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・様々なデバイスを使用 
    気管挿管・人工呼吸器 
    カテーテル 
    ドレーン 

・疼痛にさらされる 
    咽頭痛 
    創部痛 
    外傷 

・不快な刺激にさらされる 
    吸引刺激 
        体位変換 
         リハビリ 
        モニター音 

ICU患者は 

鎮痛・鎮静の必要性 

鎮痛鎮静が 
必要 
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過剰な鎮静の有害性 

・神経学的所見の評価困難 
・人工呼吸器装着期間の遷延(VAP, VILIの増加) 
・呼吸抑制 
・血圧低下 
・腸管麻痺 
・記憶障害を助長 
・せん妄を助長 

“適切な” 鎮静が望まれる 
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浅い鎮静を指向する流れ 
(1)鎮静プロトコール 
    Effect of a nursing-implemented sedation protocol on the duration of mechanical      

    ventilation.                                                               Crit Care Med 1999 ; 27 : 2609-15 
 

(2)Daily sedation interruption(DSI) 
    Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients undergoing     

    mechanical ventilation.                             N Engl J Med 2000 ; 342 : 1471-77 
 

    Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for    

    mechanically ventilated patients in intensive care (Awaking and Breathing  

    Controlled trial) : a randomized controlled trial.            Lancet 2008 ; 371 : 126-34 
 

(3)No sedation ; 鎮痛(モルヒネ)主体で鎮静は極力しない 

     A protocol of no sedation for critically ill patients receiving mechanical    

     ventilation : a randomized trial.                                       Lancet 2010 ; 375 : 475-80 
  

いずれも人工呼吸器期間、ICU/病院滞在期間、中枢神経系画像検査の 

必要回数など予後関連因子を改善することを示した。 

一方で、死亡率の改善を示したのはABCtrialのみ。 
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本日のキーワード 

(1)鎮静プロトコール 
 ・鎮静スケールで“鎮静深度”を評価して 
  ・投与スケールを用いて鎮静剤を投与 
 

(2)Daily sedation interruption(DSI) 
    ・毎日決まった時間に鎮静をブチ切りする 
    ・あらかじめ決めておいた指示動作ができるまで 
      覚醒したら、抜管できるか検討し、無理なら 
  再鎮静する(1/2量で持続投与を再開する) 
 

(3)Usual care 
   ・各研究で異なるが、コントロール群のこと 
            持続鎮静しっぱなし 
    医師が回診時に投与量調節  
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鎮静プロトコールの有用性 
Effect of a nursing-implemented sedation protocol on the duration of 
mechanical ventilation                   Crit Care Med 1999; 27: 2609-2615 

Design;    Single center RCT 
Patients; 人工呼吸器装着患者321名 
Methods;  鎮静プロトコール群:   Ramsay scoreが”3”になるように 
                           鎮静鎮痛剤投与スケールを作成し、 
                            担当Nsが投与量を調節する 
         

                    Usual care群: ICU Drの書面、口頭指示でのみ投与量を調節 
                     

鎮静プロトコール群(Nsがプロトコールに従いスキあらば調節) 
 

 vs. Usual care群(たまにしか来ないICU Drの指示でのみ調節) 
10 



鎮静プロトコール 
Ramsay で3が目標(4hごとに評価) 
鎮静； ミダゾラム or ロラゼパム 
鎮痛； フェンタニル or モルヒネ 
鎮痛鎮静ともに持続 or Bolus 
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プロトコール群 
(n=162) 

Usual care群 
(n=159) 

p 

MV期間(h) 89 124 0.003 

ICU stay(day) 5.7 7.5 0.013 

Hospital stay(day) 14 19 <0.001 

Tracheostomy(%) 6.2 13.2 0.038 

Mortality(%) 30.3 35.9 0.342 

MV離脱のRisk Ratioは、プロトコール群 vs. Usual care群で、 

RR; 1.368 (95%CI: 1.189-1.575, p=0.026) 

Nsによる鎮静プロトコールの使用は、 
   ・死亡率は改善しないが、 
   ・多くの予後関連因子を改善する。 
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DSIに関する3つのRCT 

(1) -1 Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients     

              undergoing mechanical ventilation.   N Engl J Med 2000 ; 342 : 1471-77 

(1)-2 Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning   

             protocol for mechanically ventilated patients in intensive care   

             (Awaking and Breathing Controlled trial)              
                                                                                     Lancet 2008 ; 371 : 126-34 

(1)DSI vs. Usual care 

(2)DSI+鎮静プロトコール vs. 鎮静プロトコール 

(2) Daily sedation interruption in mechanically ventilated critically ill  

        patients cared for with a sedation protocol.    JAMA 2012; 308: 1985-1992 

DSIは有効である!! 
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JAMA 2012; 308: 1985-1992 

“鎮静プロトコール+DSI” vs. “鎮静プロトコール” 
 

有効性が確認されている”鎮静プロトコール” に 
“DSI” を併用したらもっと良いのではないか? 
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研究目的； 
      

     『DSI+鎮静プロトコール』の方法で鎮静を行うことは    
   『鎮静プロトコール』単独で行うよりも、患者予後を 
   改善するかどうか？ 

すなわち、 

 DSIの有効性の検討 

研究デザイン； 
    ・RCT(Automated telephone system) 

  ・Multicountry(カナダ・アメリカ) 

    ・Multicenter(16 Medical, surgical ICU) 

 17 



対象患者； 
   ・成人 

  ・割り付けから48時間以上、人工呼吸器管理が 
        必要と思われ、持続鎮静・鎮痛が必要な患者 

除外患者； 
    ・心肺停止後患者 

   ・頭部外傷患者 
     ・治療制限のある患者 
     ・筋弛緩剤投与患者 
     ・他の研究にエントリー中の患者 

18 



研究プロトコールのまとめ 

SAS: 3～4, RASS: -3～0 
 を目標にNsが鎮静鎮痛剤投与量を調節 

SAS・RASSをNsが1hおきに評価 

毎日DSIを施行 

SBTを施行可能か評価 

SBT施行 

抜管 

プロトコール+DSI群 

鎮静プロトコールの使用 

プロトコール群 
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研究プロトコールの詳細 

(1)鎮静プロトコール 
 

    ①使用薬剤 
    鎮痛剤； 
   モルヒネ、フェンタニル、ハイドロモルフィン 
 

      鎮静剤； 
   ミダゾラム、ロラゼパム 
 

   
   
    ②目標鎮静レベル； 
   Sedation-Agitation Scale(SAS, 8 sites): 3～4 
   RASS(8 sites): -3～0 

*換算式      Midazolam: 1mg = Lorazepam: 0.5mg  
          Morphine: 10mg = Hydromorphine: 2mg = Fentanyl: 0.1mg 
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SAS 

RASS 《SAS←→RASS》 

深 

浅 

深 

浅 

SASとRASSの変換 
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③鎮静鎮痛剤の投与量調整 

・SAS・RASSをNsが1hおきに評価して 
・SAS: 3～4、RASS: -3～0、を目標として 
・投与プロトコールに従い投与量を増減する 

薬剤 減量幅 

ミダゾラム・ロラゼパム・モルヒネ(>3mg/hの時) 1-2mg 

ミダゾラム・ロラゼパム・モルヒネ(3mg/h≦の時) 0.5mg 

フェンタニル 12.5-25μg 

ハイドロモルフィン 0.1-0.5mg 

④薬剤の減量 

過鎮静⇒減量, 15-30分間隔で減量する 

22 



⑤薬剤の増量；”Bolus”  and/or  “持続”の増量 

SAS=5-6 
RASS=2-3 

SAS=7 
RASS=4 

(1),Bolus F: 25-50μg(5-15分おき) F: 25-50μg(1-3分おき) 

(2),Bolus Mor: 1-4mg(5-15分おき) Mor: 1-4mg(1-3分おき) 

(3),Bolus Mid/L: 1-4mg (5-15分おき) Mid/L: 1-4mg (1-3分おき) 

⑤-1, Bolus 

⑤-2, 持続の増量 

SAS=5-6 
RASS=2-3 

SAS=7 
RASS=4 

(1),持続 F: 12.5-25μg/h F: 12.5-25μg/h 

(2), 持続 Mor: 1-2mg/h Mor: 1-2mg/h 

(3),持続 Mid/L: 1-2mg/h Mid/L: 1-2mg/h 

(1) or (2)  ± (3)  

(1) or (2)  ± (3)  
23 



⑥薬剤の中止； 
   SAS: 1-2 
   RASS: -4～-5  の場合鎮痛鎮静を中止する 
 

⑦その他； 
 プロポフォール、ケタミン、デクスメデトミジンは使用禁止 

24 



(2)DSIプロトコール 

①DSIを毎日行い、覚醒を確認する 
 

②覚醒の定義 
    SAS;4～7, RASS;-1～4、のレベルに覚醒、 
  かつ、 
  『開眼、追視、握手、つま先を動かす』のうち最低3つができる 
 

③患者に苦痛興奮が無く、SAS2～5、RASS-4～1、の場合、 
   薬剤投与は中止のまま 
 

④③を満たさず、Nsが薬剤投与が必要と判断したら、 
   中止前の1/2量で再開する 
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(3)人工呼吸器離脱方法 

 ・覚醒しているか 
 ・咳ができるか 
 ・PaO2>60mmHg(SpO2>90%) 
   ・FiO2≦0.4 
 ・PEEP≦10cmH2O 
 ・RR≦35回/min 
 ・MV≦15L/min 
 ・Inotoropic/Vasoactive agentなし 
 ・MAP>60mmHg 
 ・虚血性心疾患兆候 
  (胸痛・心電図変化・新たな不整脈・・・)なし 

全てクリアしたら 

Spontaneous breathing trial(SBT)へ 
 ・Tピーストライアル 
 ・CPAP(5cmH2O) 

①SBTの施行条件 

ク
リ
ア
出
来
な
い 

人
工
呼
吸
器
管
理
継
続 
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      ・RR>35回/min 
  ・SpO2<90% 
  ・HR>140回/min or 20%の増加 
  ・SBP>180mmHg or <90mmHg 
  ・発汗、不安の増加 
    
   

 

これが5分以上継続する場合は 

”SBT失敗” 

1hのSBT中これらが無ければ 

“抜管”する 

SBT施行条件を満たせば毎日SBTを行う。 
SBT失敗なら前の設定で人工呼吸器管理継続 
SBT成功なら抜管 

②SBT失敗の条件 

抜管できるまで 
毎日繰り返す 
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研究プロトコールのまとめ 

SAS: 3～4, RASS: -3～0 
 を目標にNsが鎮静鎮痛剤投与量を調節 

SAS・RASSをNsが1hおきに評価 

毎日DSIを施行 

SBTを施行可能か評価 

SBT施行 

抜管 

プロトコール+DSI群 

鎮静プロトコールの使用 

プロトコール群 
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Outcome 
(1)Primary outcome 
      ・エントリーしてから抜管までの時間 
 

(2)Secondary outcome 
      ・予期せぬカテ類の自己抜去 
      ・身体抑制の使用頻度 
      ・せん妄の頻度 
      ・神経系画像検査の頻度 
      ・気切の頻度 
      ・Barotraumaの頻度 
      ・MV中の鎮静鎮痛剤の総投与量 
      ・臓器不全 
      ・ICU/病院 滞在期間 
      ・ICU/病院 死亡率 
      ・看護師、呼吸療法士の労働負荷(VASで評価) 
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統計手法 
Sample size; 

 コントロール群の抜管成功までの日数である7日を 
   介入により2日短縮する(Hazard ratio 1.4)と想定 
 

 検出力90%, 有意水準0.05として各群205名が必要と算出 

Primary outcomeの解析手法 
  ・Kaplan-Meier法を使用 
  ・両群の比較はLog rank testを使用 
  ・Hazard ratioの算出はCox比例ハザードモデルを使用 

2群間の比較 
  カイ二乗検定、Fisher exact検定、t検定、Wilcoxson順位和検定 
   

その他 
   有意水準0.05として評価 
  S-Plus version7.0使用 30 



Critical appraisal skills programme(1) 

研究対象者；人工呼吸器装着患者 
介入(治療)；  DSI 
検討された転帰；抜管までの時間 

DSIの有効性を人工呼吸器装着中の 
鎮静患者にて検討 

31 



・センターに電話して機械的に割り付け 
 

・全患者では背景に差はなかった 
 (ただし、外科・外傷患者のサブグループ 
    解析では、患者背景に有意差あり) 

データ解析者は目隠しをされていたと 
記載あり 
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フォローアップは問題なく行われた 
 ・介入群(218名)→4名Drop out 
 ・コントロール群(212名)→3名Drop out 
 

Intention to treat analysisを使用 

鎮静鎮痛関連以外の治療内容に 
関する記述はなかった 

コントロール群の抜管までの日数を 
2日短縮する(Hazard ratio 1.4)と想定 
 

検出力90%, 有意水準0.05として 
各群205名が必要と算出 33 



Result①; 参入患者 

2091名 
スクリーニング 

1661名 
除外 

430名 
ランダム化 

プロトコール+DSI併用群 プロトコール単独群 

214名 209名 
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Result②； 患者背景 

プロトコール 

+DSI群 

プロトコール 

+DSI群 
プロトコール群 プロトコール群 

患者背景に違いはない 35 



Result③；Primary outcome, 抜管までの時間 

HR; 1.08 (95%CI: 0.86-1.35, p=0.52) 

年齢、BMI、APACHEII、入室様式で調整したら 

HR; 1.04 (95%CI: 0.83-1.31) 

抜管までの時間は 
両群間で有意差なし 
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Result④；Secondary outcome 

抜管成功 
滞在日数 
死亡率 

臓器不全 

自己抜去 

画像検査 

身体抑制 
せん妄 
再挿管 
気切 

有意差がある項目はない 37 



Result⑤；鎮痛鎮静剤投与量の解析 

38 



プロトコール 
+DSI群 

プロトコール群 p 

Benzodiazepine 
(Midazolam換算) 

総投与量(mg/d) 102 82 0.04 

持続投与量(mg/d) 101 82 0.03 

Bolus投与量(mg/d) 0.99 0.49 <0.01 

持続投与日数(d) 5.73 5.58 0.81 

Bolus投与回数(回/d) 0.253 0.177 0.007 

Opioid 
(Fentanyl換算) 

総投与量(μg/d) 1780 1070 <0.001 

持続投与量(μg/d) 1664 984 <0.001 

Bolus投与量(μg/d) 116 86 <0.001 

持続投与日数(d) 6.44 6.61 0.79 

Bolus投与回数(回/d) 2.18 1.79 <0.001 

要するに・・・ 

プロトコール＋DSI群の方が鎮静鎮痛剤投与量が有意に多い！！ 39 



Result⑥；プロトコール遵守率 

・DSIは全ての解析対象日のうち85.6%できちんと施行された 

・53%の患者では最低1回以上DSIが行われなかった 
・DSIが行われなかった理由は 

・プロトコール単独群(コントロール群)の34名(16.4%)で、 

 過鎮静により持続鎮静の中止がされた 
 これは解析対象日の2.3%に相当した 

プロトコール＋DSI群 

プロトコール群 
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Result⑦； 医療者の労働量 

・Visual analog scale(VAS)で評価 
・”1” = “very easy”, “10” = “difficult” 

プロトコール
+DSI群 

プロトコール群 P 

看護師 4.22 3.80 0.001 

呼吸療法士 3.69 3.61 0.57 

看護師の労働負荷は ”プロトコール+DSI群” で有意に高い 
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Result⑧； サブグループ解析 
外科患者、外傷患者でのサブグループ解析 

プロトコール 
+DSI群(n=38) 

プロトコール群
(n=28) P 

年齢 48 65 0.008 

APACHEII 21 26 0.037 

SOFA 7 7 0.99 

抜管までの時間(日) 6 13 0.0015 

ICU滞在期間(日) 10 22 0.017 

病院滞在期間(日) 32 39 0.49 

ICU死亡率(%) 2 3 0.64 

病院死亡率(%) 4 6 0.30 

患者背景にばらつきはあるものの、”プロトコール+DSI群”で 

“抜管までの時間”、”ICU滞在期間” が 短縮 42 



Resultまとめ 

(1) “プロトコール+DSI併用” は、”プロトコール単独” と比較して、 
   Primary outcomeである ”抜管までの時間” を短縮しなかった。  
 

(2)  “プロトコール+DSI併用” は、死亡率、入院期間、再挿管、気切、 
   画像検査施行回数などのSecondary outcomeを改善しなかった。 
 

(3)  “プロトコール+DSI併用” は、鎮静鎮痛剤の投与量が有意に多   
      かった。 
 

(4)  “プロトコール+DSI併用” は、看護師の労働負荷を増大させた。 
 

(5) 外科、外傷患者におけるサブグループ解析では、“抜管までの  
時間”、”ICU滞在期間” を短縮した。 

DSIの有効性は確認できなかった!! 
(既報2編のRCTと結果が真逆) 
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8a, 3.ハザード-生存曲線の比較 
    Kaplan-Meier method 
    Cox proportional hazard model 
 

8b,  “DSI+プロトコール”は”プロトコール 
   単独” と比較して、抜管までの期間を 
   短縮しない。 
   HR; 1.08 (95%CI: 0.86-1.35, p=0.52) 
         Median time; 7(4-13) vs. 7(3-12) 
    

  “プロトコール”に”DSI”を併用することは 
  過剰な医療である可能性がある。 

HR; 1.08 (95%CI: 0.86-1.35, p=0.52) 

Yes 

Critical appraisal skills programme(2) 
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本院；24時間専従医がいる 
葛飾；週末は専従医がいない 
 

葛飾で”DSI+プロトコール”もしくは 
”プロトコール”の施行は現実的ではない 

“鎮静プロトコール”を用いた 

鎮痛鎮静が推奨されるがさらなる
研究が必要 

Critical appraisal skills programme(3) 
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DSIに関する3つのRCT 

(1) -1 Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients     

              undergoing mechanical ventilation.   N Engl J Med 2000 ; 342 : 1471-77 

(1)-2 Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning   

             protocol for mechanically ventilated patients in intensive care   

             (Awaking and Breathing Controlled trial)              
                                                                                     Lancet 2008 ; 371 : 126-34 

(1)DSI vs. Usual care 

(2)DSI+鎮静プロトコール vs. 鎮静プロトコール 

(2) Daily sedation interruption in mechanically ventilated critically ill  

        patients cared for with a sedation protocol.    JAMA 2012; 308: 1985-1992 

DSIは有効である!! 

DSIは有効ではない!! 47 



結果の乖離はなぜ生じたか? 
 

3つのRCTを比較してみる 
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NEJM2000 
Lancet2008 

(ABC trial) 
JAMA2012 

研究デザイン 
単施設 

Open label 
多施設(4) 

Double blind 
多施設(16) 
Open label 

対象患者(n) 内科患者(128) 内科患者(336) 内科・外科患者(430) 

介入群 DSI DSI プロトコール+DSI 

コントロール群 Usual care Usual care プロトコール 

鎮静剤 Benzo, Propo Benzo, Propo Benzo 

鎮痛剤 Morphine Opioids Opioids 

Sedation scale Ramsay scale RASS, その他 SAS ・ RASS 

薬剤投与の調整 Research staff Research staff Ns 

Primary outcome 
抜管までの時間 

ICU・病院滞在期間 
抜管までの時間 抜管までの時間 

Primary outcomeの
解析方法 

Intention-to-treat Intention-to-treat Intention-to-treat 

Study designの比較 

Point(1) 

Point(2) 

Point(3) 

Point(4) 
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Point1:研究デザイン 
Single center study vs. Multicenter study 

Single center studyで有効であった治療がMulticenter studyで 
否定されるのは良くあること(Ex. Intensive insulin therapy) 
 
NEJM2000; Single center 
Lancet2008; Multicenter(4 centers, USA) 
JAMA2012; Multicenter, Multicountry(16 centers, USA・Canada) 
 

・鎮痛鎮静以外の治療のばらつきの影響は施設数が多いほど 
 少なくなるはず。 
・その意味でJAMA2012は質が高い(より普遍性がある)。 
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Point2:対象患者 
対象患者の違い 

プロトコール+DSI群 プロトコール群 P 

外科 
(39 vs. 29) 

年齢 48 65 0.008 

APACHEII 21 26 0.037 

抜管までの時間(日) 6 13 0.0015 

ICU滞在期間(日) 10 22 0.017 

ICU死亡率(%) 2 3 0.64 

病院死亡率(%) 4 6 0.30 

全患者 
(214 vs. 209) 

年齢 57 60 n.s. 

APACHEII 24 23 n.s. 

抜管までの時間(日) 7 7 0.52 

ICU滞在期間(日) 10 10 0.36 

ICU死亡率(%) 23 24 0.72 

病院死亡率(%) 29 30 0.89 
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NEJM2000 
Lancet2008 

(ABC trial) 
JAMA2012 

対象患者(n) 内科患者(128) 内科患者(336) 内科・外科患者(430) 

DSIの有効性 

・MV期間短縮 
・ICU期間短縮 
・画像検査減少 
・死亡率不変 

・MV期間短縮 
・ICU期間短縮 
・病院期間短縮 
・一年生存率改善 

・全体では改善項目なし 
 

・外科・外傷患者では 
 MV期間、ICU期間が短縮 

NEJM2000 
Lancet2008(ABC trial)      
   では内科系患者でDSIの有効性が確認されたが 

JAMA2012 
   では外科系患者ではDSIの有効性が確認されたが 
   内科系患者と合わせた全体では有効ではなかった    

この乖離の理由は説明できなかった 
(外科患者は若い軽症者が多かっただけ?) 
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Point3: コントロール群 

(1)鎮静プロトコール 
 ・鎮静スケールで“鎮静深度”を評価して 
  ・投与スケールを用いて鎮静剤を投与 
 

(2)Daily sedation interruption(DSI) 
    ・毎日決まった時間に鎮静をブチ切りする 
    ・あらかじめ決めておいた指示動作ができるまで 
      覚醒したら、1/2量で持続投与を再開する 
 

(3)Usual care 
   ・各研究で異なるが、コントロール群のこと 
            持続鎮静しっぱなし 
    医師が回診時に投与量調節  

NEJM2000 
Lancet2008 

(ABC trial) 
JAMA2012 

介入群 DSI DSI 
DSI+ 

プロトコール 

コントロール群 Usual care Usual care プロトコール 

コントロール群の治療内容 

実は、 
 

 鎮静プロトコールを 
 用いて管理するだけで 
 十分で、DSIはそれほど 
 重要ではない？ 
   

   (コントロール群の 
   Usual careは不当に 
  手を抜きすぎている?) 
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Point4:薬剤投与の調整  

NEJM2000 Lancet2008 
(ABC trial) 

JAMA2012 

薬剤投与の調整 Research staff Research staff Ns 

JAMA2012ではベッドサイド担当Nsが、 
  ・鎮静プロトコールに基づいた薬剤投与の調整 
  ・DSIの施行                 を行った 

より実際の臨床に近い環境での研究デザインになっている 
 

その結果なのかはわからないが、各群の鎮痛鎮静剤の 
投与量を見てみると・・・ 
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Study drug 介入群 コントロール群 P 

NEJM2000 

Midazolam(mg/h) 
Morphine(mg/h) 

2.23 
1.88 

3.56 
3.3 

0.06 
0.004 

Propofol(mg/h) 
Morphine(mg/h) 

132.8 
2.44 

92.4 
2.83 

0.41 
0.65 

Lancet2008 
(ABC trial) 

Benzodiazepine(mg/h) 0.08 0.125 0.12 

Benzodiazepine(mg・Total) 20 39 0.02 

Propofol(mg/h) 51.2 41.1 0.40 

Propofol(mg・Total) 8950 8380 0.90 

Opioids(mg/h) 0.13 0.12 0.28 

Opioids(mg・Total) 26.6 37.0 0.07 

JAMA2012 
Midazolam(mg/h) 4.25 3.41 0.04 

Fentanyl(mg/h) 0.074 0.044 <0.001 

JAMA2012では 介入群の方が 鎮静鎮痛剤の投与量が有意に 多い！ 

ベンゾ2倍! 
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Research staffが薬剤投与の判断をした先行RCT2つでは 

介入群で総投与量が減る 
 

ベッドサイド担当Nsが薬剤投与の判断をした本研究では 

介入群でむしろ総投与量が増えた 

Study drug 介入群 コントロール群 P 

NEJM2000 Midazolam(mg/h) 2.23 3.56 0.06 

JAMA2012 Midazolam(mg/h) 4.25 3.41 0.04 
2倍 

実際の臨床に近い環境では、DSIの併用は、むしろ 

鎮静鎮痛剤の投与量が増加し、期待されたアウトカ
ムが得られなかった可能性がある 
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なぜ、鎮静鎮痛剤投与量が増えたのか？ 

・Research staff vs. Ns? 
  Nsは深い鎮静を好む？ 
 

・鎮静鎮痛プロトコールの違い? 
  Lancet2008(ABCtrial)ではプロトコール詳細記載が 
  ほとんどない 
   

  NEJM2000, JAMA2012ではプロトコールが公表 
      されている 
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Midazolamのところだけ比較してみると・・・ 

NEJM2000 JAMA2012 

目標鎮静レベル Ramsay;3～4 SAS;3～4, RASS;-3～0 

Bolus投与 0.5-5mg/1-5分おき 1-4mg/1-15分おき 

持続投与の増量 1-2mg/h, ずつ調整 1-2mg/h, ずつ調整 

持続投与の減量 1-2mg/h, ずつ調整 
0.5-2mg/h, ずつ調整 
(15-30分間隔で調整) 

Opioidに関してもおおむね同様な感じ 
プロトコールにそれほど大きな違いは感じない 
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JAMA2012で結果として介入群で鎮静鎮痛剤投与量が 
増えてしまったのは最大のDiscussionポイント 
 

Discussion, Editorialの中にこの点の詳細な考察はなかった 

今後の議論の方向性に注目したい 
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3/22 鎮静鎮痛ガイドライン(河野/内野) 

Crit Care Med. 2013; 41: 263-306 
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DSIに関する記述 

Level A; 高い質 
Level B; 中等度の質 
Level C; 低い質 
1(+ or -); 強い推奨 
2(+ or -); 弱い推奨 

We recommend either daily sedation interruption or a light target level of sedation 

be routinely used in mechanically ventilated adult ICU patients (+1B, P290) 
 

                            どちらかを使用すべきです 

A; 

In summary, daily sedation interruption is associated with clinical benefit in medical  
ICU patients, but the benefits remain uncertain in those who are alcohol-dependent  
or not admitted to a medical ICU service. Studies investigating the efficacy and safety  
of this strategy in surgical, trauma, neurologic, and neurosurgical patients are needed. 
Protocolized management strategies (e.g., hourly titration) to avoid deep sedation are also 
associated with clinical benefit, but it remains unclear whether combining sedation 
protocolization with daily sedative interruption would lead to additional benefits (16).  

Q; DSIもしくは浅い鎮静レベルを指向した鎮静プロトコールを使用すべきですか？ 

DSIは有効である 
ただし、アル中患者や内科系以外の患者での有効性は不明 
 

プロトコールによる鎮静も有効 
 

“DSI+プロトコール”の有効性は不明 
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JAMA2012の引用は? 

・当たり障りのないところに一カ所のみ 
 
・このガイドラインの内容に影響を与えてないと思われる 
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本日の結論 
(1)Primary outcomeを”死亡率”においてDSIの有効性を 
  証明した研究は存在しない 
 

(2)DSIの有用性は施設環境に依存する 
  ・患者背景(内科系or外科系, 重症度・・・) 
    ・Usual careの内容(”鎮静プロトコ－ル” 有 or 無) 
  ・医療体制(Closed or Open ICU, 常駐医師の存在) 
 

(3)DSIは合併症を増やすことなく安全に施行可能だが、 
  看護師の労働負荷を増大させる 
 

(4) ”鎮静プロトコ－ル”を用いていれば、DSIは必ずしも 
  必要ない(予後改善効果の積み増しはない) 
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・薬剤選択 
 鎮痛；フェンタニル 
 鎮静；デクスメデトミジン、プロポフォール(ベンゾジアセピン回避) 
 

・鎮静深度のモニタリング 
 RASSを使用(1hおきにモニタリング) 
 

・持続投与か間欠投与か 
 持続投与で良い 
  

・Nsによる鎮静プロトコールを用いた投与量の調整 
 鎮痛剤は固定にして、鎮静剤の投与スケールを作成するのが現実的か？ 
    →教育はかなり大変そう 
  医師が頻回に調整しても同じ効果が得られる 
 

・DSIは行わない 
 鎮静プロトコールを用いるなら必須ではない 
 

・自己抜去の危険に関する教育 
 一定の確率で起こる(大騒ぎしない!!) 
   抜かれてはいけないデバイスの見極めと素早い再挿入 

スキあらば浅く！ 
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