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ü 北⽶において年間30万⼈以上が院外⼼停⽌に
よって死亡している

ü 院外⼼停⽌の多くが、VF、pulseless VTによる
ものだが、これらは⼀般的に除細動への反応が
悪く、不整脈の持続時間と蘇⽣、再循環には⼤
きな関連がある

ü アミオダロンとリドカインはショック抵抗性の
VF、pulseless VTの治療薬、再発予防として⼀
般的に使⽤されている
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これまでの背景



⼼室細動による院外⼼停⽌後の蘇⽣におけるアミオダロン

N	Engl J	Med	1999;	341:871-878



病院に収容されるまでの⽣存率
アミオダロン群：プラセボ群
44％：34%
（p=0.03）

すべての薬剤投与時間におい
てもアミオダロンはプラセボ
より有益（P=0.008 by the 
Mantel–Haenszel chi-
square test）

院外⼼停⽌の患者を対象として、プラセボを対
照としたアミオダロンの静脈内投与の無作為⼆
重盲検試験



ü ショック抵抗性の⼼室性不整脈による院外⼼停⽌の
患者では，アミオダロンの投与で病院に収容される
までの⽣存の割合が⾼くなる

ü アミオダロンの有益性が退院までの⽣存に寄与する
ものかはさらなる検討が必要



ショック抵抗性⼼室細動に対するアミオダロンとリドカインの⽐較

N	Engl J	Med	2002;	346:884-890



アミオダロンとリドカインプラセボの静脈内投与、
またはリドカインとアミオダロンプラセボの静脈
内投与に、⼆重盲検法で無作為に割付け

派遣から薬剤投与までの時間が中央値
（24 分）と等しいかそれより短かった
患者でアミオダロン投与群の 27.7%
リドカイン投与群の 15.3%が⽣存して
⼊院した（p＝0.05）

アミオダロン投与後、⽣存して
⼊院したのは患者 180 例のう
ち 22.8%。リドカイン投与患
者では 167 例のうち 12.0%
（p＝0.009）



ü リドカインに⽐べて、アミオダロンを投与する
⽅が⼊院時の⽣存率が⾼くなる

ü アミオダロンの投与で病院に収容されるまでの
⽣存の割合が⾼くなる

ü リドカインに対するアミオダロンの有⽤性が、
退院時においても存在するかは、検討の余地が
ある



ü先⾏研究によると、院外⼼停⽌の患者に対して、
リドカインやプラセボよりアミオダロンを投与
する⽅が、⾃⼰⼼拍の再開率や⼊院時の⽣存率
を良くする

üしかし、退院時における⽣存率・神経学的機能
は不確かなままでありさらなる研究が必要

2つのRCTを踏まえて



N Engl J Med. 2016; 374: 1711-22.



Methods



地域：⽶国
登録期間：2012年5⽉7⽇〜2015年10⽉25⽇
観察期間：⼼肺停⽌から退院まで
無作為化：施設で層別化され、ブロック法を⽤いて⾏
われる
盲検化：患者、EMS、治療介⼊者は盲検化されている



ü 18歳以上

ü 院外⼼停⽌患者

ü ⾮外傷性の院外⼼停⽌と電気的除細動抵抗性（1回以
上の電気ショックでも持続する）VF、pulseless VT

ü 経静脈、経⾻髄の投薬経路が確保されている

ü 北⽶１０施設の救急救命⼠が患者登録を⾏う

Patients



Exclusion criteria

ü蘇⽣の際、アミオダロン、リドカインの投与を既に
されている

üアミオダロン、リドカインに対する過敏性がある

ü延命治療を希望しない

ü⼦供、妊婦、囚⼈

ü研究不参加の意思表⽰がある



3mlのシリンジに150㎎のアミオダロン、60㎎のリドカイン、⽣理
⾷塩⽔を充填し、外⾒では区別できないようにして1：1：1の⽐率
でランダムに救命救急⼠が使⽤する

Interventions

Treatment Protocol

院外⼼停⽌となった患者は、AHAのACLSに基づいて蘇⽣術を⾏わ
れ、少なくとも1回以上ショックに反応しなかった場合、救急隊員
によって薬剤投与（アミオダロン、リドカイン、プラセボのいずれ
か）される

※病院到着後はAHAガイドラインに沿って通常通りの蘇⽣を⾏う



ü Primary outcome

ü Secondary outcome

退院までの⽣存率

退院時の良好な神経学的機能
（※the modifide rankin scaleで３点以下）

Modified Rankin scale

• 0-まったく症状なし
• 1-何らかの症状はあるが障害はない、通常の仕事や活動はすべて⾏える
• 2-軽微な障害：これまでの活動の全てはできないが、⾝の回りのことは援助なしでできる
• 3-中等度の障害：何らかの援助を要するが援助なしで歩⾏できる
• 4-中等度から重度の障害：援助なしでは歩⾏できず、⾝の回りのこともできない
• 5-重度の障害：寝たきり、失禁、全⾯的な介護
• 6-死亡



Statistical Analysis

退院時⽣存率をアミオダロン群で29.7%、プラセボ群で23.4%と仮定。
power90%、αlevel0.05として、Sample sizeは3000例と算出。

Subgroup解析は、⼼停⽌の⽬撃（EMSによる⽬撃、
bystandarによる⽬撃）、⼼停⽌の場所、薬剤投与までの時
間、投与経路、EMSによる薬剤投与などを設定

Subgrpupe解析



Results





⾮外傷性の院外⼼停⽌37,889⼈

ショック抵抗性のVF、pulseless VTが
7051 ⼈(18.6%)

30,838⼈8(81.4％)は不適合

2384⼈（6.3％）は除外

4653⼈がITT解析

4667⼈（12.3%）は救急隊に
よってランダムに投薬治療された

14⼈が除外



1627⼈がper-protocal
解析から除外

3026⼈がアミオダ
ロン（974）、リド
カイン（993）、プ
ラセボ（1059）
に無作為に振り分
けられ、per-
protocaol analysis
で解析



per-protocol populationから除外された1627⼈の詳細

⼤量出⾎

アレルギー

投与経路なし

ショック反応性VF,VT

蘇生処置拒否

先にアミオダロン、リドカインが投与



⺟集団

・年齢は60歳代
・男性が80%
・公共の場所が30％
・⽬撃者ありの⼼停⽌

-救急隊5%
-bystandar65%

それぞれのグループで、年齢・性別・⼼肺停⽌の
場所、⽬撃者のある割合など、⼤きな違いはなし



ü 救急要請から初めて薬物が投与されるまでの平均時間は
19.3±7.4分で、それまでにだいたい3回除細動をされている



□退院時の⽣存率
アミオダロン群237⼈ (24.4%)、リドカイン群233⼈ (23.7%) 、プラセボ群222⼈（21.0%)

□退院時の良好な神経学的所⾒
アミオダロン群182⼈（18.8%）、リドカイン群172⼈（17.5％）、プラセボ群175⼈（16.6％）

Primary Outcome（退院時⽣存率）
Secondary Outcome（退院時の良好な神経学的機能）

いずれも有意差（－）



ü Bystanderの⽬撃あり
アミオダロン群は27.7％、リドカイン群27.8％、プラセボ群22.7％

ü Bystanderの⽬撃のある⼼停⽌では抗不整脈薬を使⽤した⽅が
⽣存率が上がる

サブグループ解析



ü⼼停⽌の⽬撃者のある・なしで治療効果に差が
ある

üBystanderによる⽬撃がある⼼停⽌では抗不整脈
薬群の⽅がプラセボ群より⽣存率が⾼い

ü救急隊が⽬撃した⼼停⽌においても、アミオダ
ロン群の⽅がプラセボ群よりも⽣存率が⾼い

ü⼼停⽌の⽬撃がなければ、アミオダロン、リド
カイン、プラセボ群において⽣存率に差はない



⼼停⽌の場所、
BystandarによるCPR 、
救急隊の⽬撃から薬物が
投与されるまでの時間、
投薬経路（経静脈、経⾻
髄）などの、他の項⽬に
おけるサブグループ解析
でも差はなかった



Mechanistic	Outcomes	

ü プラセボ群のほうが、除細動の回数、他の
抗不整脈薬を投与される回数が多くなる



ü プラセボ群よりリドカイン群の⽅が、病院
到着時の⾃⼰⼼拍が維持されている



ü 24時間以内での抗不整脈薬の投与率はアミオダロン群が低い

ü アミオダロン、リドカイン群の⽅が、病院到着後のCPRの必要性は少ない



ü アミオダロン群においては24時間以内のtenporary pacingが必要になる
率が⾼い（4.9% p=0.02）

ü リドカイン群ではてんかん発作の頻度が⾼い

ü そのほか薬剤による副作⽤の頻度としては三群ともに⼤きな差はない



ü Intention-to-treat populationでも３群間において、年齢、
性別、⼼肺停⽌の場所、⽬撃の状況など⼤きな差はなし

Intention-to-Treat Population 

・年齢は60代
・男⼥⽐は男性が
80%弱
・公共の場所での⼼
停⽌が26％
・⽬撃者ありの⼼停
⽌

-救急隊7%
-bystandar60%



ü ３群間において、primary outcom、secondary outcomeにお
ける有意差はなし



３群間において薬剤関連の副作⽤に関して⼤きな差がない



Discussion



ü 院外⼼停⽌に対してのアミオダロン、リドカインの投与は
退院までの⽣存率、退院時の良好な神経学的機能において
有意差を認めなかった

ü 先⾏する２つの⼩規模RCTではROSCや来院時の⽣存率に
おける、アミオダロンの有⽤性が⽰されている

ü 今回の研究でも短期の結果（病院到着時の⽣存率）として
はアミオダロン、リドカイン共に、同じようなbenefitが⽰
された



ü 救急要請から薬物投与されるまでの時間は、今研究では19
分、以前の研究で21分、25分とどの研究でも遅い。組織障
害や、代謝障害により抗不整脈薬の効果が弱まる可能性が
ある

ü これらの抗不整脈薬が単純に効果がない可能性もあるが、
プラセボ群と⽐較して、致死的不整脈に対するショックの
実施率の低さ、⼊院時の⽣存率の⾼さ、CPRや他の抗不整
脈薬の投与率などから、⽣存に寄与しているといえる

ü 薬剤投与によって発⽣する副作⽤も⽣存率を減らしうるが、
3群間での副作⽤の発⽣率は⼤差がなかった

ü 病院での治療に関しては標準化されておらず、⽣存率に影
響を与えている可能性はあるが、ランダム化盲検化はされ
ており、カテーテル治療や低体温療法、延命治療の中⽌な
どの頻度はグループ間で差がない



ü 研究がデザインされた当初と⽐べると、プラセボ群とア
ミオダロン群の⽣存率の差が⼩さく、今回の研究はパ
ワー不⾜だった可能性がある

ü アミオダロンに3%の治療効果があるならば、90％検出
⼒で有意差を⽣み出すためには9000⼈の患者が必要だっ
た

ü 選択バイアスの可能性はあるが、除外された⼈数は多く
なかった



Editorial



üアメリカでは年間３５万６千⼈が、VF、pulslessVTで
院外⼼停⽌となり死亡する

ü院外⼼停⽌から、神経学的機能予後が良好な状態で退
院する確率は8.5%と低い

üアミオダロンとリドカインの静注はVF、pulsless VT
の蘇⽣にしばしば使⽤されているが、過去の研究にお
いて、全⽣存期間に関しては検討されておらず、⽣存
へのベネフィットは⽰されていない



ü退院時の⽣存率や神経学的予後において、アミオダロン群、
リドカイン群はプラセボと⽐較して差はなかった

ü最初に薬剤を投与されてから病院に収容されるまでの
ショックの回数、他の不整脈薬の投与、CPRの必要性など、
幾つかの項⽬でアミオダロン、リドカイン群とプラセボ群
で差があった

ü原因として考えられることは、研究のパワー不⾜の可能性、
薬の効果を期待するには投与のタイミングが遅い可能性が
ある



ü今回の研究では全ての患者に対するアミオダロンと
リドカインの使⽤を裏付けるものではなかった。し
かしまだ議論の余地はあり、救急隊は⼼停⽌を⽬撃
した場合はこれらの薬物投与を検討すべきである

ü最新のデータに基づき、最良の治療について引き続
き研究がなされるべき

üどんな薬剤の効果よりも⽬撃者によるCPRが⼤事で
ある



最後に
ü ITT解析ではない点などは気になるところ

ü退院時⽣存率における有⽤性は証明されなかった
が、⽬撃があり、⼼肺停⽌からの時間が短ければ、
抗不整脈薬が効果をもつ可能性はあるので、実際
そのような状況であれば、使⽤を躊躇する必要は
ないと思う

üまた逆に、⼼肺停⽌からの時間が⽐較的⻑かった
りする場合は、不整脈うんぬんより、質の⾼い
CPRを⾏うことが影響するのだろうと感じた

ü今後は⽬撃のある⼼停⽌を対象にして検証してい
くことが期待される


