
N Engl J Med 2016;374:1911-1921

慈恵ICU勉強会
2016年7⽉26⽇

慈恵医⼤付属柏病院 研修医 ⽉原 秀



Introduction



⼼外術後のAFのメカニズム

J Am Coll Cardiol 2008;51:793-801
術前要因
⾼齢、⾼⾎圧
糖尿病、肥満etc…

術中要因
外科的⼼房損傷
⼼房虚⾎、肺静脈孔
静脈cannulation
急性volume変化

術後因⼦
Volume過多
後負荷増⼤
低⾎圧

炎症
酸化ストレス

※2015/11/10 慈恵ICU勉強会スライド参照

⼀般的なAFとは異なる
→POAFとしての対応を確⽴する必要あり



JAMA. 1996;276:300-30

⽬的：
CABG後Atrial Fibrillationの発⽣率、予測因⼦、医療資源

⽅法：
前向き観察研究 24⼤学病院（US)
対象：CABG術後

結果：
発⽣率 617/2265(27%)



予測因子

▶ AFの既往、年齢↑⇨周術期AF↑



医療資源

▶ 在院⽇数：2.7⽇延⻑
▶ 挿管期間：0.2⽇延⻑
▶ ICU滞在期間：平均13時間延⻑

術後AF



⾼齢でも⼼臓⼿術を受ける時代⇨⾼齢者＝術後AFハイリスク群

⼼臓外科術後AFのマネージメントは重要

様々な治療⽅法に関しての研究あり

ただし、⼤規模研究を⽋く．．．



the American Heart Association (AHA)/American College of 
Cardiology (ACC)/European Society of Cardiology (ESC) 

2006 guidelines 
for the management of AF 

the ACC/AHA 2004 guidelines for CABG

β blockerの有⽤性を⽰した研究が蓄積

ClassⅠ: β blockerを⽤いたrate control
ClassⅡA: Amiodaroneを⽤いたrhythm control



Am Heart J 2009; 158:792-8
⽬的：
術後AFに対してのガイドライン適応⽅法、術後予防・治療⽅法
術後AFと死亡率の関連
⽅法：
PREVENT-IV trialのdataを⽤いた後ろ向き観察研究
結果：
N=663
AF発症まで術後 平均50時間、持続時間 平均19時間
術後AFへの対応



Result

▶ rate control 19%
（定義:抗不整脈薬投与なし）
β blocker単剤 61%
digoxin単剤 4%
β blocker＋digoxin 35%  
※cardio-version 6%

▶ rhythm control 81%
amiodarone, sotalol, その他抗不整脈薬



▶ 術後30⽇死亡率上昇 有意差あり
▶ 術後3年死亡率上昇 ただし有意差なし

Result



最終的にどちらが良いかは⼤規模RCTが必要



Method



Methods

【Design】
▶ 多施設共同RCT
▶ 期間：2014年5⽉〜2015年5⽉
▶ 実施施設：US, CAの23 施設
▶ サンプル：⼼臓外科⼿術後にAF発症

AF定義：
・60分以上持続するAF  
・術後7⽇以内に2度以上出現したAF（持続時間問わず）



Inclusion criteria

・年齢≧18歳

・CABG(on-pump/off-pump) or/and 
弁修復または置換（ただし機械弁に限る）
再⼿術を含む

・⾎⾏動態が安定



Exclusion criteria

・LVAD挿⼊、⼼臓移植術
・Maze⼿術
・経カテーテル的⼤動脈弁置換術
・機械弁置換の既往
・先天性⼼奇形の修復歴
（⼤動脈⼆尖弁、ASD、PFOは除く）
・AFの既往
・AFアブレーションの既往
・Amiodarone/Warfarinが禁忌
・術前6週以内にamiodaroneを内服
・⻑期抗凝固療法が必要
・他の治験に参加



Rate control
▶HR≦100bpm
▶rhythm control群への変更可能
※医療者の判断で⾎⾏動態安定のため、もしくは症状緩和⽬的
（amiodarone＋cardioversion←必須）

※上記薬剤を単剤もしくは併⽤
投与量については添付⽂書に準ずる



Rhythm control

▶Amiodarone単剤またはrate slowing agent併⽤

24時間〜48時間以上継続するAFにはcardioversion

※rhythm control群においても
β blocker等を⽤いたrate control可



Rhythm control

※投与量（推奨60⽇間）
経⼝Amiodarone 3g相当（loading dose）

DC成功例は維持量 200mg/day以下
徐脈、QT延⻑、neuropathyなどの有害事象が発⽣した場合

内服中断可能



ランダム化の後48時間

AFが継続、または再発

Warfarinの内服開始（INR 2〜3）

60⽇以上の内服継続
※低分⼦ヘパリンによる置換も可能
（ただしNOACの使⽤は認めない）

抗凝固療法について

▶ sinus rhythm（2weeks）維持 or 有害事象出現→内服中⽌
▶ 上記に当てはまらずとも必要と判断→内服開始
▶ 退院後でも再発を認める→内服開始



Discharge criteria

⼼⾎管要素以外の影響を少なくするために以下の退院基準を提⽰

▶ rate control

・HR≦100bpm

▶ rhythm control

・full dose amiodarone投与下で24時間以上のAF出現なし
・少なくとも48時間のamiodarone投与でもAFのまま
・rate controlの上でcardioversionを受けた



Primary endpoint
割り付け後60⽇以内の⼊院総⽇数

Secondary endpoint
・割り付け後からdischarge criteriaに⼊るまでの期間
・初回⼊院期間
・再⼊院の必要性
・sinus rhythmに戻るまでの⼼拍パターン/時間
・恒久式ペースメーカー留置の必要性
・死亡率
・副作⽤出現率

→7⽇間はモニター管理、退院時/30⽇/60⽇は⼼電図



Statistical analysis
→以下の研究よりsample sizeを算出

J Am Coll Cardiol 2014;64:372-81
▶ 退院までの標準期間：6.3⽇
▶ 検出すべき差：2⽇間
▶ 検出率：90%
▶ 有意⽔準：0.05以下（両側）

1:1の割付で520⼈必要と計算



Statistical analysis

▶ 解析：intention-to-treat分析

▶ 計算⽅法：
Primary endpoint:
Wilcoxonの順位和検定（有意⽔準 0.05）

Secondary endpoint:
・副作⽤出現率
ポアソン回帰

・sinus rhythmに戻るまでの時間
Kaplan-Meier method、log-rank test
・治療遵守をしなかった患者の影響
ランダム割付を利⽤した操作変数法



Result



AF 発⽣率 695/2334(33.0%)

Result



Rate control Rhythm control

27% 24%

Result

両群で約3割の逸脱あり



60歳台後半、男性、BMI⾼値、β blocker内服歴

患者



⼿術

CABG、valve replacement、CABG＋valve replacement

両群間で有意差なし



治療逸脱理由

rate control不応、rate/rhythm control副作⽤



治療逸脱時期

退院前逸脱



Primary outcome:
割り付け後60⽇以内の⼊院総⽇数



Secondary outcome:
初回⼊院期間



再⼊院

▶ 159例の再⼊院
▶ 退院後30⽇以内の再⼊院
rate control 22.8%, rhythm control 21.4%(p=0.71)

⼼⾎管イベント、AF治療⽬的⼊院



AF 発症時期

→平均 術後2.4⽇

抗凝固療法

→rate control 46.2%, rhythm control 31.8%

退院時
→rate control 42.7%, rhythm control 43.3%

平均内服期間
→rate control 44.8 days, rhythm control 44.9 days



割り付け後7⽇間 Kaplan-Meier method, log-rank test

▶ AFを離脱した患者の割合
rhythm control>rate control(p=0.003)



退院後AFの継続

Day60

No AF
rate control 93.8%, 
rhythm control 
97.9%(p=0.02)



重篤な合併症

※Bleeding:Bleeding Academic Research Consortium scale≧3

重篤な副作⽤全般、出⾎、不整脈

死亡率
▶ 5⼈死亡（at 60days）
→rate control 3⼈, rhythm control 2名（p=0.64）



重篤な合併症

⾎栓症（脳⾎管、⾮脳⾎管）



重篤な合併症

感染症、胸⽔貯留



Discussion



Discussion

▶ rhythm control群は、rate control群に⽐べると
AFから離脱するのが早い。

▶ day30〜60の期間、AFから離脱している患者の割合
はrate control群において明らかに低い。

→AF離脱という点だけでいうと、rhythm control優位？



Discussion

▶ 抗凝固療法のプロトコールに当てはまったのは
rate control>rhythm control (46.2% vs. 31.8%)。
退院時のWarfarinを処⽅されている割合は同じ。

▶ 重篤な⾎栓症は全体で2%、重篤な出⾎は3%。
90%近い出⾎イベントは抗凝固療法下の患者で発⽣。

▶ 出⾎のリスクを犠牲に⽐較的低頻度の⾎栓症を予
防しているという点で、術後AFに対する抗凝固療法に
関してはより詳細な研究が望まれる。



Discussion

▶ rate control群においてはamiodaroneの持つ副作
⽤を考える必要がないものの、効果発現が遅いという
ことで抗凝固療法を始められる可能性が⾼く、follow-
up期間においてAFの有病率がわずかに⾼い。

▶ rhythm control群においてはamiodaroneの持つ
副作⽤と引き換えにして、AFからの早期離脱を図る。

→薬剤の問題が⼤きい、他の抗不整脈薬であれば結果
は異なったのか？



Limitation

▶ primary end pointの設定に対してサンプルサイズの
設定ミス？
（脳卒中、重篤な出⾎などを検討するには数千⼈規模の
より多くの参加者を必要とした可能性あり）

▶ 術後初発のAFに限定した患者の結果のみを反映。

▶ ⽐較的、治療離脱者が多い。

▶ 患者のQOLは検討せず。

▶ ⾃宅退院後の継続的なモニタリングは未実施。



Editorial



Stroke発⽣率に関して

発⽣率 1.1%(6/523)

→もう少し抗凝固療法を積極的に使っても良いのでは

→⾮⼿術患者のAFとは対応が異なっている
（発⽣48時間後から投与開始）

より詳細な抗凝固療法に関しての研究を



今回の結果解釈について

rate controlを第⼀選択とすべきでは？

理由：
煩雑に思えるrhythm controlに有⽤性がない
cardioversionなど正当化することができない

本研究は世界をrate controlの⽅針へ傾かせるのでは



批判的吟味



批判的吟味
サンプルに関して

▶ 治療変更例が25%近く双⽅で存在している

→純粋なRCTに⽐べると信頼性は落ちるか

▶ 治療変更理由に医師、患者の意向が20〜35%⼊る

→これはバイアスにつながっているのでは



批判的吟味
デザインに関して

▶ rhythm controlにはrate controlを併⽤可能

→必要と考えられた時とあるが、具体的に記載がない。また、
どの程度rhythm control群でrate controlを併⽤していたか不明。
rhythm controlへ離脱していても良かったのではないか

▶ rate control群ではβ blocker、Ca blocker、Digoxinを
添付⽂章に沿った容量で単剤もしくは併⽤して使⽤する

→具体的にはどのように使⽤したのか内訳が記載されていない。
この3剤の中でも投与する順番を記載するべきだったのでは?



批判的吟味
結果に関して

▶⼊院総⽇数に関して2群間に有意差なし

→検出すべき差を2⽇間に設定することに疑問
→rate control＋rhythm controlになっている患者の存在

▶ AF離脱に関してはrhythm control群の⽅が早い

→rhythm controlでAFを脱した後、
amiodaroneを継続する期間を短縮できる可能性はないか



私⾒



私⾒

▶ 結果としてprimary endpointに関しては有意差を
検出せず。しかし、Editorialsにも記載されているよう
にrate controlの⽅が簡便な⽅法のように思われる。

▶ ⾎⾏動態が不安定な場合の対応は？

▶ rate control vs. rhythm controlのような構図で
はなく、再⼊院率約30%の現状を考慮すると新たな治
療の導⼊を検討しても良いのではないか。

▶ AFを既往に持つ患者に関しての治療には介⼊して
おらず、同様の治療で良いのかという疑問を持った。


