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Introduction 

2009年 新型インフルエンザ（H1N1）パンデミック
当時、ARDS発症例に対し体外式膜型人工肺
（Extracorporeal Membrane Oxygenation ; ECMO） 

施行が有効な治療手段であったという症例報告
などがあった。 

 

しかし、患者背景などの偏りが施設間で生じるた
め、一般に有効であるかは議論の余地がある。 



・ECMO患者 

 

2009年7月14日-2010年2月14日、英国4

か所にある成人患者対象のECMOセン
ターに搬送された、全てのH1N1感染疑い
または確定のARDSであるECMO適応患
者 

Patients 



 

英国で行われたCESAR trialのECMO

適応基準に基づいて適応の有無を判断さ
れ、ECMOセンターに搬送された。 
 

 

 

ECMO適応基準 



英国のECMOセンターで行なった多施設共同研究。
ARDS患者に対するECMO治療効果判定のRCT。 

ECMO群に割り振られた患者はECMOセンターに搬
送されECMO治療を行い、従来治療群に割り振られた
患者は従来治療施設で人工呼吸管理治療を行なった。 

 

結果： 

ECMO群では6カ月後に日常生活に支障のない患者
の生存率は高かった。 

 

Efficacy and economic assessment of conventional 
ventilatory support versus extracorporeal membrane 

oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): 
a multicentre randomised controlled trial 

Lancet 2009; 374: 1351–63 



 

 ・16～70歳 
    Adult patients (16-70 years)  

 ・重症だが治療可能な肺障害 
        Severe, but potentially reversible, respiratory failure  

 ・Murray score > 3.0あるいはpH <7.20 のア
シドーシス 

       Murray score > 3.0, or uncompensated hypercapnia with a pH 

<7.20  

 

 

CESARのECMO適応基準 



 ・高気道内圧と高酸素濃度の人工呼吸器管理を7日以
上行った症例 

       Duration of high pressure (peak inspiratory pressure of more than 

30 cmH2O) and/or high FiO2 (>0.80) ventilation >7 days   

 ・頭蓋内出血 

       Intra-cranial bleeding  

 ・ヘパリン使用禁忌症例 

  Any other contra-indication to limited heparinisation   

 ・積極的治療が忌避される症例 
      Patients who are moribund and have any  contra-indication to 

continuation of active treatment 

 

CESARのECMO除外基準 



ECMO施行中の人工呼吸器設定 

・SpO2 ≧85 

・pCO2 30～45mmHg 

・RR 10回/min 

・最高気道内圧 ＜30cmH2O 

・PEEP 10～15cmH2O 

・FiO2 0.3 



・コントロール群 
 

SwiFT試験から抽出したH1N1感染確定
または疑い患者のうち、重症例でECMO

適応と判断されなかった患者、または指定
のECMOセンターでECMOを施行しな
かった患者 

Comparison 



Swine Flu Triage study ; SwiFT 
 

H1N1パンデミックの際、疫学情報把握などを
目的として英国全土で行われた前向きコホー
ト試験 

期間：2009年9月3日～2010年1月31日 

対象：H1N1感染確定または疑い患者 

SwiFTとは 



・コントロール群の除外患者 
 

1. ECMO適応ではない患者 
 ①年齢が<16あるいは70< 

 ②人工呼吸器管理を行っていない 

 ③FiO2 >0.7にならない、またはPaO2/FiO2<100mmHgにならない 

 ④重症慢性呼吸器疾患の既往がある 

2. 指定センター以外でECMOを施行された患者 

3. 適応はあるがECMO施行の利益が少ない患者 

4. 経過データ紛失患者 

は除外した 

Comparison 



Intention-to-treatにより、以下の3種類の手法を
用いて院内生存率の解析を行った。 

 

1. 個人の治療に関する因子（人工呼吸器管理日数、
PaO2/FiO2比、妊娠の有無、BMIなど）による
Individual matching 

2. 事前のNO吸入や循環補助装置の使用歴などの変数
を補正し、ECMO実施の確率を算出するPropensity 

score matching 

3. Propensity score matchingにmultivariate 

matchingを加えたGenMatch 

統計手法 



Propensity score matching 
補正因子 
 Number of days of continuous mechanical Ventilation 

 FIO2 

 Ratio of PaO2 to FIO2 

 Sequential Organ Failure Assessment Score 

 Pregnancy 

 BMI category 

 H1N1 status (suspected or confirmed) 

 Prior use of inhaled nitric oxide 

 High frequency oscillation 

 Prone positioning 

 Advanced cardiovascular support 

 Renal support 

 Antiviral therapy 

 Age 



共変数の不均衡と交絡因子
の偏りを減らすマッチング
方法 

GenMatch matching 





患者背景 



ECMO-referred patientsとNon-ECMO-referred patientsの
患者背景は、治療内容の因子を補正すると有意な差がない。 



ECMO群のintention-to-treat解析による生
存退院の相対リスクはIndividual、
Propensity score、Gen Matchいずれにおい
ても有意に低下した 

結果 



Non-ECMO-referred 

patientsはECMO-

referred patientsに比べ
早期死亡率が高い 



ECMO治療の内容詳細 





・34歳（28-46）の若年層 

・女性（特に妊娠中や出産直後） 

・肺に基礎疾患がない 

・糖尿病に罹患していない 

・H1N1感染が確定 

H1N1関連ARDS患者において
ECMO導入を考慮する指標 



・人工呼吸器管理期間が4日(2-7) 

・PaO2/FiO2比が54.9(45.6-63.3) 

・動脈血PaO2が58.2mmHg(50-72.9) 

・Lung Injury scoreが3.5(3.5-3.75) 

・PEEP15mmH2O(12-16) 

・最高気道内圧35mmH2O(31-38) 

・Tidal volumeが5.2ml/kg(4.0-6.5) 

H1N1関連ARDS患者において
ECMO導入を考慮する指標 



H1N1関連ARDS患者において
ECMO導入を考慮する指標 

・SOFA score 9程度 

・腎代替療法を行っていない 

・強心薬を使用している 



ECMO治療の詳細 



今回の文献の批判的吟味 



研究デザイン 

・コホート研究 

 →H1N1感染疑いまたは確定患者に対する 

   ECMO施行による予後を調査。 

 

・比較対象群を別集団より選び、比較した。 

 

・H1N1流行期にRCTは行えないため、観察研
究しか予後の推測をし得ない。 



Patient： 
  2009-2010年の冬のH1N1感染疑いまたは確定し
たARDS患者 

Intervention： 
  ECMO施行 

Comparison： 
  ECMO施行されなかったH1N1感染疑いまたは確
定したARDS患者 

Outcome： 
  ECMO施行患者の院内死亡率 
 

論文概略 



各コホートの選定方法の妥当性 

・SwiFT studyは前向きコホート 

・ECMO-referred patientsはECMO適応があった
全患者ではない 

 （ CESAR trialのECMO適応基準を使用したが、
適応の有無によるECMOセンターへの搬送の判断
は各施設に委任された ） 

・それぞれのコホートの研究時期も違う 

↓ 

サンプリングバイアスがある 

 



The lead center at Glenfield Hospital (Heartlink ECMO 

center) received 51 ECMO-referred patients. The Royal 

Brompton Hospital received 18 ECMO-referred patients, 

the Papworth Hospital received 7 ECMO-referred 

patients, and the Aberdeen Royal Infirmary received 4 

ECMO-referred patients. 

↓ 

 ECMO適応患者が搬送されたECMOセンターは、
搬送人数にバラツキがある。 

また、4施設中3施設は急遽ECMOセンターに指定さ
れた。 

ECMO-referred patientsが 

搬送されたECMOセンターの詳細 



追跡期間の妥当性 

Non-ECMO-referred patientsの死亡症例
はほとんどが48時間以内に死亡している 

↓ 

ECMO-referred-patientsとNon-ECMO-

referred patientsの重症度が同程度である
とすれば、90日間の観察期間は妥当である
と考えられる 



Outcomeの妥当性 

ECMO-referred patientsは限られた4施設で
のみ追跡された 

↓ 

ECMOセンターは一般的な治療内容や治療効
率などが他施設と異なる可能性がある 

 ・医師の技量 

 ・看護スタッフの数   など 



Outcomeの妥当性 

今回のOutcomeでは死亡率27.5% 

他の報告では21-37% 

今回の研究も他の報告もECMO平均施行
期間は9日 

↓ 

治療の奏功率は妥当であると考えられる 



・Non-ECMO-referred patientsの治療内容
が不明 

・SwiFTでの呼吸パラメータは 

  Lowest arterial PaO2  

  FiO2 associated with lowest 

  arterial PaO2 

 のみ追っていた 

↓ 

肺保護療法を行っていない可能性がある 

Outcomeの妥当性 



まとめ 

H1N1感染によるARDS患者に対する
ECMO施行は有効であろうと考える 

 

ただし、今回の研究では患者選択のバイアス
があり、治療内容の偏りも考えられるため、 

高次センターでECMO施行患者と非ECMO

施行患者の比較を行う必要がある。 

 


