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ARDSにおける肺保護戦略

【これ以上に肺を悪化させない！】

①人工呼吸器戦略としての肺保護

②水分バランス戦略としての肺保護

③理学療法戦略としての肺保護(ex.腹臥位)
④体外循環による肺保護(ex.ECMO)
⑤薬物治療による肺保護

が、考えられているが！



ARDSにおける肺保護戦略

【これ以上に肺を悪化させない！】

①人工呼吸器戦略としての肺保護

②水分バランス戦略としての肺保護

③理学療法戦略としての肺保護

④体外循環による肺保護

⑤薬物治療による肺保護

に強いエビデンスをもつ。



肺保護換気戦略

Low tidal strategy

PEEP

ScientificWorldJournal 2014;2014:852356



ARDS患者に対して

は有用とされている。

ARDSにおける肺保護戦略
（人工呼吸器）

lower tidal volumes 
higher PEEPs
lower plateau pressures   

N Engl J Med 1998;338:347-54



低用量換気は、traditionalな換気に比べ、
院内死亡率の減少、人工呼吸器の使用日数の減少がみられた。

・design：RCT
・対象：ARDS/ALI患者
・Lower tidal volume

:6ml/kg,<30cmH2O
Traditional tidal volume

:12ml/kg,<50cmH2O
・The first primary outcome

:180日時点での
人工呼吸器未装着下の
自宅生存率

lower tidal volumes N Engl J Med 2000;342:1301-1308



ARDS患者において、

High PEEPは、院内死亡率・ICU死亡率の減少がみられた。

JAMA 2010;303(9):865-873

Ｃ

higher PEEPs 

design：RCT



それ以外の治療

• High-Frequency Oscillatory Ventilation
死亡率悪化 BMJ 2010;340:C 2327
死亡率に影響なし N Engl J Med2013;368:795-805

• Prone Position
P/F比150未満の重症ARDSのみ死亡率改善、ただ合併症…

N Engl J Med2013;368:2159-2168
• Neuromusclar Blocking Agents

P/F比150未満の重症ARDSのみ死亡率改善

N Engl J Med2013;363:1107-111                 



今回のターゲットは・・・

ΔP



＊CRS：respiratory-system compliance

Driving pressure （ΔP）とは

ΔP=Pplat-PEEP  ⇒ ΔP=VT/CRS

PEEP

Ppeak

Pplat

ΔP

オーバー
シュート

(sec)

(cmH2O)

Controlled ventilation時のみ、以下が成立する。



背景

• ARDS患者に対して、
lower tidal volumes 
higher PEEPs
lower plateau pressures     は有用とされているが

各要素の相対的な重要性は明らかにされていない!

CRSが、肺の機能が残存している部分の容量
(機能的肺容量)と強く関連をもつ。

理由



に注目！！

ΔP(=VT/CRS)の関係

そこで・・・



背景

• ARDS患者に対して、
lower tidal volumes 
higher PEEPs
lower plateau pressures     は有用とされているが

各要素の相対的な重要性は明らかにされていない!

CRSが、肺の機能が残存している部分の容量
(機能的肺容量)と強く関連をもつ。

理由

ＶＴ



仮定（目的）

VT : 予測体重（健常人）から算出される肺容量
→ただARDS患者は、
機能的肺容量の割合が著しく少ないため、正しくない。

↓
①CRSを用いて、VTを標準化
②機能的肺容量を示す係数として、

ARDS患者には、VTだけを指標とするよりも
ΔP（=VT/CRS）との併用が適切なのでは?

↓

ΔPの変化の程度が、単独的にPEEPやVTに比べ

生存率により強く影響を与えるのではないか



方法

【対象】
今まで報告された無作為化試験9件に登録されたARDS患者
全3562例

[Lower vs. Higher VT-trials]
・Amato al.
・Stewart et al.
・Brochard et al.
・Brower et al.
・ARDSnetVT

[Higher vs. Lower PEEP-trials]
・ARDSnetPEEP
・EXPRESS
・LOVS
・Talmor et al.



方法①《多変量COX後ろ向きモデル》

【手順】
①VT制限換気の早期無作為化臨床試験4つから、

ARDS患者のコホートデータ(n=336)の生存予測モデルを作成。
[Hypothesis generation sample]

② Lower vs. Higher VT-trialsの規模が大きい無作為化臨床試験から、
ARDS患者の検証コホートデータ(n=861)のモデルを検査し、洗練。
[a first validation sample]

③ Higher vs. Lower PEEP-trialsの無作為化臨床試験4つから、
より最近のARDS患者の検証コホートデータ(n=2365)のモデルを検査
[a second validation sample]

Amato al.
Stewart et al.

Brochard et al.
Brower et al.

ARDSnetVT

ARDSnetPEEP
EXPRESS

LOVS             
Talmor et al.

[１]まずは多変量解析をし、各変数における
60日間の病院生存率を算出

死亡リスク因子の選出

死亡リスク因子の洗練



方法①《多変量COX後ろ向きモデル》

【主要転帰】

60日間の病院生存率のRelative risk(1-SD増加時)

【除外】(3%以内)
PSVコントロール
呼吸器設定≦RR  ⇒ 自発呼吸がある

【死亡リスク因子の選出】

baseline severity of illness  (e.g. APACHE or SAPS,PaO2/FIO2)

ventilation variables            (e.g. VT,plateau pressure)



①類似したPEEPを施行したPtを10群に分類
②各群を更に、ΔP値で、5つに分類(10×5)
③ΔPが同じ群10個を統合

↓
2階層化をすることで、

PEEPの平均値にmatchし、ΔP平均とは異なる
subsample群が作成される。

Double-stratification

[2]次にResamplingをし、各群の死亡リスクを調査

方法①《多変量COX後ろ向きモデル》



Resampling First stratified Second stratified

A PEEP ΔP
B ΔP Higher PEEP
C Plateau-pressure Higher PEEP
D Plateau-pressure Low VT

E Plateau-pressure Low VT

方法①《多変量COX後ろ向きモデル》

【全Resampling詳細】



方法②《マルチレベル媒介分析》

【媒介分析】

マルチレベル媒介分析

【分析因子】

PEEP, plateau pressure, ΔP, VT
【使用ソフト】

Rソフトウェア(version2.10.1),SPSSソフトウェア
【主要転帰】

60日間の病院生存率のRelative risk

マルチレベル媒介分析にて

無作為化後の変数変化とsurvival effectとの関連を調査



STEP1

STEP2

STEP3＆4

ベースラインの疾患の重症度を考慮した後、
無作為化が生存に影響するかを検証

無作為化後に各変数を変動させた後の
Survial effectを確認

各変数を変動させた後のSurvival effectを確認
Elastance(弾性：コンプライアンスの逆）の校正

ベースラインの肺疾患の重症度による交絡を最小限に抑えた上での

無作為化後の人工呼吸器設定の変数の変化における単独効果

方法②《マルチレベル媒介分析》



結果①《多変量COX後ろ向きモデル》

Age, Risk of death,Day1 ΔPの1-SDの増加は、有意に死亡リスクが高い因子であるといえる。

Risk of death : APCHEⅡ・Ⅲ/SAPSⅡ



換気係数のうち、ΔPの1-SD（7cmH2O）の増加は、死亡リスクに最も強い関連をもつ

結果①《多変量COX後ろ向きモデル》

ΔP
と

の

共

変
数



結果①補足
≪保護的換気設定下の患者生存率≫

保護的換気下においても、ΔPが高い群に比べΔPが低い群の方に有意ある生存率の改善がみられ、
プラトー圧、一回換気量では、有意差がなかった。⇒ low tidal volumeによる生存率改善を否定

Median values:
ΔP ：13cmH2O
PPLAT ：26cmH2O 
VT ：6ml/kg(PBW)

有意差



・高プラトー圧は、ΔPが高い時とPEEPが高い時にみられる。

・死亡率が高いのは、高プラトー圧のうちΔPが高い時のみ。

結果②《Resample》
Resampling A-C

Low VT時は、ΔPが低い時のみ、死亡リスクが減少する。

気
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圧
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高PEEP時は、ΔPが低い時のみ、死亡リスクが減少する。

結果②《Resample》
Resampling A-C
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各CRS値に対するＶＴを計測時（ΔPに注目した時）のみ、死亡リスクと相互関係が確認できた。
⇒ΔＰ=ＶＴ/CRS が成立することを示した。

結果②《Resample》
Resampling D/E

VT/PBW(ml/kg)を減少させたら、死亡リスクに変動はみられなかった。

VT/CRS（=ΔP）を減少せたら、死亡リスクに変動がみられた。
⇒CRSが死亡リスクに変動を及ぼす



結果③《ΔP》

ΔPの増加に伴い、死亡リスクの増加がみられた。



結果③ 《VT》補足

ΔPの増加に伴い、Barotraumaの増加が有意にみられた。
PBWを用いたVTの増加では、Barotrauma一定であった。

Barotrauma:
pneumothorax requirirng cheast tube drainage



結果④《マルチレベル媒介分析》

無作為後の
ΔPの変化に、
survival effectとの
独立した関連は

認められた。

Mediation : Lower vs Higher VT trials
Tested mediator : ΔP

ΔPの媒介効果は、
74%であった。



結果④《マルチレベル媒介分析》
Mediation : Higher vs Lower PEEP trials
Tested mediator : ΔP

ΔPの媒介効果は、
45%であった。

無作為後の
ΔPの変化に、
survival effectとの
独立した関連は

認められた。



結果④《マルチレベル媒介分析》

無作為後の
VTの変化に、
survival effectとの
独立した関連は

認められない。

VTは、
独立因子とは

考えられない。

Mediation : Lower vs Higher VT trials
Tested mediator : VT



結果④《マルチレベル媒介分析》

無作為後の
PEEPの変化に、
survival effectとの
独立した関連は

認められない。

PEEPは、
独立因子とは

考えられない。

Mediation           : Higher vs Lower PEEP trials
Tested mediator : PEEP



【多変量後向きCoxモデル】
• Age, Risk of death,Day1 ΔPは、有意に死亡リスクが高い因子
• ΔPは、換気変数の中で死亡リスクに最も強い関連をもつ独立因子
• High PEEPやlow VtはΔPが低い時のみ、死亡リスクの減少がみられる。
• CRSから規定したVTのみ、生存率とbarotraumaとの関係性をもつ。

• 機能的肺容量は、予想体重よりもCRSによって決められる。

【マルチレベル媒介分析】
• 無作為化後のVtまたはPEEPの変化に、survival effectとの関連は認められない。

= VＴまたPEEPは、生存との独立した関連をもつ因子ではない。
• 無作為化後のΔPの変化に、 survival effectとの関連は認められる。
＝ΔPは、生存率に影響する独立因子である。

結果まとめ



Limitation

• ΔPの解釈が困難
：①活動的な自発呼吸がある時

②強い呼吸努力を用いる時

• 調査範囲が狭い
• ΔPの勾配を直接的に推測できない（実際RCTしていない）

• CRSが低い患者には、関連しないのではないか

• 高PEEP∝生存率が一致しないのは、
PEEPの有効性が肺のmechanicsに依存するから



結論

多変量解析より

• ΔPは死亡リスクと最も関係のある
換気変数であることが明らかとなった。

マルチレベル媒介分析より

• 人工呼吸器設定の変更によるΔPの低下は、
生存の改善と深く関連していた。



私見

・除外項目に自発呼吸がある人として

呼吸器設定≦RR を考えているが…
・Figure2よりΔP＝15cmH2Oが一つの目安？
・低VTが一番容易的にΔPを低くすることができ
るが、CO2貯留問題発生するため、CRSを考慮

したPEEP設定が重要になる。
・ PAV＋を用いる事で自発呼吸下においても、
本研究を活用できるかもしれない。


