
ICUでの気管挿管における
スタイレットの使⽤

STYLETO trial
2021.8.17

奈良県総合医療センター 集中治療部
⽯⻲那歩/⻲井純



本⽇の論⽂

Intensive Care Med (2021) 47:653‒664 



Introduction



Introduction

• フランスのICUでの気管挿管

• ICUでの気管挿管

• スタイレットについて



フランスのICUでの挿管
• 初回の気管挿管に⽤いられるデバイス

喉頭鏡のみ 83.3％
スタイレット＋喉頭鏡 8.9％

• 声⾨は⾒えるが挿管困難な時に使⽤されるデバイス
ブジー 85.6％
スタイレット 6.6％

→スタイレットの使⽤率は低い
Martin et al. Ann. Intensive Care  (2020) 10:2



フランスのガイドライン
Société Française dʼAnesthésie et de Réanimation

• ICUでの気管挿管
スタイレットは挿管困難が予想される、
または挿管に失敗した後の2回⽬に使⽤する

• 成⼈の⿇酔での挿管・抜管困難
スタイレットの使⽤については記載なし

Anaesth Crit Care Pain Med (2017)36:327-341

Anaesth Crit Care Pain Med (2018)37:639-651



• 気管挿管は⼿術室やICUでよく⾏われる⼿技

• ICUでの気管挿管は⼿術室と⽐較し
初回挿管の成功率が低く、挿管困難が多く、合併症が多い

原因：
⽣理的要因（低酸素⾎症、⾎⾏動態が不安定など）
環境要因（場所の制限、ベッドの違いなど）

Anesthesiology 2018; 129: 321-8. 

ICUでの気管挿管





重症患者に対する初回挿管成功率
• INTUBE study

対象：病院内において緊急で気管挿管された患者
初回挿管の成功率 2360/2958（79.8%）

• ⽇本のERで気管挿管された患者（1486⼈）
初回挿管の成功率 1052/1486（70.8％）

Resuscitation 2012; 83: 428‒433 

JAMA. 2021;325(12):1164-1172 



• 気管挿管による主要合併症：45.2％

• 主要合併症発⽣率：
1回⽬で成功 43.2％
2回⽬で成功 51.5％（p=0.001）
3回以上 58.0％（p<0.001）
→挿管トライ回数が多いほど合併症を発症

• 28⽇死亡率：
全体 30.5％
主要合併症あり 33.7％
主要合併症なし 24.6％（p<0.001）
→主要合併症の発⽣と28⽇死亡率に相関あり

→初回の挿管を成功させることが合併症率、死亡率低下に重要
JAMA. 2021;325(12):1164-1172 



ICUで初回の挿管の成功率を上げ、合併症率を下げるために
さまざまなデバイスでの研究がされてきた



スタイレットについて

• 気管挿管前に挿管チューブに挿⼊する硬いチューブガイド
• ⾦属製、または⾦属がプラスチックで覆われていることが多い
• 挿管チューブの形状を⽤⼿的に任意の形状に曲げることで、

挿管チューブを挿管しやすい形にすることができる
• スタイレットの先端が硬いため気道を傷つけるリスクがある

Core topics in airway management. Cambridge University Press, Cambridge, pp 130‒139 



声⾨が⾒えにくい時
hyperangulated videolaryngoscopeを使う時
ビデオ喉頭鏡をrescue deviceとして使う時
→スタイレットまたはブジーの使⽤を推奨

各学会のガイドライン：Difficult Airway Society



各学会のガイドライン：All India Difficult Airway Association

必要に応じてブジーまたはスタイレットを使⽤する



挿管容易・困難なマネキンを⽤いてデバイスの⽐較

• 挿管チューブのみはどの⽅法よりも成功率が低くかった
• スタイレットが⼀番挿管の成功率が⾼く、挿管に要する時間も短かったが
参加者から⼀番選ばれたデバイスは挿管チューブにあらかじめブジーを通す⽅法
理由：スタイレットの先が固く気道損傷のおそれがあるから

Emergency Medicine Australasia (2017) 29, 650‒657 

挿管容易 挿管困難

挿管成功率
(％)

時間（秒） 挿管成功率
(%)

時間（秒）

挿管チューブ
のみ

77.8
(69.4-84.4)

25.3
(18.0-36.2)

30.8
(23.1-39.7)

37.5
(23.0-58.9)

スタイレット 99.2
(94.9-100)

22.2
(18.4-26.4)

95.7
(90.1-98.4)

25.0
(20.9-32.2)

挿管チューブ+
ブジー

96.6
(91.3-99.0)

24.1
(19.7-28.3)

89.8
(82.8-94.2)

30.1
(23.8-38.6)

スタイレット挿管チューブのみ

ブジー
あらかじめブジーに
挿管チューブを通す



スタイレットとブジーで合併症率の⽐較

合併症の発⽣率に有意差を認めなかった
JAMA 2018; 319(21):2179-2189



スタイレットの使⽤率

JAMA. 2021;325(12):1164-1172 

スタイレットの使⽤率は低い

挿管の時に使⽤したデバイス n=2964
スタイレット 816(28%)
ブジー 230(8%)
その他 9(0.3%)



Introduction
• フランスのICUでの挿管
スタイレットの使⽤率は低い
• ICUでの気管挿管
初回の挿管を成功させることが合併症率低下に重要
初回挿管成功率をあげるためにさまざまなデバイスで研究
• スタイレットについて
挿管をしやすくするが、外傷も懸念される
ガイドライン上では挿管困難な時の使⽤が推奨
ICUでのスタイレットの使⽤率は低い

初回の挿管からスタイレットを⽤いることで挿管の成功率が上昇するか

重症患者において、スタイレットを初回の気管挿管から使⽤することで、
挿管の成功にどれほど影響があるかはこれまでに研究されていない



本⽇の論⽂

Intensive Care Med (2021) 47:653‒664 



論⽂のPICO

P ICUで気管挿管を要する18歳以上の患者
I 挿管チューブとスタイレット
C 挿管チューブのみ
O 初回の挿管が成功した割合



Method



Study design
• 期間：2019年10⽉1⽇から2020年3⽉17⽇

• 多施設、⾮盲検、pragmatic RCT

• フランスの30の⼤学病院と2つの市中病院のICU
合計32のICU



Inclusion criteria
• 18歳以上でICUに⼊室している患者

•公的医療保険に加⼊している

•事前に患者本⼈か代理⼈から同意を取得している

• ICUで緊急で気管挿管を⾏った場合は後から同意を取得した



Exclusion criteria

• 18歳未満

•⼼肺停⽌時の挿管

• すでに研究に参加しICU滞在中に挿管されたことがある

•妊娠中または授乳中の⼥性

• 患者・代理⼈が研究への参加、研究の継続を拒否

• フランスの医療保険制度が適応されていない



Randomization and blinding

•コンピューターでランダム化は層別置換ブロック法

• 挿管チューブ＋スタイレット群と挿管チューブ群を
1：1に割り付け



Procedures

•マッキントッシュ喉頭鏡を⽤いた
• スタイレットの形は遠位端を25-35°に曲げた（Straight to cuff）
• 気道確保のための道具の有無を確認した
• 前酸素化を⾏ってもSpO2 90%以下の場合は換気を⾏った
• 挿管困難の評価はMACOCHAスコアを⽤いた



MACOCHAスコア
点数

患者因⼦ MallampatiスコアⅢ-Ⅳ 5
閉塞性睡眠時無呼吸症候群 2
頚椎可動域制限 1
開⼝障害<3cm 1

病態関連因⼦ 昏睡 1
重症低酸素⾎症（SpO2<80%） 1

術者因⼦ ⾮⿇酔医 1
合計 12点

3点以下であればICU研修医でも、ほぼ初回で挿管を成功することが多い
3点以上で挿管困難と予想される
8点以上だと指導医のサポートが必要

J Crit Care. 2015 Oct;30(5):876-80. 



Procedures
• 挿管中や挿管後の介⼊については主治医が判断した

•ヘッドアップポジションをとること、
モンペリエの挿管プロトコールに沿うことを推奨された

•換気・挿管困難なときは、声⾨上器具を使った

• 挿管に失敗した時は、各施設の挿管失敗時のアルゴリズムに
従った



モンペリエプロトコール
1 2⼈の施術者
2 ⼼原性浮腫がなければ輸液負荷を⾏う
3 ⻑時間鎮静の準備をする
4 急性呼吸不全の場合はNIVで3分間の前酸素化を⾏う
5 迅速導⼊（RSI）を⾏う
6 Sellick⼿技を⾏う
7 カプノグラフィーですぐにチューブ位置を確認する
8 拡張期⾎圧<35mmHgが続くときノルアドレナリン投与する
9 ⻑時間鎮静を開始する
10 ひとまずの保護換気を開始
11 リクルートメント⼿技を⾏う
12 カフ圧を25-30mmHgに維持する

Critical Care 2014, 18:209 
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• 挿管中や挿管後の介⼊については主治医が判断した
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モンペリエの挿管プロトコールに沿うことを推奨された
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Procedures
• 挿管に関与しなかった看護師や医師：

挿管の成功率や導⼊から気管挿管1時間の合併症などを評価

• 術者：
挿管の主観的な難しさ、⼿技中の外傷、経験レベルを報告

• 研究の担当者：
患者背景や喉頭展開前後の管理、
outcomeに関するデータをカルテから収集



Outcomes

• Primary Outcome
初回の挿管に成功した患者の割合



• Secondary Outcomes
挿管1時間以内に挿管に関連する合併症を呈した患者の割合
合併症：
重度の低酸素⾎症（パルスオキシメーターで80％以下）
循環不全（1回でも収縮期⾎圧<65mmHgとなった）

（輸液しても収縮期⾎圧<90mmHgが30分間続いた）
（昇圧剤が必要だった）

⼼停⽌
死亡
術者より挿管困難と評価
⾷道挿管
術者からの誤嚥の報告
不整脈(治療を要する上室性または⼼室性の不整脈)
不穏



• safety outcomes
気管挿管に関連した外傷
（粘膜出⾎、喉頭・気管・縦隔・⾷道のいずれかの損傷）
挿管後6−24時間での
SpO2最低値、FiO2最⾼値、PEEP最⾼値

• exploratory clinical outcomes
重症低酸素⾎症
循環不全
⼼停⽌
死亡
術者による挿管困難の評価・誤嚥の報告
⾷道挿管
不整脈
不穏
ICU滞在期間
挿管後28⽇間でのICU⾮滞在期間・⼈⼯呼吸器離脱期間
28⽇死亡率、90⽇死亡率



Sample size
• 先⾏研究から、初回の気管挿管成功率を

挿管チューブ単独：70％
挿管チューブ＋スタイレット：80％
データ⽋損：10％未満 と予測

•α 0.05、power 95％

• 必要なサンプルサイズ：1040⼈



Statistical analysis
• ベースラインの特徴
カテゴリー変数：頻度とパーセンテージ
連続変数：平均値と標準偏差
• primary outcome：カイ⼆乗検定
サブグループはフォレストプロットで表⽰
• secondary、safety、exploratory outcomes
絶対リスク、相対リスクを点推定と95％信頼区間で表⽰
•統計ソフトはSAS software version 9.4、もしくはR version 

4.0.3を⽤いた



Results



1626⼈が基準に当てはまった

1040⼈がランダム化割り付け

403⼈が除外
122⼈：⼼肺停⽌
134⼈：以前に参加
43⼈：18歳未満
93⼈：参加拒否
38⼈：公的保険に⼊っていない
156⼈：担当者が対応できずに組

み込めなかった



1040⼈がランダム化割り付け

522⼈が挿管チューブ
＋スタイレット 518⼈が挿管チューブのみ

501⼈：修正ITT解析 498⼈：修正ITT解析

20⼈が完遂できず
5⼈：挿管前に改善
9⼈：同意を撤回
1⼈：挿管前に死亡
5⼈：18歳未満

21⼈が完遂できず
4⼈：挿管前に改善
8⼈：同意を撤回
6⼈：以前に参加
3⼈：18歳未満



Characteristics
背景因⼦に有意差は認めなかった

ICU⼊室理由
術後：8％
⼼停⽌：1％
敗⾎症性ショック：14％
出⾎性ショック：7％
外傷：5％
薬物中毒：4％
⾮代償性肝硬変：2％
急性腎不全：1％
急性呼吸不全：34％
昏睡：17％
その他：2％

平均年齢 63歳
男性 63％
SAPSⅡ 46
SOFA 6



Characteristics
気管挿管の適応
急性呼吸不全：50％
ショック：5％
意識障害：25％
処置のため：20％
その他：1％

MACOCHA score
0-3点 76％
4-7点 19％
8-12点 4％

熟練者による挿管 23％

前酸素化の⽅法
前酸素化なし 1％
バッグバルブマスク 45％
HFNC 14％
BiPAP 40％

Rapid Sequence Induction 97％



Primary Outcome

挿管の初回成功率
挿管チューブ＋スタイレット群で有意に⾼い

・挿管チューブ＋スタイレット 78.2％（392/501）
・挿管チューブのみ 71.5％（356/498）



Primary Outcome サブグループ解析



Secondary Outcome

合併症の割合
2群間で有意差なし

・挿管チューブ＋スタイレット 38.2％（194/501）
・挿管チューブのみ 40.2％（201/498）



Secondary outcome

重度・中等度合併症について ２群間で有意差なし



Safety Outcomes

• 気管挿管に関連した外傷（粘膜出⾎、喉頭・気管・縦隔・⾷道の損傷）
• 挿管後24時間以内の
SpO2最低値、FiO2最⾼値、PEEP最⾼値

→2群間に有意差は認められなかった



Exploratory clinical outcomes

２群間に有意差は認められなかった



Discussion



Discussion

重症成⼈患者に気管挿管を⾏う時
スタイレットを⽤いると挿管チューブのみで挿管したときより
初回挿管の成功率が有意に⾼い



スタイレットの利点
•コストが安い

• 使うのに経験は不要

• スタイレットにより粘膜損傷や喉頭などの損傷リスクが⾼まる
→ 合併症率上昇はなかったがあくまでSecondary outcomeの結果



Strengths
• ベースラインのバランスを取るために無作為化

• 多施設で研究が実施された
→⼀般化できる可能性がある

• 術者の過去の経験を問わない実⽤的研究

• データの⽋落が少ない



Limitation
• 術者の盲検化はできない

• ICU患者が対象のため他部署での挿管にも適応されるかは不明

• 予定されていたサンプルサイズに達しなかった
→完遂されなかった患者の数や理由は2群とも類似していた

•マッキントッシュ型喉頭鏡が使⽤された



Limitation
• 挿管困難が予測される患者や肥満患者で有意差はでなかった

•交絡因⼦になりうる
挿管時の患者の体位
筋弛緩薬投与後の挿管のタイミングの記録や⽐較がない

→無作為化されているため2群間で偏りはない

• 挿管に要した時間は2群間で差を認めなかった



Conclusion

重症患者に気管挿管を⾏う時、
スタイレットを⽤いたほうが初回の挿管成功率が⾼かった

この結果は重症患者の気道管理のあり⽅を変える可能性がある



私⾒
• ⽇本では気管挿管を⾏う時にスタイレットを使⽤することが多い
実際にどのくらい有⽤性、合併症があるかは不明

• 本研究で改めてスタイレットの有⽤性はわかった

•今後スタイレットを⽤いた挿管の成功率＋合併症率をendpoint
とした研究が期待される


