環動態を評価

基準を満たせばPNを中止し，EN開始

満たさなければPNを継続

• ８日目からは禁忌がなければ循環

動態に関わりなくENに変更

PN群









まとめ

ショックに対して血管収縮薬を投与されている
人工呼吸中の患者において

1. 正常カロリーを目標とする早期経腸栄養は早期静脈栄養と比
べて生存率において有意差ない

2. 正常カロリーを目標とする早期経腸栄養は，消化管合併症の
リスクの増加と関連する可能性がある



122018年5月22日 東京ベイ市川浦安医療センター 山口直城 先生 スライドより引用

Am J Respir Crit Care Med. 2018 May 1;197(9):1147-1156.

夜間の低用量デクスメデトミジンは
ICUでの譫妄発症を予防するか

７本目



デクスメデトミジン

選択性の高いα2アゴニスト

・協力的な鎮静状態cooperative sedation

・呼吸抑制がない

・軽度の鎮痛作用

・血圧上昇／低下、徐脈

13

論文
背景



デクスメデトミジン

α2A作用：鎮痛･鎮静、血圧低下、心拍数低下

α2B作用：血圧上昇

青斑核の抑制による鎮静作用

→ 自然な睡眠に類似の状態

14

論文
背景



デクスメデトミジンの疑問

持続鎮静剤比較の
せん妄発生率

せん妄の
予防 睡眠の質

論文
背景



ICUの睡眠障害

・ICU患者の睡眠持続時間はたった3分である
Characterisation of sleep in intensive care using 24-hour polysomnography :an observational study.

Crit Care 2013;17:R46

① 睡眠の極度な分断化

＋

・徐波睡眠やREM睡眠は全睡眠の9%程度（正常睡眠では45%）
Sedation and sleep disturbances in the ICU. Crit Care Clin 2009;25:539-49, ix.

② 徐波睡眠･REM睡眠の欠如

16

論文
背景



デクスメデトミジンで睡眠の質が改善
論文
背景



デクスメデトミジン vs ミダゾラム

・Dex群で譫妄発症は有意に低い。

・Dex群で非譫妄期間は有意に長い。

＊secondary outcome

論文
背景



vs ミダゾラム vs プロポフォール

Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation:
two randomized controlled trials. JAMA 2012;307:1151-60 19

ミダゾラム群と比べ、デクスメデトミジン群で
人工呼吸器管理期間が有意に短縮した

論文
背景



デクスメデトミジン vs プロポフォール

デクスメデトミジン群で
譫妄発症率は有意に低い

Anesthesiology 2016;124(2):362-8

論文
背景



Clinical Question

重症内科･外科患者においてもプレセデックスの

夜間使用により睡眠の質が改善し、譫妄発症が

低下するのか（予防できるのか）？

21



Primary Outcome

ICU入室中に譫妄を発症しなかった患者の割合

DEX流量 0.2μg/kg/hr開始、0.1〜0.7μg/kg/hr調整



Enrollment and Baseline Characteristics

・患者の約9割が人工呼吸器を使用

・RASSスコア-2〜-3がプラセボ群で

有意に多かった(p=0.008)

・入室の原因となった疾患には

敗血症/ARDS、肺炎、外科術後、
呼吸不全など

・PRE-DELIRIC scoreによれば、譫妄

の発症リスクは両群平均で52.5%と
高リスク

・割り付け前の使用薬剤はプロポフォール

もしくは非使用がほとんどを占め、
両群間に差はなかった

23



割り付け後の使用薬剤

・試験薬の最大投与速度は
両群で有意差なし

・Dex群で、

- propofolの平均投与速度
- fentanylの投与割合

が有意に少なかった

・Dex群で、corticosteroidの

使用割合が有意に高かった

24



Primary Outcome：
デクスメデトミジン群で譫妄発症率が有意に低下

譫妄未発症の
患者の割合

フォローアップ期間 25



まとめ

重症成人患者において夜間の低用量デクスメデトミジン

投与は、ICUでの譫妄発症の予防に役立ち、過鎮静となる

日数やオピオイドの必要量を減少させる可能性がある。

26



Crit Care Med. 2018 Sep;46(9):1532-1548.

デクスメデトミジンのせん妄予防的使用に関して推奨なし



N Engl J Med. 2018 Jun 21;378(25):2365-2375.

集中治療室における家族支援介入の無作為化試験
PARTNER trial

2018年7月17日 東京女子医科大学 出井真史 先生 スライドより引用

８本目



Introduction
• 意思決定能力のないICU患者の代理人は、治療目標に関連する決定に苦慮するこ

とが多い。
Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 

987-94.

• 多くの代理人は、患者を生存させるため「すべてをする」ことに苦しむ。
Arch Intern Med, 1995. 155(6): p. 

633-8. 

• このような決定を代理人が行うのは精神的な負担となり、患者の希望に沿わない
治療につながる可能性がある。

Ann Intern Med 1997; 126: 
97-106.

JAMA Intern Med 2017; 177: 1858-60.

• しかし代理人への精神的支援は十分に行われていない。
Crit Care Med 2013; 41: 

2275-83. 

Crit Care Med 2012; 40: 1105-12.
29

論文
背景



家族ケアへの不十分な体制

30

• 医師はしばしば家族と話す時間が限られており、関心やスキルも
様々。

• ICU責任者の90％以上が代理人との多職種面談の重要性を支持して
いるが、これらの面談はICUの35-40％でしか定期的に行われない。

Crit Care Med, 2006. 34(10):2547-53.

• 医師と看護師の協調はしばしば良好ではなく、医療従事者間の不
一致や道徳的問題につながる。

Am J Crit Care, 1997. 6(5):393-9. 

論文
背景



Clinical Question

ICUおいて多職種連携チームが提供する家
族支援介入は、代理人の精神的負担や不安
を軽減するか？

どのように評価するのか？

31



今回のOutcome：4つのスコア

32

① HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale）

：不安と抑うつの尺度

② IES (Impact of Event Scale）：PTSDの尺度

③ QOC scale (Quality of Communication scale）

：医療者と家族のコミュニケーションの尺度

④ modified PPPC scale (Patient Perception of Patient Centeredness  scale）

：患者・家族中心のケアの尺度

Primary 
outcome

Secondary 
Outcome



33

JAMA 2016; 316: 51-62.

PMID: 27380343

P ICU患者の代理意思決定者

I
緩和ケア医師・緩和ケア看護師チームの面談と、冊子提供

非ICUスタッフ

C 通常ケアと、冊子提供

O 3カ月後の不安・うつ尺度（HADS）スコア

論文
背景



Result

34

考察
• 通常のケアでも十分だった？

• 2度の面談では不足？

• ICU医師、看護師不在のチームによる介入では不十
分？

• 高いストレス状態の代理人に対し、別チームが追加で
予後に焦点を当てた面談を行うことでさらに負担を与
えた可能性

➢HADS（不安抑うつ）は有意差なし

➢ IES（PTSD）は介入群で高い

85%の代理人 (介入群163人、コントロール群149人)
3か月後の調査に回答

論文
背景



Am J Respir Crit Care Med 2016; 193: 154-62.

35

P 30%以上の死亡率が予想されるICU患者の代理人

I

ファシリテーター（専門トレーニングを受けた看護師・ソーシャル
ワーカー）によるコミュニケーションのサポート

非ICUスタッフ

C 通常ケア

O
ICU退室3・6か月後の代理人の抑うつスコア(Patient Health 

Questionnaire：PHQ-9)

論文
背景



Result

• 介入により、６か月後の抑うつスコアのみ有意差あり（p=0.017）

• 不安スコア、PTSDスコアは有意差なし。

36

論文
背景



Result • ＩＣＵ死亡率と関連せず

• 死亡例のうち介入群で

ＩＣＵ滞在日数(28.5日 vs 7.7
日) 入院日数(31.8日 vs 8.0日)

がそれぞれ短縮

37

➢ トレーニングを受けたファシ
リテーターの介入も、代理人
の抑うつ・不安・PTSDに対す
る影響は限定的

➢ ICU滞在日数、コストなど医療
資源の点では有用の可能性• ＩＣＵコストは下がった (75850ドル vs 51060ドル)

• 特に死亡例では差があった (98220ドル vs 22890ドル)

論文
背景



家族支援介入の先行研究：まとめ

• Outcomeに有意差のない研究も多い

• 患者背景が異なる

• 介入方法（職種、回数、内容）も様々

➢実際にICUで治療に携わらない緩和ケアチームによる介入は効
果が乏しかった

➢ICU医師、看護師による介入の方が有用?

• 介入によりいわゆる延命措置が控えられ、ICU滞在日数が短縮
し、コストが減少する可能性

38

論文
背景



39

P ICUに入室した死亡リスクの高い患者の代理人

I ICUの多職種連携チームが提供する家族支援介入

C 通常のケア

O 退院6か月での、代理人の不安・抑うつスコア (HADS)

N Engl J Med. 2018 Jun 21;378(25):2365-2375.



Intervention

• 各ICU 4-6人、ICU責任者が任命

• 介入前に、家族支援・コミュニケーションなどに関する12時間の高度なトレーニング

• PARTNER nurseと代理人は、毎日面談する

• 登録後48時間以内に1回、その後も5-7日ごとに、多職種チーム(看護師、医師、スピリチュア
ルケア提供者、ソーシャルワーカー)と家族との面談を設定する

• 面談の前後で、心理的サポート、疑問の聞き取りと解決などを行う

• 実践科学のスペシャリストによる定期的なチェックと、面談の質の担保

• 通常ケアのみ

• すべての施設に、プロトコール化された家族支援の方法はなかった

40

担当ICU看護師 (PARTNER nurse)

コントロール群

家族との面談計画 標準化されたプロトコール



Intervention

41

日々の面談 日々の面談 日々の面談

多職種ミーティン
グ

前後で
サポート

日々の面談 日々の面談



Question List

• 疾患・治療

• 予後

• 患者の価値観

• 治療のオプション

• 治療のマイルストーン

• 社会的支援(経済・精神面)

などに関する不安・疑問の解決

• ICUチームへの質問の聞き出し

42



今回のOutcome：4つのスコア

43

① HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale）

：不安と抑うつの尺度

② IES (Impact of Event Scale）：PTSDの尺度

③ QOC scale (Quality of Communication scale）

：医療者と家族のコミュニケーションの尺度

④ modified PPPC scale (Patient Perception of Patient Centeredness  scale）

：患者・家族中心のケアの尺度

Primary 
outcome

Secondary 
Outcome



Primary/Secondary Outcome

44

HADS 11.7 vs 12.0
有意差なし(p=0.61)

IES 21.2 vs 20.3
有意差なし(p=0.49)

QOC 69.1 vs 62.7
改善(p=0.001)

mPPPC 1.7 vs 1.8
改善(p=0.006)

ICU滞在日数 6.7 vs 7.4
短縮(p=0.045)

死亡患者のICU滞在日数
4.4 vs 6.8 短縮(p<0.001)



Clinical Outcome

• 介入群で、院内死亡率が高かった

• 一方で6か月時点の死亡率、自宅で自立生活していた患者の割合は有意差なし

45
介入により、積極的治療の差し控え、緩和中心のケアへ移行した可能性



• 介入は、代理人の長期的な心理的苦痛に関するアウトカムを改善しなかった

これは最近の他の先行研究2つの結果と一致している

JAMA 2016; 316: 51-62.

Am J Respir Crit Care Med 2016; 193: 154-62.

• 介入はICU在室中にのみ行われたため、死別、財政負担、介護など、ICUから
の退室後に発生した事象が心理的苦痛に寄与した可能性がある

『他者のための意思決定のストレス』は、寄与が少ない？

• 今研究での代理人のHADSは以前の研究で報告された点数よりも低く、症状の
負担をさらに軽減することが困難だったかもしれない

N Engl J Med 2007; 356: 469-78.

46

Discussion



まとめ

• ICU多職種連携チームが提供する家族支援介入も、代理人
の精神的負担や不安を軽減しなかった。

• 介入によって医療者・家族間のコミュニケーションの質と、
患者・家族中心のケアの評価は改善し、ICU滞在期間は短
縮する可能性がある。

• 今後は異なる医療システム・背景・慣習を持つ多くの地域
を対象とした、より大規模な研究が必要かもしれない

47
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N Engl J Med. 2018 May 24;378(21):1965-1975. 

-EOLIA Trial-

重症ARDSに対するECMO

2018年7月10日 東京都立多摩総合医療センター 萩原祥弘 先生 スライドより引用改変

９本目



ExtraCorporeal Membrane Oxygenation
通称ECMO(体外式膜型人工肺) 

人工肺で
O2を付加
CO2を除去

49

Rescue Therapy

静脈送血

静脈脱血

Lung rest 
(TV＜4ml/kg:PBW)

ARDSに対する２つの役割



50

P 重症ARDS  (180例)

I VV ECMO (90例)

C 呼吸器による従来治療
(low-volume low-pressure ventilation strategy) (90例)

O 6ヶ月後の重度機能障害を伴わない生存率

英国での多施設共同RCTを実施

2009年
CESAR trial

Lancet 2009; 374: 1351–63)

生存率に有意差あり（P=0.027）
ECMO群＞コントロール群



ELSO

51

ECMO runs

Survival rate

Respiratory ECMOは
2009年以降 爆発的に増加

成人Respiratory ECMOは
ECMO離脱率66%,  生存退院率58%

Thiagarajan RR, et al. ASAIO  J. 2017, 63 (1):60-67



背景のまとめ
✓20世紀に行われた２編のRCTでは否定的な結果であった.

✓CESAR trialやH1N1 pandemic時の良好な成績を受け，重症呼吸
不全へのECMO導入数は世界規模で増加傾向にある

✓CESAR trialではECMOを奨励する結果になったが課題もあった
1)ECMO群で全患者が導入されていなかった点

2)対照群でARDS治療の標準化がされていなかった点

✓H1N1 pandemicの報告は全てobservational study.

✓故にARDSへのECMOの有効性は,未だcontroversialである.

53



54

N Engl J Med. 2018 May 24;378(21):1965-1975. -EOLIA Trial-

P 重症ARDS患者

I VV ECMO＋肺保護換気

C 肺保護換気遵守の従来治療

O 60日死亡率



✓ARDS の定義は以下のAECC基準に順する

55

(Am J Respir Crit Care Med 1994;149:81824. )

Trial 開始が2011年で

あったため, Berlin定義
(JAMA, 307: 2526-2533, 2012. )

は使用されなかった

Inclusion criteria (1)

1. 急性発症

2. 胸部X線写真上，両側性の浸潤影

3. PaO2/FiO2 ratio < 200 mm Hg

4. 肺動脈楔入圧≤ 18 mm Hg or 左房圧上昇の臨床所見がない

✓気管挿管され人工呼吸器期間が7日未満である



適切な呼吸器設定 FiO2 ≥ 80%, Vt 6 ml/kg; PBW, PEEP ≥ 10 cm H2O

適切な補助療法① 筋弛緩薬, 腹臥位療法➔割付前に強く推奨

適切な補助療法② NO, RM，HFOV, アルミトリン ➔使用を検討

(f35/min＆Pplat ≤ 32 cm H2O まで設定）
56

Inclusion criteria (2)

i.  PaO2/FIO2 ratio < 50 が >3時間

ii. PaO2/FIO2 ratio < 80  が >6時間

iii. pH < 7.25 かつ PaCO2 ≥60 mm Hg が >6時間

いずれかを

満たせば

候補者にEntry

以上の管理を行ったのにもかかわらず 致死的であり
Rescue 
Therapy



Intervention

57

介入群 経皮的-Venoveneous-ECMO

使用機器 Maquet社のCardiohelp®・HLSカニュレ®を使用

呼吸器設定
FiO２ 30-50%, PEEP ≥10 cm H2O, plateau pressure <25 

cm H2O, RR10-30/min≒Lung rest設定

抗凝固
未分画ヘパリンでAPTT40-55sec ，
抗Ⅹa活性0.2-0.3IU/mlを指標とする



58

対照群 標準的な従来治療

呼吸器
設定

EXPRESS試験に準じたPEEP設定
＆肺保護換気戦略

補助療法
①

筋弛緩薬, 腹臥位療法
➔強く推奨

補助療法
②

NO, リクルートメントマヌーバー，
プロスタサイクリン, アルミトリン
➔治療抵抗性低酸素血症の際に考慮

Comparison

EXPRESS試験

JAMA 2008;299:646-55.

✓ VT 6 ml/kg PBW , 

✓ PEEP はプラトー圧 28-30 cm 

H2Oを超えないよう設定. 



Comparison -crossover option-

✓補助療法を実施しても

59

✓ SaO2 <80% が>6時間持続

✓ MOFがなく可逆的

✓ ECMOにより予後が変わる

担当医の判断で

ECMOへcrossover

することを許容

✓もし非ECMOセンターでcrossover症例が発生した場合は，

mobile ECMO搬送チームを要請する➔ECMOセンターへ搬送
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人工呼吸管理7日未満の
超重症ARDS患者

ECMO群

従来治療群

生存

Crossover optionとは？

＋ECMO治療群

補助療法を行っても
低酸素血症が進行した場合

Rescue目的に
ECMOを追加



Primary end point (60日死亡率)

VS

Cross over
ECMO群
20/35例
(57%)

RR  0.76
(0.55-1.04)

P value 0.09

61



Secondary end point (治療失敗率)

※治療失敗・・ECMO群では死亡、従来治療群ではECMOへクロスオーバーor死亡

RR  0.62
(0.47-0.82)
P value ＜0.001

62

VS

Cross over
ECMO群
35/35例
(100%)



まとめ

超重症ARDS患者を対象にしたRCTでは,

(標準化した従来治療と比較して)

早期のECMO導入による

60日死亡率の有意な低下を認めなかった

63



EOLIA trialの問題点 (1)

✓(筋弛緩薬・腹臥位)といった予後改善を示した補助療法を実施した
にも関わらず，従来治療群の28%がECMOにcrossoverしてしまっ
た.

✓このcross overの存在により，ECMOの有効性に関して決定的な結
論を出すことが困難になった. (従来治療群がcrossover to ECMO
により生存率を上がった可能性がある)

✓この問題を我々は試験開始時に気づいたが，倫理的にもcross over
導入を阻止することは許容できなかった.

64

Cross over to ECMO群



✓Secondary end pointの『治療失敗』に関してはECMO群の有効

性が示されたが，primary end pointのnegativeな結果に光明を

もたらすものとまでは言い難い. (∵対照群へのバイアス)

✓Secondary analysisの感度分析では，crossover群がECMOなし

で33％の生存率であるという推定の下であれば，2群間の治療失

敗に関する相対リスクは有意のままである. (解釈が困難)
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EOLIA trialの問題点 (2)
Secondary end pointの解釈
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ICUにおける重度の代謝性アシドーシス
に対する重炭酸ナトリウム

2018年8月21日 奈良県総合医療センター 櫻谷 正明先生 スライドより引用

Lancet. 2018 Jul 7;392(10141):31-40.

10本目



重炭酸Naはよく使われている ?

• アシデミアになると細胞が機能障害に陥ることがあるが，重

炭酸Na静注はpHを上昇させ，有益かもしれない

• 北米で行われた腎臓内科やICUのプログラム責任者を対象と

したアンケート調査では，「2/3以上が高乳酸血症を伴った

アシデミアに対して重炭酸Naを投与する」と回答

Kraut JA, et al. Clin Exp Nephrol 2006; 10: 111–17. PMID: 16791396



Kim HJ, Son YK, An WS. Effect of sodium bicarbonate administration on mortality in patients
with lactic acidosis: a retrospective analysis. PLoS One. 2013;8:e65283. PMID: 23755210

2011年5月から

2012年4月まで

単施設（韓国の大学病院）

過去起点コホート研究

乳酸アシドーシス

Lac > 3.3 mmol/L

n=103（83人が死亡）

SOFAスコア高値と重炭酸Naの使用が死亡のリスク



重炭酸Na静注の有効性ははっきりしない

•重炭酸NaはpHやHCO3
-は改善するが，血

行動態に与える影響はNaClと同様だった

•重炭酸Naが死亡を減少させた報告はない

•有害事象を引き起こす可能性

• 細胞内アシドーシス

• 低カルシウム血症，低カリウム血症



背景まとめ

• 重度のアシデミアが持続すると予後不良

• 重炭酸Na静注は比較的よく検討されているかもしれ
ない

• pHを改善することは有益かもしれないが，生存アウ
トカムへの影響は不明で，有害事象も懸念される

• SSCG 2016ではpH ≥ 7.15の場合は推奨しない

真のアウトカムを検討した質の高い研究はない



重度の代謝性アシドーシスを伴う成人のICU患者に対して，

早期の重炭酸Na投与を行うと，投与なしと比較して，

あらゆる原因による28日死亡や7日の時点での少なくとも1臓器以

上の臓器不全の発生を減らす

本研究の仮説

Lancet. 2018 Jul 7;392(10141):31-40.



P
⚫ ICU入室48時間以内の成人患者（≥ 18歳）

⚫ 重度の代謝性アシドーシス（pH ≤ 7.2，PaCO2 ≤ 45mmHg，HCO3
- ≤ 20 

mmol/L）

⚫ SOFA ≥ 4 or 動脈血乳酸値 ≥ 2 mmol/L

I
⚫ pH ≥ 7.3 を達成するように4.2%重炭酸Na投与

⚫ 28日間 or ICU退室まで継続

⚫ 投与速度は125-250mL/30min

（組み入れ24時間以内で最大1000mLを推奨）

⚫ 各投与 1-4時間後に動脈血ガス採血

C ⚫ 重炭酸Na投与なし

O
主要評価項目は複合アウトカム

⚫ 割り付け28日以内のあらゆる原因による死亡

⚫ 割り付け7日目の1臓器以上の臓器不全の発生

多施設，非盲検，無作為化比較試験、フランス26施設



28日死亡，7日目の臓器不全に有意差はなし

AKI 2-3患者限定すると，重炭酸Na投与は主要評価項目を改善した

Primary outcome
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Figure S2: Arterial pH level in patients in the control and in the bicarbonate groups at 
baseline and after enrolment (overall population).  
 
 
 

 
 

Figure S2 shows the arterial pH through day 7 for patients in the control and the bicarbonate 
groups respectively. Although arterial pH was not significantly different among treatment 
groups at H0, it differed significantly between groups afterwards.  
The horizontal line in the boxes indicates the median, the top and bottom of the box the 25th 
and 75th percentiles, and I bars the 5th and 95th percentiles. The open circle and the arrow 
represent the mean value in the control and the bicarbonate groups respectively. A mixed 
regression model was used to modelize repeated measures. Interactions between variables 
and time were tested. 
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Figure S3: Arterial bicarbonate level in patients in the control and in the bicarbonate 
groups at baseline and after enrolment (overall population). 
 
 
 

 
 
Figure S3 shows the arterial bicarbonate concentration through day 7 for patients in the 
control and the bicarbonate groups respectively. Although arterial bicarbonate concentration 
was not significantly different among treatment groups at H0, it differed significantly between 
groups afterwards.  
The horizontal line in the boxes indicates the median, the top and bottom of the box the 25th 
and 75th percentiles, and I bars the 5th and 95th percentiles. The open circle and the arrow 
represent the mean value in the control and the bicarbonate groups respectively. A mixed 
regression model was used to modelize repeated measures. Interactions between variables 
and time were tested. 

最初の2日間のうち36時間以上，pH > 7.3を維持できた患者は増加

50/194（26%）vs. 117/195（60%）

最初の2日間の輸液量には差がなかった

pH HCO3
-



腎代替療法の施行は対照群で多く，導入までの時間は早かった

腎代替療法 free daysは少なかった

AKI 2-3でも同様の結果であったが，

RRT施行患者のICU退室時の透析依存は対照群で多かった

Secondary outcome



まとめ

• 重度の代謝性アシドーシスを認める患者に対する重

炭酸Na投与は28日死亡率、7日目臓器障害には差が

なかった。

• しかし，腎代替療法を減らし，AKI患者では死亡率

も減少した。


