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Background 
・アメリカの院内心停止患者は、年間約20万人。 
うち神経学的予後が良い（重篤な認知機能障害がな
く生存する）患者の割合は20%未満である。 
Crit Care Med. 2011;39(11):2401-2406. 
 

・院内心停止患者の神経学的予後は不良であり、 
DNR指示について患者・家族間でしばしば議論に
なる。 
 

・しかし、神経学的予後は、年齢や疾病重症度や併
存疾患や患者背景などの、さまざまな要因に影響さ
れる。 
 
 
 
 



Background 
・院内心停止からROSC(自己心拍再開)後のDNRの
決定に関して、神経学的予後が良い患者の可能性と
整合しているかどうかは、未知のままである。 
 
・院内心停止患者のDNRを決定する上で、患者予
後の質を予測するツールは存在しなかった。 
だが、近年そのようなツールが開発され、検証が行
われた。 
 

 
 



Arch Intern Med 2012;172(12).
947-953.  ・対象：Get with the Guidelines–Resuscitation registry 

（アメリカで2000年から開始された、多施設で登録されている
データベース）に登録されている551病院の患者、n=42957人 
 
・期間：2000年1月～2009年10月 
 
・多変量解析（ランダムに2/3をthe derivation cohort  
1/3をthe validation cohortに選択。） 
 



・結果： 神経学的予後が良い患者（CPCスコア2≧） 
the derivation cohort 7052人（24.6%） 
the validation cohort 3510人（24.5%） 

・ the validation 
cohort群で、 
CASPRI scoreが 
上昇するにつれ、 
生存率が低下した。 
 



・CASPRI 
score 
1.年齢 
2.心停止開始時
の調律 
3.心停止前の
CPCスコア 
4.発生場所 
5.蘇生時間 
6.人工呼吸器 
7.腎不全 
8.肝不全 
9.敗血症 
10.悪性疾患 
11.低血圧 



Background 
・CASPRI scoreを用いて、院内心停止後のDNRの
決定が現在はどのようになっているのか、より理
解する必要がある。 
 
・本研究では、Get with the Guidelines–
Resuscitation registryのデータを使用し、院内心停
止後にROSCした患者の、ROSC後のDNR指示と神
経学的アウトカムの関連を検討した。さらに、入
院コストや入院日数などについても検討した。 
 
 
 



Methods 
【Study design】 
・後ろ向きコホート研究 
 
・サンプル:18歳以上の男女で、院内（病棟かICU） 
心停止を発症した患者 
 
・期間：2006年4月～2012年9月 
 
・除外基準：救急部・手術室・処置前後で心停止した
患者、蘇生中に死亡した患者、退院時の神経学的状態
が不明な患者（missing data） 
 



Methods 
【Definition of Variables】 
・DNR指示は、ROSC後の患者の予後と関連する
か 
どうかを調べたい。 

↓ 
・最終的に死に至る患者の多くは、死に近づいた
時にDNR指示を取る。 

↓ 
・そこで、DNR指示した患者群は、ROSC後12時
間以内と定義する。 



Methods 
・神経学的予後が良い生存者は、 
重篤な認知機能障害がなく退院した患者、 
と定義する。 

↓ 
すなわち、 
CPCスコア（Cerebral Performance Category 
score）1か2の状態で退院した患者、 
と定義する。 
Am J Emerg Med.1986;4(1): 72-86.  

 



脳機能カテゴリ－（CPC） 
脳損傷患者の転帰：グラスゴ－・ピッツバ－グ脳機能・全身機能カテゴリ－(56,65) 
The Glasgow-Pittburgh Cerebral Performance and Overall Performance Categories 

•  CPC 1.機能良好　 
　意識は清明、普通の生活ができ、労働が可能である。障害があっても軽度の構音障
害、脳神経障害、不全麻痺など軽い神経障害あるいは精神障害まで 
•  CPC 2.中等度障害 
　意識あり。保護された状況でパ－トタイムの仕事ができ、介助なしに着替え、旅行、
炊事などの日常生活ができる。片麻痺、けいれん、失調、構音障害、嚥下障害、記銘
力障害、精神障害など。 

•  CPC 3.高度障害 
　意識あり。脳の障害により、日常生活に介助を必要とする。少なくとも認識力は低
下している。高度な記銘力障害や痴呆。"Locked-in"症候群のように眼でのみ意思表示
できるなど。 
•  CPC 4.昏睡、植物状態 
　意識レベルは低下。認識力欠如。周囲との会話や精神的交流も欠如。 
•  CPC 5.死亡、もしくは脳死 慈恵ICU勉強会　2013/10/29 



Methods 
【Statistical Analysis】 
・サンプル数が多いため、DNR指示YesかNoの 
患者群を比較するのに、Standardized Differences
を使用した。 
Standardized Differences>10%で有意差ありを示
す。 
BMJ 2005;330(7497): 960-962. 
 

・DNRを決定した患者の神経学的予後を評価する
ため、予後予測のための4つのスコア（ツール）を
比較した。 
 
 

 



1)The prearrest morbidity (PAM) score 
Am J Med 1989;87(1):28-34. 
 

2)The prognosis after resuscitation (PAR) score 
J Fam Pract 1992;34(5):551-558. 
 

3)The cardiac arrest survival postresuscitation in-
hospital (CASPRI) score 
Arch Intern Med 2012;172(12).947-953.  

 
4)The good outcome following attempted resuscitation 
(GO-FAR) score  
JAMA Intern Med 2013;173(20):1872-1878. 

Methods 



Methods 

最良予後群（Decile1）                               最悪予後群
（Decile10） 



Methods 

・4つのリスクスコアの内、C統計量が最も高いのがCASPRI 
scoreであり、予後評価にはCASPRI scoreを使用した。 



Methods 
・Sensitivity analysis 
ROSC後24時間・72時間・5日以内にDNRを決定した患者を
調査した。さらに、DNR指示が緩和ケアやwithdrawalの 
代わりとなるかどうかを調査した。 
 
・Exploratory analysis 
DNR指示YesかNoの患者群の入院日数と 
入院中のコストを比較した。 
 
・統計ソフト 
SAS statistical software version 9.1(SAS Institute Inc)と 
R version 2.6.2 



Results 

・406病院の26327人の内、22.6%[95%CI,
22.1-23.1%]（5944人）の患者で、ROSC後12時間
以内にDNR指示がなされた。 
 

・救急部・手術室・処置
前後で心停止した患者 
・蘇生中に死亡した患者 
・DNRデータなし 
・退院時のCPCスコアが
不明 
・DNR取得期間が不明 
 



Results 
・対象患者と除外患者の患者
背景に有意差なし。 



・DNR指示患者は、 
高齢 
白人 
人工呼吸器装着 
ペースメーカー挿入 
ICU入室中etc. 
で有意に高い。 
 
・DNR患者の心停止の状態 
低血圧 
呼吸不全 
腎不全 
肝不全 
内分泌・電解質異常 
が多い。 

Results 



・DNRと期待される予後の関連 
神経学的生存率（CPCスコア1か2）は、神経学的予後が不良になるほど低下した。 
（Decile1：64.7%→Decile10：4.0%） 
DNR取得患者の割合は神経学的予後が不良になるほど増加した。 
（Decile1：7.1%→Decile10：36.0%） 
 

Results 



Results 
・CASPRI Decile1 vs 
Decile10 



Results 

1165人（4.4%）増
加 
1779人（6.8%）増
加 
877人（3.3%）増加 

・Sensitivity analysis 
神経学的予後によるDNRの決定に関して有意な相関関係はなし。 
他の3つのスコアでも同じような傾向だった。 
 



Results 
・Sensitivity analysis 
DNRは、withdrawalの代わりではない。 
 



Results 
・Exploratory analysis 
神経学的予後に関わらずDNR指示患者は、入院日数が少な
く、入院中のコストも有意に少なかった。 
 
 



Results 
・Exploratory 
analysis 
 
Decile1と
Decile10の患者を
それぞれ、 
DNR指示YESと
Noの群に分けて
比較 
した。 
 



Results 
・Decile1,10の 
両群において、 
入院時の神経学的
状態や、蘇生時間
や心停止の場所、
併存疾患などに 
大きな有意差なし。 



Discussion 
・他の研究によると、DNR取得率は疾患により異
なる。急性心筋梗塞9%  
Arch Intern Med 2004;164(7):776-783. 

急性脳卒中13～22% 
Stroke 2014;45(3):822-827. Arch Intern Med 1997;157(16):1841-1847. 

市中肺炎22%  
J Am Geriatr Soc 2002;50(2):290-299. 

院外心停止の生存者38～47% 
Resuscitation 2001;51(3):233-237. Resuscitation 2013;84(4):483-487. 
 

・本研究は、初めてDNR取得率と期待される予後
との関連を分析した。 



Discussion 
・ROSC後のDNR指示は、患者の神経学的予後と概
ね 
相関していた。つまりDNR指示率は、患者の神経
障害を保有していない率が下がるほど上昇していた。 
 
・しかし最悪予後群（Decile10）の2/3（64%）は、 
神経学的生存率4%にも関わらず、DNR指示はな
かった。 
 
・さらに、予後良好と考えられてもDNR指示の
あった 
患者群は、同様の予後でDNR指示のない患者群と 
比較して有意に生存率が低く、医療コストも少な
かった。 
 
 



Discussion 
・ Decile10の患者でDNR指示率が低いため、DNR
の 
意思決定に関して改善の余地がありそうである。 
しかし、DNRを決定する理由は、予後の理解不足
や 
家族・患者個人の信念、治療目標などに影響され
る。 
 
・DNR指示が予後悪化の指標になるかは不明だが、 
DNRを決定する事で治療への意欲・集中力が低下
している可能性もある。また、予後予測のツール
は 
神経学的予後が良い患者の治療制限を減らすこと
ができる可能性がある。 
 



Limitation 
・CASPRI scoreにさらなる検証が必要な可能性があ
る。 
 
・早期のDNRについて、医師と患者間の議論の頻度・
内容を測定することはできない。 
 
・DNRの決定について、有効な予後予測をするツール
を 
使用しても、必ずしもDNR指示の患者背景を反映しな
い。 
 
・DNR指示が患者生存の指標となるかは定かではない。 



Conclusions 
・DNR指示は概ね神経学的生存率の尤度に沿って 
いたが、最悪予後群（Decile10）でも1/3（36%）
でしか 
DNR指示がなされていなかった。 
 
・最良予後群（Decile1）を含むDNR指示されてい
た 
患者群は、DNR指示されていない患者群よりも 
生存率が低かった。 
 



Editorial 
・本研究は、全てのアメリカの病院の10％しか 
反映されていない。 
 
・対象患者と除外患者の患者背景に有意差なし。 
 
・CASPRI scoreは臨床で一般的に使われてない。 
 
・DNRはwithdrawal/withholdingではないので、 
予後不良の患者では何らかの形で治療制限が 
かかっている可能性がある。 



Editorial 
・データベースが膨大な数の情報を取得している
ため、 
DNR指示がされていない予後不良患者の情報など、 
必然的にデータ収集が不十分な部分もある。 
 
・心停止は予測できずに突然起こり、 
その状況に遭遇できることは稀である。 
 
・そのため、将来は良質なエビデンスに基づいた 
心停止ガイドラインが、どのような予後であって
も同様に良質なアプローチで患者・家族を納得さ
せられる事が望まれる。 

 



私見 
・本文献によると、DNR指示された患者群の実際の
神経学的生存率は、同様の予後が望める患者群よりも
悪くなる。 
一方、神経学的予後の悪い患者群でもDNR指示率は
決して高くない、との結果であった。 
 
・医療技術の発展により、心停止後であっても救命で
きる患者層が増えている。 
一方、適正な医療費運用がなされない事による財政負
担の問題も顕在化してきている。 
 
 



私見 
・本邦では少子高齢化の影響により、医療費増大
に 
よる若年層の経済負担のみならず、支援する患者
の家族の物理的・精神的な負担も増大しうる。 
 
・医療者・患者・家族が納得・同意した上で、 
より適切な医療資源配分、患者・家族の負担が 
少ない医療が可能となるよう、 
今後はDNR指示についてより明確な基準を設定す
るための更なる研究の発展が望まれる。 
 


