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毎週、毎⽉
新しい研究が発表



時代は変わる
今までの常識は正しい？



多施設ジャーナルクラブ
•  聖マリアンナ医科⼤学
•  聖マリアンナ医科⼤学⻄部病院

•  東京ベイ・浦安市川医療センター
•  練⾺光が丘病院
•  横須賀市⽴うわまち病院

•  東京⼥⼦医科⼤学

•  東京都⽴多摩総合医療センター

•  奈良県⽴総合医療センター

•  ⼤阪市⽴総合医療センター

•  九州⼤学病院

•  浦添総合病院



多施設ジャーナルクラブ



1本⽬

敗⾎症性ショックに対しての
エンドトキシン吸着療法（PMX）は

死亡率を改善するか
EUPHRATES研究

 JAMA. 2018;320(14):1455-1463. 



エンドトキシン吸着療法

Ronco and Klein Critical Care 2014, 18:309



EUPHAS
JAMA.	2009;301(23):2445.	

ABDOMIX
Intensive	Care	Med.	2015;41:975.

N=64 患者数 N=243

腹腔内感染症
重症敗⾎症

対象
患者

消化管穿孔による
腹膜炎

敗⾎症性ショック

平均⾎圧上昇
昇圧剤必要量低下

院内死亡率低下

結果
28⽇死亡率に

差はない

8	⼆重盲検はできていなかった

これまでのランダム化⽐較試験



死亡率改善効果の検討

敗⾎症性ショックに対しての
エンドトキシン吸着療法（PMX）は

死亡率を改善するか
EUPHRATES研究

 JAMA. 2018;320(14):1455-1463. 



多施設 ⼆重盲検 RCT 55施設  
P EAA≧0.6の敗⾎症性ショック
I エンドトキシン吸着療法※

C 標準治療のみ
O 28⽇死亡率
※24時間以内に2回（1回90-120分）

対照群はベッドサイドで実際に透析機器は運転させるが、
透析カテは挿⼊するフリのみで、透析機器は空回し



患者背景
PMX群
N=224 

対照群
N=226

年齢 60.9 ± 15.1 58.8 ± 14.7

APACHE Ⅱ 29.4 ± 9.0 28.1 ± 8.5 

MV管理 208(93.0%) 217 (96.0%)

腎代替療法 47 (21.0%) 62 (27.4%)

NAD >0.1γ 159（71.0%） 177（78.3%）

感染巣 肺/腹部 34.3/35.7 38.8/35.7



患者背景
PMX群
n=224 

対照群
N=226

年齢 60.9 ± 15.1 58.8 ± 14.7

APACHE Ⅱ 29.4 ± 9.0 28.1 ± 8.5 

MV管理 208(93.0%) 217 (96.0%)

腎代替療法 47 (21.0%) 62 (27.4%)

NAD >0.1γ 159（71.0%） 177（78.3%）

感染巣 肺/腹部 34.3/35.7 38.8/35.7

60歳前後
APACHE Ⅱ 29程度
腹部感染 3割程度
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28⽇死亡率

PMX群
対照群

OR 1.09	
(0.85-1.39) p=0.49	

有意差なし

全患者 ITT解析 -28⽇死亡率-

37.7% 34.5%
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平均⾎圧変化

PMX群
対照群

PMX群で、有意に⾎圧上昇
9.4mmHg

4.1mmHg



EUPHRATES研究
敗⾎症性ショックに対するPMX

   死亡率
  平均⾎圧
  デバイス・透析関連合併症
   （出⾎、⾎⼩板低下など）



エンドトキシン吸着療法にかかる
コスト

⼿技量・償還価格 (平成30年)

単価
吸着式⾎液浄化⽤浄化器

（エンドトキシン除去⽤） 35万6千円

⼿技料 2000点=2万円

16	



まとめ
PMXは⾎圧上昇作⽤はあるものの、

死亡率改善効果はなく、
有害事象も多い傾向にある。

かつ⾮常に⾼額な医療である。

よってPMXを敗⾎症性ショック患者へは
使⽤しない



2本⽬

消化管出⾎リスクのある重症患者への
PPI予防投与は死亡率を改善させるか？

SUP-ICU研究
N Engl J Med 2018;379:2199-2208.	



重症患者におけるストレス潰瘍
ストレス関連粘膜障害

oozing	

bleeding	

・ 好発部位：
     噴⾨部や胃体部

・ ICU⼊室患者の⼤部分で
  内視鏡的な粘膜障害が
  24時間以内に⽣じる.

・ 予防なしの患者では,
    臨床的に問題となる
  消化管出⾎の頻度は
    およそ3〜4%.

点状出⾎

表在性
びらん

ストレス
潰瘍

Chest. 2001;119:1222-41.



⼈⼯呼吸器使⽤、凝固障害が
リスク因⼦となる

N	Engl	J	Med.	1994;330:377-81.	

48時間以上の人工呼吸が必要	

凝固障害※	

重回帰分析	単純回帰分析	

オッズ比	 オッズ比	

※PLT<5万,	PT-INR＞1.5,	APTT>正常上限の2倍	



リスクのある患者にはストレス潰瘍予防を
⾏うよう強く勧められる（SSCG 2016）

Surviving	Sepsis	Campaign:	internaAonal	guidelines	for	management	of	sepsis	and	sepAc	shock:	2016.		
Intensive	Care	Med	2017;43:304-77.	

PPIまたはH2RA
どちらでもよい



単純⽐較 プロペンシティスコアで
マッチさせた

H2RA
(n=13,439)
38.1%

PPI
(n=21,873)
61.9%

P値 H2RA
(n=8799)

PPI
(n=8799) P値

肺炎 27% 38.6% <.
001

30.7% 34% <.
001

CD
感染症

2.2% 3.8% <.
001

2.6% 3.4% .
002

＜	

＜	

＜	

＜	

H2RAよりもPPIで、
肺炎・CD感染症が多い

JAMA	Intern	Med.	2014	;174:564-74.	



SUPした方が良い	 しない方が良い	

経腸栄養している患者では
SUPは消化管出⾎を減らさない

経腸栄養している患者ではSUPは不要？
Crit	Care.	2018;22:20.	

Total 相対リスク(RR) 0.80 [0.49, 1.31]



ここまでのまとめ

•  重症患者の3〜4%でストレス潰瘍
•  消化管出⾎を減らすためストレス潰瘍予防

(SUP)を推奨
•  リスク因⼦：⼈⼯呼吸器装着、凝固障害など…
•  消化管出⾎の予防効果：PPI＞H2RA
•  PPIの有害事象：肺炎、CD感染症、⼼筋梗塞？
•  経腸栄養していればSUPが不要となる可能性が

ある



PPIによる潰瘍予防は
本当に益なのか？

消化管出⾎リスクのある重症患者への
PPI予防投与は死亡率を改善させるか？

SUP-ICU研究
N Engl J Med 2018;379:2199-2208.	



多施設 ⼆重盲検 RCT 33施設
P 消化管出⾎リスクのあるICU患者
I PPI（パントプラゾール）投与
C プラセボ投与

O 90⽇死亡率
臨床的に重要なイベント※

※臨床的に重要な消化管出⾎、新規発症の肺炎、
 CDI感染症、急性⼼筋梗塞



患者背景
PPI群
N=1644

プラセボ群
N=1647

平均年齢 67 (56-75) 67 (55-75)

SAPSⅡ 49（39-59） 48（37-59）

術後患者 646（39%） 706（43%）

⼈⼯呼吸器使⽤ 1273 (77%) 1316(80%)

⾎管収縮薬使⽤ 1103 (67%) 1093 (66%)

凝固障害 352 (21%) 299 (18%)

腎代替療法 123 (7%) 99 (6%)



患者背景
PPI群
N=1644

プラセボ群
N=1647

平均年齢 67 (56-75) 67 (55-75)

SAPSⅡ 49（39-59） 48（37-59）

術後患者 646（39%） 706（43%）

⼈⼯呼吸器使⽤ 1273 (77%) 1316(80%)

⾎管収縮薬使⽤ 1103 (67%) 1093 (66%)

凝固障害 352 (21%) 299 (18%)

腎代替療法 123 (7%) 99 (6%)

平均年齢 67歳
MV管理 8割程度
凝固障害 2割程度
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90⽇死亡率

PPI群

プラセボ群

OR 1.02	
(0.91-1.13) p=0.76	

有意差なし

⼀次アウトカム -90⽇死亡率-

31.1% 30.4%



0	

5	

消化管出⾎

PPI群

プラセボ群

OR 0.58	
(0.40-0.86) 	

PPI群で有意に少ない

⼆次アウトカム –消化管出⾎-

2.5%

4.2%



0	

5	

消化管出⾎

PPI群

プラセボ群

OR 0.58	
(0.40-0.86) 	

PPI群で有意に少ない

⼆次アウトカム –消化管出⾎-

2.5%

4.2%

 PPI投与により
臨床的に意味のある消化管出⾎が減少

NNT=59



⼆次アウトカム
肺炎、CD感染症、急性⼼筋梗塞は

増えない

PPI
 (n=1644)

プラセボ
 (n=1647)

相対リスク
(95% CI)

肺炎 266 (16.2%) 266 (16.2%) 1.00 
(0.84-1.19)

CD感染症 19 (1.2%) 25 (1.5%) 0.76 
(0.42-1.39)

急性⼼筋梗塞 77 (4.7%) 66 (4.0%) 1.17 
(0.84-1.65)



SUP-ICU研究
重症患者におけるPPIによる潰瘍予防

   死亡率
  消化管出⾎
  肺炎
  CD感染症

NNT=59



まとめ
ストレス潰瘍のハイリスク患者において
•  PPIは臨床的に重要な消化管出⾎を減らす
•  経腸栄養にPPIを追加することで効果が増す
•  死亡率改善には寄与しない
•  ICUでの短期間のPPI投与で肺炎やCD感染、

⼼筋梗塞発症を⼼配する必要はなさそう

今後ともリスクのある患者にはPPIを使⽤



3本⽬

SBT失敗患者における
NIV使⽤しての呼吸器離脱

Breathe研究
JAMA 2018;320:1881-1888.



Cochrane Database Syst Rev 2014 Nov 6;(11):CD006904

離脱プロトコル使⽤で、早期に抜管できる

離脱プロトコル使⽤ vs 医師判断で離脱

ガイドラインでも、 
離脱プロトコルの使⽤を推奨

Am J Respir Crit Care Med 2017;195:120

SBT開始の判断

SBTの実施

SBTのクリア

抜管

⼈⼯呼吸器離脱まで  
 25時間短縮（95% CI 12.5-35.5時間）



離脱プロトコルの⼀例 ARDSnet protocol

SBT開始の判断
1.  FiO2 ≦ 40%かつPEEP ≦8 もしくは FiO2 ≦ 50%かつPEEP ≦5
2.  FiO2、PEEPの設定が前⽇より悪く無い
3.  ⼗分な⾃発呼吸あり
4.  ⾎管収縮役なしでsBP ≧ 90mmHg
5.  筋弛緩薬の使⽤なし 

SBTの実施
 Tピース法、あるいは⾃発呼吸モードでPS ≦ 5、PEEP ≦ 5の設定

SBTのクリア
1.  SpO2 ≧ 90%もしくはPaO2 ≧ 60mmHg
2.  ⾃発呼吸での1回換気量 ≧ 4mL/理想体重kg
3.  呼吸回数 ≦ 35/分
4.  pH ≧ 7.3
5.  患者の呼吸努⼒なし

www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf



離脱プロトコルの⼀例 ARDSnet protocol

SBT開始の判断
1.  FiO2 ≦ 40%かつPEEP ≦8 もしくは FiO2 ≦ 50%かつPEEP ≦5
2.  FiO2、PEEPの設定が前⽇より悪く無い
3.  ⼗分な⾃発呼吸あり
4.  ⾎管収縮役なしでsBP ≧ 90mmHg
5.  筋弛緩薬の使⽤なし 

SBTの実施
 Tピース法、あるいは⾃発呼吸モードでPS ≦ 5、PEEP ≦ 5の設定

SBTのクリア
1.  SpO2 ≧ 90%もしくはPaO2 ≧ 60mmHg
2.  ⾃発呼吸での1回換気量 ≧ 4mL/理想体重kg
3.  呼吸回数 ≦ 35/分
4.  pH ≧ 7.3
5.  患者の呼吸努⼒なし

SBTをクリアしてからの抜管 が基本

www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf



SBT開始の判断

SBTの実施

SBTの失敗

抜管

NIVの使⽤

SBTを失敗した際に、NIVを⽤いて
早期抜管を⾏うのは可能か？



Q 挿管患者の早期抜管のためにNIVを使⽤すべきか？

A 2型呼吸不全患者では、NIVの使⽤を推奨する 
 (Conditional recommendation, moderate certainty of evidence) 

 1型呼吸不全患者では、推奨なし

COPDなど2型呼吸不全患者で、SBTを失敗した際に、 
NIVを使⽤して早期抜管すると、従来治療と⽐較し 
再挿管は増やさずに、
⼈⼯呼吸器期間を減らし、VAPを減らす

Eur Respir J 2017;50(2):1602426

Cochrane Database Syst Rev 2013;(12):CD004127



1型呼吸不全患者ではどうか？

SBT失敗患者における
NIV使⽤しての呼吸器離脱

Breathe研究
JAMA 2018;320:1881-1888.



多施設 RCT 41施設

P 48時間以上の挿管管理ののち、 
1回⽬のSBTが失敗した患者

I 抜管してNIVを⽤いて離脱

C 挿管を継続し、SBTをクリアし
てから離脱

O ⼈⼯呼吸器離脱までの期間



挿管管理  
48時間以上

SBT開始の判断

SBT実施

失敗 成功

NIV群 挿管群

解析

ランダム化



患者背景
NIV群
N=182

挿管継続群
N=182

平均年齢 64.3 (13.6) 61.8 (15.8)

APACHEⅡ 18.9（6.6） 18.8（6.2）

割付までの挿管期間 5.3（3.3-8.1） 4.7（3.0-7.4）

挿管理由-肺炎 57 (31.3%) 73（40.1%）

挿管理由-術後 39 (21.4%) 39 (21.4%)

挿管理由-⼼不全 27 (14.8%) 18 (9.9%)

挿管理由-COPD 7 (3.9%) 7 (3.9%)



患者背景
NIV群
N=182

挿管継続群
N=182

平均年齢 64.3 (13.6) 61.8 (15.8)

APACHEⅡ 18.9（6.6） 18.8（6.2）

割付までの挿管期間 5.3（3.3-8.1） 4.7（3.0-7.4）

挿管理由-肺炎 57 (31.3%) 73（40.1%）

挿管理由-術後 39 (21.4%) 39 (21.4%)

挿管理由-⼼不全 27 (14.8%) 18 (9.9%)

挿管理由-COPD 7 (3.9%) 7 (3.9%)

平均年齢 60代
APACHEⅡ 19点
肺炎と術後が多い



OR 1.1	
(0.89-1.40) 	

有意差なし

⼀次アウトカム –⼈⼯呼吸器期間-

2.5%

4.2%

0	

5	

⼈⼯呼吸器期間

NIV群
挿管継続群

4.3⽇ 4.5⽇



NIV群 挿管群 結果（95% CI）

挿管期間 1⽇ 4⽇ IRR 
0.6（0.47-0.87）

再挿管 37.0% 28.7% OR 
1.54（0.89-2.41）

気管切開 23.6% 30.2% OR 0.7（0.44-1.15）

肺炎（の疑い）
に対する抗菌薬

60.4% 70.3% AD 
9.9%（0.17-19.61）

30⽇⽣存率 86.8% 86.3% OR 1.1（0.58-1.96）

挿管期間 NIVで短い  肺炎へのABx NIVで少ない 
再挿管、気管切開、⽣存率 差なし

⼆次アウトカム



Breathe研究
1型呼吸不全における

NIVを使⽤しての早期抜管

   ⼈⼯呼吸器期間
  挿管期間
  肺炎に対する抗菌薬
  再挿管



まとめ

•  SBTを失敗した挿管患者であっても、NIVを使⽤す
ることで有害事象をきたさずに早期抜管ができる可
能性はある

•  鎮静を減らすことができるメリットや、VAPの発症
を減らし、アウトカムを改善する可能性もあるが、
すべての患者に適⽤するだけの根拠は、まだ乏しい



4本⽬

ICUのせん妄患者における抗精神病薬投与
MIND-USA研究

N Engl J Med. 2018;379(26):2506-16. 



背景
•  ICUで⼈⼯呼吸器管理されている重症患者の

50~75%で⾒られる

•  せん妄の病態は、様々な神経伝達システムの
異常とされているがメカニズムは不明である

・もっとも有⼒と考えられている仮説は、
 “アセチルコリン低下によるドパミン過剰”

Crit Care Clin 2008;24:789-856.	

Crit Care Med 2018;46(9):e825-e873.



多施設 ⼆重盲検 RCT 16施設

P ⼈⼯呼吸管理 or ショックで
せん妄を発症したICU患者

I 抗精神病薬投与
（ハロペリドール or Ziprasidone）

C プラセボ投与

O 14⽇間での
せん妄と昏睡なしでの⽣存期間
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 Day0
 〜Day5
 〜ICU退室
 〜Ex基準を満たす

 CAM-ICU 陽性
 かつQTC<550mSec

連⽇1⽇2回、CAM-ICUを評価

割り付け後、直ちに投薬開始
	

Informed Concent



介⼊⽅法
・割り付け後、速やかに投薬開始
・12時間毎(10時,22時)に追加投与
開始量 
70歳未満
・Haloperidol 2.5mg(0.5ml)
・Ziprasidone 5.0mg (0.5ml)
・0.9%⽣理⾷塩⽔(0.5ml)

54	

＊最⼤投与量
・ Haloperidol：20mg/day(10mg/回) 
・ Ziprasidone：40mg/day(20mg/回)



患者背景
ハロペリドール群
N=192

Ziprasidone群
N=190

プラセボ群
N=184

平均年齢 61 (51-69) 61 (50-69) 59 (52-67)

APACHEⅡ 28（23-34） 28（23-34） 30（24-34）

侵襲的⼈⼯呼吸管理 178（93%） 180（95%） 170（92%）

ショック 58（30%） 64（34%） 65（35%）

過活動型せん妄 19（10%） 16（8%） 22 (12%)

低活動型せん妄 172 (90%) 172（91%） 161 (88%)



患者背景
ハロペリドール群
N=192

Ziprasidone群
N=190

プラセボ群
N=184

平均年齢 61 (51-69) 61 (50-69) 59 (52-67)

APACHEⅡ 28（23-34） 28（23-34） 30（24-34）

侵襲的⼈⼯呼吸管理 178（93%） 180（95%） 170（92%）

ショック 58（30%） 64（34%） 65（35%）

過活動型せん妄 19（10%） 16（8%） 22 (12%)

低活動型せん妄 172 (90%) 172（91%） 161 (88%)

平均年齢 60歳前後
APACHEⅡ 29点
ほとんどが低活動型
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せん妄・昏睡のない期間

ハロペリドール
Ziprasidone	
プラセボ

⼀次アウトカム 
   –せん妄・昏睡のない期間-

7.9⽇
8.7⽇ 8.5⽇

有意差なし



MIND-USA研究
重症患者のせん妄に対する

抗精神病薬投与

   せん妄・昏睡期間
  死亡率
  ⼈⼯呼吸器期間
  ICU・⼊院期間



まとめ

•  そもそもICUにおけるせん妄は低活動型が主

•  抗精神病薬をルーチンに使うメリットはなし

•  過活動せん妄に対するレスキューとしての使⽤効果
は本研究では不明である



5本⽬

アメリカ集中治療医学会による
鎮痛・鎮静・せん妄ガイドラインupdate

Crit Care Med 2018; 46:e825–e873.



2013 PAD → 2018 PADIS

•  密接に関連する2つの臨床ケアトピック
（immobilityとsleep）を2つ追加

•  2013年以降のエビデンスを適宜追加
 （特にデクスメデトミジンについて）



Painまとめ
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推奨する 推奨しない
プロトコール ・プロトコールに基づく疼痛

評価や管理プログラム

オピオイドの
鎮痛補助薬

・アセトアミノフェン(静注/
経⼝/座薬)
・Nefopam
・ケタミン
・神経障害性疼痛薬

・リドカイン静注
・NSAID(静注/経⼝)

⾮薬物的鎮痛補助 ・マッサージ
・⾳楽療法

・VRなどのサイバー治療 
・催眠療法

処置時の鎮痛薬
・最低量のオピオイド
・NSAID

・局所⿇薬
・亜酸化窒素
・吸⼊⿇酔薬
・NSAIDゲル

処置時の
⾮薬物的鎮痛補助

・⾳楽療法
・冷却療法
・リラクゼーション療法

鎮痛評価法
・Self-report scales
・Behavioral pain 
assessment tools
・Proxy reporters

・Physiologic measures



Agitation/sedationまとめ
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推奨する 推奨しない

鎮静の程度 ・浅い鎮静
（RASS-2〜1）

・深い鎮静

⼈⼯呼吸器管理の
薬剤的介⼊

・プロポフォール
    >ベンゾジアゼピン
・デクスメデトミジン
    >ベンゾジアゼピン

鎮静管理⽅法

・DSIs(daily sadative 
interruption)、
 NP(nursing 
protocolized)-tageted 
sedationを⽤いる



⽇本発！多施設⾮盲検RCT（DESIRE研究）

P 敗⾎症で⼈⼯呼吸管理を
24時間以上要する成⼈患者

I デクスメデトミジンによる鎮静（N=100）

C デクスメデトミジン以外による鎮静
（N=101）

O 28⽇死亡率
⼈⼯呼吸器⾮装着期間



P=0.14

有意差なし

⼀次アウトカム –28⽇死亡率-

19%

0	

10	

20	

30	

28⽇死亡率

DEX群
対照群

28%



SPICE Ⅲ study

66	

成⼈⼈⼯呼吸患者を対象に、DEXでの浅鎮静維持が、
90⽇死亡率を改善するかを調べる⼤規模RCT（4000⼈）
が⾏われており、結果発表が待たれる



Deliriumまとめ
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推奨する 推奨しない

せん妄評価 ・様々なツールを⽤い
たせん妄評価

せん妄の予防
・ハロペリドール、⾮定
型抗精神病薬、デクスメ
デトミジン、スタチン、
ケタミンの使⽤

亜症候性せん妄の
治療

・ハロペリドールまたは
⾮定型抗精神病薬の使⽤

せん妄の治療

・⼈⼯呼吸器管理中に、
興奮によりWeaning
や抜管遅延がある場合
のデクスメデトミジン
の使⽤

・ルーチンでのハロペリ
ドール、⾮定型抗精神病
薬、スタチンの使⽤

・多因⼦の⾮薬理学的
介⼊

・光線療法



JAMA.	2016;315(14):1460-1468.	

P ICU⼊室中の過活動型譫妄のみが原因で⼈⼯
呼吸管理継続が必要な成⼈患者

I デクスメデトミジンの併⽤（N=39）

C プラセボの併⽤（N=32）

O ⼈⼯呼吸器⾮装着期間
DEX流量 0.5μg/kg/hr開始、0〜1.5μg/kg/hr調整

オーストラリア・ニュージーランドからの多施設RCT



P=0.01

DEX群で早期抜管が可能

⼀次アウトカム –⼈⼯呼吸器⾮装着期間-

144hr

127hr

100	
110	
120	
130	
140	
150	

⼈⼯呼吸器⾮装着期間

DEX群
プラセボ群



Immobility(rehabilitation/mobilization)まとめ
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推奨する 推奨しない

有⽤性
・重症患者でのリハビ
リテーションやモビリ
ゼーション介⼊

・通常のケア

介⼊基準
・⼼⾎管系、呼吸器系、
神経系の安定性があれ
ば介⼊する

・⾎管作動薬や⼈⼯呼吸
器使⽤中のリハビリ開始
遅延

中⽌基準

・新規の⼼⾎管系、呼
吸器系、神経系の不安
定性の発⽣時
・転倒や医療機器抜
去/誤動作、患者の苦
痛がある場合



Sleepまとめ
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推奨する 推奨しない

睡眠評価 ・様々なツールを⽤い
たせん妄評価

・ルーチンでの⽣理学的
モニタリングの使⽤

睡眠改善のための
⼈⼯呼吸器設定

・夜間のAssist 
control Ventilationの
使⽤
・NIV専⽤呼吸器また
は標準の⼈⼯呼吸器の
使⽤

・夜間のPressure 
Support Ventilationの
使⽤
・夜間のadaptive 
modeの使⽤

睡眠改善のための
⾮薬剤的介⼊

・騒⾳軽減
・光軽減

・アロマセラピー
・指圧療法
・⾳楽の使⽤

睡眠改善のための
薬剤的介⼊

※メラトニン、デクス
メデトミジンは推奨は
作らず

・プロポフォール

睡眠促進
プロトコール

・多因⼦のプロトコー
ルの使⽤



DEX流量 0.2μg/kg/hr開始、0.1〜0.7μg/kg/hr調整



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

Dexmedetomidine 

Placebo 

Dexmed. 
Placebo 

Number of patients remaining in the ICU still free of delirium 
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Follow-up days 

Log-rank 
p=0.0063 

Dexmedetomidine 
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譫妄未発症の
患者の割合

フォローアップ期間 73	



Effect of Administration of Ramelteon, a 
Melatonin Receptor Agonist, on the Duration 
of Stay in the ICU: A Single-Center 
Randomized Placebo-Controlled Trial 	

⽇本発！ロゼレムが譫妄発症率および発症期間を短縮させるという単施設RCT

P ⼊室後最初の48時間に胃管から薬剤投与を
受けることができるICU患者

I ラメルテオン 8mg/⽇(毎⽇20時に服⽤)

C プラセボ

O Primary：ICU滞在期間
Secondary：譫妄発症率、譫妄発症期間

Effect of administration of ramelteon, a melatonin receptor agonist, on the duration of stay in the ICU:	
a single-center randomized placebo-controlled trial. Crit Care Med 2018.	

74	
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required, only 88 subjects could be enrolled within the set regis-
tration period because fewer patients than we expected actually 
met the eligibility criteria during the study period. Therefore, 
the study may have been underpowered. During the study 
period, visits by the patients’ families were limited to twice a 
day, even though an open-door visiting policy is promoted in 
ICUs nowadays for reducing the occurrence of delirium. In this 
study, we did not assess the type of delirium, hyperactive, hypo-
active, or mixed type delirium. Finally, this dose of haloperidol 
(5 mg) may be much higher than the usual dose used around 
the world as rescue treatment for delirium patients.

It is interesting that the estimated effect size of ramelteon was 
1.30 days in the unadjusted comparison, which was greater than 
the effect size of 1.00 day that we had calculated in advance, dur-
ing the sample size calculation, as a clinically significant effect 
size. Although there was no statistical significance in the unad-
justed comparison analysis, this large estimate of the effect size 
could be one of the main reasons for obtaining p value equals 
to 0.082, which is close to the value of α equals to 0.05, and 
also a statistically significant result (p = 0.028) in the adjusted 
analysis, in spite of the smaller than expected sample size. It 
is noteworthy that in our study also, we observed no adverse 
events associated with ramelteon administration, which is con-
sistent with the results of previous studies (23, 24). Prophylactic 
administration of ramelteon may have a potential advantage 
in terms of the safety and efficacy among ICU patients, and it 
would be great interest to investigate the cost-effectiveness of 
prophylactic administration of ramelteon in the ICU.

CONCLUSIONS
Ramelteon administration was associated with a tendency 
toward a decreased duration of ICU stay, as well as significant 

decreases in the occurrence rate and duration of delirium in 
patients admitted to the ICU.
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We thank all the patients who participated in the trial. We also thank 
Mr. Yusuke Sakai for his assistance in implementing the randomiza-
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TABLE 2. Mulitivariate Analysis to Compare a Primary Endpoint
Variables β Coefficient (SE) t Statistic p

Ramelteon or placebo –0.379 (0.169) –2.24 0.028

Age ≥ 60 (vs < 60) –0.110 (0.189) –0.59 0.560

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score < 30 (vs ≥ 30) –0.184 (0.204) –0.90 0.371

Mechanical ventilation 0.720 (0.246) 2.93 0.004

Dementia 0.442 (0.324) 1.27 0.176

Mean of Richmond Agitation-Sedation Scale during the ICU stay –0.248 (0.103) –2.42 0.018

The multivariate analysis was used for variables. Versus (vs) in the table means the reference value.

TABLE 3. Analysis of Secondary Endpoints
Variables Ramelteon Group (n = 45) Control Group (n = 43) OR (95% CI) p 

The occurrence of delirium, n (%) 11 (24.4) 20 (46.5) 2.69 (1.09–6.65) 0.044

The length of delirium, mean (SD), d 0.78 (1.81) 1.40 (2.30)  0.048

Mortality at their discharge, n (%) 3 (6.7) 3 (7.5)  > 0.999

OR = odds ratio.
The Fisher exact test was used for category variables and the Student t test for continuous variables.
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TABLE 3. Analysis of Secondary Endpoints
Variables Ramelteon Group (n = 45) Control Group (n = 43) OR (95% CI) p 

The occurrence of delirium, n (%) 11 (24.4) 20 (46.5) 2.69 (1.09–6.65) 0.044

The length of delirium, mean (SD), d 0.78 (1.81) 1.40 (2.30)  0.048

Mortality at their discharge, n (%) 3 (6.7) 3 (7.5)  > 0.999

OR = odds ratio.
The Fisher exact test was used for category variables and the Student t test for continuous variables.

ICU滞在はラメルテオン群の⽅が有意に短い（4.56⽇ vs 5.86⽇、p=0.028）

ラメルテオン群で譫妄発症率および発症期間が有意に少ない

Effect of administration of ramelteon, a melatonin receptor agonist, on the duration of stay in the ICU:	
a single-center randomized placebo-controlled trial. Crit Care Med 2018.	
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まとめ

•  早期リハと睡眠についての記載追加

•  今後はICU退室後のQOLなどのアウトカムについて
の報告に期待

•  デクスメデトミジンについては、SPICE Ⅲ studyの
結果次第で、推奨が変わるだろう


