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蘇生後患者に対する体温管理の目的	

•  心停止蘇生後の高体温は神経学的予後不良と関連
していそう、というのが近年の流れ。	  

	   	   	  　　　　Ann	  Intern	  Med	  2001;161:2007-‐12	  
	   	   	  　　 	  　　Resuscita8on	  2013;84:1062-‐7	  

•  高体温を避けるだけでよい？何度以下？	  
•  低体温にすると、「もっと」よい？	  
•  具体的な目標温度は・・・？	  
•  いつから、いつまで、どんな患者に・・・？	  

⇒適切で具体的な体温管理の適応・方法はまだ未解決	



体温管理の方法	

①常温療法（an8-‐hyperthermia,	  induced	  normothermia）	  
•  高体温を避ける：35～37℃での管理	  

②低体温療法（therapeu8c	  hypothermia）	  
•  心停止蘇生後症例に対しての最初の報告は1958年	  
	  	  　 	   	   	   	   	  　　　Ann	  Surg	  1958;148:462-‐68	  

•  1980年代には30℃以下のdeep	  hypothermiaについても検証
されたが、結果は思わしくなくあまり普及しなかった。	  

•  32～34℃（mild	  hypothermia）での管理では有効な可能性が
言われ始め1990年代から再度注目されるようになった。	  



•  2002年、同時にRandomized	  control	  trialが発表	  
•  エビデンスの中心を担っている	

N	  Engl	  J	  Med	  2002;346:549–556	
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神経学的予後も、
全死亡率も改善	  
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Neurologic	  funcIon:	  CPCで評価	



神経学的予後が改善	
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院外心停止(初回リズムがVF[ClassⅠ, LOE B]、無脈
性電気活動、心静止[ClassⅡb, LOE B])後に自己心
拍が再開した昏睡状態の患者に対しては、低体温療
法(12-24時間32℃-34℃に冷却)を行うべき。	

Mary Ann Peberdy, et al. Post-Cardiac Arrest Care:Circulation. 2010;122:S768-S786	
2013.02.19. 勉強会	

現在の低体温療法の位置づけ ex)	  AHA	  guideline	



l 2009年にSociety	  of	  CriIcal	  Care	  Medicine,	  
European	  Society	  of	  Intensive	  Care	  Medicineなど
5学会によるconsensus	  conferenceが開催	  

l 方法が多様だった「TherapeuIc	  Hypothermia」を
「Targeted	  Temperature	  Management	  （TTM）」と
いう用語に統一	  

l 「導入、維持、復温」を詳細にプロファイル化する
ことで研究の比較・評価を容易にする	



Conference後に発表された研究①の筆頭著者らによる
Review	

N Engl J Med 2010;363:1256-64.	

詳細は、ICU勉強会（2013.02.19）参照	

大きなreviewとしては最新のもの	
Circulation. 2013;127:244-250.	
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～おまけ～	  
慈恵ICU向けにアレンジしたTTMの一例	
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低体温療法を導入してからの時間(hr)	

導入	
体表冷却：アイスパッド，クーリングブランケット等	

深部冷却：1℃食塩水又は4℃の乳酸リンゲル液 の	
         急速静注(30ml/kg/30min)　	

　　　　→深部体温が32℃になるまで	
・鎮静：ミダゾラム0.15mg/kg/hr 持続静注.目標：RASS-4〜-5	
・鎮痛：フェンタニル2.5μg/kg/hr 持続静注	

・筋弛緩：ロクロニウム0.5mg/kg単回投与後 0.5mg/kg/hr 持続静注	

維持	
導入から24時間まで冷却を継続	

・MAP>65-100mmHg	
・SpO2：94-96%	

・FiO2：目標SpO2値になるまで下げる	
・PaCO2：40-45mmHg，EtCO2：35-40mmHg	
・電解質：4-6時間毎に測定	

　K>3.5mEq/L，Mg，P適宜補正	
・血糖値の管理	

・感染：疑われる時は広域の抗菌薬を使用	

復温	
導入から24時間後に開始	

・0.25-0.4℃/hrで加温	

・鎮静薬，鎮痛薬，筋弛緩薬は	
　 目標体温37℃に達するまで継続	

・クーリング時の機械は48時間装着継続	
・血圧低下，高K血症，低血糖，発熱に注意	

・復温前4時間はKの補正はしない	

正常体温	
37℃に達してから72時間後に神経学的評価	



低体温療法は、半ば「常識」のように
世界中で試みられてきた・・・	

でも、そもそもの根拠をもう一度検証してみる	



①	 ②	

N	  (enrollment)	 273	  (3246)	 77	  (85)	

SeNng	 9	  ICUs,	  Europe	 4	  ICUs,	  Australia	

Randomiza8on	 Computer	  generated	 The	  day	  of	  the	  month	

Blind	 only	  Assessor	  	 only	  Assessor	  	

Age	  (years)	 18-‐75	  	 Male:	  18	  <,	  female:	  50	  <	

Ini8al	  cardiac	  rhythm	 Witnessed	  
VF	  or	  nonperfusing	  VT	

VF	  at	  the	  8me	  of	  arrival	  of	  
the	  ambulance	

Cooling　method	 external	  
Start:	  <	  8hr	  	  

Target:	  32-‐34℃	  	  
Dura8on:	  24hr	  
Rewarming:	  8hr	

external	  
Start:	  <	  2.5hr	  
Target:	  33℃	  
Dura8on:	  12hr	  
Rewarming:	  6hr	

Outcome	 Neurologic	  func8on,	  
180	  day	  mortality	  

Neurologic	  func8on	  at	  
hospital	  discharge	

先行2研究の比較	



Inclusion/Exclusion	  criteria（研究①）	
＜Inclusion＞	  
•  循環虚脱から最初の救急チームによるCPRまで5-‐15分	  
•  60分以内に自己心拍による循環が確立	  
	  
＜Exclusion＞	  
•  来院時の鼓膜音30℃以下	  
•  CPA前から薬物による中枢神経抑制あり	  
•  妊娠中	  
•  ランダム化前に指示オーダーが入った	  
•  ランダム化前にMAP:	  60mmHg以下が30分以上	  
•  ランダム化前にSpO2:	  85％以下が15分以上	  
•  終末期患者	  
•  その他の研究に参加している	  
•  救急隊が到着した後に心停止した場合	  
•  既知の凝固障害（投薬による場合は除く）　　　　　　	  

⇒3246人の登録のうち、解析にまわったのはたった275人（≒8.5％）	  



Exclusion	  criteria（研究②）	

•  Epinephrine投与下でSBP90mmHg以下の心
原性ショック	  

•  他の原因による昏睡の可能性がある場合
（過量服薬、頭部外傷、脳血管障害）	  

•  ICU	  bed	  が使えない状況の時	  



問題点抽出から追加研究へ	

ü  サンプルサイズ	  
　　　⇒Powerも算出して必要十分な大きさの規模で検討	  

ü  inclusion/exclusion	  criteria	  
　　　⇒集団選択性を低くして、もう少し間口を広げる。	  

ü  解析者以外は盲検化されていない	  
　　　⇒現場医師の盲検化は困難かもしれない。	  

ü  コントロール群の体温管理	  
　　　⇒コントロール群も37℃を超えない管理ではどうか？	  

ü  Main	  outcomeがNeurologic	  funcIon	  
　　　⇒客観性の向上のためには、Primary	  outcomeは死亡率の方がbeZer	  
	  
ü  死因の詳細な記載なし。延命治療中止の場合、長期的な予後評価が困難	  
　　　⇒延命治療中止プロトコルを採用し、治療中止となった詳細を調査する	  



Mild	  hypothermia	  VS.	  AnI-‐hyperthermia	

N Engl J Med 2013;369:2197-206.	



Methods	
【Design】	  prospecIve	  RCT　	  
【Period】	  Nov.	  2010-‐Jan.	  2013	  
【Se^ng】	  36	  ICUs	  in	  Europe	  and	  Australia	  
【PaIents】　N：1431	  enrollment⇒950	  randomizaIon	  
	  1.	  Age	  ≥18	  years.	  
	  2.	  Out	  of	  hospital	  cardiac	  arrest	  of	  presumed	  cardiac	  cause.	  
	  3.	  Sustained	  return	  of	  spontaneous	  circulaIon	  (ROSC).	  
	  4.	  Unconsciousness	  (GCS	  <8)	  aber	  sustained	  ROSC	
    (paIents	  not	  able	  to	  obey	  verbal	  commands)	  
【Outcome】	  
	  Primary:	  all-‐cause	  mortality	  thtough	  the	  end	  of	  the	  trial	  
	  Secondary:	  Poor	  neurologic	  funcIon(CPC,	  mRS)	  or	  death 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  at	  180	  days	



Methods	
＊Exclusion	  criteria	  
	  
1.	  Obvious	  or	  suspected	  pregnancy	  
2.	  Known	  bleeding	  diathesis	  (medically	  induced	  coagulopathy	  	  
　　(e.g.	  warfarin,	  clopidogrel)does	  not	  exclude	  the	  paIent).	  
3.	  Suspected	  or	  confirmed	  acute	  intracranial	  bleeding	  
4.	  Suspected	  or	  confirmed	  acute	  stroke	  
5.	  Unwitnessed	  cardiac	  arrest	  with	  iniIal	  rhythm	  asystole	  
6.	  Known	  limitaIons	  in	  therapy	  and	  Do	  Not	  Resuscitate-‐order	  
7.	  Known	  disease	  making	  180	  days	  survival	  unlikely	  
8.	  Known	  pre-‐arrest	  Cerebral	  Performance	  Category	  3	  or	  4	  
9.	  >4	  hours	  (240	  minutes)	  from	  ROSC	  to	  screening	  
10.	  Systolic	  blood	  pressure	  <80	  mm	  Hg	  in	  spite	  of	  fluid	  loading	  
　/vasopressor	  and/or	  inotropic	  medicaIon/intra	  aorIc	  balloon	  pump	  
11.	  Temperature	  on	  admission	  <30℃.	



Methods	
＜RandomizaIon＞	  
•  computer-‐generated	  assignment,	  1:1	  raIo	  
•  Center-‐straIfied,	  block-‐permuted	  
	  
＜Blinding＞	  
•  Caregivers:	  unblinded	  
•  PaIents	  and	  representaIves:	  blinded	  
•  Outcome	  assessors,	  staIsIcians:	  blinded	  
	  
＜StaIsIcal	  analysis＞	  
•  IntenIon-‐to-‐treat	  
•  Power	  90%,	  HR(death)	  in	  the	  TTM(33℃)	  20%↓⇒N=850	  	  
	  	  	  	  	  （実際は950例を解析）	  
•  Wilcoxon-‐signed-‐rank	  test,	  log	  rank	  test,	  logisIc	  regression	  and	  

Cox	  analyses	  	  



Methods	



Methods	



Method（Trial	  intervenIon）	

・両群とも鎮静と挿管下の人工呼吸を行う。	  
・中枢温：膀胱、食道、血液温（S-‐Gカテ）のいずれか。	  
・冷却は氷冷輸液、氷嚢、血管内or体表冷却装置を用いた。	  
・初期体温が30-‐33℃の場合は両群とも33℃まで0.5℃/hrで
加温した。	  
・36℃の群の患者で33-‐36℃の場合は受動的な加温をした。	  
・28時間後より両群ともに37℃まで0.5℃/hrの加温を行った。	  
・36時間後より鎮静は中止または漸減した。	  
・72時間までは37.5℃以下に維持。解熱薬の使用可	  

	



Methods	
＜Follow	  up	  and	  outcomes＞	  
・介入72時間後のneurologic	  prognosis評価	  
・EvaluaIon	  tool:	  GCS-‐M	  score,	  EEG,	  SSEPs	  
	  [Life	  sustaining	  therapyの中止基準]	  



Methods	
＜Follow	  up	  and	  outcomes＞	  
・All	  surviving	  paIents	  were	  followed	  unIl	  180	  days	  	  
・EvaluaIon	  score:	  CPC,	  mRS,	  MMSE	  
	

CPC：Cerebral	  Peformance	  Categories	  scale	  
mRS：modified	  Rankin	  scale	  
MMSE：Mini	  Mental	  State	  ExaminaIon	



Result	



Result	



Result	

Mean	  period	  of	  follow	  up:	  256days	



Brain	  dead以下は「のべ」のN	 両群でmedian	

Day10以内にWLSTとなるのに両群で差なし。HR：1.11（0.88-‐1.40）,	  p=0.38	



Result	



Result	

・Adverse　Events　	  
有意なものは33℃群でhypokalemia(19%	  vs.	  13%,	  p=0.02)のみ	  

	



Result	

CPC,	  mRSともに	  
各gradeの分布も	  
両群で有意差なし	



Conclusion	



先行2研究との違い	

ü  Powerを算出して十分なサンプルサイズでの研究。	  

ü  対象となるIniIal	  cardiac	  rhythmはVF/VTと限らず、cardiac	  arrest	  of	  
presumed	  cardiac	  causeである。	  

ü  コントロール群も体温管理を行い、37℃を超えないanI-‐hyperthermia群
とした。	  

	  
ü  Primary	  outcomeは死亡率として客観性を向上。	  
	  
ü  延命治療中止プロトコルを採用し、治療中止となった詳細を調査。	  

	  
先行2研究より時間を経たことで、研究集中治療管理の進歩により死亡率
が改善し、低体温療法の潜在的有益性が減少してしまった可能性もある。	  



Discussion	  and	  LimitaIon	  	

・目標体温として本当に33℃が適切かどうかは不明	  
・hypothermiaによるriskやbenefitはsubgroupにより結果
が異なってくる可能性はある	  
	  
・先行研究と同様に、Caregiverは盲検化できなかった 
・一部の国で、倫理的背景からランダム化の前の時点で
法的代理人から書面で同意を得ることを決めたため、か
なりの患者を除外させざるをえなかった 
・鎮静薬、筋弛緩薬の使用における詳細なデータがない 
	



私見	

•  先行研究の問題点を改善した大規模研究で、これまでと結果が
覆ったため、ガイドラインの推奨度が変更される可能性が高そう	  

•  とは言ってもMild	  hypothermiaの恩恵を受ける患者群の可能性に
ついては全く否定されたわけではないので、追加の検討が必要	  

•  Mild	  hypothermiaを導入するかどうかについてはiniIal	  rhythmが
重要視されてきたが、本研究からはshockableかどうかは無関係
だった。「rhythmなんて関係ない」というのが何となくしっくりきた	  

•  「高体温を避ける管理」でよいのかもしれない。同様の規模で
「36℃	  vs.	  not-‐TTM」を検証することが必要だが、倫理的に可能か
どうか・・・	  


