
院外心停止についてのRCT×２	
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院外心停止について、２つの大規模Trialが	  
2011.9	  NEJMに掲載された。	  
	  
	  
・Early	  versus	  Later	  rhythm	  analysis	  
	  
・Impedance	  threshold	  dedice	  (ITD)	  





IntroducFon	

•  従来、院外心停止では、なるべく早急に心電
図解析を行い、電気的除細動することが重要
視されていた。	  

•  しかし、除細動前のＣＰＲがよりよい効果をも
たらすのではないか、との考えが出てきた。	  

　（心筋血流を増加させ、除細動の効果が高ま
るのではないか？）	



IntroducFon	

•  Influence	  of	  cardiopulmonary	  resuscitaFon	  prior	  to	  defibrillaFon	  in	  
paFents	  with	  out-‐of-‐hospital	  ventricular	  fibrillaFon	  

•  Cobb	  LA,Fahrenbruch	  CE,Walsh	  TR,et	  al	  	  JAMA	  1999;281:1182-‐8	  

•  Delaying	  defibrillaFon	  to	  give	  basic	  cardiopulmonary	  resuscitaFon	  to	  
paFents	  with	  out-‐of-‐hospital	  ventricular	  fibrillaFon	  

•  Wik	  L,Hensen	  TB,Fylling	  F,et	  al	  	  JAMA	  2003;289:1389-‐95	  

•  など	  



IntroducFon	

•  2005	  AHAガイドラインでは、（訓練された者の場合）
除細動前の2分間のCPRが推奨されている。	  

•  その後の追跡調査では、支持する文献、支持しない
文献が様々。	  

•  2010	  AHAガイドラインでは、“There	  is	  inconsistent	  
evidence	  to	  support	  or	  refute”	  

•  “除細動を行う前に、1.5~3分間のＣＰＲを考慮しても
よい。”	  



Methods	
•  Design	  :	  Cluster	  randomized	  trial　2007.6~2009.11　(Trial中断) 
•   multi-site (アメリカ、カナダの１０地域) 
•  計260のEmergency Medical Service (EMS)のうち、150のEMS 
•  対象患者は18歳以上、外傷以外の原則全員 
•  心電図解析除外患者は、溺水、絞扼、感電、妊婦、重度熱傷、失血、

囚人、拒否、ＤＮＲ、ＥＭＳ以外の人による心電図解析 
•  割り付けはそれぞれの地域を約20のClusterに分ける。Early analysi

s群とLater analysis群と、それぞれのClusterで数か月（3~12）おき
に交互に行う。 

•  Early analysis群：30~60秒のCPR後に心電図解析（AEDのパッドを
張るための猶予時間） 

•  Later  analysis群：180秒のCPR後に心電図解析 



Primary	  outcome	
•  Modified	  Rankin	  scale	  3以下での退院率	  
•  Secondary	  outcome:	  
　　生存退院率、入院加療率、病院到着前心拍再開率	  
	  
•  Modified	  Rankin	  scale	  
•  0	  -‐	  全く症状なし	  
•  	  1	  -‐	  何らかの症状はあるが障害はない:	  通常の仕事や活動は全て行える 	  
•  2	  -‐	  軽微な障害:	  これまでの活動の全てはできないが身のまわりのことは援助なしでできる	  
•  	  3	  -‐	  中等度の障害:	  何らかの援助を要するが援助なしで歩行できる 	  
•  4	  -‐	  中等度から重度の障害:	  援助なしでは歩行できず，身のまわりのこともできない	  
•  	  5	  -‐	  重度の障害:	  ねたきり，失禁，全面的な介護 	  
•  6	  -‐	  死亡	  



Methods	
•  サンプルサイズは99.6%	  powerで13,239名と計算された。	  
•  すべての解析はintention-to-treatにより行われた。 

•  Primary	  Outcomeは一般化線形混合モデルで解析された。	  
•  患者背景ごとにOutcomeを調節するのには、多重線形回

帰分析を行った。	  
•  Secondary	  outcomeとSubgroup解析には、一般化推定方

程式モデルを使用した。	  
•  両群の平均値を比較するのに線形モデルを使用した。	  



Result	

母集団	  
それぞれのグループで年齢・性別・心停止時の状況・ＣＰＲ
施行状況など、大きな違いはなし。	  



Result	

母集団	  
地域ごとの割り付け数も特に有意差なし。	  



Result	

最初のＣＰＲ時間の中央値	  
E	  :	  42sec	  	  	  L	  :	  190sec	  



Result	



Result	

結果	  
病院搬送率、病院到
着時蘇生率、生存率、
退院生存率に有意
差なし。	  
Primary	  outcome:	  
全身状態よく退院で
きた率(	  ≧3)は両群
ともに5.9%であった。
両群に有意差はな
かった。	



Result	

サブグループ解析	  
波形（VT/VF,	  PEA,	  
Asystole,others)	  
EMS	  到着までの時
間、Bystander	  CPR	  
の有無	  
でわけても、有意
差はなかった。	  



Result	

VT/VFの患者で、目撃者によるCPRが
行われている場合を見てみると、 
心電図解析が遅れれば遅れるほど、患
者の予後が悪くなる“傾向”にあった。	



Discussion	

•  心電図解析前のCPR効果を検証したが、今回の研究では有意差が出な
かった。	  

•  また、生存率と心電図解析までの時間の関係を検討した結果、解析まで
の時間を長くしても、生存率を改善しない傾向にあった。	  

•  AHAガイドライン 2005の推奨は疑問視される。	  
•  今回、EMS	  agenciesは講習やフィードバックを、Trial期間内に繰り返し受

けているため、Dataの質は高いと思われる。	  
•  Bystander	  CPRを受けた患者では、解析までの時間が長くなるに従い、予

後が悪くなることが示唆される。	  
•  逆に、Bystander	  CPRを受けていない患者では、解析までの時間は予後に

あまり影響がないことが示唆される。	  
•  ただ、パッドを貼っている間は、CPRを行う。これが、より良い医療であると、

我々は信じている。	  





Impedance	  threshold	  device	  :	  ITD	



インピーダンス閾値弁装置	

胸骨圧迫を解除し胸郭が元に戻る際、胸腔内の陰圧を高め心臓を膨張。 
静脈環流が増加し、CPRの際の血流量を改善する。	



動物実験での有効性	

•  Use	  of	  an	  inspiratory	  impedance	  threshold	  valve	  improves	  
neurologically	  intact	  survival	  in	  a	  porcine	  model	  of	  ventricular	  
fibrillaFon.	  Lurie	  KG,	  Zielinski	  T,	  McKnite	  S,et	  al	  	  	  CirculaFon	  
2002;105,124-‐9	  

•  Vital	  organ	  blood	  flow	  with	  the	  impedance	  threshold	  device.	  
Aufderderheide	  TP,	  Lurie	  KG	  	  	  Crit	  Care	  Med	  2006;34	  

•  Reducing	  venFlaFon	  frequency	  combined	  with	  an	  inspiratory	  
impedance	  device	  improves	  CPR	  efficiency	  in	  swine	  model	  of	  
cardiac	  arrest.	  Yannopoulos	  D,	  Sigurdsson	  G,	  McKnite	  S,	  
Bendij	  D,	  Lurie	  KG.	  ResuscitaFon	  2004;61:75-‐82	



実際の患者での有効性	

•  Clinical	  evaluaFon	  of	  an	  inspiratory	  impedance	  threshold	  
device	  during	  standard	  cardiopulmonary	  resuscitaFon	  in	  
paFents	  with	  out-‐of-‐hospital	  cardiac	  arrest.	  Aufderheide	  TP,	  
Pirrallo	  RG,	  Provo	  TA,Lurie	  KG.	  	  Crit	  Care	  Med	  
2005;33:734-‐40.	  

•  Effect	  of	  an	  inspiratory	  impedance	  threshold	  device	  on	  
hemodynamics	  during	  convenFonal	  manual	  cardiopulmonary	  
resuscitaFon.	  Pirrallo	  RG,	  Aufderheide	  TP,	  Provo	  TA,	  Lurie	  KG.	  	  
ResuscitaFon	  2005;66:13-‐20.	  

•  Use	  of	  an	  impedance	  threshold	  device	  improves	  short-‐term	  
outcomes	  following	  out-‐of-‐hospital	  cardiac	  arrest.	  Thayne	  RC,	  
Thomas	  DC,	  Neville	  JD,	  van	  Dellen	  A.	  ResuscitaFon	  
2005;67:103-‐8.	



AHA	  2010	

•  長期生存率の向上は示されていないが、挿
管された成人心停止患者での心肺蘇生法に
おいて、訓練された救助者によってイ ンピー
ダンス閾値弁装置が使用される場合には、 
循環パラメータと心拍再開率を 改善させる可
能性がある（Class	  IIa）	



Methods	
•  ProspecFve,	  double-‐blind,	  randomized,	  controlled,	  clinical　trial　

2007.6~2009.11　(Trial中断) 
•   multi-site (アメリカ、カナダの１０地域) 
•  対象患者は18歳以上、外傷以外の原則全員 
•  解析除外患者は、溺水、絞扼、感電、妊婦、重症熱傷、気管切開患者、

失血、囚人、拒否、ＤＮＲ、15分以上CPRに反応せず 
•  割り付け：Active ITD(本物)かSham ITD(偽物)か見た目でわからない

ようにされており、パッケージのコードで集計時に判別している。1:1で
Active ITDとSham ITDがそれぞれに用意されている。 

•  Active ITD群：本物が使われた群 
•  Sham ITD群：偽物が使われた群 
•  到着後、5分以内に装着する。 
•  自己心拍出現時には、速やかにITDを取り外す。 



Primary	  outcome	
•  Modified	  Rankin	  scale	  3以下での退院率	  
•  Secondary	  outcome:	  
　　生存退院率、入院加療率、病院到着前心拍再開率	  
	  
•  Modified	  Rankin	  scale	  
•  0	  -‐	  全く症状なし	  
•  	  1	  -‐	  何らかの症状はあるが障害はない:	  通常の仕事や活動は全て行える 	  
•  2	  -‐	  軽微な障害:	  これまでの活動の全てはできないが身のまわりのことは援助なしでできる	  
•  	  3	  -‐	  中等度の障害:	  何らかの援助を要するが援助なしで歩行できる 	  
•  4	  -‐	  中等度から重度の障害:	  援助なしでは歩行できず，身のまわりのこともできない	  
•  	  5	  -‐	  重度の障害:	  ねたきり，失禁，全面的な介護 	  
•  6	  -‐	  死亡	  



Methods	
•  25%の違いを出すための90%powerサンプルサイズは14,15

4名と計算された。	  
•  すべての解析はintention-to-treatにより行われた。 

•  Primary	  outcomeの比較はz検定で行った。	  
•  患者背景ごとの調整は重回帰分析で行った。	  
•  両群の平均値の比較にはt2検定を用いた。	  



Results	

母集団	  
年齢・性別・心停止の状況・その後の状況など、有意差なし。	  
心停止の原因が判明したものがsham群で有意に高かった。	  
	  



Results	

母集団	  
地域別の割り付け状況に有意差なし。	  
	  



Results	

両群でのＣＰＲの内容や、治療内容にほぼ、有意差なし。	  
Sham群で、アミオダロン使用者数が有意に多かった。	



Results	

Sham群で、アミオダロン使用者数が有意に多かった。	



Results	

Primary	  outcome	  
状態のよい退院生存は6.0%	  vs	  5.8%で有意差出なかった。	  
その他、病院到着前蘇生率、退院生存率、退院時の状態も、特に有
意差は出なかった。	



Discussion	

•  生理学的研究で、平均胸腔内圧の減少が静脈環流を増加さ
せ、CPR時の血流増加を得られる文献はあるものの、今回で
は生存率に有意差がでなかった。	  

•  ITD自体に思ったほど、生理学的効果がない可能性	  
•  ITDをうまく使いこなせていなかった可能性	  
•  生理学的効果が、うまく臨床結果に現れなかった可能性	  
•  LimitaFon	  :	  血行動態、胸腔内圧を直接測れない	  
•  MRSはそもそもStrokeで使われるもの	  
•  ITDがchest	  recoilを妨げている可能性	  



まとめ	

•  院外心停止の大規模ＲＣＴで残念ながら、
有意差がでない結果となった。	  

•  B.Sanders先生いわく、「院外心停止にＲＣＴ
は向かないかもしれない」と嘆きを込めて、
NEJMに論説を掲載している。	  

•  今回の結果を受け、AHA2015でどのような
改訂がなされるか、楽しみであります。	


