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気管切開チューブからの離脱
“キャップをする方法”と“吸引の頻度で評価する方法”

どちらが優れているか?
REDECAP trial



本日の論文

Reducing Decannulation Time Limiting Capping trial
【REDECAP trial】
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Introduction
-ICUでの気管切開-

l 集中治療室(ICU)では、気道確保・人工呼吸管理を
要する患者が多い

l 人工呼吸を行う際の代表的な気道確保法には、経口
気管挿管と気管切開があり、ICUで人工呼吸を受ける
患者の約15%で気管切開が行われる

l 気管切開は、長期の人工呼吸が必要な患者や、意識
障害患者の気道確保目的などの理由で行われる。

Abe T, et al. Crit Care 2018;22:195. PMID 30115127



l 気管切開を受けた患者のうち、56~88%の患者で気管
切開チューブの抜去が可能になる

l 気管切開チューブ抜去の失敗は、2〜5%の症例で生じ
(喀痰貯留、ストライダー、声門・声門下狭窄、等)、抜去
から48〜96時間後に見られることが多い

l 気管切開チューブを安全に抜去できるかの評価方法に
関する研究データは不足しており、エキスパート
オピニオンによることが多い

Introduction
-気管切開チューブの抜去-

Heider MD, et al. BMC Anesthesiol 2018;18:65.
Pandian V, et al. Laryngoscope 2014;124:1794-800. PMID 24473939

Stelfox HT, et al. Crit Care 2008;12:R26. PMID 18302759
Choate K, et al. Aust Crit Care 2009;22:8-15. PMID 19062302



Clinical question

気管切開チューブを安全に抜去できる状態かを評価するには、

どのような方法を用いるのが良いのか？



気管切開チューブ抜去-Decannulation-

【チューブ抜去(decannulation)を考慮できる条件】
l上気道閉塞がない
l気道分泌物の喀出ができる
l効果的な咳嗽ができる

【チューブ抜去の失敗と関連する因子】

高齢、基礎疾患の重症度が高い、腎機能障害、チューブ抜去前
に自発呼吸で管理した時間が短い、気管切開チューブにレティナ
を使用した時間が短い、等

O‘Connor HH, et al. Resir Care 2010;55(8):1076-81. PMID 20667155



【気管切開チューブを抜去するまでの方法】

1. そのまま抜去する方法

2. チューブ径を徐々に小さくする方法

3. Capping trial(後述)

4. 気管切開孔にプラグ(レティナ)を挿入する方法

5. 加湿高流量酸素を使用し、吸引回数で評価する方法

気管切開チューブ抜去-Decannulation-



1. そのまま抜去する

Cohen O, et al. Laryngoscope 2016;126(9):2057. PMID 26607056

• 人工呼吸などの呼吸補助が必要ない
• 上気道のファイバーでの所見が正常である
• カフを脱気した際に上気道へ空気がリークする
• 患者に呼吸困難の症状がない
• 動脈血液ガス分析の結果に問題がない
• 循環動態が安定している
• 活動性の感染性疾患がない
• 呼吸機能検査の結果が正常である

チューブを抜去

全例でファイバー検査が実施されており、
capping trialを実施したのと“ほぼ同義”



【チューブ抜去前の評価項目】
• 状態が安定 (発熱・敗血症がない、循環

動態が安定)している
• PaCO2 < 60mmHg

• せん妄など意識の変容がない
• 上気道の狭窄がない
• 十分な咳嗽ができる
• 嚥下機能障害がない

↓
気管切開チューブの径を小さくする

(内径 < 6mm 4日間 or ミニトラック 1週間以上)
↓

抜去 or 留置継続 を決定する

2. チューブ径を小さくしていく方法

Ceriana P, et al. Intensive Care Med 2003;29(5):845. PMID 12634987

チューブ抜去成功率約80%



3. Capping trial

カフあり カフ脱気 Tube capping
空気の
流れ

チューブ ● ● ×

鼻腔・口腔 × ● ●

チューブに依存しない呼吸
→チューブ抜去の可否判断のためによく用いられる

キャップで閉塞



Protocol
-Decannulation protocol-

【 Capping trial 】
(対照群 control group)

https://www.youtube.com/watch?v=S4NIO_DEJks&feature=emb_title



Protocol
-Decannulation protocol-

【 Capping trial 】
(対照群 control group)

https://www.youtube.com/watch?v=O2I5sR_2NV0&feature=emb_title



気管切開チューブ抜去前の評価項目

気管切開の適応となった病態が改善している

適切なサイズでカフのないチューブにcapをした状態で呼吸ができている
(= capping trial)

声門・声門下レベルの気道が開通している

誤嚥を起こさない意識レベル・喉頭機能である

気管切開チューブにcapが装着された状態で、効果的な咳嗽ができる
気管挿管・気管切開を使用した鎮静を要する処置が全て終わっている

Mitchell RB, et al. Otolaryngol Head Neck Surg 2013;148(1):6-20. PMID 22990518

米国耳鼻科・頭頸部外科学会の
Consensus Statement

すべてを満たしたら気管切開チューブ抜去に進む



Capping trial 実施前基準

Pandian V, et al. Laryngoscope 2014;124(8):1794. PMID 24473939

基準 定義

デバイス 気管切開チューブサイズ： < 4.0、可能ならばカフなし

患者状況

チューブを1分間指で閉塞させても、不快なく呼吸を続けることができる
覚醒中にスピーチバルブで呼吸窮迫なく過ごせる

気道分泌物をチューブまたは喉頭から喀出できる

酸素化が安定して維持されている

30秒以内に自身でチューブからcapを外すことができる
緊急時に自身でナースコールできる

看護面 cap装着前の吸引頻度：4時間に1回以下

その他
Capping trial中に、リハビリや嚥下機能検査以外の処置・検査がない
“difficult airway”の患者は、実施前に頭頸部外科医の評価を受ける



感度 90%
特異度 100%

12ヶ月の期間中に、
l 57名が評価を受けた
• 抜去成功：50名
• 中断・失敗：7名

Capping trial フローチャート
l Capping trialの失敗
• SpO2が低下
• Capを外さなければいけない
• 循環動態が変動する

Pandian V, et al. 
Laryngoscope 2014;124(8):1794. 

PMID 24473939

l オプション2
Day1：12時間のcapping trial
Day2：24時間のcapping trial
Day3：抜去

l オプション1
Day1：24時間のcapping trial
Day2：チューブ抜去

前述の実施前基準を、
• すべて満たす→Option1
• 一部満たさないが実施可能→Option2



4. 気管切開孔にレティナを挿入する方法

l気道分泌物のクリアランスに心配がある患者

lチューブ抜去後に気管切開孔を閉鎖せずに経過観察を

継続したい患者

上記に該当するような患者に使用

レティナ

Heffner JE. J Crit Illn 1995;10(10):729. PMID 10155745
Budweiser S, et al. Respiration 2012;84(6):469-76. PMID 22354154



l前向き, 観察研究

lスペインの2つのmedical + surgical ICU

l 対象はICUで気管切開を受けた151名の患者

G Hernandez, et al. Med Intensiva 2012;36(8):531-9. PMID 22398327

Step 1 気管切開カニューレの閉塞テスト：5分間
Step 2 嚥下評価(※後述)

Step 3
気道分泌物喀出力の評価
吸引の頻度：≦2回/8時間

プロトコル:Step 1～3を満たしたら気管切開チューブを抜去

5. 加湿高流量酸素を使用し、
吸引回数で評価する方法



G Hernandez, et al. Med Intensiva 2012;36(8):531-9. PMID 22398327

Step 1 気管切開カニューレの閉塞テスト：5分間
Step 2 嚥下評価(※)

Step 3
気道分泌物喀出力の評価
吸引の頻度：≦2回/8時間

プロトコル:Step 1～3を満たしたら気管切開チューブを抜去

5. 加湿高流量酸素を使用し、
吸引回数で評価する方法

※嚥下機能の評価：水飲みテスト
方法：カフを脱気した状態で、50mLの飲水➡結果を3段階に分類する
結果：
正常-嚥下回数 < 5回、時間 < 10秒
異常-嚥下回数 > 5回、時間 > 10秒
高度障害-唾液や咽頭分泌物を誤嚥し、テスト実施が困難な状態



結果

気管切開チューブ抜去までの期間延長と関連が
ある因子：

l 60歳以上
l 頻回な吸引回数

l 努力肺活量(FVC)が小さい、ピークフローが低い
l 意識障害(GCS <13)
l 嚥下機能障害

G Hernandez, et al. Med Intensiva 2012;36(8):531-9. PMID 22398327



ここまでのまとめ

気管切開チューブを安全に抜去できる状態かを評価

する方法として、どの評価方法が最も優れているか

について結論は出ていない



本日の論文

Reducing Decannulation Time Limiting Capping trial
【REDECAP trial】

Hernandez Martinez G, et al. N Engl J Med 2020;383(11):1009-17. PMID 32905673



論文のPICO

P ： ICUで気管切開を実施された患者

I  ： 持続的に高流量酸素を投与、吸引回数を基準

C ： 間欠的に高流量酸素を投与、capping trialを基準

O ：気管切開チューブ抜去までの期間



研究デザイン

l 研究デザイン
•多施設ランダム化比較試験
•患者の割り付けはコールセンターの乱数発生機による
•主治医・患者は盲検化されない(open label study)

l 研究施設・期間
•場所：スペインにある5つのICU
•期間：2016年5月〜2018年5月

l 割り付け

• 人工呼吸器からの離脱が完了後8時間以内に割り付け
• コールセンターの乱数発生機で割り付け



Inclusion criteria

• 18歳以上

• ICU在室中に気管切開(初回)が行われた患者

• 人工呼吸器からの離脱(※)に成功した患者
※人工呼吸器からの離脱：
24時間以上連続して、人工呼吸器を使用しないでよくなった状態



Exclusion criteria

• 18歳未満

• 割り付け時点で気管切開チューブ抜去が禁忌となる状態

-意識障害(指示動作が不可能)、重度の嚥下機能障害、

気道開通性に問題がある、神経筋疾患(ICU-AWを除

く)、気道確保目的に気管切開が行われた患者

• 入院中の死亡が予測される患者(Sabadell scoreで予測)



人工呼吸器離脱のプロトコル

l 1日1回、人工呼吸器のweaning・離脱が可能か評価を受ける
l SBTは1日に2回行う
l SBTの間は2時間以上あけ、その間は補助換気
l SBTで呼吸窮迫の所見なし→12時間SBTを継続
l 2日連続で、12時間以上自発呼吸で維持可能

人工呼吸器から離脱、高流量酸素療法へ移行



高流量酸素療法
High-flow oxygen therapy(HFOT)

l 使用機材：
• Fisher and Paykel社製 Airvo 2, OPT870
l 設定：
• 温度 - 37℃
• flow - 60 L/min
• FIO2 - SpO2 92〜95%となるよう調整

https://shop.medofva.com/fisher--paykel-healthcare-optiflow-tracheostomy-interface-detail.htm?productid=18513370



l 介入群(intervention group)
気管切開チューブが抜去されるまで持続的に使用

l 対照群(control group)
気管切開チューブのcapが外されている時、間欠的に使用

https://shop.medofva.com/fisher--paykel-healthcare-optiflow-tracheostomy-interface-detail.htm?productid=18513370

高流量酸素療法使用のプロトコル



本研究で用いられた気管切開チューブ

l 気管切開チューブは内径(ID.)7.0mmを使用

TRACOE twist
TRACOE社(ドイツ)製

https://www.medicalexpo.com/ja/prod/tracoe/product-110035-737253.html

ü BMI > 45, 気道に解剖学的異常がある場合、
他製品を使用しても良い



気管切開チューブ抜去のプロトコル

l 誤嚥リスクの評価 - drink test -
カフを脱気した状態で、50mLの水を嚥下させる

(問題なし)
l 気道開通性の評価 - occlusion test -
気管切開チューブのカフを脱気した状態で、5分間チューブの
開口部を閉塞する

(気道閉塞の疑い)
l 気管支鏡検査を実施

Alves LM, et al. Arch Gastroenterol 2007;44:227-9. PMID 18060276
Romeo CM, et al. Chest 2010;137:1278-82. PMID 20299629

Rumbak MJ, et al. Crit Care Med 1997;25:413-7. PMID 9118665
Ochoa ME, et al. Intensive Care Med 2009;35:1171-9. PMID 19399474



気管内吸引を実施するタイミング
(介入群)

• 気道上にラ音を聴取
• 気道分泌物が目視できる
• カニューレを通した効果的な咳嗽ができない
• 胃内容物や唾液の誤嚥が疑われる
• 気道閉塞によると思われる呼吸窮迫やSpO2の92%以下
への低下

（喀痰検体を採取する目的の吸引はカウントしない）

AARC Clinical Practice Guidelines. Respir Care 2010;55(6):758-64. PMID 20507660
Hernandez G, et al. Med Intensivia 2012;36(8):531-9. PMID 22398327

Santus P, et al. BMC Pulmonary Medicine 2014;14:201. PMID 25510483



気管切開チューブ抜去の判断基準

l 介入群(intervention group)
24時間の観察期間中に吸引回数が8時間に2回以下

l 対照群(control group)
capping trialの実施基準に準ずる



Capping trialに準じた
気管切開チューブ抜去の評価(対照群)
l 開始基準
• 12時間の観察期間中に、吸引回数が4時間に1回以下

l 中止基準

• いかなる理由でも、開始後24時間以内にcapを抜去
• SpO2<92%となり、酸素投与をFIO2>40%とした or capping 

trial開始前よりFIO2を10%以上増やした場合
• capping trialが中止された場合、翌日以降に再実施

※capping trialを複数回失敗しても、主治医が吸引回数から
気管切開チューブ抜去可能と判断した場合はチューブを抜去

Pandian V, et al. Laryngoscope 2014;124(8):1794. PMID 24473939



Capping trial フローチャート
l Capping trialの失敗
• SpO2が低下
• Capを外さなければいけない
• 循環動態が変動する

Pandian V, et al. 
Laryngoscope 2014;124(8):1794. 

PMID 24473939

l オプション2
Day1：12時間のcapping trial
Day2：24時間のcapping trial
Day3：抜去

l オプション1
Day1：24時間のcapping trial
Day2：チューブ抜去

前述の実施前基準を、
• すべて満たす→Option1
• 一部満たさないが実施可能→Option2



Capping trialに準じた
気管切開チューブ抜去の評価(対照群)

Pandian V, et al. Laryngoscope 2014;124(8):1794. PMID 24473939

Day1：24時間のcapping trial
Day2：チューブ抜去

先行研究のcapping trialプロトコール
Option 1に準じて実施

capping trialが中止された場
合、翌日以降に再実施

l Capping trialの失敗
• SpO2が92%以下に低下し

ü FIO2>40%とする
ü trial開始前よりFIO2を10%以上増やす

• Capを外さなければいけない
• 循環動体が変動する



Primary outcome

人工呼吸器離脱(※)〜気管切開チューブ抜去までの期間
※人工呼吸器離脱 - 24時間連続して人工呼吸器を使用せずに経過



Secondary outcome

• 気管切開チューブ抜去失敗

• 呼吸器感染症(肺炎、気管支炎)

• 敗血症・多臓器不全

• ICU滞在 / 入院期間

• ICU再入室

• ICU / 院内死亡



Statistical analysis

l 対照群(control group)の気管切開チューブ抜去までの
期間を13±11(mean±SD)日と想定

l 介入によって、気管切開チューブ抜去までの期間
(primary outcome)に3日の差が生じると仮定

l α=0.05、検出力80%、脱落は15%以下を想定し、
サンプルは各群165名ずつ必要と計算



Statistical analysis

l Intention-to-treat解析

l Primary outcomeの差は、日数の絶対値で示す

l Secondary outcomes、exploratory outcomesの結果は、
多変量解析はしていない

l 気管切開チューブが抜去できなかった症例も検討に含める



Results



l 138名除外：人工呼吸器離脱できず
•85名 –死亡
•53名 –転院

Flow chart 1

l 気管切開された799名を検討

研究期間：2016年5月〜2018年5月



l 330例割り付け

l 661例組み入れ

l 331例除外
意識障害 嚥下障害

気道閉塞の
リスク

神経筋疾患

予後不良

同意なし

外科的処置の予定あり

Flow chart 2



161例対照群(control group) 169例介入群(intervention group)

※Sample Size：両群とも165例を目標

l 330例割り付け

Flow chart 3



両群とも脱落、フォローアップ中断となった症例なし

Flow chart 4



characteristics

両群の背景因子に
有意差なし



Results
-clinical characteristics-

l 患者背景
• 年齢：59.3 vs 57.3
• 男性：67.1% vs 69.2%
• 気管切開前の人工呼吸期間：13days

l 気管切開の適応
• 人工呼吸期間 > 21日：18.6% vs 17.2%
• ウィーニング遷延：39.8% vs 47.3%
• 意識障害：26.7% vs 21.9%
• 気道確保目的：12.4% vs 10.7%

l 入院時疾患
• 内科系疾患：79.5% vs 78.7%
• 外傷：23.6% vs 23.1%
• 手術：58.4% vs 53.4%

l 嚥下機能障害：39.1% vs 30.8%
l 8時間での吸引回数：1.9±1.2 vs 2.0±1.1



characteristics

• 気管切開実施までの人工呼吸期間：
13日 vs 13日

• ランダム化(人工呼吸器離脱)までの
期間：

24日 vs 27日



Primary outcome

l 呼吸器離脱から気管切開チューブ抜去までの期間は、

介入群で有意に短い

対照群 vs 介入群 ： 13日 vs 6日



Kaplan-Meier法を用いた
気管切開チューブ抜去までの期間(ITT解析)

介入群で気管切開チューブ抜去
までの期間は有意に短縮



Secondary outcomes



対照群で有意に多い：ウィーニング失敗、肺炎、気管支炎、
入院期間

呼吸性アシドーシス、意識障害、
低酸素血症

Secondary outcomes 1



Exploratory outcomes

l 対照群において
• 73.3%の症例がcapping trial失敗したが、
失敗理由は気道分泌物の吸引が81%で最多

• 7%が複数回capping trialを失敗したが、プロトコール外で
チューブを抜去できた



Results
-まとめ-

l 人工呼吸器離脱から気管切開チューブ抜去までの時間
(Primary outcome)

➡介入群で有意に短い

l ウィーニングの失敗、肺炎・気管支炎の発生、入院期間
(secondary outcomes)

➡対照群で多い

l 対照群のcapping trial
➡73%で一度は失敗、7%は複数回失敗したがチューブは
抜去できた



Discussion



Discussion
l 気管切開チューブ抜去までの期間は、持続的な高流量酸素
療法と吸引回数に基づいた方法で有意に短かった

l 対照群でチューブ抜去までの期間が長くなった原因として
考えられるのは、

• Capping trialが厳しすぎた
• Capping trialの失敗が肺炎・気管支炎の発生、

ウィーニングの失敗に繋がった可能性

感染症(肺炎・気管支炎)

ウィーニング失敗

Capping trial失敗



Discussion

l Capping trialの方法に関して
• Capping trialではチューブ径を小さくする
• 本研究では、capping trial実施中もID.7.0mmのチューブ
を使用(先行研究よりサイズが大きい) 

• 73.3%の症例がcapping trialに失敗、12例は複数回失敗
したがプロトコール外で抜去に成功

• 呼吸予備能が小さい患者には、本研究のcapping trial 
protocolの負荷が過度だった可能性



Capping trial 実施前基準

Pandian V, et al. Laryngoscope 2014;124(8):1794. PMID 24473939

基準 定義

デバイス 気管切開チューブサイズ： < 4.0、可能ならばカフなし

患者状況

チューブを1分間指で閉塞させても、不快なく呼吸を続けることができる
覚醒中にスピーチバルブで呼吸窮迫なく過ごせる

気道分泌物をチューブまたは喉頭から喀出できる

酸素化が安定して維持されている

30秒以内に自身でチューブからcapを外すことができる
緊急時に自身でナースコールできる

看護面 cap装着前の吸引頻度：4時間に1回以下

その他
Capping trial中に、リハビリや嚥下機能検査以外の処置・検査がない
“difficult airway”の患者は、実施前に頭頸部外科医の評価を受ける
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Discussion

l Capping trialの方法に関して
• 本研究のCapping trial開始基準(12時間の観察期間で
吸引回数が4時間に1回以下)は、先行研究では安全性
を保つために設定された基準
➡Capping trial開始までの時間が延長した可能性

Pandian V, et al. Laryngoscope 2014;124(8):1794. PMID 24473939



Discussion
l 高流量酸素療法に関して
• 37℃に加温・加湿された30L/minの酸素投与が、気管切開
患者の吸引回数を減少させた研究がある

加温・加湿あり・高流量酸素療法群で気道粘膜毛様体の
クリアランスが良く、吸引回数が少ない

Richard Birk, et al. Head Neck 2017;39(12):2481-2487. PMID 28990261

P ： 24時間以内に気管切開が行われた患者(n=20)
I  ：加温・加湿あり(AIRVO 2, 37℃, 30L/min)
C ： 加温・加湿なし(大気温の酸素, 8L/min)
O ： 吸引回数や気管上皮線毛細胞運動の周波数



Discussion

P ： ウィーニングが長期化している気管切開患者(n=14)
I  ：気管切開からのHigh-flow oxygen therapy
C ： 従来の低流量酸素
O ：呼吸仕事量

気管切開からのHigh-flow oxygen therapyでは
呼吸仕事量は軽減しない

Tania Stripoli, et al. Ann Intensive Care 2019;9:4. PMID 30617626



Discussion

l 介入群の高流量酸素療法に関して
• 37℃に加温・加湿された30L/minの酸素投与が、気管切開

患者の気管吸引回数を減少させた研究がある(前述)

• “持続的な”高流量酸素療法が良い結果につながった
可能性がある(が、どの程度影響したかは不明)

• 介入群で感染性合併症が少なかったことには、影響した
かもしれない



Discussion

l 研究の安全性について
• 過去の報告では、気管切開チューブ抜去時の再挿入は、

2〜5%で生じている
• 本研究における気管切開チューブ再挿入は介入群2.4%、

対照群で5.6%であった

Stelfox HT, et al. Crit Care 2008;12:R26. PMID 18302759
Kim Choate, et al. Aust Crit Care 2009;22(1):8-15. PMID 19062302

既報告と比較して、安全性に大きな問題はない研究デザイン



Limitation

l 担当医の盲検化はできていない
➡治療判断にバイアスがある可能性は否定できない

l Fisher and Paykelから論文執筆の補助がある



Conclusion

気管切開チューブの抜去成功を判断する時には、

l持続的に高流量酸素療法を使用し、

l吸引頻度を基準に判断すると、

気管切開チューブ抜去までの期間を短縮すること

ができる



内的妥当性

本論文に関して、

lランダム割り付けされているか? → YES

lランダム割り付けが隠蔽化されているか? → YES

lマスキングされているか? → NO

l Baselineは同等か? → YES

l ITT解析がされているか? → YES

l結果に影響を及ぼすほどの脱落があるか? → NO

l研究の早期中止がなかったか? → YES

l症数は十分か? → YES



外的妥当性

本論文に関して、
l 研究の対照患者は自分が担当する患者と似ているか?

→ YES and NO
• 神経疾患が半数近くを占めている
• 年齢層は研究の対象患者の方が若い(日本では高齢
重症患者が増加している)

• 指示動作が出来ない(M6が確認できない)患者が除外
されている

• 気管切開実施から人工呼吸器離脱までの期間が短い
印象がある



外的妥当性

本論文に関して、
l 研究で用いられた治療法は実施可能か?

→ YES and NO
• 吸引回数を記録・確認することは可能
• 気管切開患者の全例でHFOTを行うのは難しい



臨床への適応
- JSEPTICアンケート調査 -



臨床への適応
- JSEPTICアンケート調査 -

各担当医の判断でチューブ抜去が行われている施設が多い



l 外的妥当性の観点から、本研究は日常診療を完全に変える
根拠とまではならない

l 気管切開患者が人工呼吸器を離脱する際に、全例に高流量
酸素療法を実施することは難しい

• デバイスが足りない
• 高流量酸素投与は、全例に行うにはコストが高過ぎる

l 看護師の吸引回数の記録を、各勤務帯(日勤・準夜・深夜)に
分けて記載すれば、8時間毎の吸引回数を認識できる。その
記録を根拠に気管切開チューブ抜去のタイミングを考慮する
ことはできるかもしれない

臨床への適応
-私見 -


