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Introduc?on	



3	  3	  3	  

•  気管切開は気管挿管と比較し、快適性・鎮静薬
の減量・人工呼吸器からの早期離脱・院内肺炎
の減少・在院日数短縮の点で優れているとされ
ている。	

•  このような利点から早期の気管切開が患者　　
予後を改善するのではないか。	
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Crit Care Med. 2004; 32(8): 1689-1694	

120人をEarly群（48時間以内）とLate群（14-‐16日）	

に分けて気管切開を行ったところ、Early群で	

全死亡率・院内感染・人工呼吸器装着期間・在院日数を	

減少させた。	
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＜全死亡率の相対リスク＞	
Total  0.79 
（95%信頼区間：0.45 – 1.39）	

＜院内肺炎の相対リスク＞	
Total  0.90 
（95%信頼区間：0.66 – 1.21）	

＜人工呼吸器の装着期間＞ 

　　　　　8.49日短縮	

BMJ. 2005; 330(7502): 1243	

＜ICU滞在日数＞ 

　　　    15.33日短縮	
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英国の現状	

• 人口10万単位の一般病床数・
ICU病床数が少ない	

　　　米国の1/7	

　　　仏国の1/3 

 

• ICU病床数が少ない割りに　　　　　
全死亡率が高い	

• 人工呼吸器装着率は2/3を　　　
超える。米国では1/5以下	

Crit Care Med. 2008; 36(10): 2787-2793	
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英国の気管切開	

•  英国のICU	  252施設中37施設で15000件/年	

•  平均日数は10-‐11日、13%はICU入室後2日以内	  

•  2005年の調査では約半数がICU入室後1週間以内
21%は5日以内に施行	

　　　　⇒	  　約1件/日/施設と多い。	

　　　　⇒　比較的早期に施行されている。	
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• 英国はICU病床数が少ない。	

• 相対的に重症患者が多く、人工呼吸器管理下
であることが多い。	

• 英国の医療背景を考えると早期の気管切開は
患者予後を改善させると共に、ベッドの回転効
率を上げる事が出来るのではないか。	  



9	  9	  9	  

Methods	
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Pa?ents	

•  対象：	  
　　　－　 ICU滞在中の成人患者	  
　　　－　人工呼吸管理下	  
　　　－　入室後4日以内に人工呼吸管理が	
　　　　　  7日以上必要だと考えられる患者を選出	  

•  除外基準	  
　　　－　救命・蘇生目的	  
　　　－　解剖・他の理由で禁忌	  
　　　－　慢性神経疾患による呼吸不全	

Open label 多施設RCT、英国	
2004年11月－2011年11月	
72施設のICU（大学病院13、一般病院59）	
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909人を無作為化	

Early群－451人	

          vs. 

Late群 －448人　	

<除外> 
1.  プロトコール逸脱	

2.  指導医の判断	

3.  96 時間以内に開始できず	

4.  早期に抜管が可能	

5.  容態不安定	
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Procedures	

•  Early群	  
　　　　－　ICU入室後4日以内	  

•  Late群	  
　　　　－　ICU入室後10日またはそれ以上	  
　　　　－　治療者が必要だと判断した者のみ	  
	  
•  気管切開は各施設の方法に準じた（経皮的 or	  外科的）	  
•  各疾患の治療は各治療者の裁量に委ねた	
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Outcomes	

Primary	  outcome	  
　　－　無作為化後30日の全死亡率	  
	  
Secondary	  outcome	  
　　－　ICU退室時、退院時、1年後、2年後の全死亡率	  
　　－　ICU滞在期間、急性期病院滞在期間	  
　　－　無作為化30日後までの静脈鎮静薬の使用期間	  
　　－　無作為化30日後までの抗菌薬使用の有無	
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Sample	  size	
•  英国のICUを有する35施設	  
•  当初のSample	  size⇒1208人	  
　－　Early群においてICU30日全死亡率が30%→22.5%　	

　－　7.5%の絶対リスク減少、80%	  検出力	

　－　5%有意水準に基づく	  
　－　4%の辞退や追跡不能を考慮	

	

•  2006年のBMJのmeta-‐analysisを参考⇒1692人が必要	  
　　－　6.3%の絶対リスク減少	

	  

•  Study	  fa?gueと資金不足のため目標のSample	  sizeに
到達出来なかった。	

	

•  最終的に899人	
　　－　8.3%の絶対リスク減少、80%	  検出力	
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Sta?s?cal	  Analysis	

•  Inten?on-‐to-‐treat	  &	  a	  priori	  sta?s?cal	  analysis	

•  両群の死亡者数：Fisher	  exact	  test	  

•  生存期間：Kaplan-‐Meier	  curves	  &	  log-‐rank	  test	  

•  滞在期間・治療期間：Wilcoxon	  rank	  sum	  test	  

•  中間解析：Peto-‐Haybi_le	  stopping	  rule	
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Results	
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＜主要徴候＞	
肺疾患（69.3%）	
APACHEⅡ score 
　　　　　　（平均　19.8点）	

＜ICU入室理由＞	
内科的　Total  79.2% 
外科的　Total  20.8% 
（緊急・準緊急症例 
　　　　　　　61.4%）	

＜基礎疾患＞	
呼吸器系　　　　 　59.5%
消化器系             19.3%  
循環器系             11.9% 
神経系                  5.1% 
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•  施術者のグレード	

－　指導医クラス：54.3%	

	

•  施行時の最上級医のグレード	  
－　指導医クラス：91.4%	

	

•  気管切開方法	  
－　外科的　10.8%	  
－　経皮的   89.2%	  

•  経皮的気管切開の種類	

－Single-‐tapered	  dilator	  	  77.3%	  

•  施術時間	  

⇒気管切開方法や経皮的気管　 
　 切開の方法は当施設と同様	
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•  Early群	  
　　　　－　ICU入室後4日以内	  

•  Late群	  
　　　　－　ICU入室後10日またはそれ以上	  
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＜理由＞ 回復しICU退室　　　　　89人（19.6%）	
　　　　　　 人工呼吸管理不要　　 78人（17.2%）	
　　　　　　 死亡　　　　　　　　 　　　54人（11.9%）	
　　　　　　 状態が不安定　　 　　　11人（2.4%）	
              治療せず　　　　　   　　　2人（0.4%）	
              不明　　　　　　　　　　　 10人（2.2%）	

気管切開未施行	

	

244人（53.7%）	

Late 
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＜理由＞ 臨床的判断　　　　21人（4.6%）	
　　　　　　 親近者の要望　　   4人（0.9%）	
　　　　　　 ミス　　　　　　　　　   4人（0.9%）	
　　　　　　 不明　　　　　　　　    4人（0.9%）	

10日以内に施行	

	

33人（7.3%）	

Late 
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Primory Outcome（30日全死亡率） 
Secondary Outcome（ICU退室時、退院時、1年後・2年後死亡率） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　 いずれも有意差（－）	

Primary	  Outcome	  
30日全死亡率	

ICU退室時	

退院時	

1年後	

2年後	

Secondary  
Outcome	
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統計学的な有意差（－）	
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•  人工呼吸器装着期間	

　　－　陽圧換気またはCPAP（全体）	

　　　　　　Early群（13.6日）：Late群（15.2日）　（p=．06）	

　　－　気管切開施行患者	

　　　　　　Early群（12.9日）：Late群（16.1日）　	

•  ICU滞在期間	

　　－　生存群	

　　　　　　Early群（ 13日 ）：Late群（13.1日）　（p=．74）	

　　－　死亡群	

　　　　　　Early群（9.3日）：Late群（10.4日）　（p=．16）	

人工呼吸器装着期間・ICU滞在期間	
共に有意差なし	
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•  入院期間	

　　　－　生存群	

　　　　　　　　Early群（33日）：Late群（34日）　（p=．68）	

　　　－　死亡群	

　　　　　　　  Early群（11日）：Late群（14日）　（p=．13）	

•  抗生剤不要期間（無作為化30日間）	

　　　－　生存群	

　　　　　　　 Early群（5日）：Late群（5日）　（p=．95）	

　　　－　死亡群	

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Early群（1日）：Late群（2日）　（p=．14）	

入院期間・抗生剤不要期間	
共に有意差なし	
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無作為化後30日生存者　：　有意差（＋） 
　　　　Early群　5日（IQR, 3-9）　vs.　Late群　8日（IQR, 4-12）　　（p < .001）	
	
無作為化後30日死亡者　：　有意差（－） 
　　　　Early群　5日（IQR, 3-9）　vs.　Late群　6日（IQR, 4-10）　　（p = .11） 

静脈鎮静薬使用期間	
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Discussion	
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Principal	  Findings	  

•  Early群 vs.	  Late群で全死亡率に有意差（－）	

•  Late群は気管切開施行者が少なかった(約45%)	  

•  退院時・1年後・2年後の全死亡率は41%・47%・53
%と全体的に非常に高かった。人工呼吸管理が
必要となる背景に、呼吸器疾患が多い事が理由
と考えられた。	
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•  多くの気管切開はベッドサイドで経皮的に施行
された。全体での合併症は6.3%であり、最も多
かったのは出血（静脈性）であった。遅発性の
合併症に関しては資金的な問題から追跡する
事が出来なかった。	

•  鎮静薬の使用に関してはEarly群でやや減少し
たが、人工呼吸管理期間を短縮するような有意
な差は出なかった。	

•  ICU滞在期間や在院日数、抗生剤の使用に関し
ても有意な差は無かった。	

Principal	  Findings	  
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Results	  in	  the	  Context	  of	  Others	  
•  Blotら,	  Terrangiら（mul?center,	  RCT）　	
　　　　　　　－ Intensive	  Care	  Med.	  2008;	  34(10):	  1779-‐1787.	  

	  　　⇒28日全死亡率に差なし	

	  
•  Kochら,	  Zhengら（single	  center） 	

　　　　　　　－ Langenbecks	  Arch	  Surg.	  2012;	  397(6):	  1001-‐1008	  
　　　　　　　－ Chin	  Med	  J.	  2012;	  125(11):	  1925-‐1930	  

    　 ⇒Early群に全死亡率に関する利点なし	

•  Clec’hら（mul?center,	  non-‐RCT）	

　　　　　　　－ Crit	  Care	  Med.	  2007;	  35(1):	  132-‐138	  

	  	  	  	  	  　⇒ICU全死亡率に差なし	
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•  Scalesら	
　　             　－ Crit	  Care	  Med.	  2008;	  36(9):	  2547-‐2557.	  　	

　 ⇒臨床的な意味は定かではないが	

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Late群で全死亡率がやや増加する。	

•  Blotら	

　  ⇒人工呼吸管理期間・呼吸器感染症・ICU滞在期間 	

          に差はない。	

•  Terrangiら・Kochら・Zhengらは	

	  	  	  	  	  ⇒ICU滞在期間・在院日数共に短縮する。	

Results	  in	  the	  Context	  of	  Others	  
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Weaknesses	  
•  study	  fa?gue & 資金不足により目標の	  Sample 

sizeに到達出来ず、Subgroup解析も出来なか
った。　　　　　　　	  

•  気管切開が必要になるかもしれない患者を　
　選択する明確な基準はなく、各臨床医の判
断に任せた事も気管切開の未施行などにつ
ながったのかもしれない。	

•  資金不足の問題から、長期的な追跡も出来
なかった。	

32	  
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Implica?ons	  
•  2群間で全死亡率の統計学的な差は無かった。	  

•  しかし、待つ事によって全体で1/3の患者は気管切
開という侵襲を受けずに済んだ。	

•  ICU滞在期間や在院日数に差がないのであれば、 
 気管切開のタイミングを少なくとも10日以降に遅
らせた方が良いかもしれない。	

•  臨床医の判断能力も非常に重要である。	
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Conclusions	  

•  英国の人工呼吸管理下の成人ICU患者に対し
て早期に気管切開を行っても、30日全死亡率や
　その他の結果と関係がなかった。	

•  個々の患者の人工呼吸装着期間を予測する　
　正確な手段がないうちは、早期の気管切開は
　避けるべきである。	
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Editorial	
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•  気管切開のタイミングに関するエビデンスは
　少なく、単一施設での結果が利用されて
きた。	

•  急性期施設の増加や経皮的デバイスの登
場により早期の気管切開がより行われるよ
うになった。	  

•  TerragniらのItalian	  study,	  2010では待機的
な気管切開を行うことを支持している。	
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•  この研究ではSample	  sizeに届かなかったが、結果
とはあまり関係がないように思われる。	

•  人工呼吸管理期間の延長を予測する事は　困難
であり、適当な手段が見つかるまでは　　気管切開
は10日以降に遅らせるべきである。	

•  米国に関しては保険制度の見直しも必要になっ
て来るかもしれない。	

　　－米国では気管切開に対して高い払戻金が支払　	

　　　 われており、今回の結果を踏まえるならば、早期　	

　　　 の気管切開による病院の収益と患者の不利益を 	

          考えなければいけない。	  
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感想	
•  Sample	  sizeが目標に届いていない	

　⇒有意差が検出出来なかったかもしれない。	

　　 また、Subgroup解析が出来なかった。	

	

•  Blindが出来ない。各疾患の治療を臨床医に任せている	

　⇒介入がBlindでは出来ない、各臨床医により治療に　　　	  
	  	  	  	  	  	  	  差が出ているかもしれない。	

	

•  患者が内科疾患、ICU緊急入室が多い	

　⇒当施設と比較し、患者層が異なっている。	

	

•  Late群において規定の期間内に施行された患者が少ない	

　⇒気管切開の適応となる患者を選択する事は困難である。	  


