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小児における院外心停止後の低体温療法	



Introduc3on	



	

ü 院外心停止後にICUに入室した昏睡状態の患
者は死亡率も高く、神経学的予後も不良と一般
的に言われている	

	

　	

　しかし、近年まで心停止後の脳へのダメージを
予防する効果的治療法はなかった。	

　	

	

	

Rescuscitation　2013；84:1062-7	

そこで2002年発表されたのが低体温療法に関する２つのRCT	



低体温療法とは	

•  1930年代後半Fayにより重症頭部外傷患者に対し
て臨床応用が開始	  

	  
•  1950年代後半には心停止患者にも応用された	  

•  当時は体温管理が難しく不整脈や感染などの副
作用の併発により普及しなかった	  

•  しかし、実験・研究は続けられ1990年代には重症
頭部外傷や心停止後で低体温療法の有効性が
認められたことで、前向き臨床研究が行われるよう
に	  
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Design：mul3center,	  RCT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1996年3月～2001年1月	  
Se(ng：ヨーロッパ5か国の救急部　9施設	  
Pa+ents：VF/VTによる心停止から蘇生した18歳～75歳の患者　	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3551人を抽出　→　275人が登録	  
Interven+on/Control:	  
通常体温群138人　対　低体温群137人	  
（目標体温：32℃～34℃、冷却開始から24時間で8時間再度復温）で比較,
	  膀胱温で測定	  
Primary	  outcome:心停止6か月以内の神経学的転帰	  
Secondary	  outcome:	  
6か月以内の死亡率および7日以内の合併症発生率	  
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神経学的予後、死亡率 
共に軽度低体温群で改
善を認めた	



Design：mul3center,	  RCT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1996年9月～1999年6月	  
Se(ng：オーストラリア、メルボルンの救急部　４施設	  
Pa+ents：VFによる心停止から蘇生した患者　　	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84人が抽出　→　77人が登録	  
Interven+on/Control:	  
通常体温群43人　対　低体温群34人	  
（目標体温：33℃、12時間維持後6時間温め37℃まで復温）で比較,	  
	  膀胱温で測定	  
Primary	  outcome:	  
十分な神経学的機能での退院、もしくはリハビリ施設転院	  
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21/43(49%)　　9/34(26%)　p=0.046	

Hypothermia       Normothermia	

神経学的転帰は低体温群で 
より改善を認めた	



院外心停止後に心拍再開（VFからの心停止［ClassⅠ,LOE 
B] 、初回リズムが無脈性電気活動や心静止[ClassⅡB,LOE 
B]) 、また院内心停止後心拍再開した昏睡状態の患者に対し
ては、低体温療法（32℃‐34℃に12～24時間冷却する）を推
奨する。	

AHAガイドライン　2012	



その後はじめて報告された2012年の大規模RCTでは？	

TTM trial	



Design：multicenter,RCT 
Setting：ヨーロッパとオーストラリアのICU　36施設 
Patients：GCS＜８の18歳以上の患者　 
　　　　　　心原性心停止からの蘇生後20分以上心拍を認める 
　　　　　　　　　　　　　　　　　1431人が抽出　 →　950人が登録	
Intervention/Control：	
目標体温33℃群473人　対　36℃群466人　 
28時間後、各群で37℃まで0.5℃/時間の加温を行い、36時間後
に鎮静は終了するか減量された。 
心停止後72時間までは37.5℃以下で維持された 
Primary outcome： 
試験期間を通しての全死亡率 
Secondary outcome: 
CPCスケールとmRSで評価した180日時点での死亡または神経
学的機能不良	



33℃を目標とした温度管理群では 
36℃群と比較して有益性は認められなかった	



先行２研究とは何故違う結果が出たか？	

ü 両群共に積極的な介入により温度管理を行った	  
ü 先行２研究はサンプルサイズが小さく集団選択性

が低い	  
　　⇒サンプルサイズを大きく、除外項目を減らした	  

しかし、10年の間に集中治療管理の進歩により死亡
率が減少し潜在的有益性が減少した可能性もある。	





Methods	



Design：multicenter　RCT	

　　　　　置換ブロック法によるランダム化	

Setting：アメリカとカナダのPICU　３８施設	

	

Patients：	

心停止後、２分以上の心肺蘇生を必要とし、心拍再開
後人工換気を必要としている生後２日～１８歳の患者	

	

	

Therapeu3c　Hypothermia　aHer	  Pediatric	  Cardiac	  Arrest	  Out-‐of-‐hospital	  

(THAPCA-OH  　trial) 
	



＜Exclusion　ｃriteria＞	
1．親または法的後見人が英語/スペイン語を話せない	

2．ROSC/ROCの6時間以内にランダム化できない	  
3．ランダム化の前にGCSのMが5か6である	  
4．ランダム化の前にepinephrineまたはnorepinephrineが高用量の持
続で用いられている	  
5．ランダム化前に最近入院し2分以上のCPRを伴う心停止あり	  
6．余命1年以内の病気がある	  
7．蘇生しないなど延命治療への同意がない	  
8．脳、胸部、腹部に心停止に関連した外傷がある	  
9．ランダム化前に手に負えない出血がある	  
10．中枢温を32℃以下に氷水で下げたことがある	  
11．妊娠している	

	  
	  
	



＜Exclusion　ｃriteria＞	
12．調査団の判断で同時に参加している研究が効果的な治療を行う、	

　　　もしくは本プロトコルを実行するのに明らかに支障をきたす	

13．新生児仮死で生まれた	

14．心停止後NICUで治療されていた	

15．鎌状赤血球貧血症がある	

16．クリオグロブリン血症が存在する	

17．化学療法か放射線療法を現在行っている中枢神経系腫瘍がある	

18．血液量不足、下垂体やそれに関する状態による二次性の慢性低体	

　　　温で体温がずっと37℃以下である	

19．進行性変性脳症がある	

20．大きな熱傷、褥瘡、蜂窩織炎のような体表を直接冷やす事が禁忌と　	

　　なる、もしくは皮膚に傷がある状態である	

21．以前にTHAPCAtrialに参加したことがある	

	



Intervention:	

低体温群	

鎮静下にBlanketrolⅢを使用して４８時間３３℃を保
持し、その後３６．８℃まで１６時間以上かけて温めた。	

この体温は１２０時間の介入期間中維持された	

通常体温群　	

介入期間中３６．８℃に保持し続けること以外は全て
低体温群と同一の治療	

	

全ての患者に中枢温を見る２つのモニター（食道、直
腸、または膀胱）と体温管理機を使用	



Primary outcome：	

12ヶ月後の神経行動学的に良好な転帰	

（VABS-Ⅱで70点以上と定義、VABS-Ⅱで評価でき
ない人はPOPCかPCPCで評価）	

	

Secondary outcome：	

心停止後12ヶ月の生存率と	

心停止前と比べての神経行動学的変化	

Methods	



VABS-‐2	  
	  Vineland	  Adap+ve	  Behavior	  Scales-‐Second	  Edi+on　(Vineland-‐II)	  	

・適応行動全般を評価する
標準化尺度として最も国際
的に用いられているものの
１つ。	  
	  
・５つの領域で構成	  
	  
・下位領域の各質問事項に
おいて0～2の3段階で評価	  
	  
・全般的指標としての適応
行動得点は平均100	  



•  POPC？	

Pediatric　Overall　Performance　Category（POPC）	

今回は２以下で参加	



Pediatric　Cerebral　Performance　Category（PCPC）	



Statistical methods	

サンプルサイズ	
通常体温群で一次評価項目が15～35％と仮定し、絶
対的治療効果を15～20％として計算	
検出力85％	
αエラー　0.05/0.025（primary outcome/secondary 
outcome) 	
 ITT解析を使用	
	
一次評価項目と12か月後の死亡率については
Cochran-Mantel-Haenszel 検定	
VABS-Ⅱスコアの変化についてはMann-Whitney検定	
              	
 
　 
	



Results	



アメリカとカナダ　３８の
PICU施設	  
	  
2011年6月～2014年3月　	  
	  
　	  

Normothermia：140人	Hypothermia：155人	



患者背景	

Baselineに差は
認めなかった	

 
	



患者背景	

最初の心拍の８％がVF/VT	



Outcome	



Outcome	

12ヶ月後の神経行動学的に良好な転帰、生存率、神経行動学的
変化、すべて共に２群間に有意差はなかった	



Outcome	

生存期間は低体温群
が有意に長かった	

（149±14日vs119±14日、p＝0.04）	

P=0.04	



Discussion	



Ø 本研究では365日通して生存期間においては低
体温療法群に有意な差が認められたが１年後の
全死亡率には２群間に明らかな差はなかった。	

Ø 今回の結果は前回の成人の研究と矛盾しなかっ
た。	

	
Ø 早期の研究と比べて近年は今回と同様に通常体

温群で積極的に発熱を予防しているが、今回は
成人のものよりも介入期間が長かった。	

	
	
　	
	
	
	



Ø 成人の最近の研究では心停止の原因が心原性
であったが今回の集団の心停止の原因の72％
は呼吸器系であった。また、ショックの割合も少
なかった（８％ｖｓ８０％）	

Ø 最近の研究と早期の研究の違いとして説明でき
るのは、特に近年行われている管理された通常
体温は心停止の患者に有益であろうということ。	

	
Ø 近年行われた神経損傷リスクの高い新生児に

ECMOを使用した研究では低体温群と通常体温
群で結果や副作用に差はなかった。	

	

	

	
	
	
	



Ø 外傷性脳障害を負った小児についての研究で
は低体温療法は有効性を示せておらず、死亡率
が高い傾向を示している研究もある。	

Ø 心停止後の小児の体温管理の役割に関する問
いにはまだ答えは出ていない。	

	

Ø 低体温の管理期間を長くするか、短くするか、温
度を高く設定するか、低く設定するかといったこ
とについては今後の研究で修正が加えられてい
くだろう。	

	

	

	

	



私見	

•  有意差は認めなかったものの、2013年の成
人の研究と比べ低体温群は効果的であった
と感じる。	  

•  Inclusion/exclusion	  criteriaの調整や更にN
を増やす事で有意差は出るのかも知れない	  

	  
•  今までの研究とは心停止の理由が大きく異

なる、管理方法も異なる⇒心停止の理由を
問わず、まず発熱を予防することが重要で
ある。	  

	


