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Introduction

• 集中治療領域の患者の輸液戦略

• 過剰輸液の有害性

• いかにして過剰輸液を避けるのか

• 先⾏研究



集中治療領域の輸液戦略 ROSD

PMID︓27536694
British Journal of Anaesthesia 113 (5): 740–7 (2014)



集中治療領域の輸液戦略 ROSD

Resucue期
数分から数時間単位
⼗分な輸液投与と昇圧剤の使⽤が必要
SSCG2021
少なくとも30ml/kgの外液投与
循環作動薬の使⽤

PMID︓27536694
British Journal of Anaesthesia 113 (5): 740–7 (2014)



集中治療領域の輸液戦略 ROSD

Optimization〜Stabilization期
数時間から数⽇単位
輸液量や⾎管作動薬が漸減でき
ショックを離脱していくフェーズ
輸液必要性や輸液反応性を⾒て輸液を投与
⾃尿も得られ利尿も考える

PMID︓27536694
British Journal of Anaesthesia 113 (5): 740–7 (2014)



集中治療領域の輸液戦略 ROSD

De-escalation期
数⽇以降
ショックは離脱している
積極的に利尿を⾏い
⽔分蓄積バランスをマイナスに傾けていくフェーズ

PMID︓27536694
British Journal of Anaesthesia 113 (5): 740–7 (2014)



集中治療領域の輸液戦略 ROSD

過剰輸液の有害性が明らかになり
“いかにして輸液をするか”

↓
“いかにして不必要な輸液を減らすか”
“いかにして⽔分を排出していくか“

PMID︓27536694
British Journal of Anaesthesia 113 (5): 740–7 (2014)
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過剰輸液の弊害

• 過剰な輸液は⼈⼯呼吸器管理を延⻑させ、死亡率を上昇させる

• 過剰な輸液は敗⾎症患者の死亡率上昇の独⽴した因⼦

• 過剰輸液は各種臓器障害を起こす

• 過剰輸液はグリコカリックスの破壊によって原疾患に加えて
⾎管透過性を亢進させる可能性がある

Ann. Intensive Care (2018) 8:66

Ann. Intensive Care (2016) 6:111 

Acheampong and Vincent Critical Care (2015) 19:251 

Anaesthesia 2014, 69, 777–784



筆者らのメタアナリシス
PMID: 27734109

輸液制限戦略で死亡率は変わらないが
ICU滞在期間、VFDは改善する

P ARDS,SIRS,敗⾎症患者（成⼈、⼩児）
対象とした11のRCT（2016年まで）

I/C
通常ケア
VS
輸液制限、積極的利尿

O 死亡率、ICU滞在期間
Ventilator free days

Risk Ratio
90⽇後死亡 0.92 [0.82–1.02]

ICU滞在期間 -1.88 [0.12 -3.64]

Ventilator free days 1.82 [0.53–3.10 ]

研究の異質性が⾼い
（輸液制限⽅法や利尿プロトコルが異なる）
後述するFACTT trialの影響がかなり⼤きい

2016年以降にも過剰輸液をさけるRCTが数多く
Publishされているが、プロトコルは様々
過剰輸液の有害性が広く周知されるようになり
通常ケアと呼ばれるcontrol群においても過剰輸液
を避ける管理になっている

Intensive Care Med. 2017 Feb;43(2):155-170.
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過剰輸液を避ける戦略

①必要最低限の輸液量に制限する戦略
輸液必要性、反応性を評価しながら⽬標を定めて輸液をする
敗⾎症患者︓CLASSIC,FRESH trial
ARDS患者 ︓FACTT trial
AKI患者 ︓REVERSE AKI trial

蘇⽣早期からNADを併⽤する︓CENSER trial

②初期蘇⽣が終われば積極的に利尿・除⽔をはかる戦略



必要最低限の輸液量に制限する戦略
敗⾎症と輸液制限

PMID: 32353418 

P 成⼈敗⾎症性ショック患者

I 輸液制限プロトコル
C 通常治療
O 72時間後、ICU退室時の体液バランス

輸液必要性を評価
（MAP＜65、SBP＜90、乏尿、その他）
→PLRでSVが10％以上変化
→500mlの輸液

Chest. 2020 Oct;158(4):1431-1445.

輸液制限 通常ケア 差
72時間後

or
ICU退室時
バランス

0.65±2.85L 2.02±3.44L -1.37L
（-2.53 -0.21）

RRT導⼊
(％) 5.1 17.5 -12.4%

(-0.27 - -0.01)

⼈⼯呼吸器
使⽤（％） 17.7 34.1 -16.4%

(-0.33 - 0.00)

輸液量は制限群で少なく
RRT導⼊や⼈⼯呼吸器使⽤も少ない



必要最低限の輸液量に制限する戦略
敗⾎症と早期NAD投与

P 成⼈敗⾎症性ショック患者

I 早期NAD投与群
C 通常治療群

O
ショック診断後から6時間までの
ショックをコントロールできている
割合

ショック離脱は早まる
⽔分バランスに有意差なし PMID: 30704260

早期NAD投与
155⼈

通常ケア
155⼈ OR or RR

ショック
離脱割合 118（76.1） 75（48.4） 3.4

（2.09-5.53）
ランダム化
前輸液量

32.3ml/kg
(24.5-45.9)

29.8ml/kg
(21.8-40.9)

-12.4%
(-0.27 - -0.01)

0-1時間後 800ml
(600-1000)

800ml
(600-1000) 0.64

0-6時間後 2450ml
(1914-3200)

2600
(2154-3240) 0.33

Day1 5032ml
(3950-6060)

5025ml
(3855-5853) 0.66

Day2 1825ml
(964-2575)

1680ml
(987-2275) 0.28

Day3 845ml
(185-1733)

1000ml
(120-1755) 0.87

Am J Respir Crit Care Med. 2019 May 1;199(9):1097-1105.



必要最低限の輸液量に制限する戦略
AKIと輸液制限

P 18歳以上の循環⾎症量減少ではない
AKI患者

I 輸液制限、利尿群

C 通常治療群

O 72時間後⽔分バランス
RRT実施率など

⽔分投与制限、維持輸液は実施しない
必要時ボーラス投与対応
利尿薬、RRTを⽤いて300ml/day以下⽬標
RRTが必要ない場合は900ml/dayまで許容

輸液制限
49⼈

通常ケア
51⼈ 95%CI

72時間後
⽔分(SD) -1080ml

(2003)
61ml

(3131)
-1148

（-2200;-
97）

RRT施⾏
（％）

6/46
(13)

15/50
(30)

0.42
(0.16-0.91)

退室時
バランス
（SD）

-2166ml
(2988)

-650ml
(4469)

-1532
(-3036;-29)

フロセミド
mg/day
(IQR)

0
(0-19)

1.4
(0-26.2)

0
(-11:5,7)

VFD
(IQR)

13
(9-14)

11.5
(1.5-14)

0
(-1;6)

ICU Free 
day(IQR)

8
(3-11)

2.5
(0-11)

2
(0;6)

90⽇後
死亡(%)

9/46
(19.6)

13/49
(26.5)

0.74
(0.35;1.46)

Intensive Care Med. 2021 Jun;47(6):665-673. 
PMID: 33961058

輸液量は制限群で少なく死亡率は有意差なし
RRTは輸液制限群で少ない



必要最低限の輸液量に制限する戦略 and
初期蘇⽣が終われば積極的に利尿・除⽔をはかる戦略
FACTT trial

P 挿管されたARDS患者(P/F＜300)

I 循環不全のない中で輸液制限、利尿群
CVP＜4mmHg PAWP＜8mmHg

C
⽔分⾮制限群
CVP 10〜14mmHg
PAWP 14〜18ｍｍHg⽬標管理

O 60⽇後死亡、7⽇後⽔分バランス
VFD、ICU free dayなど

⽔分制限 ⾮⽔分制限
7⽇後

⽔分(SD) -136±491ml 6992±502

60⽇後
死亡(%) 25.5 28.4

VFD
28⽇⽬まで 14.6±0.5 12.1±0.5

ICU Free day
28⽇⽬まで 13.4±0.4 11.2±0.4

腎不全Free day
28⽇⽬まで 21.5±0.5 21.1±0.5

透析
（％） 10 14

輸液量は制限群で少なく死亡率は有意差なし
VFDやICU free dayは有意差あり
腎不全や透析導⼊に有意差なし
事後解析では輸液制限群で認知機能障害が有意に多い

N Engl J Med 2006; 354:2564-2575



必要最低限の輸液量に制限する戦略 and
初期蘇⽣が終われば積極的に利尿・除⽔をはかる戦略
FACTT trial

P 挿管されたARDS患者(P/F＜300)

I 循環不全のない中で輸液制限、利尿群
CVP＜4mmHg PAWP＜8mmHg

C
⽔分⾮制限群
CVP 10〜14mmHg
PAWP 14〜18ｍｍHg⽬標管理

O 60⽇後死亡、7⽇後⽔分バランス
VFD、ICU free dayなど

輸液制限群利尿群で⾼容量フロセミド使⽤あり
積極利尿という観点からも先駆け的な研究だった

N Engl J Med 2006; 354:2564-2575



輸液制限戦略のまとめ

過去のメタアナリシス、近年の研究結果を踏まえると

積極的な輸液制限戦略は

死亡率を改善するほどのものではないが

ICU滞在期間の短縮、VFDの増加、RRT導⼊の回避に影響は

与えていそう



積極的利尿・除⽔戦略のまとめ

過去のメタアナリシス、近年の研究結果を踏まえると

積極的な利尿・除⽔戦略について

⼤規模研究はFACTTのみで

いつから引くか、どうやって引くか、安全性・有効性等

については分かっていないことが多い
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筆者らの先⾏研究
RADAR-1 trial

患者群 24時間以上⼈⼯呼吸器管理を要する16 歳以上の患者
SAH、DKA、薬物加療内服やDNARの症例は除外

収集因⼦ 診断名、重症度、フロセミドやRRT使⽤、⽔分バランスなど
主要アウトカム 30⽇死亡率
副次アウトカム ⽣存者のICU滞在期間、VFDなど

イギリス、カナダのICU10施設
400⼈を対象とした後ろ向きコホート研究

Crit Care Med. 2018 Oct;46(10):1600-1607.
PMID: 29985214



⽣存群と⾮⽣存群の⽐較

⽣存群のほうが
年齢が低い

⼊院背景が異なる



⽣存群と⾮⽣存群の⽐較

APACHE Ⅱ score,
MOD score, KDIGO stage
P/F⽐, MAP最低値
⾎管作動薬使⽤、乳酸値
が2群間で有意差あり

⾮⽣存群のほうが重症

フロセミド使⽤、RRT使⽤
は2群間で変わらず



⽔分バランス

1⽇あたり⽔分バランス
累積⽔分バランスは⾮⽣存者で多い

施設毎で
1⽇⽬から3⽇⽬までの輸液内容を検討

薬液溶媒 34.5%
維持輸液 26.5％
ボーラス投与 24.4%

⽣存者累積⽔分バランス

⾮⽣存者累積⽔分バランス



⽣存者と⾮⽣存者の⽔分バランス⽐較

Day3の⽔分バランスが最も死亡と関連が強い



Day3の⽔分バランスと死亡率

⾃然にマイナスバランスが達成できたもので死亡率はもっとも低い
利尿薬使⽤でマイナスバランスが達成できた群でも有意に低かった
多変量解析を実施しても3⽇⽬にマイナスバランスであることは
有意に死亡率を減少させる OR 0.29(0.12-0.69)

10％

20％

30％

40％

50％



Day3にプラスバランスになる要因

⾎管収縮薬の使⽤、⾎清クレアチニン値、Day1-2までの累積バランス、カナダの施設
であることがDay3にプラスバランスになる独⽴した予測因⼦



RADAR-1で分かったこと

• 輸液量はボーラス投与よりも
維持輸液や薬液溶媒投与でかさんでいる可能性

• ICU3⽇⽬にマイナスバランスであると死亡率が低い可能性

• 輸液⽅法や利尿・除⽔⽅法は施設間で⼤きな差がある可能性



RADAR-1で分かったこと

• 輸液量はボーラス投与よりも
維持輸液や薬液溶媒投与でかさんでいる可能性

• ICU3⽇⽬にマイナスバランスであると死亡率が低い可能性

• 輸液⽅法や利尿・除⽔⽅法は施設間で⼤きな差がある可能性

維持輸液、薬液溶媒液を最⼩にし
ICU3⽇⽬にマイナスバランスが達成できるようなプロトコル
を組めば予後が改善するのではないか︖



今回の論⽂

PMID: 34913089
Intensive Care Med. 2022 Feb;48(2):190-200



Method



Trial Design

• 多施設オープンラベルランダム化パイロット試験
・2018年4⽉〜2020年1⽉まで
・英国/カナダ 8つの医療施設
・2群間の割り当ては隠蔽化
・輸液制限と積極的除⽔の実⾏可能性と安全性を確認するための
Phase 2 trial

• 4⼈または6⼈の無作為化ランダムブロックにわけて層別化



Inclusion Criteria

• ⼈⼯呼吸器管理中で

• 集中治療医によって翌⽇もICUでの治療が必要と判断され

• ICU⼊室から24-48時間以内のもの



Exclusion Criteria

• 16歳未満 ・40kg未満（計測された体重あるいは予測された体重）
• DKAあるいはHHSとして治療されたもの
• ⾮外傷性くも膜下出⾎患者として治療されたもの
• 急性⼼不全、⼼原性ショックとして治療されたもの
• 末期腎不全患者、維持透析患者
• 妊婦
• 尿崩症として治療されたもの
• 72時間の⽣存⾒込みがないもの
• DNARが取得されているもの
• 試験に同意が得られないもの、同意書取得ができないもの
• 試験に使⽤する薬剤にアレルギーがあるもの
• Fluid balanceが測定できないもの



介⼊群の⽔分管理 Day1
（ランダム化されてから翌朝7時まで）
• すべての維持輸液の終了
• 処⽅薬剤の⾒直しを⾏い希釈溶媒液を最⼩にする（以降毎⽇）

臨床医の判断で
・出⾎や明らかな体液喪失があった場合
・電解質異常の補正が必要な場合
・⼼⾎管系の不安定性が⾎管収縮薬増量
鎮静薬の減量でも対応できない場合
に輸液投与を⾏う



介⼊群の⽔分管理 Day2-4
・上肢、下肢、脇腹、腹壁、肺の2か所以上に浮腫を認める時

肺はP/F＜300mmHgでXp上も肺⽔腫を⽰す
・累積⽔分バランスが2000ml以上の時に除⽔適応とする

除⽔の禁忌項⽬
・ノルアドレナリン（アドレナリン）＞0.2γ
・2種類以上の⾎管収縮薬の使⽤
・⾎清Lactate＞3.5mmol/L
・未補正の低K⾎症＜3mmol/L（補正後OK）
・低Na⾎症＜130mmol/L 
・⾼Na⾎症＞150mmol/L
・代謝性アルカローシス
（pH＞7.5 and HCO3-＞35mmol/L）



介⼊群の⽔分管理

除⽔が適応と判断された場合
マイナスバランス⽬標を1000〜3000ml/⽇と設定
インダパミド5mg、スピロノラクトン100mgの経腸投与を24時間毎投与
フロセミドを0.5mg/kg（最⼤40mg）ボーラス投与後
2.5-20mg/hrの持続投与を⾏う
その後6時間ごとに利尿⽬標を評価

腎代替療法
最⼤量の利尿薬でも⽬標が達成できない場合、臨床医判断で推奨



最初の処⽅（午後1時かなるべく早く）
・インダパミド5mg 24時間毎
・スピロノラクトン100mg 24時間毎

and
・フロセミド0.5mg/kg(最⼤40mg)

・フロセミド
500mg/50mlを5mg/hrで開始

6時間毎確認
7pm/1am/7am/1pm

6時間バランス
－250ml以下

6時間バランス
－250〜－750

6時間バランス
ー750以上

フロセミド倍量
max20mg/hr

フロセミド
現⾏量

フロセミド半量
min2.5mg/hr

2.5mg/hrでも
6時間－750なら
フロセミド中⽌



介⼊群中⽌基準

• 5⽇⽬開始時点

• ICU退室した時点

• 死亡時、積極的治療介⼊が中⽌された時点

•同意撤回があった時点

• 安全性が考慮された時点

• 治療に伴う重篤な副作⽤が出た時点



通常ケア群の⽔分管理

•通常の診療（各地域のエビデンスに基づく診療）が⾏われ
利尿薬の使⽤や限外濾過の使⽤は臨床医にゆだねられている

そのほかの治療（栄養投与や抗菌薬治療、呼吸器離脱など）
は2群間で同様のケアを受ける



Date collection

ランダム化から5⽇⽬まで、28⽇後、180⽇後における

データを患者記録から抽出



Outcome

• Process outcome

• Primary outcome

• Safety outcome

• Clinical outcome

• Exploratory outcomes



Process outcome

• Primary outcome
Day2〜Day３までの24時間の⽔分バランス
積極的利尿、腎代替療法の実現可能性

• Secondary outcome
ICU⼊室からDay3,Day5
開始時点の累積⽔分バランス

Day3開始時点まで

Day5開始時点まで



Safety outcome



Clinical outcomes
• 28⽇、180⽇死亡率

• ⼈⼯呼吸器管理期間

• ICU滞在期間

• Day5までのKDIGO stage3以上のAKI発⽣

•ベースラインからDay3、Day5におけるSOFA scoreの変化

• 180⽇時点での下記電話調査

認知機能評価(MoCA-BLIND)、EQ-5D評価、うつ病評価、PTSD評価



Exploratory outcomes

•頭蓋酸素化評価

• ⼤腿四頭筋酸素化評価

• ⾎管内⽪障害評価

•炎症性メディエーター評価

•⼼機能評価

•腎機能評価



統計解析
サンプルサイズ

•通常ケア群のDay2〜Day3における24時間予想体液バランスを
494±1512mlと仮定（RADAR-1から推定）

• 24時間後の体液バランス差に750mlの差を検出できるように
検出⼒90％、両側優位⽔準0.05%、3％の脱落を設定

•サンプルサイズは180例（90例ずつ）必要と計算



統計解析

• 連続変数︓t検定、ノンパラメトリック検定
• カテゴリ変数︓χ²検定、フィッシャー検定
• ⽣存期間︓Cox PHモデルおよび残存平均⽣存時間法
• ICU滞在、⼈⼯呼吸器管理期間︓Aalen-Johansen法
（競合リスクの累積発⽣関数）

• 1次解析はITT解析
•統計解析ソフトはＲ（ver3.6.2）

連続変数 : t検定、ノンパラメトリック検定
カテゴリ変数 : χ²検定、フィッシャー検定
⽣存期間 : Cox PHモデルおよび残存平均⽣存時間法
ICU滞在期間
⼈⼯呼吸器管理期間

: Aalen-Johansen法
（競合リスクの累積発⽣関数）



Additional Analysis

• per-protocol解析
①利尿適応と判断されたがフロセミドが投与されない⽇数
が50%以上あったものを除外した介⼊群 VS 通常ケア群
②Day2に1000〜3000のマイナスバランスが達成された
介⼊群 VS 利尿薬を投与されなかった通常ケア群

• 敗⾎症患者、ARDS患者のサブグループ解析



Result



1068名が
Inclusion criteria適合

888名が除外
・72時間の予後が⾒込めない/DANR
204名

・⼼不全 126名
・同意書が得られない 90名
・臨床医の判断 74名
・くも膜下出⾎ 47名
・DKA/HHS 24名
・末期腎不全患者 16名
・40Kg以下 12名
・その他 219名
→詳細については記載なし

180名が
ランダム化



180名が
ランダム化

90名が通常ケア群 90名が介⼊群

1名が同意撤回

90⼈が28⽇後フォロー可能 89⼈が28⽇後フォロー可能

88⼈が180⽇後フォロー可能
1名が同意撤回

88⼈が180⽇後フォロー可能



男⼥差、⼊院形態、障害臓器背景、は2群間で差はなし
介⼊群で⼿術症例36％、通常ケア群で28.9%



介⼊群でARDS、⾎管収縮薬使⽤、RRT実施が多い傾向
介⼊群でARDSは21.4%、通常ケア群で12.2%
介⼊群でSepsisは45％、通常ケア群で35.6%



介⼊群（89⼈） 通常ケア（90⼈）
ランダム化時の
累積⽔分バランス
Mean（SD） +2779（2262） +2430(2282)
Median（IQR） +2241(＋1290,+3865) +2166(+960,+3811)

Fluid balance outcomes

ランダム化時点での
累積⽔分バランスに2群間で差なし



Fluid balance outcomes
介⼊群（89⼈） 通常ケア（90⼈） p値

Day2〜Day3の⽔分バランス
Mean (SD) -840 (1756) +130 (1401) ＜0.01

Median (IQR) -836 (-2168,+524) +24 (-636,+971)
Day3開始時点の累積⽔分バランス

Mean (SD) +2099 (3333) +2967 (3527) 0.04
Median (IQR) +1880 (+66,+3538) +2620 (+708,+4738)

Day5開始時点の累積⽔分バランス
Mean (SD) +397 (4173) +3692 (4415) ＜0.01

Median (IQR) +288 (-2106,+2320) +3082 (+751,+5778)
ICU退室時の累積⽔分バランス

Mean (SD) -456 (6527) +1179 (6626) 0.07
Median (IQR) -921 (3930,1715) +498 (-2677,4284)



Fluid balance outcomes
介⼊群（89⼈） 通常ケア（90⼈） p値

Day2〜Day3の⽔分バランス
Mean (SD) -840 (1756) +130 (1401) ＜0.01

Median (IQR) -836 (-2168,+524) +24 (-636,+971)
Day3開始時点の累積⽔分バランス

Mean (SD) +2099 (3333) +2967 (3527) 0.04
Median (IQR) +1880 (+66,+3538) +2620 (+708,+4738)

Day5開始時点の累積⽔分バランス
Mean (SD) +397 (4173) +3692 (4415) ＜0.01

Median (IQR) +288 (-2106,+2320) +3082 (+751,+5778)
ICU退室時の累積⽔分バランス

Mean (SD) -456 (6527) +1179 (6626) 0.07
Median (IQR) -921 (3930,1715) +498 (-2677,4284)

Day2〜Day3の⽔分バランスは介⼊群で有意に低い 差970ml



Fluid balance outcomes
介⼊群（89⼈） 通常ケア（90⼈） p値

Day2〜Day3の⽔分バランス
Mean (SD) -840 (1756) +130 (1401) ＜0.01

Median (IQR) -836 (-2168,+524) +24 (-636,+971)
Day3開始時点の累積⽔分バランス

Mean (SD) +2099 (3333) +2967 (3527) 0.04
Median (IQR) +1880 (+66,+3538) +2620 (+708,+4738)

Day5開始時点の累積⽔分バランス
Mean (SD) +397 (4173) +3692 (4415) ＜0.01

Median (IQR) +288 (-2106,+2320) +3082 (+751,+5778)
ICU退室時の累積⽔分バランス

Mean (SD) -456 (6527) +1179 (6626) 0.07
Median (IQR) -921 (3930,1715) +498 (-2677,4284)

Day3開始時点の累積⽔分バランスは介⼊群で有意に低い 差867ml
Day5開始時点の累積⽔分バランスは介⼊群で有意に低い 差3296ml



Fluid balance outcomes

⽔分バランス
Day3時点で970mlの差
Day5時点で689mlの差

累積⽔分バランス
Day3時点で867mlの差
Day5時点で3296mlの差



Input and Output

介⼊群でボーラス投与、維持輸液が少なくRRTによる除⽔が多い傾向

維持輸液

尿排泄

RRT

ボーラス投与



RRTを施⾏した患者のPost hoc analysis

体液バランスは両群ともRRT未施⾏に⽐較して多い傾向
Day3での累積⽔分バランス 差4447ml
Day5での累積⽔分バランス 差7130ml

15⼈ 6⼈



Safety outcome

重篤な有害事象の発⽣については両群間で差はなし
そのほかの有害事象については介⼊群で多い

重篤な副作⽤
低酸素脳症、多臓器不全、腸管虚⾎、頻脈性不整脈、PE
ショック、上部消化管出⾎、RRTが必要なAKI、脳卒中



低酸素脳症

多臓器不全

⾼ナトリウム⾎症

代謝性アルカローシス

頻脈性不整脈

頻脈

ショック

腸管虚⾎

気胸

上部消化管出⾎

RRTを要するAKI

脳卒中

肺動脈塞栓症、⼼停⽌



Process outcome

•介⼊群は試験期間260⽇中183⽇に加⼊基準を満たした
（2か所以上の浮腫病変、累積バランス2000ml以上）
• RRTは臨床医判断によって⾏われたが利尿剤不応性のために
導⼊された例はなかった
• 24名の患者が1⽇以上介⼊が⾏われず、5名に誤った介⼊が
なされた
•通常ケア群の33.3%（30/90⼈）に利尿薬が使⽤された



Clinical outcome

Day3,Day5時点でのSOFA scoreの変化は両群で有意差なし
臓器別SOFA scoreの変化についても両群で有意差なし



Clinical outcome

28⽇後死亡、180⽇後死亡は
両群で有意差なし

介⼊群
89⼈

通常ケア群
90⼈ p値

28⽇死亡
N（％）

19
（21.4）

14
（15.6） 0.32

180⽇死
亡

N（％）
25

（54.4）
21

（52.5） 0.86



Clinical outcome

28⽇時点までのVFD
は両群間で差なし
⽣存患者の⼈⼯呼吸器管理期間
も両群間で差なし

介⼊群
89⼈

通常ケア群
90⼈ p値

28⽇まで
のVFD
（SD）

16.6
（11.1）

17.9
（10.5） 0.68

⽣存者の
⼈⼯呼吸器
管理期間
（IQR）

4
（2-9.3）

3
（2-9）



Clinical outcome

28⽇時点までのICU Free Day
は両群間で差なし
⽣存患者のICU滞在期間
も両群間で差なし

介⼊群
89⼈

通常ケア群
90⼈ p値

28⽇まで
のICU

Free day
（SD）

13.8
（10.1）

14.9
（9.9） 0.43

⽣存者の
ICU

滞在期間
（IQR）

8
（5-13）

7
（4-12.5）



Clinical outcome

新規のAKI発症、AKIの増悪についても
両群間で差なし



Clinical outcome

フォローできた症例のうち180⽇時点での電話調査
認知機能評価、EQ-5D評価、不安尺度、PTSD発症は差なし
抑うつについては介⼊群で少ない傾向



Exploratory outcome

脳、⼤腿四頭筋組織酸素飽和度に関しても両群で有意差なし



Sepsis  サブグループ解析
ARDS サブグループ解析

Sepsisでは介⼊群で死亡率が⾼い

介⼊群
40⼈

通常ケア群
32⼈ p値

28⽇死亡
N（％）

14
（35）

4
（12.5） 0.03

ARDSでは臨床アウトカムに差なし



多変量解析

28⽇死亡を年齢、APACHEⅡ score、ARDS、
⾎管収縮薬使⽤、RRT実施で多変量解析施⾏

介⼊による28⽇死亡のOR=1.32 (0.53-3.37)と有意な効果なし



Per protocol 解析
介⼊群（利尿剤投与が控えられた症例を除外）
VS 通常ケア群

⽔分バランスは介⼊群で少なく臨床アウトカムは変わらない
注︓掲載されている2つのPer-protocol解析のFluid balanceが⼀致している



Per protocol 解析
介⼊群（Day2にー1000〜3000を達成）
VS通常ケア群（利尿薬を投与されていない群）

⽔分バランスは介⼊群で少なく臨床アウトカムは変わらない
注︓掲載されている2つのPer-protocol解析のFluid balanceが⼀致している



Discussion



Discussion

• 重症患者においても輸液制限・積極的除⽔は実現可能であり
通常ケアと⽐較して⽔分バランスを減じることができる

•幅広い重症患者を対象としたRCTとしては初の試み

• FACTTでは静的指標を基に利尿を試みていたが
本研究では臨床的指標と累積⽔分バランスを指標とした



Discussion

• 重篤な副作⽤に関しては2群間で差はない

•介⼊群で代謝性アルカローシスが多く発⽣
-追加検証の際は利尿薬の組み合わせを再考する必要がある

• 敗⾎症患者は介⼊群で死亡率が上昇していた
-サンプルサイズが⼩さくベースラインでも介⼊群で重症度が⾼い
-⼀般的な敗⾎症患者の死亡率と⽐べて⾼いわけではない
-患者背景、疾患背景を考慮した体液管理戦略が必要



Limitation

①実⾏可能性・安全性評価のためにデザインされている
-臨床アウトカムの差を出す為にはより⼤規模なRCTを組む必要がある

②患者のベースラインが介⼊群でより重篤であった
-未測定の因⼦（鎮静薬使⽤）などが結果に影響を与えた可能性もある

③ボリューム評価のパラメーターが浮腫性変化と蓄積⽔分バランスのみ
④臨床医判断でのプロトコル逸脱が相当数存在する
⑤組み⼊れ基準を満たした16.8%しか介⼊されておらず外的妥当性に⽋ける



Conclusion

•成⼈重症患者において過剰輸液をさけるための
輸液制限・積極的除⽔は実現可能である

•臨床的な差を⽐較するにはより⼤規模な研究が必要であり
敗⾎症の有無で臨床転帰を⽐較する必要がある



私⾒



バイアス評価と内的妥当性

選択バイアス
• 臨床医判断での脱落が相当数含まれている
• ランダム化しているものの患者背景の偏りあり
特に介⼊群で、ARDS、Sepsis、昇圧剤使⽤が多く、重症である可能性
情報バイアス
• 試験の性質上盲検化は困難
アウトカム、解析
• 事前に設定された症例数でITT解析まで施⾏
• あくまでPhase 2であり、Primary outcomeはハードアウトカムではない
• 敗⾎症患者の⽐較についてはパワー不⾜



外的妥当性

• 多施設RCTで疾患背景⾃体に偏りはないがinclusion時点での脱落が相当数存在している

• 対照群の治療が明⽰されていない

• プロトコルはやや煩雑、特に内服薬は国内では使⽤頻度が低い

• 累積バランスと浮腫の有無のみで介⼊判断をしており、
⼼臓超⾳波検査による⾎⾏⼒学的うっ⾎の評価がなされていない

• それゆえに介⼊群において⾎管内ボリューム不⾜が含まれてしまう可能性が否定できない

• 除⽔の中⽌基準も⽰されておらず、上記含めプロトコルの安全性に疑問

• ハードアウトカムに関しては両群で差が認められない、かつ有効な⽅向性すらない

• 利尿薬からRRT切り替え基準が明確でない

• 中⻑期的な影響については不明

• 敗⾎症患者への適応は慎重にならざるをえない→カテコラミン0.2γ以下の介⼊が適切か不明



私⾒まとめ

• ICU⼊室患者における輸液のフェーズを意識して
輸液制限と積極的除⽔を検討した初めての多施設RCT

• あくまでPhase 2であり、臨床アウトカムへの効果は何も⾔えない
• 本研究では浮腫と累積バランスのみで除⽔適応としており

⾎⾏⼒学的な評価は不⼗分である（Hypovolemiaを除外できないプロトコル）
• 敗⾎症患者やARDS患者では介⼊群で死亡率が⾼く、
本研究の除⽔適応のみでの判断はリスクを伴うと考える

• 少なくとも除⽔開始前に輸液反応性が無いことは確認すべきだろう
• 敗⾎症患者における昇圧剤の使⽤と除⽔の開始タイミングについては
今後の研究課題である

• 今後も患者を個別化し輸液のフェーズを意識しながら
過剰輸液を避け、必要があれば除⽔を⾏う管理は変わらない


