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用語	

•  VAP:	  ven2lator	  associated	  “Pneumoniae”	  

•  VAT:	  ven2lator	  associated	  
“Tracheobronchi2s”	  

•  VAC:	  ven2lator	  associated	  “Complica2on”	  
　（IVAC:	  infec2on-‐related	  VAC）	  



いきなりですが・・・	

VAPの診断、治療、予防などの詳細は
2013.04.02の勉強会を参照	  

	  
じゃあ今日はどうする？	

「VAPって何？」を改めて考える	  
	  
	



VAP	

•  定義	  
　気管挿管による人工呼吸開始48時間以降に	  
　発症する院内肺炎	  
　（＝入院時、気管挿管時には肺炎がない）	  
　	  
•  発症機序	  
　鼻腔、口腔咽頭の細菌が気管チューブの外側	  
　からカフをすり抜けて進入し、末梢気道に播種	  



この人はVAPか？	

•  転落による急性硬膜外血腫で開頭手術後	  
•  意識障害が遷延し、人工呼吸管理 day4	  
•  WBCの上昇（18000/μL）と膿性痰の出現	  
•  体温38.4℃	  
•  胸部X線で右下葉に新たな浸潤影が出現	  



Clinical	  diagnosis	  of	  ven2lator	  associated　pneumonia	  
revisited:	  compara2ve	  valida2on	  using　immediate	  post-‐
mortem	  lung	  biopsies	 Thorax	  1999;54:867–873	

診断確定の目的で行われた死後直後の組織の観察・培養を　　
用いた研究	  

３つの臨床診断（発熱、WBC上昇、膿性痰）のうち2つを満たし、
かつ新しいor増悪傾向の胸部浸潤影でVAPを診断する感度と
特異度は、69％と75％。	 2013.04.02	  ICU勉強会	



VAPって何？	

Ø 診断のgold	  standardがない。（≒正体不明）	  

Ø 異なる診断基準を用いれば、VAPの発生率は
当然変わってくる。	  

Ø 臨床的診断とサーベイランス的診断の　　　
意味合いが異なり、混同されやすい。	
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臨床的診断とサーベイランス的診断	

＜臨床的診断＞	  
•  「治療」ありきの立場	  
•  偽陽性（過剰な治療対象）が多くては困る	  
•  通常は微生物学的検査が必須	  

＜サーベイランス的診断＞	  
•  「感染制御」的立場	  
•  偽陰性（見逃し）が多くては困る＝“緩め”	  
•  厳密な微生物学的検査は必ずしも不要	



臨床的診断	



Clinical	  Pulmonary	  Infec2on	  Score	  (CPIS)	

•  1991年Puginらが提唱	  
•  体温、WBC数、痰の性状、P/F	  ra2o、レントゲン、

痰の半定量培養の6項目、最大12点でスコア化。	  
•  感度・特異度を調査した研究は多数あるが、　　

概ね感度40～60％、特異度50～70％程度。	  



•  VAPを含めた「院内肺炎」に関する診断・治療
ガイドライン	  

•  VAPの診断についての記載	  
① clinical	  strategy:	  CPIS＋グラム染色の推奨	  
② bacteriologic	  strategy:	  定量的診断の推奨	  
	  
•  ただし、推奨の根拠は決して強くない	  

	  

2005年	



Curr	  Opin	  Infect	  Dis	  2013,	  26:140–150	

Clinical	  criteria	  for	  the	  diagnosis	  of	  VAP	  

1972年	

1991年	

現状の臨床診断アプローチ	

感度69％、特異度75％	



サーベイランス的診断	



＜CDC/NHSN基準＞	  
•  新たな画像異常	  

•  全身徴候（最低1個）	  
　　発熱、白血球数異常	  
　　高齢者の意識障害	  

•  呼吸器徴候（最低2個）	  
　　痰の性状変化	  
　　ガス交換能の悪化	  
　　新たな咳、呼吸苦、頻呼吸	  
　　聴診所見の異常	  

改訂前（2008年）のCDC	  診断基準	



サーベーランス＝“緩い”と言っても	  
ほとんど非特異的な指標	  

かなり主観的項目もあるし・・・	

施設や国での比較なんて本当にできる？	



•  主観的影響の強い項目（レントゲンなど）をでき
るだけ省いたら施設間比較ができるかも？	  

⇒電子的に記録されてデータベースから抽出可能
な客観的項目（体温、WBC数、痰のグラム染色と
培養、呼吸の安定後2日以上続く酸素化の悪化
(FiO2,	  PEEPの上昇)）のみを診断基準にしてみる。	  

•  8	  ICU(USA),	  人工呼吸を受けた8735例	  
•  上記の項目（の組み合わせ）によりVAPの発生率

がどう変わるか、病院死亡率に関連するか検討	  





•  Geckler分類5群の膿性痰における細菌の存在（+培養陽性）は人工呼吸
期間や入院期間の延長のリスクとはなるが、死亡率には関連しない	  



FiO2,	  PEEP値の上昇は人工呼吸期間・入院期間の延長だけでなく病院死亡リスクとなる	

Mortality	  
Odds	  RaOo	



＜病院死亡に対する感度、陽性予測値＞	  
•  FiO2,	  PEEPのcut	  off値の違いで精度に大差はなく、他の指標（熱、

白血球、痰）を組み合わせると逆に悪化した。	



	  
ただし、真のVAP発生率とは？？	  

（酸素化の悪化≠肺炎）	  
画像評価なしで肺炎の診断？	  

診断項目が客観的であれば多施設研
究がしやすくなる可能性は示唆された。	



結局、これまでに採用されてきた（or	  いる）診断基準は、かなり
曖昧さを含んでいる	

CDC（2008）の診断基準（サーベイランス）	

CPIS	  
（臨床的診断）	
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VAPとは・・・	

概念はよく分かるけど・・・	  
曖昧で、しっくりこない感が	  

改めて確認できた	

一つ言えるのは適切な抗菌薬投与が遅れると	  
明らかに予後は悪くなるっていうのがとにかく厄介	



VAPからVATへ	

•  VAPを発症してしまうと治療に難渋しやすく、死
亡率が高い。	  

•  ICU運営やコスト面などのデメリットも大きい	  
•  その割に十分な診断ツールがない	  

•  正体がよく分からなくてもアウトカムが悪いなら
「予防」を強化するしかない⇒各バンドル、教育	  

•  VAPの「前段階」を捕まえて早期の治療介入が　
できるなら、重要な「予防」戦略になるのでは？	  



Pathogenesis	  of	  VAP	  and	  VAT	

　＜VAT＞	  
•  2002年に
Nseirが提唱	  

•  “画像上”で
肺炎所見の
ない下気道
感染症	  

•  VAPの前段
階としての
位置づけ	  



Curr	  Opin	  Infect	  Dis	  2013,	  26:140–150	

SQ-‐EA:	  semi-‐quan2ta2ve	  endotracheal	  aspirates	  
Q-‐EA:	  quan2ta2ve	  endotracheal	  aspirates	
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VAT	  or	  VAP	

＜気管内分泌物の採取法＞	  
ETA:	  Endotracheal	  Aspirate	  (気管内吸引液)	  
BAL:	  Broncho-‐Alveolar	  Lavage	  (気管支肺胞洗浄)	  
PSB:	  Protected	  Specimen	  Brush	  (検体保護ブラシ)	  

Curr	  Opin	  Infect	  Dis	  2013,	  26:140–150	

→BALが培養法としては最も優れている。3つの培養法で患者outcomeは変わらない。	

Crit	  care	  2008;12:R56	  	



＜VATのreview＞	  
•  “there	  in	  no	  consensus	  on	  diagnos2c	  criteria	  for	  
VAT.”	  

•  Quan2ta2ve	  endotracheal	  aspirates:	  105-‐6cfu/mL	



・Retrospec2ve	  	  	  
	  	  observa2onal	  study	  
・Mixed	  ICU	  
・48hr以上のMV	  
・痰：感染を疑って採取	  
・VAT:	  	  
臨床所見（発熱、WBC、
膿性痰）のうち2つ ＋ 　
定量培養 >	  105cfu/mL	  
・VAP:	  VAT	  +	  X	  ray所見	

Insignificant	  coloniza2on	  
104/188	  (55%)	  



VATまで進むと	  
・人工呼吸期間	  
・ICU滞在期間	  
・入院期間	  
に有意差あり	

死亡率は	  
Coloniza2on,	  
VAT,	  VAPの	  
いずれにおいても	  
有意差なし	  
35.0%	  vs.	  33.0%	  
23.8%	  vs.	  32.5%	  
28.6%	  vs.	  32.1%	

Coloniza2onの	  
程度の違いでは	  
有意差なし	



•  VATの時点で治療したら予後はよくなる？を検証	  
[Design]	  
•  12	  ICU	  in	  France,	  prospecOve	  un-‐blinded	  RCT	  
•  65	  Pa2ents	  older	  than	  18,	  June	  2005	  to	  June	  2007	  	  
•  1st	  epispode	  of	  VAT	  diagnosed	  more	  than	  48	  hours	  
aqer	  star2ng	  mechanical	  ven2la2on	  

•  Exclusion:	  pregnant,	  history	  of	  immunosuppression	  
tracheostomy	  before	  ICU	  admission,	  SAPS	  II	  65<	  



•  Defini2on	  of	  VAT	  
 ① 他に原因のない38℃以上の発熱	  
 ② 膿性痰（ETAで106	  cfu/mL以上）	  
 ③ 画像で肺炎所見がない	  
•  Primary	  endpoint:	  dura2on	  of	  MV	  
•  Secondary	  endpoint:	  ven2lator-‐free	  at	  28days	  
(28VFD),	  length	  of	  ICU	  stay,	  subsequent	  VAP,	  
ICU	  mortality	  



<An2bio2c	  or	  No-‐an2bio2c	  therapy	  group>	  
p An2bio2c	  therapy	  group	  
　VATの基準を満たした時点で、empiric	  therapyを開始し、　	  
　後の培養結果を元に感受性に合わせて抗菌薬を変更	  
	  
p No	  an2bio2c	  therapy	  group	  
　VATの時点で抗菌薬の介入はせず、従来通りVAPの　　	  
　基準（=VAT	  +	  画像所見の変化）を満たした時点、もしくは	  
　VAT・VAP以外の感染症を認めた場合は投与してもよい	  



•  Random	  assignment:	  computer-‐generated	  
•  「青」の比較：Inten2on-‐To-‐Treat	  (ITT)	  
•  「赤」の比較：modified	  ITT	  (DNR患者を省いたもの)	  

randomiza2on	



•  人工呼吸期間、ICU滞在期間は
変わらず。	  

•  28VFD,	  VAPへの進展の割合,	  
ICU	  mortalityは有意に治療群　
での結果が良好。	  

•  死亡率に差が出たため予定の
半数に満たずに研究中止	  

P=0.047	

ITT	 Modified	  ITT	



早く介入すれば予後がよくなる
可能性あるかもしれない	

	  
でも実際、過不足なく適切な	  
早期診断ができるだろうか？	



VATの段階で介入できるか？	

•  熱、WBC上昇、膿性痰。Work-‐upはするとしても　
すぐに抗菌薬を投与するかは・・・？全身状態、　
他のデータ、リスク因子しだい？	  

•  検体は吸引痰でよいか、全員気管支鏡下採取や
BALは非現実的か	  

•  培養結果は数日後	  
•  グラム染色は参考になるが、VATの証明にはなら

ない（感度は高いが特異度低い）	  
•  日本では、慈恵も含め定量培養はできない施設

も多い	



VATとは・・・	

これも概念は分かるけど・・・	  
レントゲン評価を除いただけでは診断の客観性や	  

正確性が大きく向上するわけでははなさそう。	  
早期診断には検査技術的な限界もある。	  

やっぱりしっくりこない・・・	



肺炎、気管支炎にこだわらずに　　
人工呼吸器に関連した合併症を　

全部ひっくるめたらどうか？	  
診断の客観性が向上する？	

新しい診断基準の模索	  
⇓	

Ven2lator	  Associated	  Events	  (VAE)の概念	



2011年9月 アメリカの13学会・団体により、VAP	  Surveillance	  Defini2on	  
Working	  Groupが発足	  
客観的かつ再現可能で信頼性が高く、さらに施設間比較や疫学調査のた
めデータ収集がより容易になるような基準作りが至上命題となった。	  
	  



NEW	  guideline	  in	  Jan	  2013	  	

	  
「サーベイランス」的診断	



NOTE:	  The	  VAE	  definiOon	  algorithm	  is	  for	  use	  in	  surveillance	  	

2013.04.02	  ICU勉強会	

熱、WBC変化	  
新規の抗菌薬	

微生物学的検査	

・Baseline：2	  calender	  days	  ≤	  
・酸素化の悪化:	  FiO2	  ≥	  0.20	  
　またはPEEP	  ≥	  3cmH2O	  
・Sustained:	  	  2日以上持続	

VAEは4つの病態に分類	



I.	  InfecOon-‐related	  venOlator-‐associated	  complicaOon	  (IVAC)	  
On	  or	  aqer	  calendar	  day	  3	  of	  mechanical	  ven2la2on	  and	  within	  2	  calendar	  days	  before　or	  
aqer	  the	  onset	  or	  worsening	  oxygena2on,	  defined	  as	  daily	  minimal	  increase	  of	  :	  
	  
inspired	  oxygen	  (	  FiO2	  >	  0.20)	  	  OR	  	  a	  daily	  minimum	  increase	  in	  posiOve	  end	  expiratory	  
pressure	  (PEEP)	  >	  3	  cm	  of	  H2O	  
AND	  
Both	  of	  the	  following	  clinical	  and	  treatment	  criteria:	  
Temperature	  >	  38℃,	  OR	  
White	  blood	  cell	  count	  ≥12	  000	  cells/mm3	  or	  ≤4000	  cells/mm3.	  
AND	  
A	  new	  anOmicrobial	  agent(s)*	  is	  started	  and	  conOnued	  ≥4	  days.	

FIGURE	  4.	  Centers	  for	  Disease	  Control	  –	  2013	  surveillance	  defini2ons	  
	  for	  ven2lator-‐associated	  pneumonia.	  VAP,	  ven2lator	  associated　pneumonia.	

VACの定義をみたした病態において、人工呼吸器使用期間や
ICU滞在日数の延長との関連および死亡率増加の可能性あり。	

Mul2center	  evalua2on	  of	  a	  novel　surveillance	  paradigm	  for	  complica2ons	  of	  mechanical	  
ven2la2on.	  PLoS	  One2011;	  6:e18062.	
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FIGURE	  4.	  Centers	  for	  Disease	  Control	  –	  2013	  surveillance	  defini2ons	  for	  ven2lator-‐
associated	  pneumonia.	  VAP,	  ven2lator	  associated　pneumonia.	

II.	  Possible	  venOlator-‐associated	  pneumonia	  (VAP)	  
On	  or	  aqer	  calendar	  day	  3	  of	  mechanical	  ven2la2on	  and	  within	  2	  calendar	  days	  before	  
or	  aqer	  the	  onset	  of	  worsening	  oxygena2on,	  ONE	  of	  the	  following	  criteria	  is	  met:	  
	  
1)	  Purulent	  respiratory	  secreOons	  (posiOve	  Gram	  stain)	  
　　•	  Defined	  as	  secreOons	  from	  the	  lungs,	  bronchi,	  or	  trachea	  that	  contain	  ≥25	  
　　　neutrophils	  and	  ≤10	  squamous	  epithelial	  cells	  per	  low	  power	  field	  [lpf,	  x	  100].	  
　　•	  If	  the	  laboratory	  reports	  semi-‐quanOtaOve	  results,	  those	  results	  must	  be	  
　　　equivalent	  to	  the	  above	  quanOtaOve	  thresholds.	  
OR	  
2)	  PosiOve	  culture	  for	  a	  bacterial	  pathogen	  (qualitaOve,	  semi-‐quanOtaOve	  or	  
quanOtaOve	  of	  sputum	  *,	  endotracheal	  aspirate*,	  bronchoalveolar	  lavage	  *,	  lung	  
Ossue,	  or	  protected	  specimen	  brushing*)	  
　　　*	  Excludes	  the	  following	  non-‐pathogens:	  
　　　　　•	  Normal	  respiratory/oral	  flora,	  mixed	  respiratory/oral	  flora	  
　　　　　•	  Candida	  species	  or	  yeast	  not	  otherwise	  specified	  
　　　　　•	  Coagulase-‐negaOve	  Staphylococcus	  species	  
　　　　　•	  Enterococcus	  species	

2013.04.02	  ICU勉強会	

Possible	  VAP:	  顕微鏡的な（Gram染色）膿性痰の証明、細菌の特定（ETA	  or	  BAL	  or	  PSB）	



FIGURE	  4.	  Centers	  for	  Disease	  Control	  –	  2013	  surveillance	  defini2ons	  for	  ven2lator-‐
associated	  pneumonia.	  VAP,	  ven2lator	  associated　pneumonia.	

III.	  Probable	  venOlator-‐associated	  pneumonia	  (VAP)	  
On	  or	  aqer	  calendar	  day	  3	  of	  mechanical	  ven2la2on	  and	  within	  2	  calendar	  days	  before	  or	  
aqer	  the	  onset	  of	  worsening	  oxygena2on,	  ONE	  of	  the	  following	  criteria	  is	  met:	  
1)  Purulent	  respiratory	  secreOons	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (from	  one	  or	  more	  specimen	  collecOons,	  and	  defined	  as	  for	  possible	  VAP)	  
AND	  
　One	  of	  the	  following:	  
　　•	  PosiOve	  culture	  of	  endotracheal	  aspirate*,	  ≥105	  CFU/ml	  or	  equivalent	  semiquanOtaOve	  result	  
　　•	  PosiOve	  culture	  of	  bronchoalveolar	  lavage*,	  ≥104	  CFU/ml	  or	  equivalent	  semiquanOtaOve	  result	  
　　•	  PosiOve	  culture	  of	  lung	  Ossue,	  ≥104	  CFU/g	  or	  equivalent	  semi-‐quanOtaOve	  result	  
　　•	  PosiOve	  culture	  of	  protected	  specimen	  brush*,	  ≥103	  CFU/ml	  or	  equivalent	  semi-‐quanOtaOve	  result	  
OR	  
2)	  One	  of	  the	  following	  (without	  requirement	  for	  purulent	  respiratory	  secreOons):	  
　　•	  PosiOve	  pleural	  fluid	  culture	  (where	  specimen	  was	  obtained	  during　thoracentesis	  or	  iniOal	  　	  
　　　	  placement	  of	  chest	  tube	  and	  NOT	  from	  an	  indwelling	  chest	  tube)	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  PosiOve	  lung	  histopathology	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  PosiOve	  diagnosOc	  test	  for	  Legionella	  spp.	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  PosiOve	  diagnosOc	  test	  on	  respiratory	  secreOons	  for	  influenza	  virus,	  respiratory	  syncyOal	  virus,	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  adenovirus,	  parainfluenza	  virus,	  rhinovirus,	  human	  metapneumovirus,	  coronavirus	

2013.04.02	  ICU勉強会	
Probable	  VAP:	  膿性痰 +	  定量/半定量培養（ETA	  or	  BAL,	  
PSB） or	  胸水・肺組織培養(+)、レジオネラ・ウイルス(+)	



•  Pa2ents	  must	  be	  mechanically	  ven2lated	  for	  
more	  than	  2	  calendar	  days	  to	  be	  eligible	  for	  
VAE.	  

•  The	  earliest	  day	  on	  which	  VAE	  criteria	  can	  be	  
fulfilled	  is	  day	  4	  of	  mechanical	  ven2la2on	  

•  The	  earliest	  date	  of	  event	  for	  VAE	  (the	  date	  of	  
onset	  of	  worsening	  oxygena2on)	  is	  day	  3	  of	  
mechanical	  ven2la2on.	MV	  day	 Daily	  	  minimum	  PEEP	 Daily	  minimum	  	  FiO2	 VAE	

1	 5	 0.4	

2	 5	 0.4	

3	 8	 0.6	 Event	

4	 8	 0.6	 VAC	

5	 10	 0.6	

“Event”は酸素
化の悪化が見
られた日。必ず
しもVACの定義
を満たした日で
はない。	



分かりづらいのでもう少し例題	



•  Day3のPEEP↑は？	  
⇒5cmH2Oまでは酸素化の“悪化”とはみなさない　　　	  
　（0	  cmH2Oと5	  cmH2Oは同等と考える）	  



•  Day3-‐4のPEEP↑	  
⇒3cmH2O未満なので酸素化の“悪化”とはみなさない	  



•  Baselineは？　⇒Day3-‐4	  



•  Day3-‐4でFiO2↑のため“酸素化の安定”が2日間維
持されてない。（=	  baselineが確保されていない）	  

⇒その後、酸素化が悪化しても「VAC」とは言えない	



その他注意点	

•  NPPV,	  HFOV,	  ECMOは含まない	  

•  VAEは酸素化悪化のonsetから14日間と定義。14日以
内に改善・再増悪があった場合はカウントできない。
14日以上経過後のVAEはnew	  episodeとする。	  

•  Full	  	  calendar	  day以上のMV離脱後、再挿管や再装着
が必要になったらnew	  episodeとする。（抜管後、翌日
の日付のうちに再挿管したらone	  episode）	  

•  Prone	  posi2onやNO吸入などの治療に伴うMVも含む	



＜“VAC”の診断と患者予後の関連についての検討＞	  
•  Retrospec2ve	  observa2onal	  study,	  2009.05～2011.01	  
•  Brisbaneの大学附属3次病院のMixed-‐ICU	  30床,	  N=543	  
•  施設の理由で心臓外科患者、臓器移植患者は含まない	  
•  Pa2ents	  of	  VAC	  
　①48時間以上の人工呼吸管理をした患者のうち、	  
　②呼吸が安定して2日以上経過後に、2日以上にわたり　　　	  
　　酸素化が悪化(FiO2	  >	  0.15	  or	  PEEP	  >	  2.5cmH2O)した者	  
•  Primary	  outcome:	  hospital	  mortality	  
•  Secondary	  outcomes:	  length	  of	  ICU,	  dura2on	  of	  mechanical	  

ven2la2on,	  an2bio2cs	  use	



VAC:	  153例	  
Not-‐VAC:	  390例	  
	  
VAC患者では、	  
COPDの既往、AKIの合併
が多い。	  

N=543	  



•  VACでなくても平均10日ICUにいて、4日間MV
しているような患者群	  

•  VAC患者ではMV期間長くなり、ICU滞在期間
も長いが、ICU/hospital	  mortalityに差はない	  

Mean	  (SD),	  Median	



•  VAC患者ではICU滞在、
人工呼吸期間ともに長く
なる	  

•  VAC患者ではICU滞在中
のFluid	  overloadや
Furosemide使用量が　　
多かった	  

	  
＜VACの原因病態＞	  
•  無気肺:	  16.3%	  
•  肺水腫:	  11.8%	  
•  ARDS:	  6.5%	  
•  胸水貯留:	  3.0%	  
•  肺塞栓:	  2.0%	  
•  誤嚥:	  2.0%	  
•  腹部膨満:	  1.3%	  
•  不明:	  31%	  

ICUからの退室	

人工呼吸離脱	



•  VAC患者での　
痰培陽性
(Poten2al	  VAP)	  

　47/153(30.7%	  )	  

•  原因菌はMRSA,　
H.infulenzae,　
P.aeruginosaが
各20%程度	  

•  VAC患者では
MEPM,	  CPFXな
ど広域抗菌薬
の使用率が　　
高かった。	



•  今度はmulOcenter	  (11	  ICU,	  10	  Canada	  and	  1	  USA,	  　　　
6	  academic,	  5	  community),	  from	  2007.06	  to	  2009.12	  

•  17歳以上の人工呼吸管理患者（48hr	  <）に対して各
ICUで30人ずつ計330人に対してbaselineとしてVAP,	  
VAC,	  iVACの定義に該当する症例を算出し、転帰・予
後をフォロー。	  

•  研究開始6,	  15,	  24ヶ月後も同様にデータ収集をし、
330	  x	  4=1320例について検討	  

•  Data	  collec2on:	  VAP:	  prospec2ve	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VAC/iVAC:	  retrospec2ve	  
•  Outcome:	  agreement	  between	  defini2on	  of	  VAP	  and	  
VAC	  or	  iVAC,	  morbidity/mortality	







•  VAC患者のうちVAPへ進展した症例　39/139	  (28.1%)	  
•  iVAC患者のうちVAPへ進展した症例　26/65	  (40.0%)	  
•  VAP患者のうちVACだった症例　39/148	  (26.3%)	  
•  VAP患者のうちiVACだった症例　26/148	  (17.6%)	  
•  VAC,	  iVAC,	  VAPのいずれも該当なし　1072/1320	  (81.2%)	  

iVAC	  
65/1320	  (4.9%)	

VACのうちiVACは	  
65/139	  (47%)	



VAC	  vs.	  Non-‐VAC	

•  VAC群の方が研究登録時のSOFA	  scoreは高い	  
•  LOS	  of	  ICU/Hospital,	  Dura2on	  of	  MV,	  days	  on	  an2bio2cs,	  

Hospital	  mortality　⇒有意にVAC群の予後が悪い	



iVAC	  vs.	  Non-‐iVAC	

•  既往症はiVAC群で少なかった	  
•  Hospital	  mortalityに差がなかった以外はVACの結果と類

似	



VAP	  vs.	  Non-‐VAP	

•  本研究ではhospital	  mortalityに差はなかった。
（むしろNon-‐VAP群で死亡率高い傾向。Non-‐VAP
群にVAC症例がそれなりに含まれるから？）	



2007から2009にかけてVAPや
VACはゆっくり減少傾向	  
iVACはほとんど変わらなかった	

2007年	   2009年	  



•  VAC/iVACの基準を満たしてもVAPであることは少ない	  
⇒偽陽性が多いことになるが、そもそもVAC/iVACはVAPを診断するための	  
　 検査ツールではないので、VAC/iVACを満たした場合にすでに予後が悪い	  
　ならその時点で治療介入するわけで、VAPに対する感度や陽性予測値は	  
　 重要ではない？でも本当にそれでよいか・・・？	  

•  VAC/iVACを満たさなければVAPではない（or	  進展しない）ことが多い	  
⇒ただし、呼吸の安定期間の不足などだけでVAC基準を満たさない場合も	  
	  	  	  	  	  ある。臨床的に明らかにVAPが疑われる場合、その扱いは・・・？	  

VAP	  148/1320	  (11.2%)	



＜全面的なサーベイランス方法の移行に対する懸念＞	  

•  FiO2やPEEP値は客観的データではあるものの、設定値
である以上、各医師の判断により容易に変化し、当然
VACの発生率に影響する。	  

•  VACはVAPのpredictorとしては感度が低い。VAP患者
の予後が悪いのは既知であり、VAC患者だけを対象に　
治療するだけで潜在的なVAP患者の予後を改善できる
だろうか？	  

•  ４日未満の人工呼吸患者ではVACの基準を満たさない
（early	  VAPの見逃し？）	



まとめ	

•  サーベイランスはVAPからVAE（VAC/IVAC/possible	  or	  
probable	  VAP）へ	  

•  VAEという概念により、診断の客観性や信頼性が向上
することが期待される。	  

•  VAEに対する介入により患者の予後がどの程度変化
していくかはまだ不明。	  

•  VAEの原因病態は様々であり、「治療」のための臨床
診断は同時に行っていく必要がある。	


