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Introduction
Ø COPDの疫学
Ø ⼈⼯呼吸器の有害事象
Ø 抜管後呼吸不全

・NIVによる予防
・NIVによる治療
・HFNCによる予防

Ø NIVとHFNCの⽐較
・快適性・忍容性
・低酸素性⾎症性呼吸不全に対する効果
・⾼CO2⾎症にはHFNCの研究は不⼗分

Ø 本論⽂の前に
・Pilot研究
・PIC windowとは？



COPD 疫学
• WHOの調査によると、COPDは死因の第3位である

World Health Organization (WHO):The top 10 causes of death, 2018

• 特に侵襲的⼈⼯呼吸を受けたCOPD患者では、病院死亡率は28〜30％であった

Medicine(Baltimore).2018 Apr; 97(17): e0487. PMID:29703009

• ERS/ATS clinical practice guidelines Question 11: 

Should NIV be used to facilitate weaning patients from invasive mechanical ventilation?

We suggest NIV be used to facilitate weaning from mechanical ventilation in patients with

hypercapnic respiratory failure. (Conditional recommendation, moderate certainty of evidence.)

Eur Respir J. 2017 Aug 31;50(2):1602426. PMID: 28860265

• 抜管後、NIVを⽤いることで、離脱失敗やVAP、ICU滞在⽇数を短縮し、死亡率を低下させ抜管後

呼吸不全を減らす

Intensive Care Med. 2017 Nov;43(11):1626-1636. PMID: 28393258
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⼈⼯呼吸器の有害事象
• ⼈⼯呼吸器管理の期間が⻑くなると、

VAPの発⽣率が増加し、離脱が困難と
なる
• その他の有害事象としては圧外傷によ

る気胸・気腫、計画外抜管による喉頭
損傷・声帯損傷・呼吸不全などがある

Crit Care Med. 1999;159(4 Pt 1):1249‒56. PMID: 10194173
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抜管後呼吸不全 NIVによる予防
• 抜管後早期にNIVを⽤いる呼吸器離脱は通常のウィーニングと

⽐較して、離脱の失敗やVAP、ICU滞在⽇数を短縮する
• COPD患者に限ると死亡も減少(RR 0.36，95%CI 0.24 to 0.56) 

しており、COPD患者での呼吸器離脱においては良い選択肢と
なりうる
• COPD患者の抜管後、NIVは間⽋的であっても抜管後呼吸不全

を減少させる
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 9;2013(12):CD004127.PMID :24323843 

Intensive Care Med 43 : 1626-1636, 2017 PMID: 28393258
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抜管後呼吸不全 NIVによる治療
• ERS/ATS clinical practice guidelines Question 10b: 

Should NIV be used in the treatment of respiratory failure that develops post-extubation?

We suggest that NIV should not be used in the treatment of patients with established 

post-extubation respiratory failure. (Conditional recommendation, low certainty of evidence.)

Eur Respir J. 2017 Aug 31;50(2):1602426. PMID: 28860265

• NIVと通常の内科的治療を⽐較した結果、再挿管を減少せず、

ICU死亡が増加した(25% vs. 14%)

N Engl J Med 350 : 2452-2460, 2004 PMID:15190137

Respiratory Care November 2007, 52 (11) 1472-1479; PMID:17971250

• 抜管後、呼吸不全を起こした場合の治療⽬的のNIVは推奨されない
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抜管後呼吸不全 HFNCによる予防
• 抜管後呼吸不全リスクの低い患者を対象にHFNCと酸素投与を⽐較

したRCTでは、HFNCは72 時間以内の再挿管を減少させた(4.9% vs. 

12.2%)

JAMA. 2016 Apr 5;315(13):1354-61. PMID:26975498

• 抜管後呼吸不全リスクの⾼い患者に同様の RCTを⾏ったが、酸素投

与と⽐べて、HFNC は抜管後 72 時間以内の呼吸不全を減らすこと

はなかった(20% vs. 27%)

Ann Intensive Care. 2017; 7: 47. PMID: 28466461

• 現時点では、呼吸不全リスクの⾼い患者においては使⽤を推奨する

根拠は⼗分ではない
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Secondary outcomes 
呼吸困難は5ポイントのリッカート尺度を⽤いて評価し、
快適性は100mmの視覚アナログ尺度を⽤いて評価
呼吸器患者の不快感の強さは、各群の終了直後に、
端に「不快感なし」と「想像可能な最⼤の不快感」の
マークが付いた無印の100mmの視覚的アナログスケー
ル（VAS）を使⽤して収集

患者の快適性
1 時間後には、HFNC群は他の 2 つの酸素療法と
⽐較して、患者の不快感が減少し、呼吸困難スコ
アが改善

N Engl J Med. 2015 Jun 4;372(23):2185-96. PMID: 25981908

多施設RCT フランス・ベルギーの23のICU
P 低酸素⾎症性呼吸不全でICUに⼊院した患者
I HFNC
C NIV、通常の酸素療法
O 28 ⽇時点での挿管
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BMC Pulm Med. 2017 Nov 17;17(1):142. PMID: 29149868

メタアナリシス 8つのRCT
P 抜管後の患者
I HFNC
C NIV、通常の酸素療法
O 再挿管、ICU死亡率、ICU滞在期間



BMC Pulm Med. 2017 Nov 17;17(1):142. PMID: 29149868

ICU死亡率、ICU滞在期間
HFNC、NIV、標準酸素療法で有意差なし

再挿管
標準酸素療法と⽐較し、HFNCは減少
NIVとHFNCは有意差なし

メタアナリシス 8つのRCT
P 抜管後の患者
I HFNC
C NIV、通常の酸素療法
O 再挿管、ICU死亡率、ICU滞在期間



再挿管リスクの⾼い患者 以下1つ以上
• 65歳以上
• ⼼不全により挿管
• 中等度以上のCOPDの既往
• 抜管⽇のAPACHEⅡscore≧12
• BMI≧30
• 気道に問題あり
• 気道分泌物を処理できない

不⼗分な咳反射抜管前
8時間以内に2回以上の吸引

• SBT失敗した
• 2つ以上の併存疾患
• 7⽇以上の挿管期間

Primary outcome
72時間以内の気管内挿管と気管内挿管後の呼吸不全

Secondary outcome
呼吸器感染症、敗⾎症、多臓器不全、⼊院期間、
死亡率、有害事象、再挿管までの時間 JAMA. 2016; 316:1565-1574. 

多施設RCT スペイン3つのICU
P 再挿管リスクの⾼い患者
I HFNCを抜管後24時間使⽤
C NIVを抜管後24時間使⽤
O 72時間以内の再挿管と抜管後呼吸不全



抜管後呼吸不全の定義
1. 挿管後72時間以内の呼吸不全
2. 呼吸性アシドーシス（pH＜7.35、PaCO2＞45mmHg）
3. SpO2が90％未満またはPaO2が60mmHg未満
4. FIO2が0.4以上 5. 呼吸回数が35/分以上
6. 意識レベルの低下（GCS＞1ポイント低下） 7. 焦燥感
8. 呼吸分泌物を除去できない 9. 呼吸補助筋使⽤を⽰唆する所⾒あり



再挿管
NIV 19.1％ vs HFNC 22.8％

抜管後呼吸不全
NIV 39.8％ vs HFNC 26.9％

• NIVの不快感により、途中から離脱
したことが理由として考えられる

• NIVは42.9％で継続できず、平均施
⾏時間は14時間であった

JAMA. 2016; 316:1565-1574. 

HFNCはNIVに対して⾮劣性



抜管後の⾼CO2⾎症による呼吸不全は、NIVがHFNCよ
りも⾼い傾向であった（NIV 6.7% vs HFNC 3.8％）
しかし、⾼CO2⾎症により再挿管となった割合には影響
がなかった（NIV 2％ vs HFNC 2.5％）

COPD患者 ２割程度

JAMA. 2016; 316:1565-1574. 

呼吸性アシドーシス: 
pH < 7.35 with PaCO2 > 45 mmHg

抜管前SBT時 PaCO2 40mmHg程度
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NIVとHFNCの⽐較

抜管後⾼CO2⾎症におけるHFNCは、

⾼⼆酸化炭素性呼吸不全を減らすかもしれないが、

⼗分に検証されていない



Introduction
Ø COPDの疫学
Ø ⼈⼯呼吸器の有害事象
Ø 抜管後呼吸不全

・NIVによる予防
・NIVによる治療
・HFNCによる予防

Ø NIVとHFNCの⽐較
・快適性・忍容性
・低酸素性⾎症性呼吸不全に対する効果
・⾼CO2⾎症にはHFNCの研究は不⼗分

Ø 本論⽂の前に
・PIC windowとは？
・Pilot研究



COPD増悪患者へのPIC windowの使⽤
• 侵襲的⼈⼯呼吸からNIVへの移⾏・離脱の最適なタイミングは確⽴されて

いない
• PIC windowは、COPD増悪に対するNIVへの切り替え時期としてよく知ら

れた概念ではない
• 中国では、侵襲的⼈⼯呼吸から離脱の切り替えポイントとしてPIC window

が⻑年にわたって実施されてきた
• 複数の研究では、PIC windowを切り替え時期としてNIVへ移⾏する戦略が、

COPD患者の侵襲的⼈⼯呼吸の持続時間を短縮し、予後を有意に改善でき
ることが⽰されている（HFNCでの報告はほとんどない）



PIC (pulmonary infection control) window 

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 Apr 24;12:1255-1267. PMID: 28490869

PIC window の基準

1）胸部単純Ｘ線で浸潤影が有意に減少
2）痰の減少
3）体温が37.5℃まで低下、⽩⾎球数10×10３/μLより減少
4) SIMVでは毎分10〜12回、PSVでは10〜12cmH2Oに調整



Effect of noninvasive weaning during the pulmonary infection control window (PIC window) versus 
conventional invasive weaning on mortality and the rate of ventilator- associated pneumonia (VAP). 

死亡率、VAP発⽣率共に低い

Heart Lung. Mar-Apr 2016;45(2):132-9.PMID: 26804561

Pulmonary infection control window as a switching 
point for sequential ventilation in the treatment of 
COPD patients: a meta-analysis 

Efficacy of two noninvasive weaning strategies in 
intubated patients with chronic obstructive 
pulmonary disease: A meta-analysis and indirect 
treatment comparison

The effect of PIC window on mortality during hospital admission. 

The effect of PIC window on VAP.

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 Apr 24;12:1255-1267. PMID: 28490869

メタアナリシス 中国
P 侵襲的⼈⼯呼吸を受けているCOPD患者
I PIC windowで離脱しNIVを装着
C 従来の⽅法での離脱
O 死亡率とVAPの発⽣率
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Pilot study 

抜管時に⾼CO2⾎症を有するCOPD患者において、抜管直後の
HFNCの効果について明らかになっていない

単施設RCT

P 抜管時に持続的な⾼CO2⾎症（PaCO2 >45mmHg）を有し
かつPIC windowの基準を満たしているCOPD患者

I 抜管直後のHFNC

C 抜管直後のNIV
O 抜管後48時間以内のバイタルサインとABG

Res Nurs Health. 2019 Jun;42(3):217-225. PMID: 30887549

背景



Primary outcome
抜管後3、24、48時間後のABG（pH、PaCO2、PaO2/FIO2）
バイタルサイン（⼼拍数、平均動脈圧、呼吸数）

Secondary outcome
再挿管、抜管後呼吸不全
呼吸サポート（侵襲的⼈⼯呼吸、NIV、HFNC）の持続時間
ICU滞在時間、患者の快適性スコア
有害事象（誤嚥や顔⾯⽪膚破壊）の発⽣率
抜管後48時間以内に分泌物除去のために気管⽀鏡検査を必要とした患者の数

Pilot study 
単施設RCT

P 抜管時に持続的な⾼CO2⾎症（PaCO2 >45mmHg）を有
し、かつPIC windowの基準を満たしているCOPD患者

I 抜管直後のHFNC

C 抜管直後のNIV

O 抜管後48時間以内のバイタルサインとABG

Res Nurs Health. 2019 Jun;42(3):217-225. PMID: 30887549



Pilot study 
抜管後呼吸不全の定義
1) pH7.35以下、PaCO2上昇を伴う呼吸性アシドーシス
2) 呼吸筋使⽤を伴うRR>25bpm 3) PaO2/FiO2≦150mmHgの低酸素⾎症
呼吸不全の基準を満たしたHFNCに割り付けられた患者は、NIVへ変更

再挿管の基準
1) pH≦7.20 2)難治性の低酸素⾎症（PaO2/FIO2≦100mmHg）
3)  精神状態の変化（意識不明、朦朧、せん妄）
4)  無呼吸または重度の呼吸困難（RR＞35bpm）
5)  ⼼停⽌または⾎⾏動態の不安定 6)  著しい呼吸仕事量の増加



Primary outcome
24時間後のMAP はHFNCで⾼い
両群とも、RRは抜管前より増加
3時間後および24時間後のpHはHFNC群よりもNIV群の⽅が低い



Secondary outcome
抜管後呼吸不全 HFNC群：3/22（再挿管 1） NIV群 ：1/20（再挿管 1）
侵襲的⼈⼯呼吸の持続時間、NIVまたはHFNCの持続時間、ICU滞在期間、28⽇死
亡率に有意差なし
NIV群では吸引⽬的の気管⽀鏡施⾏が増加



本論⽂の仮説
• pilot studyの限界は、単⼀施設と⼩さいサンプルサイズ
• 抜管失敗、再挿管率、ICU死亡率などの患者転帰への影響を調べる

ことができなかった

多施設RCT

P 侵襲的⼈⼯呼吸中でPIC windowを満たした⾼CO2⾎症を有するCOPD患者

I 抜管直後のHFNC
C 抜管直後のNIV
O 抜管失敗（再挿管・他の呼吸療法への切替）



Crit Care. 2020 Aug 6;24(1):489. PMID: 32762701

本⽇の論⽂

多施設RCT
P 侵襲的⼈⼯呼吸中でPIC windowを満たした⾼CO2⾎症を有するCOPD患者
I 抜管直後のHFNC
C 抜管直後のNIV
O 抜管失敗（再挿管・他の呼吸療法への切替）



Method
• RCT（多施設、⾮盲検、⾮劣性 ）
• 2019年1⽉から2020年2⽉まで、中国の⼤規模三次病院のICU 2施設
• 関係する2つの病院で倫理委員会（2018KY-081および20180012）の

承認を得た
• 登録されたすべての患者またはその親族から研究参加の同意を得た
• Chinese Clinical Trial Registryに登録（ChiCTR1800018530）



Inclusion criteria
• 呼吸器感染による呼吸不全
• PIC windowの基準を満たしている患者
• 侵襲的⼈⼯呼吸中の⾼CO2⾎症を有する COPD 患者

COPDの診断はGOLD基準に基づいて⾏われた
• 85歳以下
• 過去1年以内のADL⾃⽴



PIC (pulmonary infection control) window 

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 Apr 24;12:1255-1267. PMID: 28490869

PIC window の基準

1）胸部単純Ｘ線で浸潤影が有意に減少
2）痰の減少
3）体温が37.5℃まで低下、⽩⾎球数10×10３/μLより減少
4) SIMVでは毎分10〜12回、PSVでは10〜12cmH2Oに調整



Exclusion criteria
• 年齢が18歳未満
• 研究参加の同意が得られない
• NIVに対する禁忌（⼝腔・顔⾯外傷、喀痰排泄能⼒の低下、⾎⾏動態の不安定性）
• 短期的な予後不良（7⽇以内に死亡するリスクが⾼いか、緩和治療を受けている）
• ⼼臓、脳、肝臓、または腎臓の障害
• 気管切開の患者
• PIC window期間中の咳嗽能⼒の低下

• ⼆次的に除外された患者
インフォームドコンセントの撤回、フォローアップから脱落、28⽇⽣存が不確かな場合、
登録後48時間以内に退院した場合、割り当てられた装置の使⽤を拒否した患者



割り付け
• 侵襲的⼈⼯呼吸器の設定は、患者の換気状態や⾎液ガス分析に応じ

て主治医が調整

• 患者はPIC windowが満たされた時点でHFNC群とNIV群に無作為に

割り付け

• 無作為化はコンピュータで⽣成された乱数発⽣器を⽤いて⾏われ、

割り付けは不透明な封筒により隠蔽化

• これらの封筒は、両センターで両群の被験者数が均等に分布するよ

うに、NIV群とHFNC群でそれぞれ5⼈ずつ、10⼈ずつに分けて保管

された



治療⽅法

NIV群

• V60またはBiPAP Vision （Philips）
• 標準的なフルフェイスマスク（RT040）でS/Tモード
• 最初のEPAPは4 cmH2O
• 最初のIPAPは8 cmH2O（TVに応じて調整）
• 圧は呼吸回数 ≤ 28/分、PaCO2 45〜60mmHgまたは抜

管前に記録された最後のPaCO2を維持するように調整

HFNC群
• AIRVO2 （Fisher & Paykel Healthcare）
• 初期流量は50 L/min、患者の認容性に応じて調整
• 絶対湿度44 mg/L 、温度37℃に設定

両群共通 • FIO2はSpO2 88-92％を維持するように調整



治療⽅法
•患者の初期呼吸サポートは、少なくとも2時間持続することを
⽬標とし、その後必要に応じて継続した
• NIVが中断されている間は、⿐カニューレ酸素を投与した
• NIVまたはHFNCは、1⽇の総治療時間が4時間未満の場合に中
⽌され、必要時再開された
•治療の成功とは、NIVまたはHFNCを中⽌してから72時間以内
に再装着がないことと定義



Outcome
Primary outcome：治療失敗
• 再挿管
• 呼吸補助法の変更（HFNCからNIVへの変更、またはNIVからHFNCへの変更）

再挿管の基準
• ⼼停⽌または明らかな⾎⾏動態の不安定性
• 難治性の低酸素⾎症（⼗分な酸素療法でも、PaO2＜50 mmHg）
• pH≤7.20および⾼CO2⾎症
• 昏睡のような意識障害
• 呼吸抑制（再呼吸回数< 8/分）
• 重度の呼吸困難（呼吸回数> 40/分）



Outcome
Secondary outcome
・動脈⾎ガス分析［pH、PaO2、PaCO2、FIO2］
・抜管後1、24、48時間後のバイタルサイン
・抜管後の呼吸補助の総時間
・看護気道ケア介⼊の1⽇の回数 ・⿐顔⾯⽪膚障害の発⽣率
・患者の快適性スコア ・患者の呼吸困難スコア
・28 ⽇間死亡率 ・ICU と病院の総滞在期間



サンプルサイズ計算に使⽤した先⾏研究①

Chin Med J (Engl). 2005;118(19):1589-94. PMID: 16232342.

中国の呼吸器 or 内科ICU（教育施設） 11施設

P 呼吸感染による2型呼吸不全で挿管され、
PIC windowになった患者（n=90）

I すぐに抜管してNIV（予防的使⽤）

C 通常時期での抜管

O 再挿管: NIV 4/47（8.5%）vs. control 8/43（18.6%）
治療失敗については報告なし



サンプルサイズ計算に使⽤した先⾏研究②

BMJ. 2003 Jan 25;326(7382):185. PMID: 12543832.

P COPD急性増悪

I NIV + usual care

C usual care

O 治療失敗、死亡、挿管など

biotics, bronchodilators, steroids, respiratory stimu-
lants, and other suitable interventions (for example,
diuretics and methylxanthines) but could not include
treatment with NPPV.

Types of trials and participants—We considered
randomised controlled clinical trials of any duration.
We excluded trials where patients had a primary diag-
nosis of pneumonia, weaning trials, trials whose
patients had other underlying pathologies, and trials
where continuous positive airway pressure or endo-
tracheal intubation preceded recruitment. All patients
entered into the trials had to have an acute

exacerbation of COPD and a baseline PaCO2 at admis-
sion of > 6 kPa.

Identification and selection of trials

We identified trials by searching the Cochrane Airways
Group trials database, as well as other relevant
databases (for example, the Science Citation Index,
PubMed, the UK National Research Register), up to
and including June 2002. No language restrictions
were applied in the retrieval of citations.

We assessed the methodological quality of the trials
by using the Cochrane approach to assessment of allo-
cation concealment: all trials were scored as “adequate
concealment” (grade A), “uncertain” (grade B), or
“clearly inadequate concealment” (grade C).

Data abstraction and analysis

We used standard forms to abstract all data. Whenever
possible we contacted an author of each trial included
in the study to verify the accuracy of the abstracted data
and to obtain further information. Review Manager
version 4.1 (Cochrane Collaboration software) was
used to combine data from the trials. Weighted mean
differences (and 95% confidence intervals) were used
to pool data in continuous variables. For dichotomous
variables, relative risks (and 95% confidence intervals)
were calculated. The number needed to treat (and 95%
confidence interval) was calculated in an internet based
program called Visual Rx (www.nntonline.net). We
used the DerSimonian and Laird method to test for
heterogeneity among pooled estimates; results were
considered significant at the P < 0.05 level. Where
heterogeneity was present, the fixed effects model was
used to report results; otherwise the random effects
model was used. If there were sufficient numbers of
studies for a particular outcome, and it was
heterogeneous, we investigated it on the basis of study
quality, duration of NPPV, type of NPPV, and type of
mask used to administer NPPV. We also planned
funnel plots to detect publication bias.

An intention to treat analysis was used in all studies
except one, which we excluded from sensitivity
analyses.16 We considered it important that studies use
an intention to treat analysis, as there is anecdotal evi-
dence that some patients drop out or withdraw after
randomisation and at the initiation of treatment,
because of the discomfort of NPPV.

Results
Figure 1 summarises the search for trials and reasons
for exclusion, as well as the numbers of the eight trials
included in the review with usable information on par-
ticular outcomes.2 3 14–17 19 20

Methodological quality of included studies

According to the Cochrane system for grading
concealment of allocation, seven studies were grade
A2 3 14 15 17 19 20 and one was grade B.16 The seven grade
A studies all used the same method for concealing
treatment allocation: a randomly generated sequence
of treatment allocation, contained in sealed envelopes.
As all studies were of good methodological quality, it is
unlikely that the quality of the studies would influence
heterogeneity tests or the overall results.

Trials identified as potentially
relevant and screened
for retrieval (n=634)

Trials excluded as not
relevant (n=537)

Trials excluded from meta-analysis
as not truly randomised (n=4)

Trials excluded because
outcomes didn't meet criteria

(n=0)

Trials excluded (n=79) because:
• Study didn't compare NPPV
   and usual medical care (n=16)
• Not a randomised controlled
   trial (n=54)
• Patients with stable COPD
   were included (n=3)
• Primary diagnosis wasn't
   COPD (n=4)
• Duplicate paper (n=2)

Trials retrieved for more
detailed evaluation (n=97)

Potentially appropriate trials
to be included in the
meta-analysis (n=18)

Trials included in meta-analysis,
of which six were duplicate

publications, so total number
included is eight (n=14)

Numbers of trials with usable
information on outcomes:

Mortality
Intubation
Treatment failure
Complications of treatment
Length of stay in hospital
Length of stay in intensive care
Breathlessness score
pH at 1 hour
PaCO2 at 1 hour
PaO2 at 1 hour

(n=7)
(n=8)
(n=7)
(n=2)
(n=8)
(n=0)
(n=2)
(n=5)
(n=5)
(n=4)

Fig 1 Process of inclusion of studies and useable information

Avdeev et al 199819

Barbe et al 199616

Bott et al 19932

Brochard et al 19953

Celikel et al 199814

Dikensoy et al 200220

Plant et al 200015

Total (95% CI)

Test for heterogeneity: χ2=7.59, df=6, P=0.27

Test for overall effect: Z=-4.82, P<0.0001

Study

7/29

4/14

5/30

12/43

1/15

4/19

22/118

55/268

NPPV

11.2

0.5

12.1

31.1

5.6

6.9

32.6

100

0.58 (0.27 to 1.27)

6.60 (0.39 to 110.32)

0.38 (0.16 to 0.94)

0.36 (0.21 to 0.59)

0.17 (0.02 to 1.22)

0.51 (0.18 to 1.45)

0.63 (0.39 to 1.00)

0.51 (0.38 to 0.67)

Weight
(%)

12/29

0/10

13/30

33/42

6/15

7/17

35/118

106/261

0.1 0.2 51 10
NPPV better than
usual medical
care

Usual medical
care better than

NPPV

Usual
medical care

Risk ratio
(fixed 95% CI)

Risk ratio
(fixed 95% CI)

Fig 2 Risk of treatment failure (mortality, need for intubation, and intolerance) in seven studies
of non-invasive positive pressure ventilation (NPPV) as an adjunct to usual medical care
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NIVでの治療失敗は55/268（20.5%）、挿管は38/273（13.9%）

RCT 8件のメタ解析



サンプルサイズ計算に使⽤した先⾏研究③

JAMA. 2016;316(15):1565-1574. PMID: 27706464.

スペインのICU 3施設
P 12時間以上挿管され、SBTクリア（n=604）, COPD 20%程度

I
HFNC 24時間後に酸素へ変更

10L/minから開始、許容できる上限まで流量あげる

C
NIV ⼝⿐マスク、鎮静薬はなし。24時間後に酸素へ変更

RR 25/min、SaO2 92%、pH 7.35を⽬標にEPAP/IPAPを調整

O
再挿管は3.7%増える（19.1% vs. 22.8%）

抜管後呼吸不全を12.9%減らす（39.8% vs. 26.9%）



サンプルサイズ計算

• NIV 群: 治療失敗 22%, HFNCにより4-12%減る
• 3⼈の呼吸器内科医と議論して、⾮劣性マージンを9%と設定
• α = 0.50, β=0.20, ⽚側検定
• 合計 88（各群 44）と⾒積もった



統計解析
• 主要評価項⽬はITT解析を⾏った（感度分析のためPP解析も追加）

• 正規性の検定: Kolmogorov-Smirnov test

• 連続変数

• 正規分布: 平均値±標準偏差, t検定

• ⾮正規分布: 中央値（四分位範囲）, Mann-Whitney検定

• ⾎液ガス分析、バイタルサイン: 

• Repeated Measures ANOVA、フリードマン検定（有意⽔準はボンフェローニ法で補正）

• ⼆値変数、カテゴリー変数

• χ2検定、Fisherの正確検定



Results



Patients flow chart



⼊院時の性別、年齢、併存疾患、喫煙歴、COPD治療薬、
在宅での呼吸療法、1秒率、SAPS II、APACHE IIは両群間で有意差なし



PEEP 5-6, PS 10-12

Vt 430-450 mL
RR 18-21/min

P/F 230, PCO2 50-55

• HFNC群では17例（38.6％）、NIV群では18例（42.9％）が侵襲的⼈⼯呼吸を⾏う
前にNIVまたはHFNCを受け、残りの患者は直接侵襲的⼈⼯呼吸を⾏った

• PIC window（抜管前）における呼吸器設定，ABG，バイタルサインに有意差なし
• 抜管までの時間はHFNC群で98時間 < NIV群で114時間



Primary outcome

再挿管率：同程度
治療切替：HFNCの⽅が少ない

治療失敗の原因
治療不耐 HFNCの⽅が有意に少ない
呼吸困難の悪化 NIVの⽅が少ない
低酸素⾎症 差なし
CO２貯留 差なし

両群間の治療失敗率に統計学的差なし

NIV群の不耐の原因
• 閉所恐怖感（n=2）
• 過剰な空気の流れや圧⼒（n=2）
• 息切れ（n=1）
• 頭痛（n=1）



Secondary outcome

• 呼吸回数 抜管後24時間後ではHFNC群で有意に低下
• pH、P/F⽐ 抜管1時間後でHFNC群で低下
• PaCO2 抜管1時間後でHFNC群で上昇



Secondary outcome

• 挿管後の呼吸補助期間、呼吸困難スコア、ICU・病院の総⼊院期間 両群間で有意差なし
• 気道ケア介⼊回数 HFNC群がNIV群に⽐べて有意に少ない［6回（4〜7回）対7回（5〜9.3回）p=0.006］
• 快適性スコア HFNC群ではNIV群より有意に⾼い［7（6-8）対5（4-7）、p < 0.001］
• ⿐顔⾯⽪膚損傷 HFNC群ではNIV群より有意に低い（0対9.6％、p=0.027）
• 28⽇死亡率 HFNC群15.9％ NIV群11.9％（log-rank test 0.288、p = 0.591）



Discussion



結果のまとめ
• この2施設RCTでは、⾼CO2⾎症性呼吸不全後に気管挿管された

COPD患者を対象に、PIC window時に抜管した際の治療失敗に
おいてHFNCがNIVよりも劣っていないことが⽰された
• 酸素化や換気はNIVの⽅が良かった
• HFNCは、NIVと⽐較して快適で忍容性に優れていた

• 気道ケアの介⼊回数と⿐顔⾯⽪膚損傷の発⽣率は、HFNC群で低かった

HFNCは重度の⾼CO2⾎症性呼吸不全後に抜管された

COPD患者の呼吸サポートに有効な⼿段



COPDの急性増悪に対するHFNC

NIVに耐えられなかった重症から中等度の⾼CO2⾎症のある
COPD急性増悪患者においてNFNCが有⽤

pHを0.052上昇
PaCO2を9.1mmHg減少

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Nov 30;13:3895-3897. PMID: 30555226

ドイツの⼤学病院呼吸器内科 前向きコホート研究

P NIVに不耐の重症から中等度の⾼CO2⾎症のある
COPD急性増悪患者

I HFNC
O ABGの推移



⾼CO2⾎症性呼吸不全に対するHFNC

• pHの有意な改善、
• 有意ではないが呼吸数改善
• 4例が不応性（挿管 3、NIV 1)

(t1)HFNC療法開始後1〜4時間後、(t2)5〜8時間後、(t3)9〜12時間後、(t4)13〜24時間後

NIVに対する不耐性や相対的/絶対的な
禁忌がある場合に、NIVの代替として
HFNC を⽤いることができる

Rev Bras Ter Intensiva. 2019 May 23;31(2):156-163. PMID: 31141082

ドイツのICU 前向きコホート研究

P
NIVに不耐の中等度の⾼CO2⾎症の患者
（COPD 20例、うっ⾎性⼼不全 5例、睡眠関連また
は肥満による低換気 5例 ）

I HFNC

O 呼吸数、pHの正常化（7.35以上）



⾼CO2⾎症性呼吸不全に対するHFNC

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019 Jun 5;14:1229-1237. PMID: 31239658

後ろ向きコホート研究 中国の三次病院のICU

P 中等度の⾼CO2⾎症性呼吸不全（pH7.25〜7.35、
PaCO2>50mmHg）を有するCOPD患者

I HFNC
C NIV

O 侵襲的⼈⼯呼吸、または他の治療（NFNCから
NIV、もしくは逆）への切替、28⽇間の死亡率

• 気道ケア介⼊回数は、HFNC群ではNIV群
よりも有意に少ない

• 最初の24時間以内の装着時間はHFNC群は
NIV群よりも有意に⻑い



⾼CO2⾎症性呼吸不全に対するHFNC

• NIVの不耐はHFNCよりも有意に⾼い

HFNCはNIVよりも快適性と忍容性が⾼く、中
等度の⾼CO2⾎症性呼吸不全を有するCOPD患
者に対する呼吸補助療法となる可能性がある

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019 Jun 5;14:1229-1237. PMID: 31239658

後ろ向きコホート研究 中国の三次病院のICU

P 中等度の⾼CO2⾎症性呼吸不全（pH7.25〜7.35、
PaCO2>50mmHg）を有するCOPD患者

I HFNC
C NIV

O 侵襲的⼈⼯呼吸、または他の治療（NFNCから
NIV、もしくは逆）への切替、28⽇間の死亡率



過去の研究との⽐較
• COPD急性増悪や⾼CO2⾎症性呼吸不全患者で、NIVに耐えられない患者に、HFNCを
⾏うことで、換気が改善し、気管挿管を回避できる患者もいる

• 中等度の⾼CO2⾎症のあるCOPD急性増悪患者において、NIVよりもNFNCは認容性が
⾼く、治療失敗や死亡率に有意差はない

• 抜管後呼吸不全の予防にNIVとHFNCを⽐較したRCTはあるが、COPDや⾼CO2⾎症を
対象としたものは少ない

• 本研究はCOPD患者の抜管後HFNCとNIVの治療失敗を⽐較した最初のRCT



抜管後1時間後の呼吸数増加あり（Pilot研究でも）
⇨ 抜管後の呼吸補助が不⾜していた可能性

24時間後にはHFNC群では呼吸数低下あり
⇨ NIVの忍容性の問題やHFNCのwash out効果

抜管後1時間後HFNC群でpHが低下・PaCO2が上昇
⇨ HFNCにはNIVのような圧サポートがないため、
換気と酸素量が低下したと考えられる

Pilot研究

本研究



不耐に起因する治療失敗はNIVが多い（NIV29％、HFNC4％）

多施設RCT ⽶国

P 呼吸不全で⼊院となり臨床医がNIV
を必要と判断した患者

I HFNC
C NIV

O 治療失敗
(挿管・他の呼吸療法への切替)

Ann Emerg Med. 2018 Jul;72(1):73-83.e5. PMID: 29310868



Limitation
• この研究は複合アウトカム （再挿管率と他の治療法への切り替え）であり、他

治療への切り替えの理由は両デバイスで異なっている
• 再挿管（NIV 14.3% vs HFNC 13.6%）は、サンプルサイズが⼤きくなれば統計学

的有意差が⽣じる可能性がある
• 本研究におけるHFNCガス流量の設定は、各患者の忍容性レベルに基づいており、

これは治療医の主観的なものである
⇨ 横隔膜電位や横隔膜筋運動の超⾳波評価によって 標準化されたHFNCとの

⽐較がのぞまれる
• 装置が明らかに異なるため、主治医は研究グループの盲検化ができない

アウトカム 評価者は治療⽅針決定や無作為化を⾏わなかった



Conclusion

気管挿管、⼈⼯呼吸管理を受けた重度の⾼CO2⾎症を呈する
COPD患者において、
NIVと⽐較して、抜管後にHFNCを使⽤しても、
治療失敗率の増加は⾒られなかったが、HFNCの⽅が忍容性と
快適性に優れていた



批判的吟味
外的妥当性

• PIC windowという概念は中国のみ

• 補助呼吸の時間は合計時間は報告されているが、中断など詳細が不明

1⽇あたりどのくらいつけたか、Pilot研究では1⽇8時間以上と記載あり

中⽌基準や離脱基準がなく、⾮盲検でありperformance biasが⼤きい

• 詳細な呼吸器設定は不明である

• HFNC、NIVの侵襲的⼈⼯呼吸器装着時間の差がある

• 28⽇死亡率（HFNC群15.9％、NIV群11.9％）が低すぎる（本当に挿管が必要だったか？）

内的妥当性

• NIV群ではから28⽇追跡できなかった患者を除外して、 Primary outcomeを解析



私⾒
• ⾼CO2⾎症に対するHFNCの効果は不明な点が多いが、今回の研

究も含め⼩規模な研究では効果が⽰されつつある
• 挿管されたCOPD患者においてSBTに失敗した患者ではPIC 

windowを参考にNIV補助下で抜管を検討してもいいかもしれない

• COPDはNIVの有効性が明確であり、第1選択はNIVとして、NIV
へ不耐のリスクが⾼い、痰が多いなど気道の問題がある場合に
HFNC補助下での抜管を考慮してもいいかもしれない


