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背景	

●急性呼吸窮迫症候群（ARDS）患者への腹臥位療法の	

    最初の報告は1974年のBryanら．     Am Rev Respir Dis 1974; 110: 143-4	

	

●腹臥位にすることで明らかな予後の改善は認められなかった．　　　　　　　　　　　　　　　	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        N Engl J Med 2001;345:568-73	

●ARDS患者に対する腹臥位療法は呼吸器関連肺障害を	

    予防する．　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Crit Care Med 2005;33:2162-71	

●人工呼吸器管理が必要なARDS患者を腹臥位で	

　　管理することで酸素化が改善される．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

●サブグループ解析では，重症ARDS患者に対する	

    腹臥位療法は生存率を著明に改善させる.  	

                                                                                                          Intensive Care Med 
2010;36:585-99	

	

	

	

	



研究デザイン：多施設共同RCT(イタリア28施設, スイス2施設)	
対象：ALI/ARDS患者304人	
方法：1日6時間以上,10日間腹臥位療法をとる腹臥位群152人と仰臥位群152人を比較	

	

	

腹臥位療法を行うことでP/F比は上昇し酸素化は改善したが，死亡率に有意差なし．	



1人の患者につき	
治療中新たに生じた褥瘡の数は	
腹臥位群で多く，有意差がある．	

腹臥位をとることにより	
様々な合併症が起こりうる.	



●結果	
腹臥位療法を開始してから	
1-3日目のP/F比と両群の	
meanP/F比をみると，	
腹臥位群で酸素化の改善を	
認める．	

●研究デザイン	
 システマティックレビュー	
●対象	
2009年09までに報告された	
10報RCT，1867例のメタ解析	
●方法	
人工呼吸器管理を要する患者を	
腹臥位又は仰臥位で	
管理した時の死亡率の比較	

Sud S, Friedrich JO, Taccone P, et al.	
Intensive Care Med (2010) 36:585–599	

Effect of prone ventilation on PaO2 /FiO2  on postrandomization calendar days 1–3.	
Ratio of means = mean PaO2/FiO2 in the prone group /mean PaO2/FiO2 in the supine group.	



全患者における死亡率は，	
腹臥位群と仰臥位群で有意差なし．	
	
	
	
サブグループ解析	
中等度低酸素血症（P/F<300）群と	
重症低酸素血症（P/F<100）群の	
死亡率を比較	
	
	
	
中等度群では死亡率に有意差なし	
重症群では死亡率の低下あり．	

Sud S, Friedrich JO, Taccone P, et al.	
Intensive Care Med (2010) 36:585–599	

Effect of prone ventilation on mortality	



Sud S, Friedrich JO, Taccone P, et al.	
Intensive Care Med (2010) 36:585–599	

腹臥療法を行うことで	
圧潰瘍の発生，挿管チューブの閉塞のリスクが上昇する.	



今回の研究の目的	

●重症度の高いARDS患者を選択する	

	

●早期に腹臥位療法を導入する	

	

●患者の死亡率が低下するかどうか	

	

●腹臥位による合併症はどうか	



方法①	

【患者選択】	

重症ARDS＊として気管挿管されており，	

人工呼吸管理の開始から36時間以内の466人．	

	

＊ARDSの診断	

•  American-European Consensus Conference 	

   (AJRCCM1994)の基準に基づく	

•  ICUに入室し人工呼吸器を装着してから	

　12-24時間後重症ARDSかどうか診断	



腹臥位療法(PROSEVA study)の 
除外項目	

① 頭蓋内圧亢進（>30mmHg）	

    もしくは脳還流圧低下（<60mmHg）	

② 侵襲的処置が必要な大量出血	

③ 15日以内の気管・胸部手術	

④ 15日以内の顔面の外傷・外科手術	

⑤ 深部静脈血栓症もしくは2日以内の肺塞栓加療	

⑥ 2日以内の心臓ペースメーカー植え込み術	

⑦ 四肢・胸郭・骨盤の骨折・脱臼	

⑧ 心血管作動薬を使用しても平均動脈圧が70mmHg以下	

⑨ 妊娠	

⑩ 前面1本の胸腔ドレーンで管理する気胸	



方法②	

PROSEVA study	

	

【研究デザイン】	

●多施設共同	

     フランス26施設，スペイン1施設．	

     共に5年間以上の腹臥位療法の経験がある	

●前向き無作為化対照試験	

●期間：2008年1月1日〜2011年7月25日	

	



方法③	

【解析】	
●腹臥位によって死亡率が60％から45％に	
   15％低下すると仮定	
	
●検出力90％，αエラー5%の設定で計算された	
   サンプルサイズ：456人	
	
●盲検化：統計解析者のみ．割付はwebで行われた．	
	
●解析：ITT(Intention-to-Treat)のみ 

	



方法④	
	
【主要転帰】	
28日死亡率(Kaplan-Meier，log-rank test)	
	

【二次評価項目】	
90日死亡率，抜管の成功率，ICU滞在日数，合併症，	
非侵襲的人工呼吸器の使用, 気管切開を施行率	
	

臓器不全がない日数，呼吸器設定，動脈血ガス分析，	
無作為割付後１週間の呼吸器設定	



14	

プロトコール①	

重症ARDSの基準	

●腹臥位群(237人)	
 24時間のうち	
 16時間以上連続して	
 腹臥位を保持.	
 一度仰臥位に戻し，	
 再び16時間以上	
 腹臥位とするセッションを	
 繰り返す	
	
●仰臥位群(229人)	
24時間仰臥位を維持する	
	



15	

プロトコール②	

●呼吸器設定	
 BGAでpH 7.20-7.45	
 を目標とする	
 (腹臥位群においては	
 仰臥位になった後	
 4時間以内に評価する)	

●セッションを終了する基準	



16	

プロトコール③	

●呼吸器のウィーニング・抜管基準	



プロトコール④	

腹臥位療法を中止する基準	
●腹臥位に体位変換後，	

    仰臥位に比べてP/F比 が20%低下した時	

●合併症が生じた時	

•  計画外抜管	

•  主気管支挿管	

•  挿管チューブの閉塞	

•  FiO2：1.0の条件で5分以上のSpO2<85%又はPaO2<55mmHg	

•  喀血	

•  心停止	

•  1分以上のHR<30bpm	

•  5分以上のSBP<60mmHgの持続	

•  他，致死的な合併症であり臨床医が中止すべきと判断した時	



結果（患者選択）	



結果（患者選択）	



結果（患者背景）	

●挿管から割り付けまでに要した時間の平均	
   腹臥位群：33±24時間	
   仰臥位群：31±26時間.	
●腹臥位群の腹臥位セッション	
   平均4±4回施行された．	
　 1回平均17±3時間であった.	

SOFA score，筋弛緩薬の使用，昇圧剤の使用	
以外の項目は２群間の患者背景は似ている	



結果(主要転帰)	

SOFA scoreについて	
調節を行なっても，	
	
28日死亡率は	
腹臥位群の方が低い．	

Primary	



結果(二次評価項目)	

SOFA scoreについて調節を	
行なっても，90日死亡率は	
腹臥位群の方が低い．	

重症ARDSの患者において，	
腹臥位療法は	
28日死亡率，90日死亡率を	
有意に減少させた．	

90日の時点で抜管に成功した	
患者の割合及び	
呼吸器なしの日数には有意差あり.	
他の項目には有意差なし．	



患者背景において 
二群間で差があった項目 
・SOFA score 
・筋弛緩薬の使用 
・昇圧剤の使用 
について 
 
Cox比例ハザードモデルで 
解析を行っても． 
28日，90日死亡率は 
腹臥位群で低い． 

結果(補足)	



結果(合併症の発生率)	

合併症については、	
心停止の発生率にのみ	
有意差が認められ，	
仰臥位群に多く発生． 
 
 
今回褥瘡についての	
記載なし．	



Discussion①	

結果に関与する要因を検討する.	

	

1. 重症度の高いARDS患者を選択した.	

→重症度判定は，ARDSと診断され，機械換気を	

    開始した後12-24時間後に行なった.	

	

2. 腹臥位になることで肺内外圧を均一にすることが 
    できると言われている．	

→今回の研究では肺のリクルートメントについては 
    述べられていない．	



Discussion②	

3.過去の研究よりも腹臥位の時間を16時間と長くした．	

   介入期間の73%，2-3日に集中して施行した.	

→1日1回は仰臥位になるため，体位変換の効果か 
    腹臥位そのものの効果とは言い切れないか.	

4.肺保護を考慮し，過去の研究より一回換気量を	

   少なく，PplatRSを30cmH2Oより低く設定した．	

→今回呼吸器関連肺障害について述べられていない．	

	
 



Limitations	

●少数のICUにおいて，腹臥位療法が適応とされる	

   患者の記録漏れ及び原因不明の除外患者がいた．	

●輸液のインアウトバランスとカテコラミンの	

   用量の計算を含めていない．	

●SOFA score，筋弛緩薬の使用，昇圧剤の使用の結
果に差異があった． 

   しかしこれらの項目を調整した上でも，	

   腹臥位群での死亡率は明らかに低くなった．	



結論	

重症ARDS患者に対し 
1日のうち腹臥位を16時間保持することで	

28日死亡率と90日死亡率が有意に低下する.	



●合併症について	

過去の研究では，腹臥位にすることの合併症として	

圧潰瘍が挙げられていたが今回の研究では記載がない.	

 
●筋弛緩薬の使用について 
過去の研究で，人工呼吸器管理のARDS患者に筋弛緩薬を 
投与することで90日死亡率が改善するとの報告がある． 
                                                                                                             N Engl J Med 2010;363:1107-16 
今回の研究では筋弛緩薬の投与を含めた多変量解析を 
行っており，筋弛緩薬の投与とは関係なく死亡率を 
改善していると思われる．	

私見	



私見	

●腹臥位療法を当院で実践するには…	
•  ベット，クッション等の設備の準備	
•  圧潰瘍，褥瘡対策	
•  人員の確保	
•  腹臥位にする時間帯(勤務交代の関係等)	
•  プロトコール	
    (適応患者，呼吸器設定，終了基準，鎮静薬・筋弛緩薬の	
     使用等)	
	
体位変換時，長時間腹臥位を維持する時には様々な	
合併症が生じることが考えられる．	
上記事項を考慮し，スタッフ間で十分なシュミレーションを経て	
から実践することが望ましいと考えられる．	


