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ARF（Acute Respiratory Failure）の疫学

n ⽶国では約79万⼈/年の患者が急性呼吸不全（ARF）を発
症、50万⼈を超えるARF患者が抜管され退院

Behrendt CE: Acute respiratory failure in the United States: Incidence and 31-day survival. Chest 
2000; 118:1100–1105 

n ARFの合併症としてPICS/ ICU-AW、肺障害の他に、
喉頭損傷、嚥下機能障害が注⽬されている

Desai SV, Law TJ, Needham DM: Long-term complications of critical care. Crit Care Med 2011; 39:371–379 

Herridge MS, Tansey CM, Matté A, et al; Canadian Critical Care Trials Group: Functional disability 5 years after acute 
respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2011; 364:1293–1304 
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n 挿管後の嚥下障害に関する研究は少ない
n 摂⾷嚥下障害の発症率は 363%程度
n 嚥下障害と誤嚥は、ARF⽣存者の最⼤60％で発⽣
n 挿管期間が⻑いほど嚥下障害のリスクが⾼い
n FEESは咽頭・喉頭の構造を直接視覚的に捉えることができ、
嚥下障害に対して感度の⾼い検査

抜管後の嚥下障害①

Skoretz SA,  The incidence of dysphagia following endotracheal intubation: A 
systematic review. Chest 2010; 137:665‒673 



抜管後の嚥下障害②

n 嚥下機能障害による誤嚥は再挿管、肺炎、⼊院期間の延⻑、
死亡率の増加に関連している

Ø ⼼臓⾎管外科術後の⻑期間の気管内挿管⼊院期間を延⻑させる
Barker J. Can J Surg 2009; 52:119–124 

Ø ⾼齢は嚥下障害改善を遅延させる El Solh A.Intensive Care Med 2003; 29:1451– 1455

Ø ⻑時間の⼈⼯呼吸は抜管後の嚥下障害と関連し、嚥下障害の発症は患者
の転機不良と関連する Macht M. Crit Care 2011; 15:R231 

Ø 嚥下障害は⻑期挿管期間と関連し、肺炎と院内死亡率を増加させる
Malandraki GA,. Am J Speech Lang Pathol 2016; 25:150–156 
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■⾼齢

■⻑期の挿管期間

■⼊院以前の⾝体機能低下

これらのリスク因⼦は
修正・対応不能

抜管後誤嚥のリスク因⼦

Skoretz SA, et al. The incidence of dysphagia following endotracheal intubation: a 
systematic review. Chest. 2010;137:665-73.



■⾼齢
■⻑期の挿管期間
■⼊院以前の⾝体機能低下

これらのリスク因⼦は
修正・対応不能

n管チューブ（ETT）の径（︖） 修正・対応可能

抜管後誤嚥のリスク因⼦

Skoretz SA, et al. The incidence of dysphagia following endotracheal intubation: a 
systematic review. Chest. 2010;137:665-73.
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Shinn JR, et al. Crit Care Med. 2019;47:1699-706.

内科ICUの12時間以上挿管管理をした患者
に、抜管後36時間以内に喉頭鏡検査をした。

57/100⼈が急性喉頭損傷（排痰不良、喉頭
⾁芽形成）が確認された。
喉頭損傷に7.5mm以上のETT
糖尿病、体型が独⽴して関連した。

チューブ径と誤嚥の関係①

糖尿病
BMI



Lynch YT, et al. J Crit Cae. 2017;39:143-8.

呼吸不全患者のベッドサイドでの嚥下機能
評価の正確性を評価

患者背景では
ETT≧8.0mmが⾮誤嚥患者に多かった。

チューブ径と誤嚥の関係②

挿管チューブ8.0mm以上

誤嚥 あり なし



ETT径と嚥下機能障害の関連性ははっきりしていない。

▶喉頭損傷とETT径の関連は評価できない。

▶喉頭浮腫のリスク因⼦の⼀つにETT径がある。

Brodsky MB, et al. Crit Care Med. 2018;46:2010-7.

François B, et al. The Lancet. 2007;369:1083-9.
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背景まとめ
n ARF治療後の患者の転機に嚥下障害の有無が重要
n 抜管後誤嚥のリスク因⼦に「⾼齢」「⻑期の挿管管理」「⼊院
前の⾝体機能低下」があるが、それらは介⼊できない

n ETT径と「喉頭損傷（喉頭浮腫、⾁芽形成）」、「誤嚥」の関
係は不明

ETT径が抜管後の誤嚥に関与していれば
挿管チューブを適切に選択することで

抜管後の誤嚥のリスクを減少させ、ARF患者の転機を改善出来る



本⽇の論⽂



⽬的

挿管チューブのサイズが
急性呼吸不全の⽣存者における
抜管後の誤嚥に関連するかを調べる



Methods



n 研究デザイン︓多施設前向き観察研究

n 場所︓アメリカの4⼤学病院
・Boston University Medical Campus
・University of Colorado Health
・Stanford
・Yale

n 期間︓2015.8 - 2018.7

研究デザイン



n 18歳以上のICUに⼊床しARFと診断された、48時間以上の
⼈⼯呼吸器管理がされた患者

患者集団

Exclusion Criteria 
・経腸栄養の禁忌
・中枢性・末梢性神経筋障害
・嚥下障害
・頭頸部癌または⼿術の既存の病歴
・気管切開の存在
・制御不能な⿐または咽頭出⾎をもたらす凝固障害
・精神状態の変化
・抜管後72時間以降の登録



n 患者登録後に年齢、⼈種、性別、APACHIIスコア、Charlson
Comorbidity Index、BMI、⼊院期間、挿管期間、⼊院の主な
理由、ETT径を含む⼈⼝統計学的および治療関連の情報が記録
された

n ETT径は担当医師が挿管時（研究登録前）に独⾃に通常の集中
治療通りに決定した。

患者集団



Study Procedures 

軟性内視鏡での嚥下評価（Flexible endoscopic evaluations of 
swallowing; FEES）が以下の⼿順で⾏われた。

リドカインスプレー後に
①Ice          （ティースプーン1/2杯、1杯）
②Nectar.     （5mL, 15mL, 2oz（59mL））
③Pure.        （5mL, 10mL）
④Thin liquid（5mL, 15mL, 2oz）
⑤Cracker     （1/4かけ）
⑥Water        （3oz（88mL））

※注釈
・5mLで誤嚥した場合はその後はスキップした
・薄い液体で誤嚥が確認された場合は⽔はスキップした
・臨床医がリスクがあると判断した場合中⽌した



n 合計32.4％の患者（n = 68）が、少なくとも1回の誤嚥（PAS≥6）を記録
n 13.8%が不顕性誤嚥、23.8%が顕性誤嚥を⽣じた
n 薄い液体が最も誤嚥が多かった

投与種別ごとの誤嚥頻度



研究⼿順
FEESで下記を評価

■Penetration-Aspiration Scale（PAS）スコア
■喉頭内転筋反射（LAR）
■⾁芽組織の有無
■浮腫の有無
■声帯の不動性の有無



PASスコア
1 正常 喉頭侵⼊なし

2

喉頭侵⼊

喉頭侵⼊するが声⾨に達することなく喀出可能

3 喉頭侵⼊するが声⾨に達せずに喀出不可

4 声⾨に達する喉頭侵⼊を認めるが喀出可能

5 声⾨に達する喉頭侵⼊があり、喀出不可

6

誤嚥
顕性

声⾨下まで⾷塊が⼊るが喀出可能

7 声⾨下まで⾷塊が⼊り、咳嗽するも気道から喀出不可

8 不顕性 声⾨下まで⾷塊が⼊り、喀出しようとする⾏動が⾒られない



n サンプルサイズ︓parallel studyに基づいて決定され、ロジス
ティック回帰をするのに⼗分な248⼈の患者を登録した。
※178〜271⼈のオブザベーションのサンプルサイズのロジスティック回帰では、2.5
〜3.0のオッズ⽐を検出するために、0.05の有意⽔準で80％の検出⼒を達成した。

n 2分変数にMcNemarʼs test
名義変数にFisher exact test
順序変数にWilcoxon Mann-Whitney exact test

n 多変量解析に多重ロジスティック回帰分析を⽤いた
誤嚥と関連する変数（P<0.1）のみを独⽴変数として⽤いた

n α＝0.05
n 統計解析ソフトはJMP proを使⽤

Statistical Analyses 



Results





Characteristics



Characteristics

性別
年齢

ICU



Characteristics

⼊院から挿管
までの時間



Characteristics

ETT径は
8.0mm以上が102⼈（49%）
7.5mm以下が108⼈（51%）



n 合計32.4％の患者（n = 68）が、少なくとも1回の誤嚥（PAS≥6）を記録
n 13.8%が不顕性誤嚥、23.8%が顕性誤嚥を⽣じた
n 薄い液体が最も誤嚥が多かった

投与種別ごとの誤嚥頻度



誤嚥のリスク因⼦の単変量解析

ETT径は8.0mm以上と7.5mm以下で2分すると有意差あり



誤嚥のリスク因⼦の単変量解析

ETT径以外に年齢、性別、挿管期間、Charlson Comorbidity Indexが誤嚥
に関連した

年齢
性別

挿管期間
チャールソン
併存疾患係数



誤嚥のリスク因⼦の単変量解析

APACHE2やBMIが関連しない

APACHE2

BMI



n 多変量解析（年齢、挿管期間、Charlson Comorbidity Indexで調整）
ETT径（7.5mm以下 vs 8.0mm以上）は誤嚥と関連
（p=0.016, OR=2.17, 95%CI=1.14-4.13）

n 不顕性誤嚥、顕性誤嚥のそれぞれ単独とはETT径との関連はなかった。
不顕性誤嚥 p=0.66, OR=1.22, 95%CI=0.44-3.53
顕性誤嚥 p=0.57, OR=1.27, 95%CI=0.55-3.05
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ETT径が⼤きくなると⾁芽組織の頻度が増加するが
喉頭浮腫、⽚側または両側の声帯の不動、または喉頭感覚の低下とは関連しない

気管損傷とETT径の関連

⾁芽組織

喉頭浮腫

声帯運動不全

喉頭感覚低下



Discussion



FEES

■FEES検査はベッドサイド実施でき、誤嚥の検査で感度が⾮常⾼い
→偽陰性が少なく、陰性の場合は⾷事摂取が可能

■FEES検査で誤嚥の認める⼈に対しては⾷事療法が必要

■どのタイプの患者がどの程度の有害な症状が出るのかは不明

FEES検査で誤嚥のある患者を追跡して、
検査を⾏うことの臨床的重要性を評価し、
どういった患者がリスクとなるか調査することが必要



挿管チューブサイズ
n 今回の研究でETT径は
▶ 誤嚥に関連
▶ 喉頭損傷（⾁芽形成）に関連

より径の⼩さい（7.5mm以下）の挿管チューブがよい



挿管チューブサイズ
n 今回の研究でETT径は
▶ 誤嚥に関連
▶ 喉頭損傷（⾁芽形成）に関連

n ⼤きいETT径の利点
・⾃発呼吸の容易さ
・喀痰の吸引のしやすさ
・気管⽀鏡でETT内腔を閉塞させない
・バイオフィルムによる内腔閉塞率が⼩さい

より径の⼩さい（7.5mm以下）の挿管チューブがよい︖



S Farrow, et al. 2012;67:815-9.
Ambu®aScopeTM

最⼤径5.5mm

8.0mm tubeでさえETT径の半分以上を占める。
気道内圧の上昇、auto-PEEPの上昇、⼀回換気量低下、
低酸素・⾼⼆酸化炭素を引き起こしうる。



挿管チューブサイズ
気管⽀鏡をあまり必要としない患者
⻑期間呼吸器に使⽤する患者

⼤きい径のETTの恩恵をうけない可能性がある



挿管チューブサイズと誤嚥
n 不顕性誤嚥と顕性誤嚥のサブグループのいずれとも有意に関
連してないが、誤嚥全体と分析すると有意に関連していた。
→Type2エラーの可能性

n ETT径は喉頭内転筋反射（LAR）テストで測定された喉頭感
覚の低下と関連がなかった。⼀⽅で、反回神経⿇痺が不顕性
誤嚥に関連した可能性がある。

n Brodskyらの研究では、ARDSの抜管後患者は健常者と⽐較し
て咽頭・喉頭の嚥下のタイミングが遅れていた。感覚（声⾨
下）の低下、嚥下タイミングの変化、筋⼒低下などの影響。



挿管チューブサイズと喉頭損傷

n 過去の研究で
ETT径と喉頭浮腫に関連
ETT径と喉頭⾁芽に関連

喉頭浮腫、喉頭⾁芽がどのように誤嚥に関連するかは不明。
声⾨下の感覚低下と⾁芽組織による披裂軟⾻の可動性の低下が原因か
喉頭⾁芽が嚥下時痛を引き起こすか

今回の研究ではETT径と
喉頭浮腫とは有意な関連はなく、
喉頭⾁芽の増加と有意な関連を⽰した。

François B, et al.The Lancet. 2007;369:1083-9.

Shinn JR, et al. Crit Care Med 2019; 47:1699–1706.



再挿管との関係
n 再挿管により⼊院期間の延⻑が報告されている
n 2018年の挿管と喉頭損傷についてのSRでは、複数回の挿管
と喉頭損傷または誤嚥との関連については報告されていない

n 今回の研究では38⼈の患者（18.1％）は登録前に再挿管あり
13⼈の患者は⼿術のため、25⼈の患者は緊急再挿管された
→今回の研究のサンプルサイズでは再挿管の影響を調査するには
不⼗分



この研究の強み

■⽐較的⼤規模で
多施設共同研究の前向き観察研究

■誤嚥の感度の⾼いFEES検査を使⽤したこと



研究の弱み
n ETT径を選択した理由が不明
n 経⿐胃管、温度プローブ、⾷道ドップラー、⼼臓超⾳波プ

ローブなどの交絡因⼦の情報収集ができていない
n 抜管後のFEES検査のタイミングが患者サブグループの誤嚥率

に影響を与えたかどうかを判断するにはサンプルサイズが不
⼗分

n カフ圧がモニタリングされていない
n PAS scoreの評価とLARの有無を⼀⼈の盲検化された技師が

⾏った



Conclusions



n ⼩さなETTサイズを使⽤すると、抜管後の誤嚥が減少する可
能性がある

n 誤嚥の危険因⼦とそれに関連する罹患率および死亡率との間
の因果関係を確⽴するには、はるかに⼤規模で⼗分な能⼒を
備えた多施設臨床試験が必要



私⾒(批判的吟味)
n ⽬的がETTの太さによる影響を調べるものであるのにも関わ
らず、チューブ選択が研究デザインの中に組み込まれていな
い。

n ETTの太さが誤嚥と⾁芽組織形成に関与に有意差があったが,
肺炎や⼊院期間の延⻑、死亡率の増加に関与するかは本研究
からはわからない。



私⾒
n 今回の研究では ARF患者を対象に調査したが、それ以外の疾
患の挿管患者にも同様の結果が得られると予想される。

n 挿管期間が短いことが予想される場合は7.5mm以下の
チューブを選択が適切な可能性がある。


