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ARDS 診療ガイドライン 2016 の発刊にあたって

世界 50 か国の ICU における最新の疫学研究（LUNG-SAFE）では，ICU 入室患者の 10. 4% に acute
respiratory distress syndrome（ARDS）が発症し，院内死亡率はおよそ 40% という結果であった．
さまざまな臨床研究が進み，低容量換気，高 PEEP，腹臥位換気など呼吸管理法が確立されてきたも
のの死亡率はいまだに高い．また，ARDS は，さまざまな基礎疾患の上に発症し急性呼吸不全を呈す
る症候群であるが，診断基準の特異度は高いものではなく類似病態との鑑別は必ずしも容易でない．
ARDS の定義は，1992 年以来約 20 年にわたり American-European Consensus Conference（AECC）
の定義が日常臨床や臨床研究に広く用いられてきたが様々な問題点が指摘されてきた．より使いやす
く，病態や予後を良く反映する定義とするための検討がなされ，2012 年に Berlin 定義が新たに提唱さ
れた．結果的には，マイナーチェンジであり，根幹の変更は少ないが，簡潔でありながら必要最低限
のポイントを抑えた定義として普及するものと思われる．Berlin 定義の導入に伴い，より病態を明確
にするためのツールとして ARDS 診療における心エコーや胸部 CT の有用性が再認識されてきた．
このような ARDS という診断確定がしにくく，動きの速い，多彩な基礎病態の上に成り立つ
heterogeneous な疾患においては治療のエビデンスを確立することは難しく，診療における明確な指
針を提示するのも容易でないが，臨床医をはじめとするメディカルスタッフが少しでも ARDS に対す
る理解を深めることで，ARDS 診療の質を向上させる目的で日本呼吸器学会では，2005 年に ALI/
ARDS 診療ガイドライン第 1 版を出版した．単にエビデンスを提示するだけでは，ほとんどの治療法
が推奨できないという結果に終わり，実臨床に何の利益をもたらさない味気のないガイドラインになっ
てしまうため，基礎となる病態を理解し，診断や検査から治療法を考えられるテキスト形式のガイド
ラインとして作成した．その後，5 年ごとの改定をすることとし，2010 年に第 2 版を出版した．2015
年には，新しい Berlin 定義を踏まえた第３版の改定を予定していたが，各種の診療ガイドラインが
Minds の指針に従ったクリニカルクエスチョン（CQ）形式で作成されることが多くなったことと，折
しも日本呼吸療法医学会と日本集中治療医学会がガイドライン作成を企画していたことから 3 学会で
共同ガイドラインを作成することになった．日本呼吸器学会の作成委員がこれまでのテキスト形式の
部分を Part １として作成し，日本呼吸療法医学会と日本集中治療医学会の作成委員が CQ 形式部分を
Part ２として分担作成した．Berlin 定義によって ALI（acute lung injury）のカテゴリーは ARDS に
吸収されたためガイドラインの名称も“ARDS 診療ガイドライン 2016”となった．
診療ガイドラインである以上エビデンスに基づくものでなければならない．しかし，ARDS は，様々
な原因によって引き起こされる heterogeneous な病態であるうえ臨床診断は他疾患の混在もみられる
ため，薬物治療などの効果は一定でない．したがって，各種治療法に対して画一的な有効性の是非の
判断は難しい．実臨床では有効性を実感する治療法があっても大規模な randomized controlled trials
（RCT）で生存率に対する有用性が示されなければ無効と判断されてしまう．ARDS のような死亡率
の高い疾患においては，対象をその表現型やバイオマーカーなどで均一なクラスターを選択した個別
化医療がより重要となってくると思われる．本ガイドラインでは，ARDS 診療のうち治療における重
要な選択肢の判断については CQ として厳密にエビデンスに基づく記載が Part ２になされている．一
方，それにかかわる関連事項は Part １に記載され，疫学から診断基準，病態生理や病理，診断，治療
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など ARDS 診療の全体を包括的に知ることができるようになっている．
ARDS は，臨床の場であれば，内科，外科，小児科，救急科，ICU などどこでも発生しうる病態で
あり，さまざまな診療科のメディカルスタッフが協力して取り組んでいかなければならない疾患であ
る．このような観点から，今回，呼吸器学会，呼吸療法医学会，集中治療医学会の３学会が協力して
ガイドラインを作成できたことは極めて意義のあることと思われる．ぜひ，ARDS の診療に携わるす
べての診療科のメディカルスタッフにこの診療ガイドラインをご活用いただきたい．そして，また，
まだまだ不備な点，改善点も多いと思われるので，ぜひ，ご意見ご要望を寄せていただきたい．今後
の改訂に反映させることでこの診療ガイドラインをより良いものとし，ARDS 診療の質の向上に少し
でも貢献できれば幸いである．
日本呼吸器学会

ARDS 診療ガイドライン 2016 作成委員会
委員長
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発刊にあたって

日本呼吸療法医学会 / 日本集中治療医学会診療ガイドライン作成委員会は，今回日本呼吸器学会
（JRS）ARDS 診療ガイドライン作成委員会と合同で「ARDS 診療ガイドライン 2016」を作成した．
1999 年に日本呼吸療法医学会によって本邦における最初の「ARDS に対する Clinical Practice
Guideline」1）が刊行された．このガイドラインは同第 2 版 2）が 2004 年に刊行され，その後は改訂さ
れてこなかった．一方，日本呼吸器学会は本疾患を対象とした「ARDS 診療のためのガイドライン」3）
を 2005 年に発刊し，ついで 2010 年に第 2 版 4）を刊行した．人工呼吸に関する記述については，先の日
本呼吸療法医学会版の内容が日本呼吸器学会版に引用されているものの，本邦には同一疾患に対する
２つの診療ガイドラインが存在していた．今回も当初は日本呼吸器学会 ARDS 診療ガイドライン作成
委員会と日本呼吸療法医学会 / 日本集中治療医学会合同診療ガイドライン作成委員会の 2 つの診療ガ
イドライン委員会が別々に発足し独自の診療ガイドラインを作る形で始まった．しかし作成途中の
2014 年末に両診療ガイドライン作成委員長が話し合い，やや変則的ではあるが 3 学会合同かつ 2 委員会
合同という形で，一つの診療ガイドライン作成を目標に協力することとなった．いずれの診療ガイド
ラインも第 2 版まで刊行されていたので，実質的には第 3 版となるがタイトルを「ARDS 診療ガイド
ライン 2016」と改めた．
一方，これまでのガイドラインは全体像を理解する手引き書として良くできたものであったが，一
次研究の質評価や結果要約に系統的な手法を用いることのない narrative review の形式を踏襲したも
のであった．しかし，米国国立アカデミー医学研究所（Institute of Medicine；IOM，2016 年に Health
and Medicine Division；HMD に名称変更）の定義 5）によれば，診療ガイドラインとは「エビデンス
のシステマティックレビュー（systematic review；SR）と複数の治療選択肢の利益と害の評価に基づ
いて患者ケアを最適化するための推奨を含む文書」とされる．そして，新しい「Minds 診療ガイドラ
「重要臨床的課題としては，患者への介入に関して，患者と医
イン作成の手引き 2014」6）によると，
療者が行う意思決定の重要ポイントの中で，患者アウトカムの改善が強く期待できる重要な臨床課題
を重点的に取り上げるべき」とある．
このような臨床課題（Clinical Questions；CQ）の推奨を呈示する方法としては，SR と診療ガイドラ
イン作成の国際標準様式である GRADE（Grading of Recommendations Assessment, Development
and Evaluation）system7, 8）が世界的に有名である．今回我々は ARDS 治療に関する 13 個の CQ を選
択し，GRADE system を用いてエビデンスの SR を行い，推奨を決定することとした．
とはいえ ARDS 治療に際し臨床の現場においては，治療法に限らず数多くの疑問が存在し，13 の
CQ ではすべてを網羅しきれない．そこで，これまでも ARDS 入門の書として評価の高かった日本呼
吸器学会作成の ARDS 診療のためのガイドラインを骨子とした総論部分を Part 1（日本呼吸器学会ガ
イドライン作成委員会担当）とし，CQ に対する SR と推奨を Part 2（日本呼吸療法医学会 / 日本集中
治療医学会合同ガイドライン作成委員会）とした二部構成として上梓することとした．
Part 1 については呼吸器内科医，集中治療医，救急医，麻酔科医，さらには，放射線科医，病理医
など幅広い専門医集団から協力を得た．また Part 2 については，SR を行うにあたって数多くの方々
に御協力いただき，さらに推奨を作成するにあたっては臨床現場での判断に関わるあらゆるステーク
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ホルダーが参画する必要があることから，集中治療専門医はもちろんこと，集中治療に従事する総合
診療医，看護師，薬剤師，臨床工学技士，理学療法士，患者家族などさまざまな方々をパネリストと
して迎えて推奨決定に参画していただいた．外部評価については GRADE working group メンバーや
日本プライマリ・ケア連合学会などからも協力を得て，診療ガイドライン評価の国際標準ツール
AGREE Ⅱ 9, 10）を用いた客観的な評価をいただいた．
Part 2 での推奨作成にあたっては，各々の治療法に対して重要なアウトカムについてのエビデンス
の質を客観的な指標に基づいて決定し，エビデンスの質，利益と害のバランス，価値観，リソースを
勘案して推奨を決定した．そのため網羅的に記述した Part 1 と若干ニュアンスの異なる記述がなされ
ている部分もある．この点については両者のアプローチの相違として理解していただければ幸いであ
る．
本診療ガイドラインは，Part 2 の部分で提示する推奨を信頼できるものにするために GRADE
system を採用して推奨を作成した ARDS 診療ガイドラインである．海外では GRADE system を採用
した診療ガイドラインが多く出されているが，本邦ではまだまだ多くない．今回我々は本邦で一歩先
に進んだ質の高い診療ガイドラインを提示できたものと自負している．臨床疑問に対して推奨を提示
するものであるが，実際の診療の場面ではその推奨に従うことが求められているわけではなく，個別
の病状を勘案して診療行動を決定するべきである．
本診療ガイドラインを通して質の高い ARDS 診療に対するさらなる理解と啓発を期待したい．本書
は上梓前にパブリックコメントによる評価を経ているが，発行後も内容にご意見がある場合はいつで
も御連絡いただければ幸いである．
日本呼吸療法医学会 / 日本集中治療医学会
ARDS 診療ガイドライン 2016 作成委員会
委員長
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本診療ガイドラインの基本理念・概要
目

的

本診療ガイドラインは，急性呼吸窮迫症候群（ARDS）の患者の診療において，患者の予後を改善させるた
めにこれまでに出された利用可能なエビデンスを解釈し，それに基づいて個々の患者の価値観や嗜好を踏まえ
た上で適切な臨床上の判断を行うために推奨を提供することを目的とするものである．

対象（本診療ガイドラインの利用者）
本診療ガイドラインの使用者として想定しているのは，成人 ARDS の診療に従事する専門医，非専門医（総
合診療医，家庭医，一般医，他領域専門医など），看護師，薬剤師，臨床工学技士などの医療従事者である．

利用にあたっての注意
本診療ガイドラインは臨床現場における医療従事者の意思決定を支援するために推奨を提供するものであ
り，提示された推奨に必ず従うよう強要するものではない．実際の判断には，本診療ガイドラインの推奨のみ
ならず，その元となるエビデンスと推奨が決定される理由となる価値観やコストやリソースなどの他の要因も
確認した上で，個々の状況に応じてベストな選択をされたい．
本診療ガイドラインの推奨は，それらに従って医療判断を行えば患者の転帰が必ず改善することを保証する
ものではない．推奨を参考に臨床現場で医療行為に関する判断を行ったことで生じた結果に対して，本診療ガ
イドライン作成委員会は一切の責任を負うものではない．
また本診療ガイドラインは，医療裁判の証拠として利用されることを想定していない．あくまで臨床現場で
の一般的な診療についての推奨を提示するものである．実際の診療上での判断は，患者の病状，リソースやマ
ンパワーなど周囲を取り巻く環境，患者の価値観や嗜好などといった個別の状況を勘案した上で下されるべき
である．したがって，医療事故が起こった際に，本診療ガイドラインに示す推奨の通りに診療が行われなかっ
たという理由で過失があったと判断されるのは不適切である．
最後に，本診療ガイドラインの推奨を実現するために必要な資源を用意することが望ましいが，個々の医療
機関の状況によってそれが困難な場合もあることを明記しておく．

対象となる患者
本診療ガイドラインの扱う患者は，原則的に集中治療室または一般病床に入院している成人 ARDS 患者で
ある．

内

容

本診療ガイドラインは 2 つのパートに分かれている．Part 1 では ARDS に関する基本的な情報を提供して

7

いる．さらに Part 2 では成人 ARDS 患者に対する人工呼吸療法および薬物療法のエビデンスのシステマティッ
クレビュー（Systematic Review；SR）を行って推奨を明示している．両者を参照することで実地における
ARDS 診療の助けになるものとなるようにした．

取り扱う臨床上の課題
Part 1 では，ARDS 患者に関する基礎的事実を明示する．Part 2 では，13 の臨床疑問（Clinical Question；
CQ）に対して推奨を明示した．CQ の詳細は Part 2 序文を参照されたい．

診療ガイドライン利用促進の工夫
本診療ガイドラインは，Part 1 と Part 2 として書籍版，詳細版，ダイジェスト版がある．詳細版，ダイジェ
スト版は各学会サイトと Minds にて公開予定である．また，利用促進のためにリーフレットなども作成予定
である．
また診療ガイドライン利用促進のための各種講演会や講習会を開催する予定にしている．

診療ガイドライン作成グループの構成
作成者 （順不同

敬称略）

Part 1 （総論）
日本呼吸器学会
石

井

橋

本

一

門

今

中

小

谷

志

馬

田
津

樹

獨協医科大学

悟

京都府立医科大学附属病院

和

哉

済生会熊本病院呼吸器センター

秀

光

宝塚市立病院

透

昭和大学医学部

麻酔科学講座

伸

朗

広島大学大学院

救急集中治療医学

坂

定

智

弘前大学大学院医学研究科

呼吸器内科学講座

島

健

司

千葉大学大学院医学研究院

呼吸器内科学

伸

一

国立病院機構埼玉病院

林
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ARDS 診療ガイドライン作成委員会
呼吸器・アレルギー内科（委員長）
集中治療部（副委員長）
呼吸器内科

集中治療救急室

呼吸器内科

藤

島

清太郎

慶應義塾大学医学部

山

田

芳

嗣

東京大学大学院医学系研究科

福

岡

順

也

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

酒

井

文

和

埼玉医科大学国際医療センター

山

川

一

馬

大阪府立急性期・総合医療センター

河

合

伸

杏林大学医学部

武

政

浩

獨協医科大学

聡

総合診療教育センター
生体管理医学講座
病理学

画像診断科
高度救命救急センター

総合医療学教室感染症科
呼吸器・アレルギー内科

Part 2（GRADE system による推奨）
日本呼吸療法医学会 / 日本集中治療医学会
橋

本

讃

井

江

ARDS 診療ガイドライン作成委員会

悟

京都府立医科大学附属病院

將

満

自治医科大学附属さいたま医療センター

木

盛

時

神戸大学医学部附属病院

大

下

慎一郎

広島大学大学院

塩

塚

潤

沖縄県立中部病院

瀬

尾

龍太郎

神戸市立医療センター中央市民病院

田

中

竜

馬

LDS Hospital

田

中

優

奈良県立医科大学

則

末

泰

博

東京ベイ・浦安市川医療センター

淑

朗

亀田総合病院

栄

秀

東京北医療センター

林
南

郷

二

集中治療部（委員長）
集中治療部（副委員長）

麻酔科

救急集中治療医学
集中治療科
救命救急センター

呼吸器内科・集中治療科
麻酔科
呼吸器内科 / 救急・集中治療科

集中治療科
総合診療科（外部委員）

Part 2 におけるシステマティックレビュー作成委員，パネル会議メンバーなどについては Part 2 序文を参照さ
れたい．
外部評価委員
福

岡

矢

吹

相

原

中

山

敏

雄

倉敷中央病院

救命救急センター（集中治療専門医）

拓

栃木医療センター

守

夫

相原内科小児科医院（診療ガイドライン作成方法専門家）

健

夫

京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康管理学講座健康情報学

内科（日本プライマリ・ケア連合学会推薦，総合診療医）

（診療ガイドライン作成方法専門家）

透明性の確保
本診療ガイドライン作成にあたって，2 つの作成委員会を組織した．Part 1 では委員一人一人がそれぞれの
専門分野において最新の話題について解説し，ARDS の病態と治療の全体像がつかめるような記述とした．
一方 Part 2 では診療ガイドライン作成の趣旨を公開し SR 作成委員とパネル会議パネリストを公募した．こ
れにより診療ガイドライン作成を，診療ガイドライン作成委員会（各学会を代表）
，SR 作成委員，パネル会議パ
ネリストには一部の重複があるものの，
独立してそれぞれの作業を進めることで作成過程の透明性を確保した．
また，単に推奨を記述するのみならず，推奨決定の過程を診療ガイドライン本文中に開示することも，透明
性を確保する上で重視したことである．
さらに学会ホームページウェブサイトなどを通じてパブリックコメントを求め，さらに外部委員によるレ
ビューを依頼した．

資金および協力組織
本診療ガイドラインは日本呼吸器学会，日本集中治療医学会，日本呼吸療法医学会の資金を得て作成した．
公募した SR 作成委員，パネル会議パネリストには日当などは支払われず，必要な場合のみ交通費宿泊費を
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支給した．文献検索についても，図書館司書の方々のボランティア活動によって行われた．
なお完成した診療ガイドラインは PDF 版を各学会サイトおよび日本医療機能評価機構 Minds 医療情報サー
ビスガイドラインセンター 1）（予定）において無償公開することとしている．冊子版も発売予定でありさらに
SR の一部を peer review 英文誌に掲載する予定である．これらすべての資金は上記 3 学会にて分担した．推
奨の作成にあたっては，資金提供者である上記 3 学会や Minds の意向や利益はその内容に影響していない．

利益相反（COI）
本診療ガイドラインは 2 つの委員会が合同して作成したため，共通の指針にて COI 申告を行ったが，その
申告先は所属学会に従い下記のような形式とした．
Part 1 について
Part 1 を担当した一般社団法人日本呼吸器学会では COI（利益相反）委員会を設置し，内科系学会ととも
に策定した COI に関する共通指針ならびに細則に基づき，COI を適正に管理している．以下に，「ARDS 診療
ガイドライン 2016」作成委員（日本呼吸器学会所属）の COI 関連事項を示す（COI の詳細については，日本
呼吸器学会ホームページに指針・書式等を掲載している）．
１）研究助成金等に関する受入状況（研究費，奨学寄附金，寄付講座等）
（企業名）アストラゼネカ㈱，アボット・ジャパン㈱（現マイラン EPD（合）），ＭＳＤ㈱，杏林製薬㈱，第
一三共㈱，大正富山医薬品㈱，田辺三菱製薬㈱，帝人㈱
２）講演料・原稿料等の受入状況
（企業名）アステラス製薬㈱，アストラゼネカ㈱，グラクソスミスクライン㈱，ドレーゲル・メディカルジャ
パン㈱，日本ベーリンガー・インゲルハイム㈱，ファイザー㈱
３）個人的収入に関する受け入れ状況については開示基準に該当するものはなかった．
Part 2 関係者の COI については Part 2 序文を参照されたい．

外部評価
本診療ガイドラインはドラフトを作成した時点で公開に先立ち，集中治療専門医，非専門医の代表として総
合診療医，診療ガイドライン作成方法専門家による外部評価を受けた．外部評価には診療ガイドライン評価の
国際標準ツール AGREE Ⅱ 2, 3）を用いた．AGREE Ⅱは 6 領域 23 項目からなる個別項目と，全体評価からなっ
ている．各項目 1 ～ 7 点で採点し，
領域ごとに領域別スコアを算出する．領域別スコアは 0 ～ 100% の値を取り，
該当領域で要求されている内容の充足率を意味する．Part 2 序文にその評価結果を示す．
また，各学会のサイトを通じてパブリックコメントを募集した．
外部評価の結果は可能な限り本診療ガイドラインに反映させた．反映できなかった部分に関しては，次回の
改訂時の検討事項とした．また公開後も，学会サイトなどを通じて，広くフィードバックを受け，次回改訂時
に活かす予定である．
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改訂予定
本診療ガイドラインは，新しい臨床試験などの結果を受けて，5 年後の 2021 年に改訂予定である．ただし，
重要な知見が得られた場合には，必要に応じて改訂時期の前倒しや部分改訂を検討する．

文

献

1）医療情報サービス Minds，日本医療機能評価機構．http://minds.jcqhc.or.jp/（2016 年 3 月閲覧）
2）AGREE II. http://www.agreetrust.org/（2016 年 3 月閲覧）
3）日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部：AGREE Ⅱ日本語訳試行版 ver.01．
http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/guideline/pdf/AGREE2jpn.pdf（2016 年 3 月閲覧）
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Part1

ARDS
ARDS

診療ガイドライン2016

CONTENTS

Part1

1
● ARDS

概念と定義

は先行する基礎疾患・外傷をもち，急性に発症した低酸素血症で，胸部 X

線写真上では両側性の肺浸潤影を認め，かつその原因が心不全，腎不全，血管内
水分過剰のみでは説明できない病態の総称である．
● ARDS

の本態は肺微小血管の透過性亢進型肺水腫であり，その原因として肺胞領

域の好中球主体の非特異的な過剰炎症反応および，これらによってもたらされる，
広範な肺損傷が指摘されている．
●長らく

AECC（1994 年）の定義が用いられてきたが，2012 年に診断の特異性向上

を目指した新たな定義（通称 Berlin 定義）が公表され，
グローバルに使用されている．
● Berlin

定義では，PEEP 負荷下での酸素化の程度により３段階の重症度に分類さ

れる．従来軽症例を含む用語として用いられてきた ALI という分類はなくなり，
AECC の ARDS 基準を満たさない ALI 症例は，Berlin 定義で ARDS 軽症例に組
み入れられた．
● Berlin

定義は，AECC 定義に比較し，より簡潔で明快になったものの基本的には，

minor change しか行われていないため ARDS の病態をスクリーニングする必要
最小限要件と捉えたほうがよい．

ARDS の本態は肺胞領域の非特異的炎症による
透過性亢進型肺水腫であり，広範な肺損傷がその特

候群（multiple organ dysfunction syndrome：MODS）
の一部分症と位置づけられることもある．

徴とされる．その原因として肺胞領域に生じた好中

本症候群の概念の生い立ちは，心肺疾患の既往の

球主体の非特異的な過剰炎症反応が指摘されてい

ない健常者が，ショックや外傷等に続発する急性の

る．本症の病態に関し，これまで 40 年間余りにわ

呼吸不全を呈することを 1967 年 Ashbaugh らが報

たり数多くの研究がなされてきたが，いまだ不明な

告し，その後，共著者の Petty らが成人呼吸窮迫症

点が多い．また，ARDS は，単一の臓器障害とし

候群（adult respiratory distress syndrome；ARDS）

て概念化されてきたが，現在では多臓器機能不全症

26

〔注 1 ＝次頁〕という疾患概念を提唱したことに始

まる 1, 2）．当初の定義は，臨床症状や低酸素血症と

心原性の肺水腫が否定できるもので，PaO2/FIO2（動

と も に， 病 理 学 的 に 硝 子 膜 形 成 を 伴 う diffuse

脈血酸素分圧 / 吸気酸素分画；以下適宜 P/F 比と

alveolar damage（DAD）を特徴とする，厳密なも

の表現も使用）≦ 300mmHg であれば ALI，さらに

のであった．

PaO2/FIO2 ≦ 200mmHg であれば ARDS と定義さ

Ashbaugh らの報告以来，ARDS は先行する基礎

れた．先行する基礎疾患をもつことは，本文中に記載

疾患，きわめて高度の低酸素血症，胸部 X 線写真

されたが，定義には明記されなかった．また小児に

上の両側びまん性肺浸潤影，低い肺コンプライアン

も発症し得ることから，一時用いられた成人（adult）

ス，そして心不全を伴わないことの 5 項目を満たす

呼吸窮迫症候群という呼称を排し，急性（acute）

症候群と認識されていた．しかし，施設間で ARDS

呼吸窮迫症候群に統一することが決められた．

の基礎疾患の内訳が異なり，測定項目の基準値も同

AECC 定義では，基礎傷病や発症時期が明記さ

一でないことが，臨床研究の妨げとなっていた．ま

れず，PaO2/FIO2 のみを指標に採用したため，それ

た，病態解析が進むにつれてさまざまな抗炎症薬が

以前の定義に比べて，感度は高く，特異度は低くなっ

開発され，臨床試験への気運が高まったが，前述の

た．すなわち，本定義により肺損傷の初期病態を検

5 項目では重症病態しか診断し得ず，治療法の有効

出できた一方で，本来の ARDS とは異なる病態ま

性 を 示 す 無 作 為 化 比 較 対 照 試 験（randomized

で含まれる可能性があった．また，肺のコンプライ

controlled trial；RCT）のエントリー基準には適さ

アンス変化や他の臓器障害の有無が考慮されていな

ないことから，単純明快な診断基準への要望が高

いなどの点も問題とされた．実際，AECC 基準策

まった．1988 年に Murray らは肺損傷スコア（lung

定後，多くの RCT が実施され，特に呼吸管理や補

injury score；LIS）を用いた ARDS の拡大定義と，

液管理では有用な治療方針が明らかとなった一方

併 せ て 損 傷 が 軽 度 の 病 態 に 対 す る“ALI（acute

で，本基準に基づいた薬物療法の RCT はいずれも

3）

lung injury）
”
という用語の使用を初めて提唱した ．

失敗に終わった．

もともと ALI は，ARDS の各種動物実験モデルで

前述のさまざまな意見を受け，2011 年 10 月に Berlin

観察される肺病変を示す用語であったが，この提唱

で開催された欧州集中治療医学会（European Society

によって臨床病名としても認知されたことになる．

of Intensive Care Medicine；ESICM）において，診

このような状況の中，1992 年に米国胸部疾患学

断の特異性向上を目指して ARDS の新たな定義が

会（ATS）と欧州集中治療医学会（ESICM）の合

提唱され，検証過程と修正を経て 2012 年 5 月に論

同検討会（American-European Consensus Conference；

5）
文誌上に公表された（通称：Berlin 定義，表１-１）
．

AECC）が開催された．この席で ARDS の定義，発
症機序，予後，臨床研究の進め方が討議され，診断
4）

基準および統一表記が 1994 年にまとめられた ．
本診断基準では，急性に発症した低酸素血症で，胸
部 X 線写真上では両側性の肺浸潤影を認め，かつ
〔注 1〕文献 1）では acute respiratory distress in adult と
の表記があるだけで，文中にも ARDS という略語や adult
respiratory distress という表現は使われていない．また
彼らの報告した 12 例のうち 1 例は肺挫傷の l1 歳男児であ
り，成人例ばかりではない．それが文献 2）で Petty らが
adult respiratory distress syndrome という語を採用し，
それ以来この表現が主に使用された ．しかし，AECC 定
義の 後，adult から acute に統一され，いわばオリジナル
の呼称に戻ったことになる．後年 Petty 自身が成人に限定
したことは過ちであったと述べている．

Berlin 定義の改訂のポイントは，

１）発症時期の明確化
AECC では，発症時期は，急性発症とだけ記載
されて具体的な日数はなかったが，大部分の症例が
基礎となる危険因子が認識された 72 時間以内に発
症し，ほとんどすべての症例は 1 週間以内に発症す
るため，発症時期を 1 週間以内と明確に定義した．

２）画像所見の明確化
AECC では胸部 X 線写真正面像で両側肺浸潤影
があるものと定義されていたが，新しい定義では，
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表１-１● ARDS の診断基準と重症度分類
重症度分類

Mild
軽症

Moderate
中等症

Severe
重症

PaO2/FIO2
（酸素化能，mmHg）

200< PaO2/FIO2 ≦ 300
（PEEP, CPAP ≧ 5cmH2O）

100< PaO2/FIO2 ≦ 200
（PEEP ≧ 5cmH2O）

PaO2/FIO2<100
（PEEP ≧ 5cmH2O）

発症時期

侵襲や 呼吸器症状（急性 / 増悪）から 1 週間以内

胸部画像

胸水，肺虚脱（肺葉 / 肺全体），結節では全てを説明できない両側性陰影

肺水腫の原因
（心不全，溢水の除外）

心不全，輸液過剰では全て説明できない呼吸不全：
危険因子がない場合，静水圧性肺水腫除外のため心エコーなどによる客観的評価が必要

胸部 CT も含めて胸水や無気肺，結節では説明のつ

りながら重症度によって呼称が違うというわかりに

かないものと追記した．

く さ が 解 消 さ れ た． さ ら に， 従 来 の ARDS を

３）肺水腫の成因の明確化
肺動脈カテーテルは使用されなくなっているし，

100mmHg< PaO2/FIO2 ≦ 200mmHg の 中 等 症 と
PaO2/FIO2 ≦ 100mmHg の重症に 2 分した．結果と
して ARDS は，軽症，中等症，重症の３つに PaO2/

ARDS であっても心不全や体液過剰の要素が混在

FIO2 100mmHg ずつで分割された．蓄積されたデー

するため肺動脈楔入圧が上昇している場合もあるの

タベース症例を用いてその妥当性を検証したとこ

で圧測定の記載は削除した．ただし，リスク因子が

ろ，死亡率は，各カテゴリーがそれぞれ 27, 32, 45%

ない場合は静水圧性肺水腫を除外するために心エ

と段階的に増加がみられ，重症度が予後に相関する

コーなどの客観的評価を行うことが勧められてい

ことが確認された．当初，重症度分類に胸部 X 線

る．

写真上の陰影の拡がり，PEEP ≧ 10cmH₂O，静肺

４）酸素化能の評価条件の改訂

コンプライアンス (CRS) ≦ 40mL/cmH₂O，修正分
時換気量 (VECORR) ≧ 10L/min といった補助的な

AECC では，酸素化能の評価の際は PEEP レベ

パラメーターを加えることが提案されたが，検証の

ルを問わないとなっていた．しかし，PaO2/FIO2 は，

結果，PaO2/FIO2 だけを用いて定義する場合と死亡

PEEP や FIO2 の 影 響 を 受 け る た め， 今 回 PaO2/

率に差が出なかったため除外された．AECC 定義

FIO2 の 評 価 は，PEEP ま た は CPAP ≧ 5cmH20 の

と比較し Berlin 定義のほうが有意に死亡率の予測

もとで判定することになった．

信頼性が高かったが，その差はわずかであった 5）．

５）重症度分類の改訂
AECC における ALI のカテゴリーを無くし，従
来の ARDS 基準を満たさない ALI を ARDS の軽症

2013 年以降，新定義の有用性を検証した報告が
いくつか出されており，死亡率や DAD 合併率から
重症度分類の妥当性が示されているものの，AECC
定義を超えるものではない 6, 7）．

に分類した．これによって，これまで同じ病態であ
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2

疫

● ARDS

学

の発症率は，AECC による診断基準（1994 年）による研究でも，おおよ

そ 5 ～ 80 人 /10 万人 / 年であり，報告により大きな差がみられる．
● 2012

年の ARDS 新診断基準（Berlin 定義）に基づく大規模疫学調査はまだ少なく，

今後の報告が待たれる．

ARDS の発症率は施設の形態や規模，地域によっ

459 ICU 施設から症例が集積された．疾患基準を満

て大きく異なる．AECC 定義に基づく研究では，

たす ARDS 3, 022 症例のうち，2, 377 症例が初めの

おおよそ 5 ～ 80 人 /10 万人 / 年と報告されており，

48 時間で ARDS を発症し，軽症 ARDS 30. 0%，中

決してまれな疾患ではないと考えられる．

等症 46. 6%，重症 23. 4% だった．ARDS 発症頻度は，
4 週 間 の 期 間 に ICU 1 病 床 当 た り 0. 42 症 例 で，

１

ICU 入院患者の 10. 4％，人工換気を必要とする患

海外での検討

AECC 定 義 に 基 づ く

1）

者の 23. 4％に当たる頻度で，前述の AECC 定義に
基づく疫学調査に準ずる結果であった．

と ALI（PaO2/FIO2 ≦

300）/ARDS（PaO2/FIO2 ≦ 200） の 発 生 率 は，

ら 2000 年 7 月までの ALI/ARDS の発症率，死亡率，

，ARDS 4. 9 ～

原因などに関して行った前向きコホート研究 2） で

58. 7/10 万人 / 年 2, 5, 6）と報告されており，地域によ

は， 粗 発 生 率 は ALI 78. 9/10 万 人 / 年 と ARDS

り大きな差がみられる．ICU（intensive care unit）

58. 7/10 万人年で，年齢調整発症率は ALI 86. 2/10

では，ALI と ARDS の発生頻度は 10. 1 ～ 64/10 万

万人 / 年と ARDS 64. 0/10 万人 / 年であった．1 年

ALI 10. 6 ～ 78. 9/10 万 人 / 年

2 ～ 4）

米国ワシントン州の King 地区で，1999 年 4 月か

，入院患

間の発症数は ALI 19. 06 万症例，ARDS 14. 15 万症

，人工呼吸器患者

例と推定された．ALI の発症率は年齢とともに上

人 / 年，4. 5 ～ 75/10 万人 / 年とされ
者のおよそ 7 ～ 33% を占め

7 ～ 9）

7, 10, 11）

2, 11 ～ 15）

昇し，15 ～ 19 歳で 16/10 万人 / 年であるのに対し，

2016 年に Berlin 定義を満たす ARDS 症例の ICU

75 ～ 84 歳 で は 306/10 万 人 / 年 に 増 加 し て い た．

の 16 ～ 20% が ARDS の基準を満たすとされる

における多施設前向きコホート研究が報告された

．

16）

．

2014 年 の 冬 季 4 週 間 に 実 施 し，5 大 陸 50 ヵ 国 の

30

この成績には一般病院での成績も含まれており，
ALI/ARDS の日常診療の状態を比較的よく反映し

ていると思われる．

人と計算される．この調査は，ICU への入退出患

ARDS の発生頻度に関しては減少している可能
性がある

5, 17）

．単施設の prospective cohort study

者 を 対 象 に 推 計 さ れ て い る た め， 一 般 病 棟 で の
ARDS 患者が含まれていないことを考慮すると，

では，2001 年の 82. 4 症例 /10 万人 / 年から，2008

その頻度はこの結果より高率である可能性が高い．

年には 38. 9 症例 /10 万人 / 年に減少したと報告さ

織田らは，2004 年千葉県における三次救急医療施

5）

れている ．その理由として，院内発症 ARDS の

設および大学附属病院を中心とする 12 施設の ICU

減少が挙げられている．院内での ARDS 発症が減

を対象に ALI/ARDS の疫学調査を行い，200 以下

少し，院内および ICU 滞在期間も短縮したと報告

の ARDS 症例は 79 例のうち 60 例（75. 9%）で，人

5）

されている ．これに対し，市中での ARDS 発症
は横ばいで，ARDS で入院する症例の発生頻度は
5）

口 10 万人当たり年間 6. 1 人と報告している 25）．
遠 藤 ら は，2005 年 東 北 6 県 の ICU を 有 す る 35

変化していない ．ただし，ARDS の発生はインフ

施設における ICU 入室時に全身性炎症性症候群

ルエンザ pandemic により一時的に増加する可能性

（systemic inflammatory response syndrome；

がある．2009 年の pandemic influenza により多数

SIRS）および PaO2/FIO2 300 以下を満たす 158 例

の ARDS が発症した

18）

．2009 年のインフルエンザ

は 6, 100 万人発症し，27, 400 人が入院，12, 500 人
の死亡が報告されている

19）

．入院患者の 23 ～ 34%

を検討し，非 ALI，ALI および ARDS の頻度は各々
37 例（23. 4%），42 例（26. 6%），および 79 例（50. 0%）
と報告した 26）．

が ICU への入院で，人工呼吸器管理を要する率は
65 ～ 93%，ARDS 発症は 49 ～ 64%，死亡率は 7 ～
41% とされる 18, 20 ～ 23）．

２

総

括

Berlin 基準に基づく ICU における ARDS 患者の

本邦での検討

国際的な疫学調査が，ヨーロッパ集中治療医学会
（ESICM）から報告された 16）．今後は，一般人口当

本邦では，日本呼吸療法医学会の急性呼吸不全実
態調査委員会が全国 31 ヵ所の ICU を対象に調査を
行い，1997 年 1 年間の ARDS 発症頻度は，ICU 入
室患者例のわずか 1. 8% であったと報告されており
海外での 2. 2 ～ 7. 7% に比べて少ない

３

24）

，

13, 17）

．ICU に

たりの発生率を含めた疫学調査が期待される．
また，本邦においても，日本呼吸器学会において，
その実態調査が行われている．しかし，呼吸器内科
医や救急専門医などが別々に診療にあたることが多
い本邦では，その実態調査自体が難しいと思われる．

収容される ARDS 患者は人口 10 万人当たり年 1. 7
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3
● ARDS

基礎疾患

は肺炎など肺の直接損傷に起因するものと，敗血症など間接損傷に起因す

るものとに大別される．
●敗血症（sepsis）については

2016 年 2 月に新しい定義が発表され，
「感染症に対

する制御不能な宿主反応に起因した生命を脅かす臓器障害」とされている．
● ARDS

や敗血症が多臓器機能不全症候群（multiple organ dysfuction syndrome；

MODS）
の原因となる一方，
MODS の肺病変が ARDS として発現することも多い．

１

コプラズマ，クラミドフィラ，ニューモシスチスな

基礎疾患

どさまざまな微生物があげられる．これらに罹患す
ると，当然のことながら軽症，重症を問わず肺炎と

ARDS は種々の病態を基礎として発症する症候

して診断される．そのなかで，ときに両側性の陰影

群である．発症原因となる病態（侵襲）は，肺の直

を認め，同時に ARDS の診断基準を満たすものが

接損傷と間接損傷の２つに大別される（表 3-1） ．

存在すれば，これらは肺炎による ARDS と診断さ

1，2）

ARDS の原因となる基礎疾患を直接，間接の２つ
に分類して考えることは，細胞レベルでの発症機序
を理解するうえで重要であり，病態生理や病理像，
治療に対する反応にも違いがあることが報告されて
いる 3, 4）．しかし，臨床の現場では間接損傷と直接
損傷をクリアカットに分けられない場合も多い．ま
た，直接損傷と間接損傷で死亡率に差を認めない 5）．
直接損傷のなかで重要なものは重症肺炎と狭義の誤
嚥性肺炎であり，より頻度の少ない疾患としては脂
肪塞栓，組織傷害性ガスの吸入，肺挫傷などがあげ
られる（表 3-1）
．
重症肺炎の原因としては，細菌，ウイルス，マイ

表 3-1 ●主な ARDS の原因疾患
直接損傷
頻度の多いもの
肺炎
胃内容物の吸引（誤嚥）

間接損傷
頻度の多いもの
敗血症
外傷，
高度の熱傷
（特にショッ
クと大量輸血を伴う場合）

頻度の少ないもの
頻度の少ないもの
脂肪塞栓
心肺バイパス術
吸入傷害（有毒ガスなど）
薬物中毒
再灌流肺水腫
（パラコート中毒など）
（肺移植後など）
急性膵炎
溺水
自己免疫疾患
放射線肺障害
輸血関連急性肺損傷
肺挫傷
（TRALI）注１
注１

TRALI：transfusion-related acute lung injury
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れる 9）．敗血症と同様に，肺外の組織で発生した急

れる（第 7 章参照）
．

性炎症が肺を特異的に傷害することが発症機序であ

次に，狭義の誤嚥性肺炎とは，主として胃酸など

ると考えられている．

消化管内容物による直接損傷による化学性肺炎を指
し，胃酸や消化酵素による直接的な肺胞・気道炎症

直接損傷，間接損傷にかかわらず，慢性アルコー

が重症化，つまり ARDS 移行の原因として考えら

ル中毒，COPD をはじめとする慢性肺疾患，アシドー

れている．

シス，慢性肝疾患や腎不全などの肺以外の臓器不全，

外傷や骨折などを契機に発症する脂肪塞栓症候群

高齢などの要因が重なった場合は，予後が悪いとさ

の 発 症 機 序 に つ い て 未 だ 確 実 な 定 説 は な い が，

れている．ただし，外傷性 ARDS については，酸

6）

7）

mechanical theory ，biomechanical theory

素化障害が軽度で，予後も比較的良好であるとの報

など

が報告されている．大多数が多発外傷後にみられ，

告がある 10）．これら予後に関する詳細については

48 時間以内に発生することが多い．臨床的には意識

第 11 章を参照されたい．

レベルの低下などの中枢神経症状，皮膚の点状出血
などがみられることが多く，また気管支肺胞洗浄液

２

の所見として，
脂肪滴を含む細胞の増加がみられる．
一方，
間接損傷として重要なものは敗血症であり，
敗血症による ARDS は多臓器不全の一部分症とも

敗血症

敗血症（sepsis）については，2016 年 2 月に新し

8）

いえる ．敗血症に伴う種々の炎症性サイトカイン

い定義が発表され，
「感染症に対する制御不能な宿

が肺に好中球の集積を招来し，肺でのさらなる炎症

主反応に起因した生命を脅かす臓器障害」とされて

を惹起することが，その主たる発症機序であると考

いる 11）．これは従来の重症敗血症に近い概念である．

えられている．

敗血症の診断基準は ICU 患者とそれ以外とで異

他の間接損傷には，ショックを伴う外傷，大量輸

な っ て い る．ICU 患 者 で は， 感 染 症 が 疑 わ れ，

血や急性膵炎，輸血関連急性肺損傷（transfusion-

SOFA スコア（表 3-2）が 2 点以上増加している状

related acute lung injury；TRALI）などが挙げら

態とされる．非 ICU 患者では，①呼吸数 22 回 / 分

表 3-2 ● SOFA（sequential organ failure assessment）スコア
呼吸器，凝固系，肝機能，心血管系，中枢神経系，腎機能の 6 項目について，
臓器障害の程度を 0 から 4 点の 5 段階で評価し，
合計を算出する
0

1

2

3

4

呼吸器

PaO2/FIO2

＞400

≦400

≦300

凝固系

血小板数（×103/mm3）

＞150

≦150

≦100

≦50

≦20

肝

ビリルビン値（mg/dL）

＜1.2

1.2～1.9

2.0～5.9

6.0～11.9

＞12.0

心血管系

低血圧

なし

平均動脈圧
＜70mmHg

DOA≦5γ
あるいは
DOB投与

DOA＞5γ
あるいは
Ad≦0.1γ
あるいは
NA≦0.1γ

DOA＞15γ
あるいは
Ad＞0.1
あるいは
NA＞0.1γ

15

13～14

10～12

6～9

＜6

＜1.2

1.2～1.9

2.0～3.4

3.5～4.9

＞5.0

＜500

＜200

中枢神経系 GCS
腎

クレアチニン（mg/dL）
または
尿量（mL/日）

≦200
≦100
（呼吸器補助下）（呼吸器補助下）

DOA：ドパミン，DOB：ドブタミン，Ad：エピネフリン，NA：ノルエピネフリン，GCS：Glasgow Coma Scale
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以上，②精神状態の変化，③収縮期血圧 100 mmHg

態とされる 11）．これらの新しい定義，診断基準に

以下の 3 項目から成る迅速 SOFA（qSOFA）スコ

ついては，今後その妥当性が検証されていくものと

アで 2 項目以上となっている．また敗血症性ショッ

考えられる．

クは，
「敗血症のうち，実質的に死亡率を増加させ

ARDS や敗血症では複数の臓器の機能不全を引

るに十分に重篤な循環，細胞，代謝の異常を有する

き起こすことがあり，これを多臓器機能不全症候群

もの」と定義されている．具体的には，適切な輸液

（multiple organ dysfunction syndrome；MODS）と

負荷を行ったにもかかわらず平均血圧 65 mmHg 以

呼ぶ 8）．ARDS や敗血症が MODS の原因となる一方，

上を維持するために循環作動薬を必要とし，かつ血

MODS の肺病変が ARDS として発現することも多

清乳酸値が 2 mmol/L（18mg/dL）を超えている状

い．
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4
● ARDS

発症機序と病態生理

は，主に肺内に集積した活性化好中球から放出される活性酸素や蛋白分解

酵素などにより，血管内皮と肺胞上皮の透過性が亢進することで生じる非心原性
肺水腫である．
● ARDS の病態形成には，炎症性サイトカインや脂質メディエーター，接着分子
など数多くの分子が複雑に関与しており，その分子機構の解明が急がれている．
● ARDS では，シャント形成や拡散障害のため高度の低酸素血症が生じるほか，
肺コンプライアンスの低下，気道抵抗の上昇，肺血管抵抗の上昇などの生理学的
変化を伴う．

１

ARDS の発症機序

ARDS は高度の炎症に伴い肺胞隔壁（血管内皮，

など）の発現亢進などの変化が起きるため，好中球
と血管内皮細胞との接着が亢進し，末梢血好中球の
肺血管内への集積が起こる．
肺血管内に集積した好中球は肺胞マクロファージ

肺胞上皮）の透過性が亢進することによって生じる

由来の走化性因子などの影響を受けて，肺血管外へ

非心原性肺水腫である （図 4-1）
．この炎症および

と遊走する．肺間質や肺胞腔内に到達した好中球か

組織傷害においては好中球が中心的な役割を果たす

らは，好中球エラスターゼや活性酸素などの組織傷

と考えられているが，好中球減少状態にある患者で

害性物質が放出される．その結果，血管内皮と肺胞

1）

2）

も ARDS の発症が報告されており ，好中球以外の

上皮の細胞傷害を伴う肺の高度の炎症が生じ，肺微

炎症細胞の関与も考えられる．

小血管内皮および肺胞上皮の透過性亢進が起こる．

基礎病態により，マクロファージや好中球などの

血管透過性の調節機構として，細胞膜を構成するス

炎 症 細 胞 が 活 性 化 し， サ イ ト カ イ ン（TNF-α，

フィンゴ脂質の代謝産物であるスフィンゴシン -1-

IL-8 など）やアラキドン酸代謝産物などのメディ

リン酸（S1P）による細胞骨格の修飾が注目されて

エーターを放出する．活性化した好中球は可塑性が

いる 3）．血管内皮の透過性が亢進すると血管・気管

低下しているため肺微小血管網を通過しづらくな

支周囲の間質内に水分が漏出・貯留し，間質性肺水

り，また同時に血管内皮側にも接着分子（ICAM-1

腫の状態になる．さらに肺胞上皮まで傷害されると，
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正常肺胞構造

急性肺損傷初期

図 4-1 ●正常肺胞構造と急性肺損傷初期

血漿成分を含んだ滲出液が肺胞腔内に充満し，肺胞
性肺水腫の状態になる．
発症機序の詳細については，今日までさまざまな
研究が行われているが，
依然として不明な点も多く，
今後のさらなる検討が待たれる．

２

ARDS の病態生理

ARDS では，通常の酸素投与のみでは改善しな
い高度な低酸素血症が特徴的である 4）．酸素化障害
の主たる原因は肺内シャントの増加であるが，拡散
障害や換気血流比の不均等分布も寄与している．低
酸素血症は換気刺激となり，
低 CO2 血症が生じるが，
病態がさらに進行すると，換気不全のため高 CO2
血症を呈する．ARDS を起こした肺で生じる生理
学的変化をまとめると以下のようになる．

a．シャント形成による低酸素血症
肺胞腔内に水腫液が貯留すると表面張力の低下に

図 4-2 ●健常者と ARDS 患者の圧 - 容量曲線 5）
縦軸は機能的残気量を基準とした肺容量であるが，これは人
工呼吸時の一回換気量に置き換えられる．曲線の傾きが呼吸
器系コンプライアンス（Crs）に相当し，ARDS 患者ではコ
ンプライアンスの低下が著しいことがわかる．

b．換気力学の変化
ARDS の換気力学的特徴は，肺コンプライアン
スの低下と呼吸抵抗の上昇であり，肺損傷が重症に
なる程，肺コンプライアンスは減少し，呼吸抵抗は
上昇する 6）．その結果生じる換気障害は二酸化炭素

より肺胞は虚脱し，ガス交換が障害される．このよ

の蓄積の原因となる．人工呼吸器の設定に際しては，

うな全く換気のない肺領域へも血流は保たれるた

こうした肺コンプライアンスの低下に加え，胸郭の

め，シャント血流が増加し，高度の低酸素血症の原

硬さや可動性なども考慮することが望ましい．

5）

因となる ．
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１）肺コンプライアンスの低下（肺の硬化）
肺間質の浮腫や後述する肺サーファクタント機能
不全などのため，肺の伸展性が低下し，膨張が障害
され，肺全体としてコンプライアンスが著しく低下
する 6）．肺圧 - 容量曲線は正常に比べ右下方に偏移
し，全肺気量をはじめ，肺気量分画は一様に減少す
る．

症が生じる 10）．なお，炭酸ガスの拡散能力は酸素
の 20 倍もあるため，拡散障害があっても，低換気
がない限り高炭酸ガス血症は生じない．

d．換気血流比不均等分布
CT スキャンを用いた検討では，ARDS の肺病変
はいわゆる「びまん性」ではなく，きわめて不均一

ARDS 患者の肺圧 - 容量曲線では，吸気側で 2

に分布していることが知られている 11）．とくに肺

つの変曲点（inflection point）を認めることが多い

の重さのかかっている荷重部（患者が仰臥位であれ

（ 図 4-2）
． こ の う ち 上 変 曲 点（upper inflection

ば背側部）では非荷重部に比べて肺の換気が著しく

point） 以 上 の 圧， 容 量 で は 肺 胞 の 過 伸 展（over-

低下する．これに対して，血流は非荷重部に多いた

stretch）が生じ，下変曲点（lower inflection point）

め，換気血流比（VA/Q）の不均等分布が生じる．

以下では肺胞の虚脱が起きやすいことが示唆され
ている 7）．人工呼吸器関連肺損傷
（ventilator-associa-

e．肺血管抵抗の上昇

ted lung injury；VALI）の予防を目的とした陽圧

ARDS では，①肺血管の攣縮，②肺胞領域の組

人工呼吸法（肺保護戦略）においては，気道内圧を

織破壊による器質的狭窄，③肺微小血栓による血管

上変曲点以下に保つことで過伸展を防止し，また気

閉塞，④肺梗塞，⑤肺水腫による血管系の圧排など

道内圧を常に下変曲点以上に保つことで肺胞の虚脱・

が関与して肺血管抵抗が上昇し，肺高血圧をきた

再開放の繰り返し（ずり応力，shear stress）を回避

す 12, 13）．肺血管攣縮の原因としては，換気血流比の

することが理論上の目標とされている．この理論に沿っ

不均等分布を是正しようとするために換気の少ない

て呼気終末陽圧（PEEP）を下変曲点＋ 2 cmH2O

肺胞領域の血管が収縮する低酸素性肺血管攣縮と，

8）

に設定することが提唱されているが ，反論もあり，

トロンボキサンなどの炎症性脂質メディエーターの

また圧 - 容量曲線の解析が煩雑なため一般的な手法

影響が考えられる．

となるには至っていない．

f．肺サーファクタント機能不全

２）気道抵抗の上昇

ARDS では，肺サーファクタントの機能不全が

気道抵抗は気道内に水腫液が貯留すると通常上昇

存在し，肺胞虚脱から無気肺や肺内シャントが形成

する．また小気道周囲の肺間質への水分貯留（間質

される原因となっている 14）．ARDS におけるサー

性肺水腫）または気道粘膜の腫脹によっても気道抵

ファクタントの機能異常の機序としては，①好中球

抗は上昇する．一方，呼吸抵抗を機能的残気量で除

エラスターゼなどの組織傷害物質によるサーファク

して肺気量の減少の影響を補正すると，ARDS 患

タント成分の分解，②水腫液中のフィブリノーゲン

者と健常者との間で差がなかったことから，ARDS

などの血清蛋白によるサーファクタントの気液界面

における呼吸抵抗の上昇は，個々の気道の狭小化を

への吸着の阻害，③高度の炎症や機械換気による

反映したものではなく，
換気のある肺領域が減少し，

サーファクタントの合成・分泌の減少などが考えら

より少数の気道を通して一定の換気量を維持するた

れている．

9）

めに起こるとする考え方もある ．

c．拡散障害
ARDS では肺胞から肺毛細管血に至る経路の拡
散能が浮腫状態により低下することから，低酸素血
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３

病態の経時的変化

発症経過と病期については第 5 章に詳述するが，

急性期（発症から 3 ～ 7 日以内）
，亜急性期（発症

上皮細胞や筋線維芽細胞の増殖，肺動脈内の器質化

から 7 ～ 21 日）
，
慢性期（発症から 21 ～ 28 日以降）

血栓の形成などが生じるため，この時期が病状の進

に分類される．

行を止め，回復に向かうかどうかの分かれ目と考え

急性期の致死的原因は急性呼吸不全による重篤な

られる．慢性期にはリモデリングが進行し，高度の

低酸素血症であり，この時期を初期 ARDS（early

肺線維化や気腫化などの非可逆的変化がみられる．

ARDS）と呼ぶ．急性期は透過性亢進に起因する肺

細胞増殖と線維化は，損傷肺の治癒・修復機転と

水腫が病態の中心である．亜急性期から慢性期にか

も考えられる．ARDS 患者では末梢血中の骨髄由来

け て は 肺 の 器 質 化， 線 維 化 の 時 期 で あ り， 後 期

内皮前駆細胞が増加し，その数が多い例では予後が

ARDS（late ARDS）と呼ぶ．亜急性期にはⅡ型肺胞

良いことから，組織修復との関連が考えられている 15）．
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5

病

●びまん性肺胞傷害（diffuse

理

alveolar damage；DAD）と呼ばれる定型的な肺胞傷

害が ARDS の主たる病理像である．
●臨床的に

ARDS と診断された症例には，DAD 以外の組織像を認めるものも多く

含まれる．
● ARDS
● DAD

診断基準を用いた場合，相当な割合で感染性肺炎が含まれている．

は滲出期，増殖（器質化）期，線維化期に分類され，病態が進む．

● 発症後比較的早期から増殖期や線維化期に相当する変化が観察されることがあ

る．

１

ることを示している 3 ～ 5）．Berlin 定義が提唱されて

はじめに

以 降， 外 科 的 肺 生 検 の 56%6）， 剖 検 例 の 45%5） に
DAD を認めたという報告があるが，いずれの診断

ARDS の 診 断 基 準 は，1994 年 に 提 唱 さ れ た

基準を用いた場合においても相当な割合で感染性肺

American-European Consensus Conference

炎，特にサイトメガロウイルス感染や肺炎球菌など

（AECC） の 定 義 が 使 わ れ て い た が，2011 年 に

の細菌感染を含んでいることを示している 3, 7, 8）．感

Berlin 定義が提唱され，acute lung injury；ALI と

染性肺炎を示すものの中にも DAD 所見を合併する

い う 名 称 は 使 わ れ な く な り，ARDS が mild，

ものとそうでないものがあり，DAD 所見を合併す

moderate，severe の重症度別に細分類された

1, 2）

．

る感染性肺炎を DAD と判断すれば，やはり ARDS

これらはいずれも臨床的な定義であり，病理学的に

症例の大多数が DAD を示すことになると考えられ

は，びまん性肺胞傷害（diffuse alveolar damage；

る．感染性肺炎の剖検例の中には DAD 所見を合併

DAD）と呼ばれる定型的な肺胞傷害が ARDS の主

しないものもそれなりに観察されるが 3, 6），それら

たる病理像であることに変わりは無い．ただし，臨

は特に急性期に死亡した症例に多く認められるとさ

床的に ARDS と診断された症例の外科的肺生検も

れている 3, 5）．感染性肺炎以外では，肺胞出血や肺

しくは剖検例を後ろ向きに検討した報告では，いず

水腫，DAD 以外の間質性肺炎，肺塞栓，悪性腫瘍，

れも DAD 以外の組織像を認めるものが多く含まれ

結核などが臨床的に ARDS と診断されるものの中
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に含まれうる．また，病理学的に DAD を示す死亡
症例においても，臨床的には ARDS の診断基準を

a. 滲出期（exudative stage，急性期）

満たさない症例も少ないながら存在する 5）．ARDS

呼吸不全発症から 1 〜 7 日以内であり，この期間

において外科的肺生検が施行されることはまれであ

での死亡例の肺所見は重量の増加で，臓側胸膜から

るが，病因の特定は治療方針に大きく影響するため

みると赤青色である．割面はびまん性に赤灰色で，

9）

有用であるとする報告もある ．ARDS における外

やや光沢がある．組織学的に，極めて早期の所見は

科的肺生検をどの段階で施行するかの判断は個々の

肺毛細血管のうっ血，透過性亢進に伴う間質ならび

症例により異なり，そのリスクと恩恵のバランスに

に肺胞腔内浮腫であり，I 型肺胞上皮の壊死や剥離

より慎重に決定されるべきであるが，急性期には出

を高頻度に伴う．また，肺胞嚢の虚脱を伴って肺胞

来る限り侵襲性の少ない検査で原因を特定すること

道の拡大が認められ，サイトカインによって動員さ

が重要である．ただし，生検により原因が特定され

れた好中球が赤血球とともに肺胞隔壁および気腔内

ることで治療方針が変わるという報告も少なくな

に増加する 13）．最も特徴的な所見は肺胞道を主体

く 7），悪性腫瘍が疑われていてパフォーマンスス

とする硝子膜形成であり 11, 14）（図 5-1a），硝子膜の

テータスが保たれた症例では分子標的薬などの使用

目立たない症例では DAD と認識されないことがあ

の可能性が残されるといった，生検を積極的に行う

る．

ことが推奨される状況も想定される

8, 10）

この硝子膜の構成成分は，細胞崩壊物質，表面活

．

性物質のほか，フィブリノーゲン，免疫グロブリン，

びまん性肺胞傷害
（DAD）

の病理組織像

２

補体などの血漿成分であり，表面にはフィブロネク
チンなどが認められる 15）．上皮，間質の変化およ
び硝子膜形成に加えて血管内皮細胞の傷害，腫脹な

一般的に，時間経過から，浮腫・硝子膜形成を主

らびに剥離が認められる 15）．また，時に毛細血管

体とする滲出期，増殖（器質化）期，線維化期に分

あるいは細動脈内のフィブリン血栓形成を認めるこ

類される（表 5-1） ．DAD の組織学的所見は，リ

とがある 11, 14）．この時期に慢性の線維化病変を認め

スク因子による差は少なく，傷害期間と相関すると

ることは無い．慢性病変を観察する場合には，肺線

11）

される

11）

．ただし，原因疾患の違いにより，筋線

維芽細胞増生など組織学的所見の相違が認められる

維症などの慢性間質性肺炎が急性増悪をきたした状
況を想定すべきである 16）．

ことも報告されている 12）．ここでは，DAD に共通
した各病期の病理学的特徴と血管障害について解説
する．

表 5-1 ● DAD の時相別病理像
滲出期
（1 ～ 7 日以内）

増殖（器質化）期
（7 ～ 21 日）

線維化期
（21 日以降）

間質性・肺胞性浮腫
硝子膜形成
肺胞嚢の虚脱
肺胞道の拡大

間質・気腔内の筋線維芽細胞増殖
硝子膜の器質化
慢性炎症細胞浸潤

膠原線維による線維化
顕微鏡的蜂巣肺様変化
牽引性細気管支拡張

Ⅰ型肺胞上皮細胞の壊死と剥離

Ⅱ型肺胞上皮細胞の過形成

時に扁平上皮化生

血管内皮細胞壊死
白血球凝集
微小血栓
出血

肺動脈を閉塞する内皮障害と血栓

肺動脈の形状変化
内膜の線維化
中膜の肥厚
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図 5-1 ● DAD の時相別病理像
a）滲出期

5
弱拡大像（左）と中拡大像（右）．肺胞嚢の虚脱（星印）に
伴う肺胞道の拡大と肺胞道の内腔面に硝子膜の形成（矢印）
をみる．一部には剥離した I 型肺胞上皮も観察される（矢頭）．
b）増殖期
肺胞嚢の虚脱した部分や，肺胞道の硝子膜があった部分に，
筋線維芽細胞の増生，軽度の膠原線維沈着が認められる．周
囲では，II 型肺胞上皮細胞の増生や炎症細胞浸潤が認められ
る．少量の硝子膜が残ることもある（矢印）．左端は胸膜．
c）線維化期
肺構造のリモデリングを伴う著明な膠原線維の沈着が認めら

	
 

れる．扁平上皮化生（矢印）がみられることもある．

b）

c)	
 

b. 増殖（器質化）期

硝子膜の周囲では虚脱した肺胞のⅡ型肺胞上皮細胞

（proliferative stage，亜急性期）

が著明に増加し，硝子膜の内側では上皮はみられな
い．これらの所見を伴って，肥厚した肺胞壁が形成

呼吸不全発症から 1 〜 3 週間後には，炎症と器質

される．

化が混在し，間葉系細胞をはじめとした細胞増殖が
生じる．Ⅱ型肺胞上皮細胞の増殖は，早い場合には

c. 線維化期 （fibrotic stage，慢性期）

ARDS 発症から 3 日後に，また筋線維芽細胞増殖
は 7 日後以降に認められる5）．

ARDS の発症から 3 〜 4 週間以降に膠原線維の

この時期に死亡した症例では，肺重量は両側で
2, 000g 以上に達する例がある．肉眼的に割面は赤
灰色でつるつるし，光沢がある．弾力性を持ち，や

増生，つまり線維化が始まり，肺構造のリモデリン

	
 

グが進行する．肺胞腔内および壁には膠原線維が沈
着し，症例によっては，肺胞道などの内腔が拡張し，

や硬度が増している．組織学的には，肺胞腔内の硝

顕微鏡的蜂巣肺様所見が確認される．このような部

子膜形成部位や，虚脱した肺胞嚢に一致して筋線維
5
芽細胞の増生，膠原線維などの細胞外基質の沈着が

位には，扁平上皮化生を認めることも少なくない 17）
（図 5-1c）
．特発性肺線維症との鑑別が困難となる

認められる （図 5-1b）
．薬剤性肺障害や特発性の

場合があるが，鑑別点の一つとして，DAD の線維

急性間質性肺炎によるものでは，肺胞腔内に加えて

化期ではその壁に平滑筋の増生をみることはないこ

6）

肺胞壁自体での筋線維芽細胞の増生が顕著である
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12）

．

とがあげられる．なお，ARDS 生存者肺の組織学

的報告はきわめて少ないが，ARDS 発症後 9 ヵ月

管攣縮，肺微小血管の内皮の膨化，血管内皮へのフィ

の患者では，中等度間質性線維化，間質へのリンパ

ブリン，血小板および白血球の接着，血栓形成がお

球浸潤とともに肺胞マクロファージの増加が認めら

こる．引き続き，血栓器質化，血管内腔の狭窄・閉

れる

18）

．またⅡ型肺胞上皮細胞増生や扁平上皮化

生を伴う肺胞構造の再構築所見も観察される．

d. 肺血管傷害と血管リモデリング

塞，間質性浮腫・線維化が起こり，時に肺高血圧を
招く．数週間後には中膜平滑筋は増生，肥大し，平
滑筋の乏しい末梢の血管にも平滑筋が認められるよ
うになり筋性動脈化する．これにより肺高血圧症が

肺血管傷害と肺高血圧症は ARDS に伴う症候と

増悪することもある 19）．線維化を伴う場合，肺構

して重要である 19）．肺血管病変は肺胞傷害と密接

築のリモデリングにより肺血管床はさらに減少す

に関連しており，特に DIC や MODS をきたす病態

る．DAD の剖検肺の 95% 以上で肺血栓が認められ

でより顕著に認められる．ARDS の初期では肺血

るとの報告もある 20）．
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6
● ARDS

診断と検査

は先行する基礎疾患から 48 時間以内に発症することが多いが，遅れて低

酸素血症や胸部 X 線写真での浸潤影が出現する例も少なくない．したがって時間
経過をおいた再評価が必要である．
● Berlin

定義は簡便であるが，非特異的であるため，鑑別診断が重要となる．その

ために可能であれば心エコーや CT 撮影，BAL などを積極的に施行することが望
ましい．
●心不全は合併することが多いため，心不全の関与は，理学的所見，胸部

X 線写真，

超音波心エコー法や，BNP の測定などから総合的に判断する．
● HRCT

所見は鑑別診断に有用だけでなく，気管支拡張像などは ARDS の病期を

反映しており，治療反応性と予後の指標となる．
● ARDS

の診断と予後判定に実用性のあるバイオマーカーは確立されていないが，

procalcitonin や presepsin は，敗血症マーカーとして鑑別診断や予後予測に有用
性が示されている．

ARDS は一つの確立された症候群であるが，そ
の診断については問題点が少なからず残されてい
る．第 1 章で述べた Berlin 定義

1, 2）

は簡便であるが，

１

臨床所見

さまざまな呼吸器疾患もこの診断基準に当てはまる

臨床上は，肺胞虚脱とシャント効果によって低酸

場合がある．従って診断と同時に除外診断を注意深

素血症に陥り呼吸困難を呈する．初期は労作性呼吸

く行う必要がある．以下に画像診断のポイントも含

困難があるが，進行とともに安静時の呼吸困難とな

めて診断の進め方について解説する．

り，頻呼吸，低酸素血症に陥る．基礎疾患による炎
症を反映して発熱を認める場合が多い．また多臓器
障害を呈した場合は各臓器の障害を反映した所見を
呈する．多くは基礎疾患の先行後 12 ～ 48 時間経過
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して発症するが，敗血症に比べて外傷が原疾患の場

断することが重要な課題として挙げられている 8）．

合は遅れて発症する傾向がある．また遅発性の発症

この糸口として，Berlin 定義の重症度が上がるにし

も少なからず存在し，約 10％は 5 日目以降に発症

たがって，DAD を呈する症例が増えることが報告

する

（図 6-1）
．

3, 4）

さ れ て お り， ま た，ARDS 診 断 後 72 時 間 以 上

未だに死亡率の高い ARDS に対して，基礎病態

Berlin 定 義 を 満 た す 症 例 は，DAD で あ る 比 率 が

や 発 症 の リ ス ク 因 子 を ス コ ア 化（Lung Injury

60% に上昇する 6）．診断 7 日目以降 Berlin 定義を

Prediction Score）
（表 6-1）することで，発症高リ

満たす症例の開胸肺生検でも約 60% は DAD であ

スク群を同定し，将来の発症予防に繋げる考え方も

ることが確認されている 9）．

出てきている 4）．
近年，ARDS に 2 つの臨床病型（フェノタイプ）

２

があることがわかってきた 5）．2 つの大規模臨床試
験 1, 022 例の解析によって，300 症例にあたる約
30% の症例では，過剰炎症状態を示し，有意に死

生理検査所見

血 液 ガ ス 分 析 上， 呼 気 終 末 陽 圧 換 気（PEEP）

亡率が高く，人工呼吸装着期間が長く，多臓器不全

5cmH2O 以上の人工呼吸管理下で，動脈血 PaO2/

をきたし易いフェノタイプが抽出された．この予後

FIO2 が 300 以下で ARDS と診断し，PaO2/FIO2 に

不良病型の特徴として，敗血症を原因病態とするこ

よ っ て 重 症 度 を 判 定 す る．200mmHg< 軽 症 ≦

とが多く，ショックや代謝性アシドーシスを伴い易

300mmHg，100mmHg< 中等症≦ 100mmHg，そし

いこと，さらに IL-6，IL-8 などの炎症性バイオマー

て重症≦ 100mmHg となり，以前の AECC 基準に

カーが高値を示す点がある．

あった Acute lung injury の概念は無くなった 1, 2）．

ARDS の病理像の特徴とされるびまん性肺胞傷

呼吸促迫により呼吸仕事量の増加をきたす．そのた

害（diffuse alveolar damage；DAD）を呈する頻度は，
剖検肺による検討

6）

7）

め初期は呼吸性アルカローシスをきたす．

か

パルスオキシメータで測定される動脈血液中酸素

らは，40 ～ 45% と報告されている．ARDS の病理

飽和度（SpO2）は血液ガスに代わって連続して評

診断の中で最も予後不良な病態が DAD であり，生

価することができる．100％に近い場合を除いて

検診断が得難い本病態において，如何に DAD と診

SpO2 は PaO2 の値と相関しており，SpO2 が 97％以

や開胸肺生検による報告

100
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図 6-1 ●原因疾患の発症から ARDS 発症までの時間
敗血症，薬物過剰摂取および誤嚥（OD/Aspiration）では原疾患発症後すみやかに
ARDS に移行する症例が多い．外傷ではやや発症までに他疾患より時間を要する．い
ずれにおいても 5 日目以降の発症例もみられる 1)．
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表 6-1 ●肺損傷予測スコア（Lung Injury Prediction Score；LIPS）
LIPS ポイント

例

ショック

2

（1） アルコール多飲歴のある患者が肺炎からの敗血症

誤嚥

2

敗血症

1

基礎病態

肺炎

1.5

ハイリスク手術
脊椎手術

1

急性腹症

2

心臓外科

2.5

大動脈血管

3.5

ハイリスク外傷
脳損傷

2

吸入

2

溺水

2

肺挫傷

1.5

多発骨折

1.5

リスク因子

性ショックで，FIO2 ＞ 35％を要する場合
ショック

＋2

敗血症

＋1

肺炎

＋ 1.5

アルコール多飲
FIO2 ＞ 0.35
LIPS スコア計

の場合
ショック

＋2

敗血症

＋1

糖尿病

－2

LIPS スコア計

＋2

LIPS スコア＞ 4
1

肺損傷予測

肥満（BMI ＞ 30）

1

感度 69％

低アルブミン血症

1

特異度 78％

化学療法

1

FIO2 ＞ 0.35（＞ 4L/ 分）

2

SpO2 ＜ 95％

＋ 7.5

（2） 糖尿病を有する患者が尿路感染敗血症でショック

アルコール多飲

頻呼吸（呼吸数＞ 30）

＋1

＋2

1.5
1

アシドーシス（pH ＜ 7.35）

1.5

糖尿病

－1
（文献 12 より改変引用）

下 の 場 合 に，SpO2/FIO2 ＝ 64 ＋ 0. 84 ×（PaO2/
FIO2）
の近似式が成立し，
PaO2/FIO2 の 300 と 200 は，
SpO2/FIO2 のそれぞれ 315 と 235 に相当する 10）．入
院 6 時間以内の SpO2/FIO2 の低下度は，ARDS 進
展の独立した予測因子であることが報告されてい
る

11）

．

なお，成因にかかわらず単純に PaO2/FIO2 が 300
以下の低酸素血症状態を acute hypoxemic respira-

３

画像診断

ARDS の画像所見は，病理像の病期（滲出期，
器質化期，線維化期）
，原因，合併症などにより大
きく異なる．画像所見は非特異的なものが多く，
ICU などでは胸部 CT などの撮影が制限されるため
に異常所見の検出や解釈に迷うことも多い．

tory failure（AHRF）と称する．
Murray らによる肺損傷スコア 12）
（表 6-1）
は，
ベッ
ドサイドにて簡便に測定し得る ARDS 重症度を含
めた指標であり，肺損傷の程度を客観的に示すため

a. 胸部 X 線写真
１）ARDS の診断

には有用であるが，予後を必ずしも反映せず，また

ARDS の診断基準のひとつとして，X 線写真で

心原性肺水腫の除外について見解が述べられていな

の両側性陰影があるが，陰影分布は必ずしもびまん

いため臨床現場で用いられることは少ない．

性ではなく，左右非対称であることや，上下肺野で
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程度差がみられることもある 13）．無気肺，胸水，

房圧上昇に伴う胸部画像上のリンパ管のうっ滞所見

腫瘤などの除外が必要であり，評価が難しい場合に

（間質性肺水腫）の有無が重要である．すなわち，

1, 2）

．肺損傷が起き

肺内リンパ管の局在部位である 1）気管支血管周囲

てから陰影が出現するまでに 12 ～ 24 時間の時間の

間質，2）小葉間間質，3）胸膜下間質，のそれぞれ

ずれが存在する．
肺の損傷が短時間に起きる場合は，

うっ滞所見は，（1）cuffing sign（正面写真での左右

発症時に血液ガスなどの検査所見が急激に悪化して

B3b の正切像の腫大不鮮明化）
，
（2）小葉間隔壁の

も胸部 X 線写真上，肺野の異常所見は認められず，

肥厚による，上肺の胸壁に至る比較的長い Kerley

低酸素血症に伴う浅い頻呼吸によって，肺野の容積

A 線，両側下肺野外套部の Kerley B 線，これらの

の減少だけがみられることもある．ARDS の病態

重畳による網状の Kerley C 線の出現，（3）葉間胸

が疑われる場合には，時間経過で陰影の出現を再評

水（右 minor fissure の肥厚）に現れる．また右優

価する．

位の胸水貯留所見も鑑別点となり得る．心拡大所見

は，CT による評価を検討する

は，急性心不全例や，心拡張障害（高血圧，糖尿病，
２）病変の進行や改善のモニタリング

慢性肺疾患合併例に多い）でも認めないため，必ず

日々ルーチンに撮影される胸部 X 線写真は，病

しも鑑別点とならない 13）．年齢，心不全や冠動脈

変の進展や改善の評価，さらに合併症（気胸，人工

疾患の既往，心電図上の ST 変化の有無や ARDS

呼吸器関連肺炎など）の検出にも有用である．注意

のリスク因子などを含めた 10 項目をスコア化し，

すべき点は，ARDS 症例における臥位での胸部 X

心原性肺水腫との鑑別や合併の有無を評価する指標

線写真の透過性は，さまざまの要因によって影響を

が報告されている 15, 16）．

受けることである．それには，びまん性肺胞傷害
（DAD）の病期の進行や，人工呼吸管理下での呼気
終末陽圧換気（positive end-expiratory pressure；

b. 胸部 CT 所見

PEEP），吸気量の違いや X 線撮影のタイミングな

１）原因病態の予測（直接肺損傷か，間接肺損傷か）

ど多くの要素が含まれる．人工呼吸管理の際に使用

ARDS の原因として，直接肺損傷（肺炎，誤嚥

される PEEP 導入後の速やかな透過性の改善は，

など）か，間接肺損傷（敗血症，外傷など）かの違

必ずしも病態の改善に伴うとは限らない点を考慮す

いは，CT 所見，PEEP に対する反応性などの生理

14）

る

．従って，経時的な胸部異常陰影の変化の評

学的指標に反映されることが報告されている．間接

価は，撮影体位などの撮影条件，換気条件を十分に

肺損傷では，荷重部に浸潤影が分布し，腹側にはす

考慮して行わなければならない

りガラス状陰影や一見正常に見える領域が認められ
る（図 6-2c）に対し，直接肺損傷では，荷重部以

３）病期の進行に伴う所見の変化

外の浸潤影の分布の傾向（図 6-2a）がある 14）．間

急性滲出期では，両側性のすりガラス状陰影や浸

接肺損傷において，陰影が背側荷重部優位にみられ

潤影を特徴とするが，
陰影内部には気管支透亮像（エ

る機序としては，肺の血管透過性亢進が肺全体に均

アブロンコグラム）を伴う．線維増殖期性病変へ進

等に起きたとしても，肺血管内静水圧と組織内静水

行とともに，すりガラス状陰影内部に網状影が認め

圧差が背側荷重部よりで大きいために，滲出病変は

られ，肺野の容積減少が進行し，気管支透亮像も拡

背側荷重部優位に生じるためと考えられる．

張が目立つようになる

14）

．
２）病理学的病期の予測

４）心原性/高静水圧性肺水腫との鑑別ポイント
臨床的に，常に鑑別が重要な心原性（cardiogenic）
/
高静水圧性（hydrostatic）肺水腫との鑑別点は，左
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慢性経過の間質性肺炎 / 肺線維症と同様に ARDS
などの急性病態においても，肺野濃度上昇内部の拡
張した気管支透亮像は，従来“牽引性気管支拡張”
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図 6-2 ● ARDS の各病期における HRCT 所見
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と表現してきたが，
“牽引性”は急性病態では当面

進展を示唆する．ARDS 診断時のこれらの線維増

使用しない取り決めとなった．

殖性病変の HRCT 上の広がりは，予後・治療反応

X 線所見と同様に，高分解能 CT（high-resolution
CT；HRCT）であっても，ARDS の滲出早期病変は，

性を示す１つの独立した因子であり，長期人工呼吸
の必要性とも関連する 18）．

含気が保持されるために，病変を検出できない．
HRCT は，
ARDS の滲出早期病変は検出できないが，
病態の進行に伴い，びまん性肺胞傷害（DAD）の
病理学的病期をよく反映する

17）

．滲出期から線維

４）呼吸療法の効果判定
ARDS で見られる重力依存性の浸潤影は，圧排
性無気肺であり，PEEP の調節と段階的なリクルー

増殖期へ進行の際にみられる気管支拡張像や容積減

トメント手技は，無気肺領域の肺胞を開大させるが，

少などの構造改変の所見は，HRCT でのみ評価可

その効果は CT で評価することができる 19）．

能である．
５）合併症の検出
a）滲出期から増殖早期病変の HRCT 所見
（図 6-2a, b）

ARDS では，時間の経過とともにさまざまな合
併症を併発する．このような状態では画像所見もよ

両側肺野に広がるすりガラス状陰影が斑状もしく

り複雑となり，詳細な解析が困難になる．CT で確

は，広範に分布し，背側に浸潤影（consolidation）

認される気胸の 40%，気縦隔の 80% は，単純 X 線

を伴う．すりガラス状陰影の内部には，小葉間隔壁

写真で明らかでないことが報告されている．また，

肥厚像や小葉内網状影を伴うことも多い．小葉間隔

胸水や人工呼吸器関連肺炎の検出においても，CT

壁肥厚像は，滲出液のドレナージによる浮腫性肥厚

が優れる 14）．いわゆる barotrauma 圧外傷（気胸，

を反映したものである．増殖早期への移行には，膜

気縦隔，皮下気腫）の出現は，ARDS の初期には

性細気管支の拡張像（細気管支拡張）が認められる

高い PEEP が関与し 20），後期の発生には，病変に

ことが画像上の指標となりうる（図 6-2b）
．

進行に伴う嚢胞性病変や線維増殖性病変の関与が報
告されている 21）．

b）増殖後期期の HRCT 所見（図 6-2c）
すりガラス状陰影などの濃度上昇域内部に，細気

６）鑑別補助診断

管支拡張像に加え，
中枢側の気管支拡張像が出現し，

ARDS の診断基準を満たす疾患群の鑑別におい

容積減少（葉間や血管・気管支の偏位に表現される）

て，HRCT 所見は有用である． 詳細については，7

を伴う．

章の鑑別診断を参照のこと．

c）線維化期の HRCT 所見（図 6-2d）
気管支拡張像の所見に加え，濃度上昇域内部に，

７）病変の広がり分布と病態生理との関係
ARDS では，単純 X 線写真上両側肺野の均一な

粗大な網状影と小嚢胞性病変の出現がみられ，病理

透過性低下がみられても，CT では病変分布は一様

学的には末梢気腔の構造改変と線維化の進行した病

ではない．病態生理の解析に用いられてきた指標が，

変を反映する．

肺野病変の CT 値であり，CT 値が肺の組織密度と
強い相関関係にあることに基づいている．すなわち，

３）治療反応性・予後の予測

CT 値で，−900 から−500HU の病変は正常に換

びまん性肺胞傷害
（DAD）は，肺野全体で必ずし

気 された領域に対し，−500 から−100HU の CT

も均一な分布を呈さない特徴があり，CT は領域ご

値領域は換気が乏しく，−100 から +100HU の領

との違いを反映する．濃度上昇域内部の細気管支拡

域は含気を有さない領域を示す．肺コンプライアン

張像や気管支拡張像の出現は，線維増殖性病変への

スは，異常領域の広がりではなく，正常に換気され
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る領域の比率によりさまざまであることが報告され
1）

ためそれに伴う肺血管外水分量（extravascular lung
water；EVLW）の測定は ARDS の病態を表す重

ている ．
ARDS 症例における酸素化は，PEEP や腹臥位療

要な指標である．熱希釈法によって EVLW や pul-

法などのリクルートメント手技にて改善する．この

monary blood volume が推定でき，pulmonary vas-

効果の程度は，肺野全体に均一ではなく，腹側（非

cular permeability index（PVPI）や EVLW index

荷重部）の一見正常に見える領域や頭側でより大き

（EVLWi）が算出される．EVLWi や PVPI は，P/F

くなる

21, 22）

．

また，HRCT 所見と生理学的指標との関連では，
発症 14 日目における HRCT 上線維増殖性病変を示

比 と 逆 相 関 を 示 し，P/F 比 に よ っ て 決 定 さ れ る
ARDS の重症度をよく反映することが報告されて
いる 26）．

唆する網状影の広がりや気管支拡張像の程度は，肺
の静コンプライアンスの低下と相関しており 23），
180 日目における総肺活量，努力肺活量および拡散
能の低下や，健康関連 QOL の指標の低下にも関連
がある 24）ことが報告されている．

６

肺エコー

経胸壁肺エコー像も鑑別の一助となる．ARDS
では胸膜下の肺に炎症性浮腫と虚脱が生じるため，

４

循環動態の評価

Berlin 定義では，肺動脈カテーテルは使用されな

経胸壁的超音波検査で心原性肺浮腫とは異なる所見
を呈する．ARDS では胸水，虚脱した肺による consolidation，B-line な ど が 描 出 さ れ（ 図 6-3）27 ～ 30），
肺浮腫の検出や，心原性肺浮腫との鑑別をする上で，

くなっていることや ARDS であっても心不全や体

聴診やベッドサイドの胸部 X 線検査より優れてい

液過剰の要素が混在するため肺動脈楔入圧が上昇し

る 27, 31, 32）．ARDS において，病変は両側性に広範囲

ている場合もあるので圧測定の記載は削除された．

に斑状に分布し，肺エコーで B-line の不均一な分布

ただし，リスク因子がない場合は静水圧性肺水腫を

として描出され，この検出が有用とされる 28, 29, 32）．ま

除外するために心エコーなどの客観的評価を行うこ

た，ARDS の治療評価や経過を追う上でも肺エコー

とが勧められていることで心エコーの意義が高まっ

は有用とされ 27, 28, 33），ARDS の重症度と相関するこ

ている．Moderate から severe ARDS 226 例に経食

とが示されている 34）．ただし，肺エコー手技には

道心エコーを施行した検討では，中隔の dyskinesia

習熟を要する．

を伴う右室拡大で定義される Cor pulmonale（CP）
が 22％に認められた 25）．28 日目の mortality は CP
群で 60%, non-CP 群で 36％と有意に高かった．こ
のような心エコーによる右心系の評価は，予後が異
なるサブグループを見いだすために有用である可能

７

血液検査

一 般 に， 末 梢 血 液 中 の 白 血 球 は 増 加 し，

性があり，今後，薬剤や呼吸管理などの臨床試験を

C-reactive protein（CRP）も増加するが 35），敗血

行う際の層別化にも必要となってくるものと思われ

症などで白血球数が逆に減少する場合がある．従来

る．

から CRP 値は全身の炎症を反映していると考えら
れ て お り，ICU 管 理 を 必 要 と す る 患 者 に お い て

５

肺血管外水分量

肺毛細血管透過性亢進は，ARDS の本態である

CRP 高値例は予後不良であるが，ARDS 患者に限っ
て 検 討 す る と， 発 症 後 48 時 間 以 内 で の CRP が
22. 6 mg/dL 以上の高値例が低値例に比べて予後が
良 い こ と が 報 告 さ れ て い る 35）． そ の 機 序 と し て
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a

b

c

図 6-3 ●肺エコー所見（文献 30 より許可を得て引用）
a. 胸水を伴い虚脱した肺が描出され，内部にエコー輝度上昇領域として air bronchogram が認められる．
b. B-lines（→）は，comet-tail 状の artifact であり，胸膜から伸び肺の呼吸運動に応じて移動する．
c. A-lines（→）は，通常の換気肺でみられる多重反射像．
AB：air bronchogram, Alv Cons：alveolar consolidation, CW：chest wall, HD：hemidiaphragm, Pleff：pleural
effusion.

CRP が好中球活性を抑制し，肺に対しては保護的

による治療の変更をもたらしたことが報告されてい

に働く可能性が示唆されている．

る．臨床的に ARDS と診断される症例のなかには

血液中の BNP あるいはその安定代謝産物の NT-

非特異的な DAD を示す例だけでなく，肺炎，器質

ProBNP は非常に有用な心不全のマーカーである．

化肺炎，肺胞出血や肺塞栓，そして肺結核や侵襲性

ただし BNP 値の肺動脈楔入圧との相関はそれほど

アスペルギルス症などの特異な感染症も含まれてお

強くはない

36）

．BNP ≦ 200pg/mL の場合は ARDS，

り，これが開胸肺生検や剖検で初めて診断される場

BNP ≧ 1, 200pg/mL の場合は心原性肺水腫の可能

合もある 6, 7, 41, 42）．外科的肺生検に伴う合併症の発

性が強い 37）．しかしその間の場合は判断が難しく，

生率は 22% でみられるが，死亡例は稀と報告され

そのほかの所見も併せて判断する必要がある．なお，

ている 41）．

ARDS に心不全を合併した例でも BNP 値は上昇し，
予後不良因子となる

37, 38）

．

間質性肺炎のマーカーである血清 KL-6 は ARDS
39）

生検に代わって肺内の病態を把握する手段として
気管支肺胞洗浄液（BALF）の解析が有用である．
とりわけ感染症の合併あるいは基礎疾患が肺炎であ

．血清 KL-6 高値例は予後不

る場合には，BALF の微生物検索は治療方針決定

良であるが，間質性肺炎のように著しく高値を示す

のためにも重要であり，患者の免疫力が低下してい

ことは少ない．DIC 合併の ARDS は予後不良であ

る場合は，ニューモシスチス肺炎や肺真菌症の除外

るが，KL-6 の中にセレクチンリガンドを有する分

に有用である．ARDS では細胞分画で好中球が有

子（SLAK） が 存 在 し， こ の SLAK は，ARDS に

意に増加しており，好中球による肺の炎症を反映し

合併する DIC の予測因子であることが報告されて

ているが，ARDS に特異的な所見ではない．急性，

においても上昇する

いる

40）

あるいは慢性好酸球性肺炎では著明な好酸球の増多

．

を認め，びまん性肺胞出血ではヘモジデリン貪食マ

８

生検と気管支肺胞洗浄

ARDS 症例への外科的肺生検についてのメタ解
析

41）

において，外科的肺生検による特異的診断は

84% の症例で得られ，73% の症例では，生検結果
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クロファージを認める．組織学的に DAD が証明さ
れた症例で BAL 好中球比率は，20 ～ 70%（平均
46. 5%）を示し，血管内皮や肺胞上皮傷害を反映し
て，BAL は血性を呈し，ヘモジデリン貪食マクロ
ファージが 20% 以上を示す症例が 30% に認められる
場合があり，肺胞出血との鑑別が困難な場合がある 43）．

９

ましいが，血液や血清の方が簡便性や再現性の点で

その他の検査

優れているため，ARDS 関連のバイオマーカーは
血清蛋白質の報告が多い．

BALF は肺胞腔内の細胞や液性成分を直接回収

ARDS そのもののマーカーではないが，ARDS

す る も の で あ る が， よ り 中 枢 の 気 道 上 皮 被 覆 液

の基礎病態として最も頻度の高い敗血症のマーカー

（epithelial lining fluid；ELF）も肺胞腔内環境を反

は， 敗 血 症 性 ARDS の 診 療 に 用 い ら れ て い る．

映していると考えられている．実際，ARDS での

Procalcitonin（PCT）は分子量 13kDa のペプチドで，

ELF の総蛋白 / 血清総蛋白は心原性肺水腫液より

カルシウム代謝に重要なホルモンである calcitonin

も有意に高いことが報告されている

44）

．

の前駆体として，正常人では甲状腺 C 細胞で合成

ELF の採取方法は気管内挿管チューブから気管

される 47）．全身性感染症，特に重症細菌感染症で

支鏡を用いずに盲目的に吸引チューブを挿入して採

血中 PCT 濃度が上昇し，ウィルス感染や局所の細

取する方法や，チューブから 30mL の生理的食塩水

菌感染ではほとんど上昇しない 48）．重篤な感染症

を注入して採取される mini-BAL などがある．た

においては，菌体や毒素などの作用により TNF-α

だし後者の検体は希釈された状態となり，採取の方

などの炎症性サイトカインが産生され，その刺激を

法により結果が大きく異なる

45）

．マイクロサンプ

受けて肺・腎臓・肝臓・脂肪細胞・筋肉といった全

リング法は気管支ファイバーを介して吸水性のある

身 の 臓 器 で PCT が 産 生 さ れ 血 中 に 分 泌 さ れ る．

プローブを肺内に挿入し ELF を回収する．BAL に

PCT が重症細菌感染症の血清マーカーであること

比べて低侵襲であり，気管支鏡を用いて特定の部位

が示され 49 ～ 51），本邦でも細菌性敗血症の鑑別診断

の ELF を回収可能であり，ARDS の評価にも応用

および重症度判定における補助血清マーカーとして

されている

39）

．呼気凝縮液（exhaled breath conden-

保険適応となっている．27 例の ARDS 患者を対象

sate；EBC）は，呼気を急速冷凍することにより，

とした検討では 49），PCT は敗血症性 ARDS 患者で

気道および肺胞由来のエアロゾルを回収したもので

非敗血症性 ARDS より有意に高値を示し鑑別に有

ある．EBC は人工呼吸器回路からも採取可能であ

用だった．22 人の市中肺炎（community-acquired

り，非侵襲的に肺胞内環境を調べる方法として期待

pneumonia；CAP）による ARDS 患者を対象とし

46）

た研究でも，発症 72 時間以内の PCT 値は死亡群

現性の問題が指摘されている．

で高値を示し 52），予後予測因子としての意義が示

されているが

，回収量が微量であることと，再

唆 さ れ た．100 人 の ALI/ARDS に よ る 検 討 で，

10

バイオマーカー

PCT は敗血症性 ARDS と非敗血症性 ARDS の鑑
別能があり，SOFA score や重症 MODS に相関す
る指標となることが示唆された 53）．Berlin 定義に

ARDS に関するバイオマーカーは次のようなも

基づく 42 人の ARDS 患者の検討でも，生存群より

のが求められる．1）簡便かつ繰り返して測定する

非生存群で有意に高値を示し，死亡予測因子として

ことができる．2）ARDS 発症例で予後予測の指標

の有用性が示唆された 54）．Presepsin は，エンドト

となる．3）多発外傷や敗血症などのリスク患者に

キシンの膜貫通型細胞表面受容体である CD14 の可

おいて ARDS の発症を予測できる．4）ARDS と他

溶型分子（sCD14）の N 末端断片であり 55），本邦

疾患を鑑別できる．現在まで，これらの条件を満た

で 発 見 さ れ た 新 規 敗 血 症 マ ー カ ー で あ る．

すようなさまざまなバイオマーカーが検討されてい

Presepsin は PCT に比較し，感染以外の外傷や手

るが（表 6-2）
，
広く臨床応用されているものはない．

術などの侵襲のみでは陽性にならない，敗血症時に

気管支肺胞洗浄液（BALF）や気道上皮被覆液

はより早期に上昇する，病態が改善しなくても時間

（ELF）は，肺局所の病態を評価する観点からは望

経過で低下してしまうといったことがないといった
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表 6-2 ● ARDS に関連したバイオマーカー
損傷部位
凝固関連
内皮細胞

上皮細胞

炎症関連

アポトーシス
増殖因子
細胞外
マトリックス

増加する

検体

予後予測

文献

減少する

検体

予後予測

文献

PAI-1

血清

Thrombomodulin

血清

＋

57）

Protein C

血清

＋

57）

＋

82, 83）

VEGF

ELF

＋

85）

vWF

血清

＋

58）

ICAM-1

血清 /ELF

＋

59）

E-selectin

血清

＋

83）

VEGF

血清

＋

84）

Angiopoietin-2

血清

＋

60）

SP-A

血清

−

64）

SP-A

BALF

−

64）

SP-D

BALF

＋

64）

CC16

血清 /ELF

＋

87）

Nitric
Oxide

尿

＋

91）

SP-D

血清

＋

61）

RAGE

血清

＋

62）

KL-6

血清 /ELF

＋

39, 63）

Lamininγ 2

血清 /ELF

+

86）

IL-1 β

血清 /BALF

＋

66, 67）

TNF-α

血清 /BALF

＋

66, 67）

ｓ TNF-R

血清

＋

69）

IL-6

血清 /BALF

＋

65 ～ 67）

IL-8

血清 /BALF

＋

65 ～ 67）

IL-10

血清

−

65）

IL-18

血清

＋

88）

HMGB-1

血清 /ELF

−

68）

GM-CSF

BALF

＋

89）

Leptin

BALF

＋

90）

Nitric Oxide

ELF

sFas/sFas-L

BALF

＋

92）

TGF-α

BALF

＋

93）

HGF

ELF

＋

94）

PCP I/III

血清 /BALF

＋

79）

MMP-9

血清 /ELF

91）

95）

予後予測について，+：関連あり，－：関連なし，空欄：不明
PAI=plasminogen activator inhibitor，vWF ＝ von Willebrand factor，ICAM-1=intercellular adhesion molecule-1，
VEGF=vascular endothelial growth factor，SP=surfactant protein，RAGE=receptor for advanced glycation end products，
CC16=Clara cell protein，IL=interleukin，TNF=tumor necrosis factor, s TNF-R=soluble TNF receptor，HMGB-1= high mobility group box protein-1，GM-CSF=granulocyte/macrophage colony stimulating factor，TGF=transforming growth factor，
HGF=hepatocyte growth factor，PCP=procollagen peptide，MMP=metalloproteinase，BALF= bronchial lavage fluid,
bronchoalveolar lavage fluid，ELF=epithelial lining fluid.

メリットがある．市中肺炎患者を対象とした検討で

（ICAM-1）59），angiopoietin-2

60）

の増加は血管内皮細

は， 入 院 時 の 血 漿 presepsin 値 は，ARDS や DIC

胞傷害を反映しており，surfactant protein D（SP-

を呈した群でより高値を示し，生存群と比較し非生

61）
D）
，receptor for advanced glycation end products

存群で高値であった 56）．

（RAGE）62），KL-6

39, 63）

などの増加は，肺胞上皮傷

ARDS では凝固線溶系が亢進しており，血清中

害のためと考えられている．その一方で，SP-D は

の protein C は低下し，plasminogen activator inhib-

BALF では逆に減少しており，正常な産生分泌の

itor-1（PAI-1）は増加する

57）

．また，von Willebrand

因子 58），可溶性 intercellular adhesion molecule-1
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低下を示唆している 64）．これらのバイオマーカー
は著しく傷害，破壊された細胞から分泌されるため，

強い肺損傷の結果として増加するが，同時にメディ

た 75）．予後予測と同様に，複数のバイオマーカーを

エーターとしての役割も担っており，炎症のマー

組み合わせた発症予測が，外傷 76）と敗血症患者 77）で

カーとしても評価できる．血清中の炎症性サイトカ

検討されており，単独のマーカーより正確な予測が

インの tumor necrosis factor（TNF）
-α，interleukin

可能とされている．

（IL）
-1β，6, 8

65 ～ 67）

や high mobility group box pro-

ARDS の診断基準を満たす症例のなかに，びま

tein 1（HMGB1） などの増加は全身性の炎症を

ん性肺胞傷害以外のさまざまな病理像を示す疾患が

反映している．これらのバイオマーカー高値例が予

含まれることが知られているが 6, 7），ARDS と他の

後不良であるだけでなく，低容量換気によりその値

疾患をバイオマーカーで鑑別することは困難であ

68）

は低下するため

61, 62, 65, 69）

，治療効果の指標としても期

る．その一方でバイオマーカーを用いて ARDS の
フェノタイプを分類する試みがなされている．肺炎

待されている．
多 彩 な 病 態 背 景 を も つ ARDS を 単 独 の バ イ オ

や誤嚥などの直接損傷では敗血症などの間接損傷に

マーカーで評価するのには限界がある．
その一方で，

比べて SP-D などの肺胞上皮由来のバイオマーカー

複数のバイオマーカーと臨床パラメーターとの組み

が高値である一方で，angiopoietin-2 などの血管内

合わせによる正確な予後判断が試みられている

70, 71）

．

皮細胞由来のマーカーが低値を示す 78）．また，複

外傷などのリスクを持つ患者の入院時のバイオ

数のサイトカインを組み合わせた炎症の強いフェノ

マーカーから ARDS 発症を予測できれば，事前の

タイプの同定 5） や，type III procollagen を用いた

対応も可能となる．血清中の IL-6，IL-8，可溶性

遷延化する線維化の推測が 79）報告されている．

IL-2 レセプター 72），BALF 中の IL-8 73），血清 angio74）

ARDS に関するバイオマーカーを含むいくつか

などの高値例での ARDS 発症率が高い

の遺伝子多型が ARDS 発症，あるいは予後と関連

とされている．またさまざまなバイオマーカーのメ

があるとする報告があり 59, 80），今後の臨床応用が期

タ解析では，KL-6 高値が最も発症と相関してい

待されている．

poietin-2
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7

鑑別診断

●心原性肺水腫は，ARDS

に併発する場合も少なくない．定型例は比較的容易に鑑

別できる場合も多いが，合併例では臨床医の判断が求められる．
● 特発性間質性肺炎の中で，病理学的には

ARDS と同等であるが基礎疾患を有し

ない急性間質性肺炎および特発性器質化肺炎との鑑別に注意する．
●鑑別にあげたこれらの疾患でも，Berlin

定義を満たす場合は ARDS として対処し

て差し支えないが，鑑別を行った上で個々の治療に努めるべきである．
●高分解能

CT 所見は，各病態の鑑別に有用であろう．

1994 年に発表された AECC の診断基準で指摘さ
れたと同様に，Berlin 定義においても，鑑別すべき
病態は少なくない

1 ～ 3）

．すなわち臨床の場において

ことから，心不全の合併は常に考慮する必要がある．
報告によっては，60% 以上の頻度で左心収縮・拡
張障害や右心障害を合併する 4）．Berlin 定義では，

非心原性で急性の低酸素血症があり胸部 X 線上両

心不全や輸液負荷で説明し得ない点を挙げ，臨床医

側性陰影を呈す疾患はすべて ARDS として差し支

の判断が求められている 1, 2）．

えないわけであるが，治療反応性や予後の違いから

従来 ARDS と心原性肺水腫との鑑別として肺動

臨床上は区別すべき症例がある．そこで本項では

脈楔入圧測定が重要視されてきたが，右心カテーテ

ARDS 診療においてその鑑別が必要な疾患につい

ル挿入は，その予後に悪影響を与えるとの報告もあ

てその要点を述べる．

り 5），安全性を考慮すると理学的所見や非侵襲的検
査で心不全の有無を確認するのが現実的である．超

１

心原性肺水腫
（心不全）

両側の浸潤陰影をきたす呼吸不全患者において，
心不全は ARDS と鑑別すべき最も重要な疾患であ
3）

音波心エコー法（UCG）は左室収縮能の評価に用
いられる．虚血性心疾患や拡張型心筋症に伴う心不
全では収縮能が低下している．その一方で，高齢者
を中心に収縮能正常な拡張不全による心不全例が少
なくないため，UCG での駆出率だけで心不全は除

る ．ただ，重症敗血症や敗血症性ショックでは心

外できない 6）．特に拡張不全は，肺水腫を合併しや

筋 傷 害 を き た す（septic myocardial dysfunction）

すいため注意が必要である．BNP は収縮不全と拡
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張不全どちらの心不全でも上昇しているため，鑑別

有 意 に 高 い と の 報 告 が あ り， 術 後 ARDS が sub-

には非常に有用である（第 6 章参照）
．

clinical な間質性肺炎の急性増悪である可能性があ

胸部Ｘ線では，左房圧上昇の初期には両側上肺野

る 13）．

の血管影の増強（アントラーズサイン）
，右優位の
胸水貯留が認められ，進行とともに間質浮腫の所見
である Kerley ラインや左右 B3b 気管支壁の腫大像
である cuffing サインなどの所見がみられる．さら
に肺胞水腫に至ると，両側肺門を中心とした浸潤陰
7）

影（butterfly shadow）を呈する ．

３

急性間質性肺炎

急性間質性肺炎（acute interstitial pneumonia；
AIP）は 1986 年に Katzenstein により提唱された

胸部ＣＴ像は，いずれも初期から両側背側の荷重

疾患であり，急性の呼吸不全で発症し，病理学的に

部領域に浸潤陰影がみられるが心原性の方が肺門を

は DAD を呈する原因不明の疾患であり，特発性間

中心とした陰影がみられることが多い．また，心原

質性肺炎の一つである 14）．特発性間質性肺炎の新

性では，間質浮腫の所見として，小葉間隔壁肥厚像

たな国際ガイドラインでは，特発性器質化肺炎とと

や気管支血管束の腫大像，葉間肥厚像に加え，右優

もに，急性 / 亜急性のカテゴリーに分類されている 15）．

位の胸水貯留が確認されることが多い 8, 9）．高分解

基礎疾患のない比較的健康人に発症し，原因が特

能 CT 上，ARDS での増殖期にみられる気管支拡張

定できない．臨床所見は ARDS よりは緩徐な経過

像などの構造改変の所見を伴うことはない．気管支

が多い．胸部Ｘ線，ＣＴによる鑑別は通常できない

肺胞洗浄液（BALF）は，ARDS では，好中球の増

が，急性間質性肺炎では，気管支拡張や蜂巣肺所見

加が著明であるのに比し（特に敗血症に起因する

がみられることが多く，下肺優位で左右対称性のこ

，心不全では好中球の増加が少ないこ

とが多いとされる 16）．BALF では，淡血性から血

とが鑑別となる．通常，肺における水分移動能が保

性で，好中球増加が多いが，ときにリンパ球の増加

たれているので心不全の治療が奏効すれば速やかに

が観察される．

ARDS）

10, 11）

肺水腫は軽快しうる．

２

慢性経過の間質性肺炎/
肺線維症の急性増悪

４

特発性器質化肺炎

特発性器質化肺炎（cryptogenic organizing pneu-

特発性や膠原病などに伴う慢性間質性肺炎や肺線

monia；COP）は，2013 年の国際ガイドラインで

維症の経過観察中の急性増悪は，病理学的に ARDS

は，特発性間質性肺炎の主たる 6 型に分類されるも

と同じびまん性肺胞傷害（DAD）を呈するため鑑

のの１型であり，急性間質性肺炎と同様に，急性 /

別が問題となる．間質性肺炎の急性増悪や後述する

亜急性のカテゴリーに分類される 15）．

AIP を ARDS と同じ病態と捉える考え方もあるが，

本症は，亜急性に経過することが多く，この点で

現状では別な疾患として考えたほうが良いと思われ

ARDS と異なるが，ときに急速に進行し高度の呼

る．急性増悪の場合，既存の間質性病変を示唆する

吸不全を呈すことがあること，またステロイド剤が

所見があれば，その鑑別は容易であるが，既存の間

有効であることより ARDS との鑑別を要する．胸

質性肺炎が軽度で急性増悪をきたした場合，鑑別が

部 X 線像について前章でも述べたが，その他の所

3）

困難な場合がある ．両側肺底部の蜂巣肺所見があ
れば，急性増悪が示唆される

12）

．これに関して，

見として，容積減少を伴う浸潤影を特徴とし，その
分布は気管支血管影や外側胸膜に沿って認められ

肺癌外科手術後の ARDS は，術前に無症状であっ

る 15）．BALF 所見では，リンパ球比の増加，好中

ても術前 CT で，間質性肺炎の所見がみられる例で

球比率の軽度増加，CD4/CD8 の低下がみられる 17）．
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COP の診断は，二次性に器質化肺炎をきたす病態
の除外と，最終的には肺生検所見による．

５

肺

６

過敏性肺炎

本邦の厚労省研究班での 165 症例の全国疫学調査

炎

では，鳥関連 52%，夏型 20%，夏型以外の住宅関
連 16%，加湿器肺 1% と鳥関連が最多であった 21）．

細菌性肺炎，非定型肺炎を問わず両側肺に浸潤陰

本症の鑑別には，まず鳥への接触環境歴（鶏糞肥料

影を伴い，Berlin 定義を満たす場合には，ARDS と

や羽毛布団の使用を含めて）
，農夫などの職歴，住

診断する．しかしながらこの定義に当てはまらない

宅環境，空調，加湿器，有機粉塵抗原曝露などの病

場合は単なる肺炎と診断する．このように定義自体

歴聴取と，これら環境離脱後の症状改善が診断上重

が曖昧な故に，しばしば混乱をきたす原因となって

要である．

いる．日本呼吸器学会の重症度基準に基づく市中肺

胸部 X 線では，中・下肺野を中心とするびまん

炎起炎病原体の中で，重症・超重症に分類されるも

性小粒状陰影，軽症ではすりガラス状陰影であり，

のとして頻度の多い順に，肺炎球菌，インフルエン

高分解能 CT では，小葉中心性の淡い小粒状陰影が

18）

ザウイルス，レジオネラ菌が報告されている ．非

特徴的である．抗原との隔離により自然軽快するこ

定型肺炎としては，マイコプラズマ肺炎，オーム病，

とがあるのも鑑別点となる．BALF 中の活性化リ

日和見感染病原体としてのニューモシスチス肺炎

ンパ球が増加し，夏型過敏性肺臓炎では，CD8 リ

などがあげられる．マイコプラズマ肺炎は比較的若

ンパ球の増加が特徴であるが鳥飼病，農夫肺では一

年者の健常者にみられることが多く，白血球は正常

定の傾向がみられない 22）．

のことが多い．オウム病では，鳥の飼育歴および白
血球増加が乏しいことが診断上重要である．ウイル
ス性疾患の中で，インフルエンザウイルス肺炎は，
ウイルスそのものによる原発性肺炎と二次感染（肺
炎球菌，黄色ブドウ球菌が多い）に伴うもの，さら

７

急性好酸球性肺炎

急性好酸球性肺炎は，急激に進行する好酸球浸潤

にその混合型がある．H1N1 型インフルエンザは，

を伴った肺胞炎を呈する疾患である 23）．しばしば

慢性肺疾患や糖尿病など基礎疾患を有する 30 ～ 40

急速進行性の呼吸不全を呈するため，ARDS との

歳代に原発性ウイルス性肺炎からの ARDS を起こ

鑑別が必要になる．画像上は，両側性のすりガラス

19）

し易いことが報告されている ．この点は，季節性

状陰影と浸潤影をすることが多いが，心不全でみら

インフルエンザが，高齢者で重症化し易く，二次感

れるようなリンパうっ滞所見（小葉間隔壁肥厚像，

染に伴う肺炎が多いことと対照的である．サイトメ

気管支血管束の腫大像）や両側胸水所見を高率に認

ガロウイルス肺炎の多くは，細胞性免疫低下例に発

めるのが特徴である．喫煙との関連が示唆されてお

症する．ニューモシスチス肺炎も細胞性免疫低下例

り 24）．特に喫煙を開始してから 1 ヵ月以内の発症

に発症するが，早期から呼吸困難が強く，人工呼吸

が多い．その他にも粉塵の吸入やミノサイクリンな

管理となる例が多く，ARDS の中でステロイドが

どの薬剤によるものが報告されている．血液中の好

ある程度有効ではないかとされているのも本疾患の

酸球数増加を伴わないため診断困難な場合が多い

20）

特徴である ．また BAL による病原体の検出によ

が，ARDS に進展するような基礎疾患を持たず，

る診断上の有用性が高い．レジオネラ肺炎は，呼吸

前述のような病歴がある場合に，BALF を採取し

器症状のほか，頭痛，意識障害など神経症状を伴う

て好酸球数の増加（25％以上）を確認することで診

ことが多いのが特徴であり，尿中抗原による迅速診

断される．ステロイドが著効することも特徴の一つ

断が可能である．

である．
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８

10

粟粒結核

原因不明の ARDS では，粟粒結核を鑑別診断に
入れなければならない

25）

．一般に粟粒結核で胸部

癌性リンパ管症

癌性リンパ管症は，胃癌，肺癌，乳癌，膵臓癌，
前立腺癌などの原発巣からの肺転移の一形態であ

X 線上，全肺野に直径３mm 以下の小結節がみられ，

り，胸部 X 線上びまん性間質性陰影を呈すことが

診断は比較的容易である．しかし重症例では，胸部

あり，ARDS との鑑別を要す．癌の原発巣が明ら

X 線の陰影が癒合し粟粒影が指摘できにくく ARDS

かな場合には，本症を疑う根拠となるが，癌性リン

との鑑別が困難となる．喀痰や尿中に抗酸菌を認め

パ管症を初発症状として来院する場合もあるため，

ることは少なく，
組織検査で診断されることも多い．

ARDS 様症状がある場合には，常に本症を考慮に

BAL は，抗酸菌の検出およびそれに伴う治療方針

いれ，速やかに癌原発巣の検索を行う必要がある．
胸部 X 線では，肺門から末梢に広がる索状陰影，

決定に有用である．

びまん性網状・線状陰影，Kerley B line，胸膜浮腫，

９

肺門や縦隔リンパ節腫脹，胸水貯留など多彩である

びまん性肺胞出血

が 22），進行例では ARDS との鑑別は困難である．
高分解能 CT で，気管支血管束の腫大や小葉間隔

両側肺のびまん性浸潤陰影を示す急性疾患として

壁肥厚像など，リンパ管の存在する広義間質の肥厚

肺 胞 出 血 が 挙 げ ら れ る． 多 発 血 管 炎 性 肉 芽 腫 症

所見が手がかりとなり，確定診断には組織学的アプ

（granulomatosis with polyangitis；GPA）/ ウ ェ ゲ

ローチが必要で，経気管気管支肺生検（TBLB）や

ナー肉芽腫症（WG）
，SLE, 好酸球性多発血管炎性

BAL が有用な診断法となる．

肉芽腫症（eosinophilic granulomatosis with polyangiitis；EGPA）
，顕微鏡的多発動脈炎（microscopic
polyangiitis；MPA） な ど に 伴 う 肺 疾 患 を 含 め た
ANCA 関連肺疾患，Goodpasture 症候群，薬剤な

11

薬剤性肺障害

どがその原因として重要である 26）．高分解能 CT

薬剤性肺障害は，さまざまな病理像を呈して発症

画像上は，最外層の胸膜下がスペアされ，すりガラス

するが，非心原性肺水腫もしくは組織学的に DAD

状陰影や浸潤影の所見がみられる．病変の初期や吸

を呈し ARDS 様の病態を示すと報告されている薬

収過程では小葉中心性の濃度上昇域がみられる

27）

．

剤について表 7-1 にまとめた 28, 29）．

肺胞出血の診断には，発症早期の BAL が有用であ

発生機序については，免疫賦活化による作用と細

る．BALF の性状が血性であること，細胞診でヘモ

胞障害性の機序が考えられる．診断は，除外診断で

ジデリンを貪食したマクロファージの存在を確認す

あり，心不全，肺胞出血，重症感染症などとの鑑別

ることが診断の根拠となる．GPA では 30 ～ 70％

が必要である．再投与で同様の症状が惹起される．

に PR3-ANCA 陽性であり，EGPA では，先行する

早 期 の 段 階 で は 薬 物 の 中 止 に よ り 軽 快 す る が，

気管支喘息，末梢神経症状，末梢血好酸球増多，

gefitinib のように急速に ARDS と同様の病態を呈

MPO-ANCA 陽性などが鑑別のポイントである．

する場合は致死的となりうる．抗癌剤を主とする薬

また，MPA では MPO-ANCA, Goodpasture 症候群

剤性による ARDS とそれ以外の原因による ARDS

では抗基底膜抗体が診断の助けとなる．また薬剤性

の予後比較では，薬剤性の場合，予後が不良との報

ではアミオダロン，ピロピルチオウラシルなどの服

告もある 28）．Gefitinib に伴う肺障害について，本

用歴が参考となる．

邦での大規模コホート研究から，肺障害のリスク因
子として，高齢者で，既存の間質性肺疾患を有する
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喫煙者もしくは，performance status の低下例であ

水腫である．肺虚脱の程度，その持続期間および吸

ることが報告されており，肺障害は投与開始後 4 週

引圧の大なるほどその発生頻度は増加する．本症の

以内に多い

30）

発生機序として，吸引時の胸腔内圧の低下，肺虚脱

．

治療薬として副腎皮質ステロイド薬を用いること
が多いが効果についての評価は定まっていない．

に伴う肺 surfactant の減少，リンパ管および肺静
脈のうっ滞，血管透過性物質の出現等の種々の因子
が考えられている．

12

その他の
非心原性肺水腫

c. 褐色細胞種
31, 32）

毛細血管壁を介する液体の移動は，Starling の式
により規定される．
Qf＝Kf
〔
（Pmv－Ppmv）
－σ
（πmv－πpmv）〕
Qf：血管外へ流出する液体量
Kf：濾過係数
σ：反撥係数

Norepinephrine の静脈内投与により肺水腫を惹
起する．褐色細胞腫における肺水腫の発生秩序とし
て，カテコラミンの過剰分泌による機序が考えられ
ている．

d. 神経原性肺水腫
（neurogenic pulmonary edema）

P およびπ：それぞれ静水圧および膠質浸透圧

くも膜下出血，痙攣発作後など急性で重症の中枢

mv および pmv：それぞれ血管内および血管外

神経系障害に伴う肺水腫である．主な発生機序とし

肺水腫の発生機序は，Pmv の上昇およびπmv の

ては，脳室圧の上昇が交感神経系の興奮あるいは血

低下による high pressure edema（HP）と，肺血管

中 norepinephrine お よ び epinephrine の 増 加 を 惹

透過性の亢進，すなわち Kf の増加およびσの減少

起 し， 左 室 機 能 不 全 あ る い は 肺 静 脈 収 縮 に よ り

による increased permeability edema（IP）とに分

Pmv が上昇し HP タイプの肺水腫が発生するもの

類される．

と考えられている．水腫液と血清との膠質浸透圧比

心原性肺水腫は，Pmv（肺静脈圧）の上昇によ

がほぼ等しいことにより本症の発生機序として IP

る HP である．一方，非心原性肺水腫の発生機序は

の関与を推定する報告もある．その他の発生要因と

複雑である．一般的には，IP による肺水腫のこと

して，肺微小血栓および交感神経系の興奮による肺

が多いが，HP によるものあるいは両者によること

リンパ管の収縮なども考えられている．

もある．

a. 過剰輸液

e. 高地肺水腫
（high altitude pulmonary edema；HAPE）

Pmv の上昇およびπmv の減少があり，HP に基

心肺疾患のない健常人が海抜約 2, 600m 以上の高

づく肺水腫が惹起される．しかし，肺リンパの搬出

地に急速に到達した際に発症する．その発生機序は

能を凌駕し肺水腫を引き起こすには 4 ～ 5 L/hr の

未だ十分解明されていない．肺動脈楔入圧や心拍量

大量の輸液が必要であり，日常臨床ではまず起こり

は正常で著明な肺高血圧がみられる．本症の特徴は，

えない．しかし，基礎に心不全や腎不全が存在する

低地移送によりすみやかに軽快すること，個体の感

と，十分に起こりえる．

受性が存在することである．発症には，低酸素に対

b. 再膨張性肺水腫
（re-expansion pulmonary edema）

する著明な肺高血圧が関係しているが十分に解明さ
れていない．脳浮腫の合併も示唆され，神経原性肺
水腫の関与も指摘されている．

気胸あるいは胸水貯留時の胸腔穿刺による脱気あ
るいは胸水除去の際に主として病側肺に発生する肺
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f. 陰圧性肺水腫
（negative pressure pulmonary edema；NPPE）

10% の症例に多くは数分以内で発症し，若年成人
男性に多い傾向がある．肥満や睡眠時無呼吸症候群
など，術前の上部気道狭窄との関連も挙げられてい

上部気道閉塞による過度の吸気努力に伴って，胸

る．急性喉頭蓋炎なども原因となる．陽圧換気によ

腔内が高度の陰圧状態となって発症する．約半数は

り 12 ～ 24 時間以内での改善が得られ，予後は良好

上部気道手術症例であり，上部気道閉塞症例の約

である．

表 7-1 ●肺水腫 , ARDS をきたしうる薬剤
1）抗癌薬および免疫抑制薬
Cytarabine arabinoside ＊
Gefitinib ＊
Gemcitabine
Immune globulin
Infliximab ＊
Interleukin
Leflunomide ＊
Lymphocyte immune globulin ＊
Methotrexate
Mitomycin
Muromonab-CD3
Pentostatin
Recombinant granulocyte-macrophage colony
stimulating factor ＊
Tretinoin
Vinca alkaloids ＊
2）心血管系薬
Amiodarone ＊
Ca channel blockers
Amlodine
Nifedipine
Nisoldipine
Verapamil
Epinephrine
Phenylephrine
Propranolol
3）呼吸器病薬
Epoprostenol
Nitric Oxide

4）生物学的製剤
Infliximab
Etanercept
Adalimumab
5）腎臓病薬
Acetazolamide
Chlorothiazide/Hydrochlorothiazide
6）向神経薬，向精神薬
Ethchlorvynol
Phenothiazines
Tricyclic antidepressants
7）鎮痛薬
Aspirin
Methadone
Morphine
Propoxyphene
8）分娩薬
Ergonovine
Oxytocin
Tocolytic agents
9）造影剤
10）その他
Nitrofurantoin
Heroin
Protamine
＊
Talc
Granulocyte-macrophage colony stimulating factor
防水スプレー

＊：病理学的に DAD の所見が報告されているもの（文献 33 を参照して作成）
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8

随伴する疾患・病態

● VAP，VALI，DIC，敗血症などの病態はしばしば

ARDS に随伴するが，それ自

体が ARDS 発症の原因にもなり得る．
●

ARDS 患者においては耐性菌による晩期 VAP が発生しやすいが，その生命予後

に及ぼす影響は明らかではない．
●肺血管機能不全≒肺高血圧症の合併は，予後不良因子であるが，その対策は確立

していない．

ARDS は臨床症候群であり，それ自体が本来の

性が懸念されるが，ARDS に対する大規模治験に

疾患の合併症とも考えられるので，合併症という表

おいて，高い PEEP を用いることでの循環動態に

現は避け，随伴疾患・病態とした．これらの病態の

対する悪影響は明確に指摘されていない 1 ～ 3）．

一部は，たとえば肺炎や敗血症のように，先行基礎
疾 患 と し て ARDS の 原 因 と も な り 得 る し， ま た
ARDS に続発することもあり得る．

b. 過剰輸液による肺機能の悪化，
ARDSの発生
米国 ARDS network が行った大規模臨床試験：

１

呼吸循環器系

a. 静脈還流の減少と循環不全

fluid and catheter treatment trial/pulmonary
artery catheter（FACTT/PAC） で は，ARDS 患
者の水分出納をプラスマイナスゼロとして水分制限
した群が，水分制限を行わなかった群に比して人工
呼吸日数が少なく，また肺以外の臓器の悪化もなく

陽圧人工呼吸換気は胸腔内圧を上昇させ，静脈還

肺機能は改善した 4）．ただし，本研究は敗血症患者

流を減少させる．加えて低酸素血症を改善させるこ

を対象とした研究であり，初期 24 時間の輸液量は

とを目的に輸液量を制限した場合は，さらなる循環

＋ 1, 000mL を超えていたことに注目したい．敗血

血液量の不足が静脈還流および心拍出量の減少をも

症時の初期輸液は循環の安定化から患者予後改善に

たらす可能性がある．

繫がる重要な介入であり，ARDS（あるいは酸素化

PEEP の付加は，さらに静脈還流減少を招く可能

不良）を恐れるあまりに初期輸液を過度に制限する
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ことは適切ではない．一方で，敗血症患者における

治 療 戦 略 に 関 し て は，ATS（American Thoracic

輸液量が ARDS の発生に及ぼす影響に関しては，

Society）によるガイドライン 6） あるいは，日本呼

無関係とする報告もある 5）．

吸器学会による成人院内肺炎診療ガイドライン 13）
などに詳しく，それらおよび「第 10 章 治療：薬物
療法，その他」を参照されたい．基本的には患者重

c. 人工呼吸器関連肺炎

症度の適切な評価と，起炎菌の正確な絞り込みによ

（第 10 章 治療：薬物療法，その他 参照）

る適切な経験的抗菌薬の投与が予後改善のポイント

人工呼吸開始 48 時間以上経過してから人工呼吸
中に発生する細菌性肺炎を，一般的に人工呼吸器関

といえる．
ARDS 患者における VAP の診断は実際に困難な

連 肺 炎（ventilator-associated pneumonia；VAP）

ことが多い．ARDS 症例では胸部 X 線上の両側肺

と呼ぶ．VAP による寄与死亡率は 10％にも及ぶと

浸潤影を認めることから，新たな肺浸潤影の出現を

され，人工呼吸患者における最重要合併症の一つで

読影することは容易ではない 14）．また VAP の臨床

ある 6）．

診断に使用される，発熱，異常白血球数，気管内膿

ARDS 患者では，ARDS でない人工呼吸患者に
比べ，有意に VAP の発生率が高いとされる

7, 8）

．

性分泌物の増加などの指標は，いずれも非特異的で
あり ARDS 患者ではしばしば認められる．Chastre

その理由として，ARDS において肺胞マクロファー

ら 8）の報告では，ARDS 群において VAP 合併の有

ジ や 流 血 中 の単球の貪食能が低下するとの 報 告

無で，体温，白血球数，PaO2/FIO2，および胸部 X

9）

や ，周期的な肺胞の過進展により，細菌増殖が促
10）

線像に有意な違いを認めなかった．このため ATS

進するとの報告があり ，これらが VAP の発症に

ガイドラインでは，ARDS では上記の VAP の臨床

寄与する可能性がある．加えて，人工呼吸期間の延

指標に加え，他に理由のない血行動態の悪化や酸素

長の影響が危険因子となる．ARDS 症例の臨床経

化能の悪化のいずれかが認められれば，微生物学的

過における肺炎発症率を検討した報告では，ARDS

検査方法による肺炎診断を実施するよう推奨してい

患者の 60% に VAP が発症し（人工呼吸 100 日あた

る6）．一方で，定期監視のための細菌学的評価は，

り 4. 2 件），また多くの症例で VAP の起炎菌と同

その効果が限定されており15），不適切な抗菌薬の使

一 の 先 行 す る 下 気 道 へ の 細 菌 定 着 を 認 め た 11）．

用を促すため行うべきではない．侵襲的手法を用い

Markowicz ら

7）

の 報 告 で は，ARDS 患 者 の VAP

るか否かに関しては一致した見解は得られていない

発 症 率 は 37% で あ り， 全 体 の 35% が 早 期 VAP，

ものの，VAP 疑診時に気管支鏡による下気道検体

65% が晩期 VAP であった．

の評価（グラム染色と定量培養）を積極的に行うこ

一方，VAP をはじめとする院内肺炎は，直接的

とで，より正確な除外診断が行える可能性はある 16, 17）．

な肺への過剰な炎症反応から肺損傷を引き起こす結

VAP を合併した ARDS 症例の臨床的アウトカム

果，ARDS の原因ともなる．このように，ARDS

に関する多施設前向き臨床試験の報告7） によれば，

と VAP の病態は相互に原因とも結果ともなり得る

ARDS 患者において VAP の合併は有意に人工呼吸

状況で複雑に影響し合いながら，かなりの部分で重

器装着期間の延長を引き起こしたが，死亡率に関し

複した病態を形成していることが示唆される．換言

ては VAP の合併の有無で違いは認められなかった．

すれば，ARDS の治療経過中には，つねに VAP の

単 一 施 設 に お け る 臨 床 研 究 に お い て も 同 様 に，

発症を念頭においた管理が必要となる．ただし，

VAP の合併は ARDS 死亡率には影響しないとの結

ARDS において肺炎未発症者に対する抗菌薬の予

論が得られている8, 11）．最近の検討でも，肺保護換

防投与は推奨されない 12）．

気を行った上での VAP 合併率は 29% で，多変量解

ARDS であることで VAP に対する抗菌療法が

析の結果，VAP の合併は生命予後に関連しなかっ

大きく変わるわけではない．VAP に対する一般的

た 18）．ARDS 患者の予後規定因子は肺損傷の程度
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だけではなく，基礎疾患の重症度と多臓器不全の合

る．しかし，臨床においては陽圧人工呼吸だけに

併であると考えられることや，VAP が適切に治療

よって肺に傷害が起きるわけではないので，VALI

されていることが，VAP に伴う生命予後への影響

（ventilator associated lung injury）という呼称が
適 切 と も さ れ る．VILI の メ カ ニ ズ ム は，baro-

を相対的に小さくしている可能性もある．

trauma（圧肺損傷）
，volutrauma（容量損傷）
，atelectrauma（無気肺損傷）のような物理的損傷ばかり

d. エアリーク

ではなく，大量に産生されるサイトカインなどのメ
19）

ARDS では肺のサーファクタントは激減し ，肺
コンプライアンスは著しく低下しているため，気胸

ディエーターによる肺損傷である biotrauma も関
与している 24, 25）．

をはじめとするエアリーク（狭義に barotrauma と

ARDS network による低容量換気に関する大規

も呼称され，気胸，縦隔気腫，気腫性肺嚢胞，皮下

模臨床試験では 26），12mL/kg といった過大な一回

気腫などを含む）の危険性は増加する．PEEP 及び

換気量やプラトー圧が 35cmH2O を超える状態にお

高い換気圧の双方がエアリーク発生に影響しうる．

いてはおそらく VALI が発生し，死亡率の増大に

特にプラトー圧が 35cmH2O を超える場合にその発

つながることが示唆されている．したがって，
「第

20）

．また，27 名を対象と

9 章 治療：呼吸管理療法」でもその詳細を説明す

した小規模研究ではあるが，リクルートメント手技

るが，過大な一回換気量や圧負荷は極力避けること

生頻度は高くなるとされる

（9 章 p. 80 参照）によりエアリークが 4 名（15%）

が好ましい．

21）

に発生したとする報告もあり ，注意が必要である．
ARDS network 低容量換気法の検討対象となっ
た 718 名の ALI/ARDS 患者において，発症から 4
日以内の早期のエアリークは高い PEEP と有意な
関係があった

22）

f. 肺の線維化
大部分の症例では発症後 5 ～ 7 日には肺損傷は急

．一方，その後に行われた高 PEEP

速に修復されて，後遺症を残さずに回復するが，重

を用いた大規模治験では，エアリークの発生は有意

症例や原疾患の治療が不十分で繰り返し感染が加

に増加していない

1 ～ 3）

．他の報告では 725 名の敗血

わった難治例などでは肺の線維化が問題となる．

症に起因する ARDS のうち，6. 9% が気胸を合併し，

ARDS 発症後 5 〜 7 日頃より肺胞および肺の間質

10. 6% が気胸を含む何らかのエアリークを生じた

に線維化が始まるとされている 27）．このような重

が，気胸の発生は予後には有意な影響を与えなかっ

症例では肺胞腔内は間葉細胞によって置き換えら

た

23）

．

なお，
ARDS 患者では緊張性気胸を発症した場合，
診断が遅れると急激に致死的低酸素症に陥る危険性
があることを認識する必要である．

れ，コラーゲンとフィブロネクチンの蓄積を認め，
いわゆる fibrosing alveolitis の病像を呈してくる 28）．
この病態はきわめて重症で致死的な結果をもたら
すことが多く予後不良である．ただし，肺の線維化
をきたしたものの，幸いにも救命し得た症例では，

e. 人工呼吸器関連肺損傷
（第 4 章・9 章参照）
1980 年以降，陽圧人工呼吸における肺胞腔への

線維化は恒久的なものではなく，数ヵ月かけて吸収
され，6 〜 12 ヵ月でほぼ正常に戻ることも多い 29）．
しかし，まれに高度の線維化を後遺症として残して
慢性呼吸不全に至る．

過大な容量負荷や膨張・虚脱の繰り返しにより，肺

一般的な肺線維症の病勢評価に用いられる血清

損傷を引き起こすことが動物実験で明らかとなって

KL-6，SP-A，SP-D な ど の 血 清 マ ー カ ー は，

い る． こ の よ う な 障 害 を 人 工 呼 吸 器 関 連 肺 損 傷

ARDS の 重 症 度 と 相 関 す る と の 報 告 は あ る が，

（ventilator induced lung injury；VILI）と総称す

ARDS における線維化評価に使えるかは不明であ

71

る 30 ～ 33）．

わたる高濃度酸素は避ける（通常は酸素濃度 60%

治療に関して，線維化予防目的でのステロイド持

以下を目標）ことが推奨される．

34）

続投与の有用性は否定的である ．

２

g. 肺高血圧症
肺の線維化が進み，これが慢性化すると高い頻度
で肺高血圧症を合併する．また，初期の ARDS で
も病像が重篤であると，間質の浮腫によって肺高

その他の全身臓器

a. 播種性血管内凝固症候群
ARDS における播種性血管内凝固症候群（DIC）

血圧を生じる．後者は病状の改善とともにすみや

の合併は，ARDS の病態の増悪につながると考え

かに肺高血圧自体も改善するが，前者は難治性で，

られる．ARDS 症例における DIC 合併率は 25 〜

．肺高血圧の指標である経肺圧

70% で あ り 40）， 逆 に DIC 症 例 に も 高 い 頻 度 で

（transpulmonary pressure gradient（TPG）= 肺

ARDS が合併することが報告されている40, 41）．DIC

動脈圧−肺動脈楔入圧）で評価すると，ARDS 患

が ARDS を悪化させる機序として，DIC における

者の 73% で TPG ≧ 12mmHg の肺血管病変を認め，

肺循環障害によって肺コンプライアンスの低下とガ

TPG=12 ～ 24mmHg お よ び ≧ 24mmHg で の 死 亡

ス交換障害が惹起されることが重要と考えられてい

率 は 27% お よ び 49% で，TPG<12mmHg の 際 の

る．さらに，DIC の診断基準を満たさない ARDS

右心不全に至る

35）

36）

19% に比べて有意に高いとされる ．

症例でもその約半分に経過中に血小板減少が認めら

この観点から，ARDS に続発した慢性の肺高血

れており，DIC の有無にかかわらず多くの症例で

圧自体に対して，肺血管拡張薬が試みられてきた．

剖検により肺に微小血栓が認められる 40）．DIC の

20 名の肺高血圧症（安静時平均圧 25mmHg 以上，

基礎病態に感染症が関与する場合は，急性呼吸不全

収縮期圧 35mmHg 以上）を伴う ARDS 患者に対し

を合併する頻度が増加し，死亡率も高くなる．

て，肺血管拡張薬であるイロプロスト（吸入用プロ

ARDS における凝固線溶異常の詳細な解析 42）に

スタサイクリン）をネブライザー投与すると，明ら

よると，ARDS 症例においてはプロテイン C 活性

かな呼吸循環系への有害事象無く，P/F 比が 177

の低下とプラスミノゲンアクチベータインヒビター

± 60 から 213 ± 67，
212 ± 70 に改善した

37）

．一方，

（PAI）-1 の上昇が認められる．すなわち，ARDS

ホスホジエステラーゼ阻害薬シルデナフィルの経管

症例では総じて凝固活性の亢進と線溶活性の抑制が

投与（50mg）は肺血管を拡張させるが，結果とし

起きていると考えられる．さらには，プロテイン C

て肺内シャントを増大させ酸素化を悪化する

38）

．

の低下および PAI-1 の上昇に伴い，死亡リスクも

このように，肺血管拡張療法はその薬剤選択および

高まることが示唆され，凝固線溶異常が ARDS の

投与方法も含め，今後の検討が必要である．

生命予後に影響を与える可能性がある．DIC で観
察される微小循環障害は，肺胞局所においても，フィ
ブリン析出，線維化の進展ならびに低酸素血症の原

h. 高濃度酸素曝露による肺損傷

因となるため，ARDS に対する抗凝固療法の可能

動物実験では高濃度酸素曝露による肺損傷が数多

性が考えられる．

く発表されている．しかしながらヒトを対象とした

これまで動物実験レベルでは，組織因子経路イン

臨床研究は見あたらず，高濃度酸素曝露が ARDS

ヒビター，ヘパリン，アンチトロンビン，リコンビ

を悪化させるかどうかについての確証はない

39）

．

ナント活性化プロテイン C，リコンビナントトロン

実際問題として，重症例では酸素濃度 100% 管理を

ボモジュリンなどの抗凝固薬が ARDS に有効であ

行わざるを得ない場合もあるが，一般には長時間に

ることが報告されている 43）．一方で，ARDS 患者
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を対象とした抗凝固療法の有効性を検証するランダ

完了した後に神経機能，筋機能など身体機能に重篤

ム化比較試験がいくつか報告されているが，現時

な障害を残す場合がある．これらを総括して ICU-

点ではいずれにおいても有効性は証明されていな

AW（ICU-acquired weakness）といい，近位筋優

44, 45）

い

位 の 四 肢 麻 痺 を 呈 す る critical illness polyneu-

．

凝固線溶異常と炎症は密接に関係していることか

ropathy（CIP）と，遠位筋や下肢に優位にポリニュー

らも，ARDS と DIC は互いに増悪させる病態であ

ロパチーを生じる critical illness myopathy（CIM）

る と 考 え ら れ， 凝 固 線 溶 異 常 の コ ン ト ロ ー ル は

からなる．ICU-AW は多臓器不全，SIRS，敗血症

ARDS 治療としての可能性を秘めている．しかし

性ショックに起因する末梢運動および知覚神経の障

ながら，質の高い臨床研究においてその有効性が証

害および筋機能の障害と規定され，末梢神経におけ

明された治療薬はなく，ARDS そのものに対する

る微小循環不全が原因とも考えられているが 50），

抗凝固療法は推奨されない（第 10 章 治療：薬物療

その詳細なメカニズムは不明である．

法，その他参照）
．

ICU-AW 発症のリスク因子としては，敗血症，
高血糖，長期の人工呼吸管理，ステロイド使用など，
さまざまな因子が報告されている51）．ARDS 症例に

b. 多臓器不全，敗血症性ショック

限定して 1 年後の身体機能の予後因子を検討した報

ARDS に合併する臓器不全の発生頻度としては，

告によると，ステロイド投与量が有意に関連すると

腎不全が 40 〜 55%，肝不全 12 〜 95%，意識障害 7 〜

報 告 さ れ て お り52），ARDS 治 療 に お い て は ICU-

30%，
消化管出血 7 〜 30%，
凝固異常 0 〜 26%，
ショッ

AW 回避の観点からもステロイドの投与について

クなどの心血管系機能不全 10 〜 23% との報告や，

は慎重であるべきである（第 10 章 治療：薬物療法，

ARDS 全症例が多臓器不全を併発し，不全臓器数

その他参照）．

は平均 4 臓器であったなどの報告がみられる

41, 46）

．

コクランレビューでは，厳密な血糖管理が ICU-

また，ARDS 症例では多臓器障害が進行するにつ

AW の発症を約 35% 低下させると報告されている

れて段階的にその生命予後が悪化することが複数の

が 53），重症患者に対する厳密な血糖管理は患者生

疫学研究によって証明されている 47, 48）．

命予後を悪化させる危険性も指摘されていることか

ARDS 症例の死亡原因は，呼吸不全そのものよ

ら，ARDS 管理においては少なくとも持続する高

りも敗血症性ショックや多臓器不全によるものが多

血糖状態を回避することが ICU-AW 発症予防観点

い

49）

．そのため，ARDS 症例の治療にあたっては，

からは有益かもしれない．また，急性期リハビリテー

厳密な呼吸管理とともに，多臓器不全・敗血症性

ション介入による ICU-AW 予防効果を検討した

ショックに移行しないための surviving sepsis cam-

RCT では，リハビリ介入より退院時の身体機能障

paign guidelines（SSCG）に準拠した適切な初期蘇

害を 38% 有意に減少させることができると報告さ

生および全身管理が重要である．

れている54）．ARDS 症例を含む ICU 症例に対する
急性期リハビリテーションは，各施設の特性に応じ

c. ICU-AW（ICU-acquired weakness）

て積極的に考慮すべきである．

ARDS を含む集中治療症例では，急性期治療が
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9
● ARDS

治療：呼吸管理療法

において一回換気量とプラトー圧を制限する肺保護換気戦略として，低容

量換気が勧められる．
● ARDS

と最初に診断する時点と初期の呼吸管理の手段として，非侵襲的換気法で

ある NPPV の使用を検討してよい．
●低容量換気を行う際にはマニュアルやプロトコルに沿った一元的管理を行い，低

容量換気の方針を継続すること，そして人工呼吸に関連した事故を防止すること
が重要である．
●長期人工呼吸管理からの離脱にあたっては，1

日 1 回の鎮静中止，自発呼吸テス

トなどを経てから抜管を試みる．また，訓練されたスタッフがプロトコルに従い
行うと人工呼吸期間ならびに離脱のための期間を短縮する．

本章は，
本書第 1 版
（2005 年）
ならびに第 2 版
（2010

trol ventilation（ACV），synchronized intermittent

年）における「呼吸管理療法」に，その後の臨床研

mandatory ventilation（SIMV）， お よ び pressure

究の集積と新たに発表された諸専門分野のガイドラ

support ventilation（PSV）の 3 つに大別される．前

インを参照し改訂を加えたものである．第 1 版なら

二者のモードでは volume control ventilation
（VCV）

びに第 2 版は，日本呼吸療法医学会・多施設共同研

もしくは pressure control ventilation
（PCV）のいず

究 委 員 会 が 2004 年 に 作 成 し た「ARDS に 対 す る

れかの強制換気様式が使用される．最新の人工呼吸

1）

Clinical Practice Guideline 第 2 版」 に準拠し作成

器ではほぼ全機種でこれらのモードと様式が任意に

された．

選択可能であるが，ARDS に対して特定のモード
や様式が生命予後の改善に寄与するという強い根拠

１

陽圧人工呼吸における
換気モード，様式

はない．以下にこれらの様式，モードについて概説
する．

陽圧人工呼吸における換気モードは，assist con-
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a. 強制換気様式
１）VCV

a）
流

b）

吸気終末ポーズ

量

VCV では一回換気量と吸気流量ならびに換気回
数を設定する．一回換気量を規定するため換気量の
維持に優れるが，吸気圧は規定できず最高気道内圧

プラトー圧
気道内圧

PEEP

アラームにより監視しなければならない．プラトー
圧は，吸気終末ポーズを設定するか（図 9-1 参照），
吸気終末ホールドを実施して適時測定する．吸気流
量パターンとして矩形波や漸減波などが選択でき
る．

図 9-1 ● VCV でのプラトー圧の求め方
一定の吸気流量を用いた VCV(a) に吸気終末ポーズを加え
(b)，流量波形で吸気終末流量がゼロであることを確認でき
れば，その時点の気道内圧をプラトー圧とする．

２）SIMV
２）PCV

SIMV は ACV と異なり設定された換気回数しか

PCV では吸気時の気道内圧と吸気時間ならびに

強制換気を行わない換気モードである〔注 3〕
．す

換気回数を設定する．一回換気量は肺のコンプライ

なわち，設定換気回数以上の自発呼吸が出現してい

アンスにより変動するためモニタリングしなければ

る場合は，強制換気で同期される自発呼吸と，同期

な ら な い が， 気 道 内 圧 は 設 定 以 上 に は 上 昇 し な

されない自発呼吸とが混在する．強制換気は PCV

2, 3）

．吸気終末に吸気流量がゼロとなるように吸

あるいは VCV で行われる．SIMV に PSV を併用

気時間を設定すれば（図 9-2 参照）
，設定吸気圧が

することで，強制換気で同期されない自発呼吸の呼

プラトー圧となる．

吸仕事量を軽減できる．

い

b. 換気モード
１）ACV（assist/control ventilation）
ACV は，自発呼吸の有無に関わらず，常に設定

３）PSV
感知されたすべての自発吸気を一定の気道内圧で
補助する．補助圧のみ設定する．設定サポート圧を
維持するのに必要な吸気流量が規定された値〔注 4〕

された一回換気量あるいは吸気圧による強制換気を

より低下すると自動的に送気が終了する．吸気時間

行う換気モードである．通常，吸気は一定の設定で

設定がない点が PCV と異なる．

行われ変化しない〔注 1〕
．患者の自発吸気運動が
感知されれば強制換気はそれに同期される．自発吸
気運動に同期するためにはフロートリガーあるいは
圧トリガーを適切に設定しなければならない．もし
も換気回数設定で規定される呼吸サイクルの間に吸
気がトリガーされなければ，人工呼吸器による強制
換気が行われる〔注 2〕
．すなわち，吸気のリズム
は患者が決定することが可能であり，正しく同期で
きれば，呼吸仕事量はすべて人工呼吸器が負う換気
モードである．換気様式は PCV あるいは VCV で
行われる．
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〔注 1〕ただし，PCV による ACV で自発吸気が非常に強
い場合は，自発呼吸により強制換気設定を上回る吸気流量
や一回換気量が発生する可能性があり，吸気が一定の設定
にならない場合がありえる．
〔注 2〕たとえば，毎分 10 回に換気回数を設定していると，
患者が 10 回以上の呼吸をしていなければ，6 秒に 1 回の
強制換気が時間サイクルで行われる．患者が 15 回の呼吸
をしていると，換気回数設定が 10 回であっても，患者吸
気に同期して 15 回の強制換気が設定どおり行われる．換
気回数設定が多すぎると，呼吸中枢の自発吸気ドライブが
抑制された結果，器械換気だけになってしまう．逆に換気
回数設定が少なすぎると，自発吸気運動がなければ（例；
頭部外傷，過鎮静や全身麻酔効果の残存など）
，CO2 蓄積
を起こす可能性もある．
〔注 3〕設定換気回数が自発呼吸回数より多いと，すべて
の自発呼吸に対し強制換気が同期して行われるため見た目
は ACV と変わらなくなる．
〔注 4〕通常最大吸気流量の 25% で送気が終了する．規定
値をユーザーが変更できる機種とできない機種がある．

２

ARDS に対する
換気設定の概念

b. 低容量換気
人 工 呼 吸 器 関 連 肺 損 傷（ventilator associated
lung injury；VALI）の発生を回避するために一回

a. FIO2 と PEEP の設定

換気量とプラトー圧を制限する肺保護換気戦略とし
て低容量換気が勧められる（CQ3，CQ4 参照）．なお，

ARDS では低酸素血症から速やかに脱するため
に，まず FIO2 を 1. 0 で開始する．しかし，長時間

プラトー圧とは，吸気終末に回路内の気流が一時的

の高濃度酸素吸入も生体には有害であるため，PaO2

に停止した状態における気道内圧を指す（図 9-1）．

が 55 〜 80mmHg に維持できれば，FIO2 は 0. 6 を目

測定にあたり，グラフィックモニターを用いガス流

標に漸減する．FIO2 漸減は 0. 05 〜 0. 1 刻みで行う．

量が完全に停止していること，自発呼吸努力がない
こと，人工呼吸回路にリークがないことを確認する．

新しい ARDS の定義（Berlin 定義）では，酸素
化 能（PaO2/FIO2） に よ る 重 症 度 評 価 を PEEP

低容量換気では，一回換気量は 6 〜 8mL/kg（予

5cmH2O 以上の陽圧換気下に行うことが定められ

測体重）に制限する．予測体重は〔注 6〕と付録の

4）

ため，PEEP は 5cmH2O 以上で開始する．陽

換算表を参照のこと．一回換気量は 12mL/kg 以上

圧換気は必ずしも気管挿管下に行わず，非侵襲的陽

としてはならない．プラトー圧は 30cmH2O 以下に

圧換気法（NPPV）でもよい（p. 82，
NPPV の項参照）
．

制限する 8）．全肺気量（total lung capacity；TLC）

調節換気時の PaO2 は平均気道内圧に相関するた

における肺胞内外の圧格差は 30cmH2O であること，

た

め，PEEP を初期設定値から 2 〜 5cmH2O ずつ上げ

また多くの動物実験のデータから，プラトー圧は

て平均気道内圧を上昇させ，PaO2 の改善を図るこ

35cmH2O を超えないことが望ましいとされている 9）．

ともできる．PEEP 上昇に伴い FIO2 を低下させる

ARDS network による大規模 RCT では，一回換

ことも可能である．FIO2 と PEEP の設定について

気量 12mL/kg，プラトー圧 50cmH2O 以下とする

ARDS network の大規模臨床試験

5）

では，FIO2 に

〔注 6〕文献 5）では一回換気量を決める場合の体重は，実
測体重ではなく予測体重を用いている．この算出法は以下
の通り．男性（kg）
：50 + 0. 91 ×（身長（cm）−152. 4），
女性（kg）：45. 5 + 0. 91 ×（身長（cm）−152. 4）．

応じた PEEP 設定の目安を提示した〔注 5〕
．
肺胸郭系の圧 – 容量曲線を測定し，lower inflection point（図 4-2 参照）を超える値に PEEP を設

付録：Predicted body weight の換算表

定するとよいとの小規模 RCT 報告があった 6）．lower
inflection point を超える PEEP 値と低容量換気を

身長 cm

男性

女性

身長 cm

男性

女性

134
136
138
140
142
144
146
148
150

33. 3
35. 1
36. 9
38. 7
40. 5
42. 4
44. 2
46. 0
47. 8

28. 8
30. 6
32. 4
34. 2
36. 0
37. 9
39. 7
41. 5
43. 3

160
162
164
166
168
170
172
174
176

56. 9
58. 7
60. 6
62. 4
64. 2
66. 0
67. 8
69. 7
71. 5

52. 4
54. 2
56. 1
57. 9
59. 7
61. 5
63. 3
65. 2
67. 0

152
154
156

49. 6
51. 5
53. 3

45. 1
47. 0
48. 8

178
180
182

73. 3
75. 1
76. 9

68. 8
70. 6
72. 4

158

55. 1

50. 6

184

78. 8

74. 3

組み合わせると，低い PEEP と大きい一回換気量
の組み合わせに比べ，生命予後が改善したとの小規
模 RCT 報告もある 7）．
循環系の抑制が出現する場合は PEEP 上昇を中
断し循環動態の安定を優先する．脳圧の上昇が問題
となる症例では PEEP によって得られる肺容量改
善の効果と，中心静脈圧上昇を含む循環動態の変化
とのバランスによって，適切な PEEP の設定を考
えることになる．

男女とも，身長 1 cm の増減に応じて，体重は 0. 91kg 増減する．女
性は同じ身長の男性に比べ 4. 5 kg 少ない．

〔注 5〕ARDS network 研究 5）では PaO2 目標値を 55 〜 80mmHg とし，下記の表を用いて FIO2 と PEEP を設定した．
FIO2

0. 3

0. 4

0. 4

0. 5

0. 5

0. 6

0. 7

0. 7

0. 7

0. 8

0. 9

0. 9

0. 9

1. 0

1. 0

1. 0

1. 0

PEEP

5

5

8

8

10

10

10

12

14

14

14

16

18

18

20

22

24

低い PEEP 群
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FIO2

0. 3

0. 4

0. 4

0. 5

0. 5

0. 6

0. 7

0. 7

0. 7

0. 8

0. 9

0. 9

0. 9

1. 0

1. 0

1. 0

1. 0

PEEP

5

5

8

8

10

10

10

12

14

14

14

16

18

18

20

22

24

0. 3

0. 4

0. 4

0. 5

0. 5

高い PEEP 群（プロトコル修正前）
FIO2

0. 3

0. 3

0. 3

0. 3

0. 5～0. 8

0. 8

0. 9

1. 0

呼吸管理のほうが，一回換気量を 6mL/kg，プラトー

が ARDS の予後を改善する可能性が期待される．

圧 30cmH2O 以下とする呼吸管理よりも 28 日死亡

ヨーロッパ集中治療医学会は moderate 〜 severe

5）

率が高かった（39. 8% 対 31. 0%） ．ただし，異な

ARDS に対しては比較的高い PEEP の使用を推奨

る換気量制限を用いた RCT では，ARDS 患者の生

している 21）（CQ5 参照）．

存率を改善させる小規模 RCT 報告 6）と改善させな
い小規模 RCT 報告 10 ～ 12） がある．この点に関し，

c. Permissive hypercapnia

6mL/kg の一回換気量の優位性を示した結果ではな
くあくまでも 12mL/kg の一回換気量の害を示した
ものであるというメタ解析

13）

ARDS network の研究では低容量換気を実施し
ても，同時に換気回数を増やすことで PaCO2 はほ

も あ る． し か し，

ARDS に対する腹臥位療法に関するメタ解析

14）

ぼ正常レベルに維持できていた 5） が，低容量換気

で

は，低容量換気を用いた場合の死亡危険率は有意に

により PaCO2 が蓄積する症例はある．これに対し，

減少したと報告されている（RR 0. 66；95% CI 0. 50 ～

腎の代償機能により pH がある程度（一般的には

0. 86；P = 0. 002）
．

7. 25 以上とされる）補正されれば高 PaCO2 を許容

ARDS network は，上記の RCT で採用した低容

し，VALI 発生につながる過剰な換気設定の回避を

量換気の設定と，PEEP のみさらに高く設定〔注 7〕

優先する概念が提唱され（permissive hypercapnia）

した換気設定を比較する大規模 RCT を実施した．

臨床現場で実施されている．しかし，permissive

この結果によれば，一回換気量を 6mL/kg に保つ

hypercapnia を 行 っ た ARDS 患 者 の 死 亡 率 は

限り，PEEP を対照群の 8. 3 ± 3. 2cmH2O から治療

APACHE II スコアから予測される死亡率より低

群の 13. 2 ± 3. 5cmH2O へ上げても生命予後，人工

かったとする報告はある 22） ものの，その有効性を

呼吸日数に有意差は認められなかった 15）．低容量

証 明 し た 十 分 な 臨 床 デ ー タ は な い． 許 容 す べ き

換気を基本に，FIO2 と高い PEEP の設定表を利用

PaCO2 の上限値，許容すべき pH の下限値とそれら

し，リクルートメント手技を組み合わせたカナダの

の根拠も明確でない．なお，頭蓋内圧亢進がある場

大規模 RCT でも死亡率に有意差は認められなかっ

合は禁忌である．

た

16）

．同様に，PCV を用い吸気終末のプラトー圧

が 28 〜 30cmH2O となるよう PEEP を漸増してい

d. リクルートメント手技

く設定と，通常の PEEP 設定（5 〜 9cmH2O）を比
較したフランスの大規模 RCT でも，死亡率に有意

リクルートメント手技は一時的に高い気道内圧を

17）

差は認められなかった ．最近のメタ解析によると，

かけ，肺胞・末梢気道の再開放をねらう呼吸療法で

高い PEEP 設定は，ARDS 患者や重症スコアの高

ある．35 〜 40cmH2O の気道内圧を 40 秒間維持す

い患者の死亡率を減少させる可能性があると報告さ
FIO2
0. 3
0. 4
0. 4
0. 5
0. 5
0. 6
0. 7
0. 7
18 ～ 20）

PEEP
れた

5
5
8
8
10
10
．これらの研究から，高めの
PEEP10
設定 12

6, 23）

0.る方法
7
0. 8
14
法

や，40cmH
O9の圧で
20.
0.
9
0. 9
1. 0

401.秒間維持する方
0
1. 0
1. 0

16）

14
14 を 5cmH
16
18ずつ段階的に上昇させる
18
20
22
24
，PEEP
2O

〔注 7〕ARDS network 研究 15）では PaO2 目標値を 55 〜 80mmHg とし，下記の表を用いて FIO2 と PEEP を設定した．
低い PEEP 群
FIO2

0. 3

0. 4

0. 4

0. 5

0. 5

0. 6

0. 7

0. 7

0. 7

0. 8

0. 9

0. 9

0. 9

1. 0

1. 0

1. 0

1. 0

PEEP

5

5

8

8

10

10

10

12

14

14

14

16

18

18

20

22

24

高い PEEP 群（プロトコル修正前）
FIO2

0. 3

0. 3

0. 3

0. 3

0. 3

0. 4

0. 4

0. 5

0. 5

0. 5～0. 8

0. 8

0. 9

1. 0

PEEP

5

8

10

12

14

14

16

16

18

20

22

22

22 ～ 24

高い PEEP 群（プロトコル修正後）
FIO2

0. 3

0. 3

0. 4

0. 4

0. 5

0. 5

0. 5～0. 8

0. 8

0. 9

1. 0

PEEP

12

14

14

16

16

18
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方法 24） などが報告されている．しかし，リクルー

１）PCV（図 9-2）

トメント手技の有無に関し生存率を比較した研究は

初期設定として最高気道内圧は 15 〜 25cmH2O

なく，実施方法，効果の評価法もいまだ確立してい

とし，一回換気量が 6 〜 8mL/kg 予測体重である

ない．したがって，現時点では ARDS 患者にリク

ことをモニター上で確認する．吸気終末に流量がゼ

ルートメント手技の実施を推奨する十分な臨床デー

ロとなるように吸気時間を設定すれば，設定吸気圧

タはない

がプラトー圧となる（図 9-1）
．換気回数は 10 〜

25, 26）

．

30 回/分に設定する．

３

換気様式の選択と
適正換気条件

２）VCV（図 9-2 ）
初期設定として，一回換気量は 6 〜 8mL/kg 予
測体重，吸気流量は 30 〜 50L/分で設定する．プラ

a. 自発呼吸がない場合

トー圧は定期的に測定し，30cmH2O を超えないよ

調節換気を行う．換気様式として VCV と PCV

う一回換気量を調整する．プラトー圧測定では吸気

がある（図 9-2）
．換気量を設定する VCV では一

終末ポーズを設定し，グラフィック上の流量波形で

回換気量が規定されるので，換気量の維持に優れる

ポーズ中に流量がゼロとなっていることを確認する

が，コンプライアンスの低下によって最高気道内圧

（図 9-1）．換気回数は 10 〜 30 回/分とする．

の上昇が起こるなど，気道内圧は規定できない．
PCV が VCV に比較して合併症予防の点から優れて
いることを示唆する小規模 RCT がある 27）が，生命

b. 自発呼吸がある場合（図 9-3）

予後に関する優位性を示したものはない．システマ

自発呼吸がない場合の対応に加え，ARDS と最

ティックレビューでも低容量換気を行う方法として

初に診断する時点と初期の呼吸管理の手段として，

は PCV と VCV のどちらでもよいと報告されてい

非侵襲的換気法である NPPV の使用を検討してよ

る

28）

．むしろ肝要なのは，マニュアルやプロトコ

ルに沿った一元的管理を行い 29），低容量換気の方
針を継続すること，そして人工呼吸に関連した事故

ACV

を防止することである．
SIMV

流

a）VCV

b）PCV

吸気時間

吸気時間

量

PSV
SIMV＋PSV

図 9-3 ●各種モードでの気道内圧波形

気道内圧

図 9-2 ● VCV と PCV

a）VCV では，吸気流量と流量パターンが規定される．ここ
では一定の吸気流量を用いており，流量は矩形パターン，
気道内圧は右上がりのパターンとなる．
b）PCV では設定した吸気時間の間気道内圧が一定に保た
れ，吸気流量は右下がりの漸減波となる．

20 回/分の自発呼吸に対し，SIMV と ACV では強制換気回
数を 10 回/分と設定している．強制換気として VCV を用い
ている．この図で自発呼吸努力（↓）が 5 回認められる．
PSV では自発呼吸に同期して一定の気道内圧で換気補助が
行われる．
SIMV では自発呼吸に同期して強制換気が 3 回行われ，残り
の 2 回の自発呼吸には補助はなされていない．
SIMV ＋ PSV では，自発呼吸に同期して強制換気が 3 回，
PSV が 2 回行われている．
ACV では自発呼吸に同期して 5 回すべてが強制換気となっ
ている．
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い（CQ2 参照）
．ただし，NPPV 使用にあたり，禁
忌事項を確認する（NPPV の項参照）
．

３）PSV
PSV は，感知されたすべての自発吸気を一定の

換気モードは，侵襲的換気法では補助換気ができ

気道内圧で補助する．PSV レベルは呼吸数が 30 回/分

る ACV，あるいは部分的換気補助を行う SIMV や

以下になるよう 15 〜 25cmH2O とする．気管チュー

PSV を選択する．患者の吸気を感知するために，

ブや加湿装置（人工鼻を含む）によって生じる呼吸

感度設定は流量トリガーでは 2 〜 3L/分，
圧トリガー

仕事量の増加分を代償するために，回路構成により

で は（−1）～
（−2）cmH2O と す る．NPPV で は

5 〜 10cmH2O 程度の PSV が必要となる．コンプラ

CPAP や Bilevel PAP を選択する．

イアンスの低い肺では，圧補助が患者の吸気時間よ

自発呼吸運動の存在によりプラトー圧測定が妨げ

り早く終了しすぎる（premature termination）ため，

られる場合がある．このような時は，一時的な換気

十分な一回換気量や呼吸仕事量の軽減が得られない

回数増加により自発呼吸運動を消失させる，鎮痛鎮

場合がある．

静レベルを一時的に深める，筋弛緩薬を使用する，
などで対処する．
部分的換気補助を用いた場合，患者−人工呼吸器

４）NPPV
Berlin 定 義 で は， 酸 素 化 能 評 価 の た め に 必 ず

の不同調が問題となる．頻呼吸（40 回/分以上）
，

5cmH2O 以上の PEEP を使用することになった．こ

不規則な呼吸，強い吸気努力などにより，患者 – 人

の評価の際，NPPV を使用してよい．また，ARDS

工呼吸器の同調性が悪い場合は，鎮痛鎮静薬の増量

に対する初期の呼吸管理の手段として NPPV は試

や筋弛緩薬投与により患者の呼吸努力を抑制し調節

みてよい方法である（CQ2 参照）
．しかし，ARDS

換気に変更する．強すぎる自発吸気努力により肺胞

における NPPV 管理では，①約半数が気管挿管を

内外圧格差（経肺圧）が増加すれば，
自発呼吸であっ

必要とする点 30, 31），②気管挿管のタイミングが遅れ

ても肺傷害の発生要因となる（p. 84，b. 食道内圧

ると患者に不利益となる可能性がある点に十分留意

の項参照）
．

し，すみやかに気管挿管に移行できる体制のもとで
行う．また，NPPV の成功には技術や手技が影響す

１）ACV

るため，それぞれの施設の経験や体制に十分配慮し

ACV では自発呼吸が感知されない場合，設定さ

て適応を決定する．NPPV に慣れていない施設で

れた換気回数に従い時間サイクルで強制換気が行わ

は，ARDS に対する人工呼吸としては気管挿管下

れ，自発呼吸が感知された場合は，すべての自発呼

の管理を選択すべきである．

吸に同調した強制換気が行われる．強制換気の回数

NPPV の適応禁忌は，①自発呼吸がない，②マス

は 10 〜 20 回/分で設定する．強制換気は PCV あ

ク装着困難（患者の拒否・非協力，顔面の損傷）
，

るいは VCV で行う．

③肺以外の臓器に重篤な機能不全がある（例；意識
障害，ショックなど）④誤嚥や気道クリアランスに

２）SIMV
SIMV は強制換気と自発呼吸が混在する換気様式

問題がある（例；活動性の消化管出血，イレウス，
多量の気道分泌物など），である．

である．強制換気と自発呼吸を合計した呼吸数が

NPPV に熟練した施設では，NPPV を第一選択

30 回/分以下になるように，強制換気の回数は 10 〜

の呼吸療法として行った結果，54% の ARDS 患者

20 回/分 で 設 定 す る． 強 制 換 気 は PCV あ る い は

で気管挿管を回避できたとの小規模 RCT の報告が

VCV で行う．強制換気の回数あるいは一回換気量

ある 31）．この研究では，① ICU 入室 24 時間後の

の増加に伴い患者の呼吸仕事量は低下する．強制換

Simplified Acute Physiological Score II ＞ 34 点，

気で同期されない自発呼吸の呼吸仕事量を軽減させ

② NPPV 開 始 後 1 時 間 の PaO2/FIO2 ＜ 175， の 場

るために，SIMV と PSV の併用は有用である．

合は NPPV 失敗の予測因子であった．
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また ARDS への早期の NPPV 導入により，ベン

５）その他のパラメーター

チュリマスク使用群と比較し，挿管回避と肺以外の

a）driving pressure；ΔP

不全臓器数の減少が得られたとの小規模 RCT 報告

ARDS 患者を対象とした RCT の pooling data を

32）

がある ．
しかし，気管挿管に代わる手段として ARDS に

再 解 析 し た 最 近 の 研 究 35） で は， プ ラ ト ー 圧 と
PEEP の差である換気圧（driving pressure；ΔP）

対し NPPV を行うことについての有効性は十分に

が 7cmH2O 上昇すると，死亡率は 1. 41 倍になると

証明されていない．また，抜管後に発症した呼吸不

報告している．低容量換気中でも relative risk は

全に対し NPPV を行っても再挿管率は変わらず，

1. 36 と高かった．ΔP はリスクを層別化するための

予後は変わらないか，むしろ悪化すると報告されて

良い換気変数であるが，予後の悪い重症例でΔP が

いる

33, 34）

．

上昇する傾向を示した可能性もあり，今後，ΔP を
積極的に制御することが生存率の改善につながるか

c. その他の換気条件
１）吸気酸素分画（FIO2）

を大規模 RCT にて検討すべきことが示唆される．
b）その他
FIO2 や PEEP を調整しても十分な PaO2 が得られ

初期設定では 1. 0 とする．15 〜 30 分後に血液ガ

ない場合は吸気時間を延長させることを考えるが，

ス分析を行い，PaO2 を 55 〜 80mmHg に維持しな

通 常， 吸 気 呼 気 比 が 1：1 を 超 え る こ と は な い．

がら，まず FIO2 ≦ 0. 6 以下を目標に 0. 05 〜 0. 1 刻

VCV では，必要に応じて吸気流量，吸気流量パター

みに下げる．臨床現場ではこの PaO2 値を踏まえ

ン（矩形波，
漸減波など）や吸気終末ポーズなどを，

SpO2 ≧ 90 を 目 安 と し て 管 理 し 必 要 に 応 じ 適 宜

PCV では吸気立ち上がりの速さを設定できるが，

PaO2 を確認する．この間 PEEP は増加することが

どれが優れているかは不明である．

ある．FIO2 ≦ 0. 6 が達成できれば，次に FIO2 ある
いは PEEP を，離脱可能性を評価できるレベルま

上記の方法で酸素化が
改善しない場合の対応策

で徐々に低下させる．

４

２）一回換気量（VT）

ACV による低容量換気は ARDS の重症度によら

一回換気量（tidal volume；VT）は 6 〜 8mL/kg
予測体重とする．PCV などの圧規定型換気の場合，

ず施行すべき呼吸療法と位置づけられている 21）．
しかし，FIO2 を 1. 0 として低容量換気を実施し

一回換気量は二次的に決定されるので，モニターさ

PEEP を高く設定しても酸素化が改善しない症例は

れる一回換気量を参考に換気圧を設定する．

存在する．このような症例では，低容量換気の制限
を維持して管理することは困難であり，特殊な対応

３）換気回数
pH が維持できるよう設定する．通常 10 〜 30 回 /
分の範囲となる．

策が必要となる．その例として，筋弛緩薬を用いた
深い鎮静 36）や胸腔内圧を推定した高い PEEP によ
る管理 37） が報告されているが，特殊な医療材料や
薬剤を必要とするため，すべての施設で実施可能な

４）PEEP
PEEP の 初 期 設 定 値 は 5cmH2O 以 上 と す る．

方法ではない．また，緊急的手段としての人工呼吸
療法も提唱されているが，成人を対象とした RCT

PaO2，プラトー圧，循環抑制の程度などを参考に

が行われていないか，RCT は行われたが生存率改

5 ～ 20cmH2O の範囲で調節する．一般に，循環管

善が示されていない．人工肺を用いた体外循環によ

理は呼吸管理よりも優先される．

る 管 理（extracorporeal membrane oxygenation；
ECMO）も実施可能であるが，スタッフの熟練度
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が必要で，適応にも制限がある．ECMO が実施で

床研究では，経肺圧に応じた換気設定の有用性を示

きる施設への病院間搬送も考慮すべき選択肢となる

唆する結果が小規模 RCT で報告されている 37）．し

が，通常の人工呼吸で酸素化が維持できない患者を

かし，食道内圧測定では，再現性の問題や，専用の

他院へ搬送するためには解決すべきさまざまな問題

バルーン付きカテーテルと計測用のトランスデュー

がある．

サーなどが必要であり，ARDS 管理において測定

以上より，これらの対策のどれを実施するか，施
設ごとに日頃より決定し準備しておくよう勧めた

すべき時期や症状も明らかでないために，ルーチン
の測定項目となりにくい．

い．

c. HFOV
a. 筋弛緩薬

（high frequency oscillatory ventilation）

筋弛緩薬は，人工呼吸中患者への一般的な処置と

2 〜 3mL/kg（理想体重）という小さな一回換気

してはその安易な使用は戒められている．しかし，

量を用い高頻度（10Hz 程度）で換気する手法で，

ARDS 治療開始 48 時間においてベンジルイソキノ

低容量換気よりも高い平均気道内圧が得られる．小

リニウム系筋弛緩薬である cisatracurium の持続投

児・新生児領域では確立された手法で，施行には専

与群 177 名とプラセボ対照群 162 名を二重盲検法で

用の人工呼吸器が必要である．

比較したところ，90 日粗死亡率では有意差はなかっ

成人 ARDS を対象とし北米で行われた最初の小

たが，重症度調整後はハザード率 0. 68（95％信頼

規模 RCT では HFOV 開始直後から酸素化能の改

区 間 0. 48 〜 0. 98，P=0. 04） で あ り，P/F 比 <120

善がみられた．30 日後の死亡率に統計学的な有意

の症例では 30. 8% と従来群 44. 6% に比べ有意差を認

差はなかった 40）が，安全性は示された．2013 年には，

めた 36）．ただし研究で用いられた筋弛緩薬は本邦

P/F 比≦ 200mmHg の成人 ARDS 患者を対象に，異

では使用できず，本邦で使用可能なアミノステロイ

なる 2 機種を用いて，それぞれ低容量換気を行う通

ド系筋弛緩薬で副作用を増やさず同等の効果が得ら

常治療群との比較研究が行われた．英国 29 施設で

れるかは明らかでない（CQ ９参照）
．

行った大規模 RCT では，死亡率は HFOV 群 41. 7%
に対し通常治療群 41. 1% と有意差は認められなかっ

b. 食道内圧
広範な荷重側肺虚脱を有する症例や胸膜圧

た 41）．一方，カナダの施設を中心に 5 ヵ国 39 施設
が参加した大規模 RCT では，HFOV 群 47% に対
し通常治療群 35%（HFOV 群の死亡危険率 1. 33，

（pleural pressure；Ppl）が著しく上昇した症例で

95% 信頼区間 1. 09 ～ 1. 64，P=0. 005）となり，中

は， リ ク ル ー ト メ ン ト や Ppl へ の 対 抗 圧 と し て

間 評 価 の 時 点 で 打 ち 切 ら れ た 42）．HFOV が 成 人

30cmH2O 以上のプラトー圧を使用しなければなら

ARDS 患者の生存率や，長期的な予後を改善するか

38）

．強い吸気努力のある患者に VCV により吸

はいまだ不明であるが，装着によって酸素化能が改善

気流量が一定の換気モードを用いれば，過剰な経肺

することは過去の研究でも示されている 40, 43）．高度の

圧が発生する可能性がある．Ppl を推定する方法と

低酸素血症あるいは高二酸化炭素血症のためにプラ

して食道内圧測定がある．経肺圧（Ppl）= 気道内

トー圧制限が困難な患者においては使用を検討して

圧（Paw）− 食道内圧（Pes）で求める．Pes 測定は，

もよい．ただし，気流制限の著しい症例，明らかな

①胸郭コンプライアンスの評価，②人工呼吸器との

頭蓋内圧亢進症例，循環動態が不安定な症例では使

同調性評価，③ WOB 測定による呼吸器離脱補助，

用しない（CQ8 参照）．

ない

④経肺圧を参考とした PEEP 値の決定，⑤経肺圧
推定による肺障害評価，などに利用できる 39）．臨
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吸の補助を段階的に減らし抜管へと向かう一連の過

d. APRV
（airway pressure release ventilation）
APRV は， 高 い PEEP に よ る 長 い CPAP 相 に，
非常に短い（0. 4 〜 0. 7 秒）大気への圧解放相を時
間サイクルにより加えた換気モードである

44）

．圧

解放相には高 PEEP による静脈還流低下と CO2 蓄
積の欠点を相殺する役割がある．ACV のように
PEEP に 換 気 圧 を 上 乗 せ す る の で は な い の で，
PEEP はプラトー圧の上限である 30cmH2O まで上
昇させることが可能で，平均気道内圧は設定 PEEP
より 1 〜 2cmH2O 程度低いレベルに維持される．自
発呼吸を温存するため，従来の換気様式に比べ荷重
領域の換気分布，ガス交換が改善し 45），循環動態の
変動が少ないと報告されている．APRV に関する
RCT は発表されているが，APRV の設定が総説 44）
で紹介される以前のもので，上記の説明に該当しな
いものがほとんどである．特に圧解放相について総
説の設定に準じた RCT は行われていない〔注 8〕
．

e. IRV（inverse ratio ventilation）

程を意味する．離脱が遅れると肺炎などの合併症が
増える一方，抜管の判断を誤り再挿管となれば人工
呼吸期間が延長するばかりではなく，患者の予後も
悪化する．したがって，離脱は安全かつ最短で行わ
なければならない． 下記の条件がすべて満たされ
れば離脱を開始する 49）．
離脱開始条件
（補助換気レベル低下を開始する条件）
（1）ARDS の背景病態が改善傾向にあること．
（2）酸素化能が十分であること．
（FIO2 ≦ 0.6 で
PaO2/FIO2 ≧ 200mmHg
和 度（SpO2） ≧ 90%

27, 50）

，経皮的酸素飽

51, 52）

，FIO2 ≦ 0.4 か つ

PEEP ≦ 5cmH2O で PaO2 ≧ 60 〜 100mmHg53）
など）
（3）吸気を行う能力があること
（4）循環動態の安定（昇圧薬が持続投与されてい
ても高用量でなく投与量が安定していれば
よい）

b. FIO2 と PEEP の軽減方法

PEEP を高く設定しても酸素化が改善しない場

SpO2 ≧ 90% あるいは PaO2 ≧ 60mmHg が維持で

合，理論上，平均気道内圧を上昇させる他の手段と

きれば，まず FIO2 ≦ 0. 6 を目標に 0. 05 〜 0. 1 刻み

して吸気時間の延長がある．IRV は吸気時間が呼

に下げる．この間 PEEP は増加することがある．

気時間よりも長い設定である．呼気を早期に終了さ

FIO2 ≦ 0. 6 が達成できれば，次に FIO2 ≦ 0. 4 かつ

せることで肺内にガスを捉え込み，設定した PEEP

PEEP ≦ 8mmH2O を目標に漸減させる．病態や状

以外に内因性 PEEP を発生させる．内因性 PEEP は，

況に応じ，より高い，あるいは低い FIO2 や PEEP

循環抑制や圧外傷を発生させる危険があり，注意し

での抜管もあり得る．

て用いる．IRV を用いるときは深い鎮静を必要と
し，VCV よりも PCV の方が管理しやすい．従来の
換気様式と比較して，IRV が酸素化に有効である
という確証はない 46 ～ 48）．

c. 換気補助の軽減方法および抜管の指標
離脱過程で使用される方法に SIMV，PSV，Tピースがある．特定のモードや方法が挿管期間短縮

５

離脱時期
（過程）
の
呼吸管理と抜管の基準

a. 離脱開始条件
人工呼吸器からの離脱（weaning）とは，人工呼

や再挿管率の低下をもたらすという証拠はない．ま
〔注 8〕HFOV と APRV は，2009 〜 2010 年の H1N1- イン
フ ル エ ン ザ A 肺 炎 に よ る ARDS が 発 生 し た と き に，
American Thoracic Society から低容量換気が奏効しない
場合の alternative method として紹介された．
http://www.jsicm.org/pdf/kokyuki_ridatsu1503b.pdf
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た，ARDS に限定した検討はなされていない．し
たがって，その施設で慣れている方法で離脱を行え

② T−ピースで SBT を行う場合は，人工呼吸回
路から T−ピース回路に変更する．
③ SIMV では設定換気回数を 2 〜 3 回/分ずつ下

ばよい．
抜 管 前 に は 自 発 呼 吸 ト ラ イ ア ル（spontaneous

げる．換気回数が 5 回/分以下で 2 時間耐える

breathing trial；SBT，後述）を行う．SBT を行う

ことができれば抜管を考慮してよいが，本法は

前に，自発覚醒トライアル（spontaneous awakening

積極的に推奨しない（１あるいは 2 の方法に移

trial；SAT，後述）を行い，鎮静薬の残存効果がな

行して評価することを推奨する）．

いことを確認しておく．これらの手順については，

④いずれの方法でも，SBT は最短 30 分観察し，

日本集中治療医学会，日本呼吸療法医学会，日本ク

下記の SBT 成功基準を満たせば抜管後上気道

リティカルケア看護学会の 3 学会合同による離脱プ

狭窄や再挿管のリスクを評価した上で抜管す

ロトコル〔注 8〕が作成されているので参照されたい．

る．SBT は 1 日 1 回のみとし最長 120 分とする．

要約すると，SAT 開始安全基準により鎮静薬剤中断

⑤ SBT 成功基準は，

や覚醒できない病態がないことを確認した後，鎮静

・呼吸数 <30 〜 35 回/分

薬投与を中止する．Richmond Agitation-Sedation

・開始前と比べ明らかな低下がない（たとえば

Scale（RASS）により覚醒度を評価し，鎮静薬中止
による有害事象がないことを確認する．SAT に合
格したら，SBT 開始安全基準により SBT を開始で

SpO2 ≧ 94%，PaO2 ≧ 70mmHg）
・心拍数 <140bpm，新たな不整脈や心筋虚血
の徴候を認めない

きる状態にあるかどうか，呼吸循環動態と全身状態

・過度の血圧上昇を認めない

を確認後，SBT を行う．

・以下の呼吸促迫の徴候を認めない（SBT 前

呼吸不全患者で 24 時間以上人工呼吸を受け急性

の状態と比較する）

期を脱した後，2 時間の T−ピースによる自発呼吸

1．呼吸補助筋の過剰な使用がない

に耐えられない患者を対象に，T−ピース，SIMV，

2．シーソー呼吸（奇異性呼吸）

PSV を比較した小規模 RCT では，PSV による離

3．冷汗

脱が他の 2 法に比べて失敗率が低く，離脱に必要な

4．重度の呼吸困難感，不安感，不穏状態

期間，ICU 在室日数ともに短かった

51）

．しかし，

この条件を満たさなければ，SBT 失敗の原因を

同様に 24 時間以上人工呼吸を受けている，急性呼

究明するとともに，離脱を中止し，SBT 開始前の

吸不全から改善し初めての T−ピースによる自発呼

設定に戻し，翌日，再度離脱を試みる．

吸に耐えられなかった患者で，SIMV，PSV，1 日

抜管時の指標となりえるパラメーターとして，呼

1 回の T−ピース・トライアル，1 日 2 回以上の T−ピー

吸数（f）≦ 30 ～ 35 回 / 分，一回換気量（VT）> 5 〜

ス・トライアルの 4 法を比較した RCT では，1 日

10mL/kg， 最 大 吸 気 陰 圧（maximum inspiratory

1 回の T−ピースによる自発呼吸の試行が SIMV，

pressure；MIP）< − 20cmH2O（あるいは− 25cmH2O）
，

PSV と比較してそれぞれ 3 倍および 2 倍早く抜管

分時換気量（VE）<10 〜 15L/ 分，P0. 1 ≦ 4. 5cmH2O，

．また，2 時間の自発呼吸トライア

rapid shallow breathing index51, 53）（f/VT）<100 回/

ルを行う場合，T−ピースによるものも 7cmH2O の

分/L54）（<8055），<10556））〔注 9 ＝次頁〕などが報告

PSV によるものも同様の抜管成功率を示した 53）．

されている．いずれも感度は高いが特異度が低く，

可能であった

50）

以上を勘案して換気補助の軽減および抜管前の
SBT の具体的な手順を以下に示す．

単一で離脱成功の指標となるものはない．
人工呼吸器からの離脱においては，訓練されたス

① PSV ではサポート圧を 2 〜 3cmH2O ずつ下げ

タッフがプロトコルに従い行うと，死亡率に差はな

る．PSV で SBT を行う場合は，サポート圧 5 〜

いが，人工呼吸期間ならびに離脱のための期間を短

7cmH2O 以下で行う．

縮することがメタ解析で報告されている 57）．プロ
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トコル使用では，スタッフが流れ図に従って行う方

換 気 の 開 始・ 終 了 に 利 用 す る Neurally-Adjusted

法だけでなく，人工呼吸器に附属した自動離脱プロ

Ventilatory Assist（NAVA）が同調性を改善させ，

グラムを使用する場合も含めている（CQ6 参照）．

離脱を進めることができたとの観察研究がある 62）．

参 考 ま で に Surviving Sepsis Campaign 2008 8）
で用いられた人工呼吸器離脱プロトコルを示す〔注

NAVA を行うためには，特定の人工呼吸器と横隔
膜電位測定用の食道センサーが必要となる．

10〕
．なお，このプロトコルでは換気補助の軽減を
行わず，Step 1 で自発呼吸を確認できれば，直ち
に Step 2 に移行し SBT を行っている．

e. 再挿管
抜管の指標をすべて満たしていても抜管が成功す

d. 特殊な離脱法；
Neurally-Adjusted Ventilatory Assist

るとは限らない．抜管に失敗し再挿管となった患者
の ICU 滞在日数，入院日数，院内死亡率は増加す
るとされている 63）．

重症 ARDS では，部分的換気補助における自発

抜管後は，呼吸パターン，バイタルサイン，聴診

呼吸との不同調により，離脱できない症例が報告さ

触診所見，血液ガスを厳重に監視する．抜管後の気

れている．不同調は吸気の開始ならびに終了のいず

道閉塞は予測しにくく，いったん起こると急激に状

れでも生じる．このような症例で，電極を配した特

態が悪化する．したがって抜管する前に，再挿管や

殊な胃管を留置し，横隔膜の電気活動を捉えて補助

非侵襲的換気補助の準備をしておくことが必須であ

〔注 9〕Rapid shallow breathing index は，
呼吸数 （
f 回/分）
を一回換気量 VT（L）で割った値である．この数値が大
きいほど早く浅い呼吸（rapid shallow breathing) である
ことを意味する．1 分間の T－ピース・トライアルでの値
が 105 回/分/L を超えるか否かで抜管の成否が決まるとさ
れるが 55），その有用性に関しては異論も多い 58 ～ 60）．Rapid
shallow breathing index のカットオフ値が 80，100，120
の人工呼吸器離脱成功に関する感度と特異度はそれぞれ
81% と 89%，97% と 68%，97% と 50% といわれ 61），感度
が高くても特異度は低い．
〔注 10〕Surviving Sepsis Campaign 2008 における人工呼
吸器離脱プロトコル
Step 1 毎日 2 分間の自発呼吸テスト
◆原疾患は改善したのか ?
◆循環動態は安定したか ? カテコールアミンや持続鎮
静は中止したか ?
◆痰の吸引にて咳反射は十分か ?
◆ PaO2/FIO2>200mmHg
◆ PEEP ≦ 5cmH2O
◆分時換気量 <15L/分
◆ 2 分間の自発呼吸トライアル（T−ピース，CPAP）
中に f/VT<105
Step 2 30 〜 120 分の自発呼吸トライアル
以下を認めれば離脱失敗とし翌日まで待つ
◆呼吸回数 >35/ 分
◆ SpO2<90%
◆心拍数 >140/ 分，または変動≧ 20%
◆収縮期血圧 >180mmHg または <90mmHg
◆興奮，冷汗，不安
◆ f/VT>105

る．さらに，人手のある時間帯を選んで抜管するこ
とを推奨する．長期挿管，女性，大口径のチューブ
使用，挿管困難例，外傷症例は，抜管後上気道狭窄
の危険因子とされる．危険因子に応じ，抜管前なら
びに抜管後の対応を決定しておく．上気道に問題が
あり抜管直後の再挿管を想定する場合（例；頸部や
上気道の術後・外傷，両側反回神経麻痺，開口困難
や頸部伸展困難など挿管困難，など）は，喉頭鏡や
ファイバースコープによる声帯の可動性，浮腫の有
無の直接観察，頭部挙上や利尿薬投与，緊急気管切
開のための器具と人員の準備，などが必要となる．
長期挿管症例に対し抜管前にステロイド薬を予防投
与すると，抜管後の喉頭浮腫，再挿管の頻度が減少
したとの RCT 試験が報告されている 64）．この報告
では，抜管の 12 時間前から 4 時間ごとにメチルプレ
ドニゾロン 20mg を静脈内投与していた．メタ解析
においても，ステロイド薬の予防投与は抜管後の気
道合併症を予防すると報告されている 65）．とはいえ，
現状ではこのようなステロイド薬の予防投与を積極
的に支持しない施設も多数存在すると考えられる．
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６

工呼吸管理の長期化が予測され，気管切開の長所が短

気道確保と気道管理

所を上回ったと判断されたときに実施する（CQ1
参照）．
実施手技：従来の外科的な気管切開のほかに，経

a. 気道確保の方法

皮的気管切開が広く実施されるようになってきてい

１）気管挿管

る．経皮的気管切開は，気管を穿刺してガイドワイ

ARDS での気道確保としては，経口気管挿管を

ヤーを気管内に挿入し，そのワイヤーを通して気管

推奨するが，以下に述べるような特別な状況では，

切開孔を拡張させた後，気管切開チューブを挿入す

経口挿管以外の気道確保法を選択してよい．

る方法である．この手技は，ベッドサイドで迅速，

a）経鼻挿管

簡便に実施することができ，通常の気管切開に比べ

適応：頸椎の安静確保や可動性不足，アクセス制

合併症が少ないと報告されているが 69），それでも

限など，経口挿管が困難である場合．

気胸や出血などの重篤な合併症を生じうるので，十

注意点：鼻孔・鼻翼の壊死，副鼻腔炎などの合併

分な習熟と注意が必要である．

症を起こしやすい．経口挿管時に比べ口径の小さい

c）ラリンジアルマスク

チューブが選択されるため，
チューブの閉塞や屈曲，

確実な気道確保の方法ではなく，ARDS には推

狭窄などが起こりやすく，気管支ファイバースコー

奨できない．

プ検査が行いにくい．
b）気管切開

２）気管チューブの固定

適応：経口，経鼻での気管挿管が不能であるか禁

経口挿管では 24 時間ごとに固定し直し，固定部

忌である場合，また，気管挿管が長期にわたる場合

位の長さを記載する．経鼻挿管では鼻翼，鼻孔の圧

に実施する．

迫・壊死に注意する．

長所・短所：長所は，患者の安楽さが増し鎮静薬
投与を減量できる，気道抵抗を軽減する，食事・会
話・リハビリテーションを促進できることである

66）

．

３）カフ圧の管理
気管チューブのカフの目的は，挿管人工呼吸の際，

しかしこれらは RCT で証明されたわけではない．

空気が気道から漏れないようにすること，口腔内分

一方，短所は処置に伴う合併症，コストの高いこと

泌物や嘔吐物の誤嚥を防止することである．カフ圧

である．

が低すぎるとカフ上部に貯留した分泌物がカフ周囲

時期：いつ気管切開を行うかについて一定の基準
はない

67）

．2005 年のシステマティックレビューと

から気管内に漏れて VAP 発生率が増加する．一方，
カフ圧が高すぎると気管粘膜の血流が障害される．

メタ解析によると，気管切開のタイミングによる死

気管チューブのカフ圧は，カフ圧計にて通常 20 〜

亡率（相対危険度 0. 79，95% 信頼区間 0. 45 〜 1. 39，

25cmH2O に設定する．1 日に 2 〜 3 回の測定が必

P=0. 42）と院内肺炎発生率（相対危険度 0. 90，95%

要である．ただし，測定手技によってカフ圧が下がっ

信頼区間 0. 66 〜 1. 21，P=0. 48）には差は認められ

てしまう可能性に注意する．最近では，持続的にカ

なかったが，人工呼吸期間（加重平均の差－8. 5 日，

フ圧を測定し設定値に自動調整する機器が市販され

95% 信頼区間－15. 3 日から－1. 7 日，P=0. 03）な

ている．頸部の聴診を実施すれば，カフ漏れの有無

らびに ICU 滞在期間（加重平均の差－15. 3 日，95%

を簡単に確認できる．大量の空気を入れてもカフ圧

信頼区間－24. 6 日から－6. 1 日，P=0. 001）は早期気

が上昇しない場合は，カフのやぶれかカフの咽頭で

管切開の方が短縮した

68）

．しかし，早期気管切開を

全ての患者で行うと，不必要な気管切開を行う可能
性が高まり，医療コストが増加する．以上より，人
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の膨張を考える．定期的にカフを虚脱させる必要は
ない．

４）気管チューブの交換
定期的な気管チューブの交換が，肺合併症の発生
頻 度 を 低 下 さ せ た と い う 証 拠 は な い た め， 気 管
チューブの入れ替えを定期的に行う必要性はない．
入れ替えは気管チューブの狭窄・閉塞の場合にのみ
適応となる．気管チューブの閉塞や狭窄が疑われる
場合，気管支ファイバースコープを用いれば確実に
診断することができる．

グル，マスクを着用する．手袋は滅菌された
ものでなくてもよい．
③ 吸引カテーテルの太さは気管チューブの 2 分
の 1 以下とする．
④ 吸引は ECG モニターとパルスオキシメーター
による監視下で行う．
⑤ 吸引操作により低酸素血症の発生が予測され
る場合には，100% 酸素で十分に換気した後
に行う．

５）説明と同意

⑥ 吸引操作は愛護的に行い，1 回 10 秒以内とす

気管挿管および人工呼吸開始にあたっては，緊急

る．

の場合以外，その理由，状況などを患者や家族に説

⑦ 吸引カテーテルを無理に深く入れない．

明し，理解と同意を得る．特に，気管挿管や人工呼

⑧ カテーテルの入り具合，咳嗽反射の程度，吸

吸に伴う苦痛を和らげるため薬物による鎮静が必要

引物の性状・量を観察する．

となり，発声・会話がしばらくできなくなることを

⑨ 吸引終了後，肺を十分に拡張させる．一時的

説明する．また抜管できた後も，声帯浮腫・麻痺に

に PEEP を増やしたり，バッグ加圧する方法

よる嗄声，披裂軟骨脱臼などの合併症がまれに起こ

がある．

り，回復に時間を要することがある，長期になれば
気管切開を行うことも説明しておく．

⑩ 吸 引 圧 は 成 人 で 120 〜 150mmHg， 小 児 で
80 〜 120mmHg に設定する（吸引圧上限が設
定できる吸引装置を使用する）．
⑪ 通常の気管吸引で喀痰が除去しきれない場合，

b. 気道管理
１）気管吸引の手順

気管支ファイバースコープを用いた喀痰の除
70）

① 適応となる状態：侵襲的な苦痛を伴う処置で
あるため，次の所見が表われたとき必要に応

去は，無気肺の解除に有効である．ただし，
気管支ファイバースコープの取り扱い・感染
防止には十分留意する必要がある．

じて行う．すなわち，努力性呼吸が強くなっ
ている，気管チューブ内に分泌物が見える，

２）閉鎖式吸引カテーテルキット

胸部聴診で分泌物の存在を示唆する副雑音が

吸引中の低酸素血症が予測される患者では，閉鎖

聴取されるか呼吸音の低下が認められる，ガ

式吸引カテーテルキットが推奨されている．このカ

ス交換障害が認められる，気道内圧の上昇や

テーテルキットを使用すると，PEEP が維持された

一回換気量の減少が認められる，人工呼吸器

状態で，あるいは換気を続けながら気管吸引できる

グラフィックモニターの気道内圧や流量波形

利点があるが，閉鎖式吸引システムと開放的吸引シ

に特徴的な振動が認められる場合である．

ステムの間に VAP 発症率の差はないとの RCT も

② 吸引は 1 回ごとにディスポーザブル手袋，滅
菌カテーテルを使用し，
無菌的に施行する（鑷

報告されている 71）．
このキットは同一の吸引カテーテルをくり返し使

子でカテーテルを操作してはならない．また，

うことになるので，細菌の繁殖が危惧されるが，従

チューブを薬液に浸漬して再使用してはいけ

来のカテーテルを毎回交換する方法と比較しても細

ない）
．吸引前および吸引後には，必ず適切に

菌繁殖は変わらないとの報告もあり 72），毎日交換

手洗いをするか，擦り込み式アルコール製剤

しなくても VAP の頻度は変わらなかった 73, 74）とも

で手指を消毒する．ビニールエプロン，ゴー

報告されている．ただし，この一方の研究 74） の
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VAP 発症頻度は 1. 9/1000 人工呼吸日数と低い．肺

た気管チューブが発売されている．持続的に声門下

炎が高頻度でみられる現場での使用期間の延長には

カフ上部を吸引することにより，VAP の発症率が減

注意が必要である．

少し，VAP 発生までの期間も延長する．持続的声門
下カフ上部吸引群を対照群と比較した小規模 RCT

３）トイレッティング

では，1, 000 人工呼吸日数に対する肺炎発症数は

生理食塩水を使用する．喀痰が粘稠な場合に行っ

19. 9 と 39. 6 であった（相対リスク 1. 98［95％信頼

てよい．ただし，低酸素血症などの合併症が起こる

区間 1. 03 〜 3. 82］
）77）．このあとに行われた心臓外

ことがあり，
ルーチンの施行は奨励されない．なお，

科術後患者を対象にした RCT では早期の VAP が減

72 時間以上の長期挿管患者を対象として，気管吸

少し 78），挿管患者を対象にしたものでは肺炎の発生

引ごとに 8mL の生理食塩水注入を行うと，VAP 発

率を下げる結果が示されている 79）．ただし，死亡率

生率が 25% から 11% へ有意に低下するという報告

や在院日数などには有意な差が認められていない．

がある

75）

．

その後のメタ解析で，声門下カフ上部吸引により
VAP 発症率が半減することが示された．この効果

４）気管吸引施行時の合併症

は特に 72 時間以上の長期挿管を要する患者群で明

低酸素血症，血圧変動，頻脈，徐脈，不整脈，脳

確であった 80）．一般の気管チューブよりコストが

圧上昇，気道損傷と気道出血などがある．したがっ

高い点，過剰な吸引によって粘膜損傷を引き起こし

て，気管吸引はバイタルサインに注意しながら短時

得るなどの不利益に留意が必要だが，使用を考慮す

間で行う．

る価値がある．

５）口腔ケア
気管挿管患者では口腔内の自浄作用が低下し，常
在細菌叢が変化し，さまざまな病原菌が定着しバイ
オフィルムを形成する．歯垢に付着したバイオフィ
ルムや口腔内分泌物が剥がれ落ち，気管に流入し人

７

人工呼吸器の
始業点検と呼吸回路

a. 始業点検と動作確認

工呼吸関連肺炎（VAP）の原因となる．予防策と

回路の組み立て後，患者に接続する前に，リーク

して口腔ケアで歯垢をコントロールすることが大切

テスト，テスト肺を用いて動作確認をする．使用に

である．定期的に歯や舌をブラッシング・洗浄する

あたっては最高気道内圧と最低分時換気量（最低一

ことは歯垢コントロールに有用である．8 〜 12 時

回換気量）のアラームを設定する．分時換気量の測

間ごとに，ポビドンヨード液（30 倍希釈）や塩化

定ができない機種では低圧アラームを設定する．

ベンザルコニウム液（0. 025%）を用いた口腔内清

バックアップ換気が設定できる人工呼吸器では，そ

拭も行われている．消毒薬として，クロルヘキシジ

の設定を必ず行う．

ンを用いた口腔内殺菌（selective oral decontami-

また，無停電電源のない病棟ではバッテリー駆動

nation；SOD） が VAP 発 生 率 を 有 意 に 減 少 さ せ

ができる人工呼吸器を使用する．また，圧縮空気配

76）

る

．しかし，本邦ではアナフィラキシーショック

管のない病室で人工呼吸を実施する場合，コンプ

への懸念から，高濃度クロルヘキシジンの粘膜面へ

レッサーを用意するか，圧縮空気を要しない人工呼

の使用は認められていない．

吸器機種を選択する．

６）声門下カフ上部吸引
声門下カフ上に貯留した分泌物は病原菌に汚染さ
れやすい．声門下カフ上部を吸引できる側孔がつい
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b. 人工呼吸回路の交換
人工呼吸回路は患者ごとに交換する．VAP の発

症頻度は，人工呼吸回路交換の間隔を 1 週間ごと

は繊維，紙，スポンジなどでできており，呼気中の

より頻回に行っても減少しないとの観察研究が報告

熱や水分を貯え，次の吸気時に放出するものである．

81）

されている ．したがって，
定期的な回路交換を行っ

機種によって加湿効率や気流抵抗，死腔量，さらに

ても構わないが，7 日以内に人工呼吸回路を交換す

は除菌フィルター機能の有無などの違いがある 83）．

る必要はなさそうである．汚染や破損が認められた

HME の加湿性能は絶対湿度 30mg/L 前後である．

場合だけ人工呼吸回路を交換する，いわゆる「1 患

ARDS 患者では吸気流量が速いために HME の加湿

者 1 回路」の方針としている施設も多い．回路内に

効率は低下し，加湿が十分であるかどうかは明らか

溜まった水滴は，発見時あるいは，体位変換前に無

でない．

菌的な手技で除去する．

また，長期人工呼吸が予測される場合，分泌物の
除去は重要な問題である．人工呼吸器離脱が困難な

c. 加温加湿器

症例の場合，HME の気道抵抗増加による呼吸仕事
量の増加，死腔の増加は問題となる．使用にあたっ

加温加湿器の水分供給能力について，米国標準協

ては慎重に判断する．なお，HME と加温加湿器の

会（American National Standards Institute；ANSI）

併用は，HME が急速に閉塞してしまうので絶対避

の規格では絶対湿度 33mg/L 以上としている．実

けるべきである．

際には気管チューブ内に結露がある程度に，加温加
湿器の温度を調節する．

HME の交換頻度に関しては，1 週間までであれ
ば回路内の細菌発生頻度の上昇などはみられず，合
併症の増加もないことが示されている 84）．ただし

１）カスケード加温加湿器
Bubble diffusion 型の改良されたもので，ガスを

製品にもよるが，メーカーは 24 時間ごと，あるい
は 48 時間ごとの交換を推奨している．

水中に導き，細かい泡状にしてガスと水との接触面
積を増やしている．ガスが水中に入るため気流抵抗
が高くなり，吸気トリガーの遅れの原因になる．水
温はヒーター調節用ダイアルで設定する．実際の吸
入気の温度は口元の温度計でモニターする．

８

人工呼吸中の鎮静・鎮痛

ARDS に限らず人工呼吸中の患者の 8 割以上が
痛みを体験しており，鎮痛薬の投与は重要である．

２）Pass-over 型加温加湿器
使い捨ての加温加湿チャンバーを使用する．気流
抵抗は小さいが，高流量ガスに対して加湿効率は低
下する

82）

しかし，過剰な鎮静は必ずしも有益でないばかりか，
人工呼吸期間ならびに ICU 滞在・入院期間の延長
やせん妄の発生をもたらし，長期予後を悪化させ，

．したがって，高流量で使用する際には

退院後 ADL を低下させる．浅い鎮静深度を維持す

口元の温度を高めに設定する．ホースヒーター（熱

ることにより，人工呼吸期間や ICU 滞在期間の短

線）付きのタイプは，吸気回路内に電熱線を入れる

縮など，患者アウトカムが改善する．今日では，人

ことにより，
吸気ガス冷却による回路内結露を防ぐ．

工呼吸管理中の成人患者では，鎮痛を優先に行う鎮

喀痰が粘稠でないこと，気管チューブ内および吸気

静法（analgesia-first sedation）と，浅い鎮静を行

回路終末部分にうっすらと結露していることを確認

うことが重要と考えられている．詳しくは日本集中

する．

治療医学会のガイドライン 85）を参照していただき
たい．

３）人工鼻
人 工 鼻（heat and moisture exchanger；HME）
は Y ピースと気管チューブの間に装着する．内部

鎮痛鎮静薬の使用においては，スケールを用いた
客観的評価を行う．鎮痛評価としては，Behavioral
Pain Scale（BPS）あるいは Critical Care Pain Ob-
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servation Tool（CPOT）を，鎮静評価では Richmond
Agitation-Sedation Scale（RASS）
（表 9-1） あるいは
86）

87）
Sedation-Agitation Scale（SAS）
を使用する．

人工呼吸患者を含め重症患者において ICU 滞在中
のせん妄発症は，単独で 6 ヵ月後の生存率を 2 割低
下させる（せん妄あり 34% vs なし 15%，P =0. 03）90）．
せん妄を防止する鎮静法として，①自発覚醒と自

表 9-1 ● RASS
（Richmond Agitation-Sedation Scale）
とその利用法
ステップ 1： 30 秒間，患者を観察する . これ（視診のみ）により
スコア 0 〜＋ 4 を判定する .
ステップ 2：
1）大声で名前を呼ぶか，開眼するように言う .
2）10 秒以上アイ・コンタクトができなければ繰り返す . 以上
2 項目（呼びかけ刺激）によりスコア− 1 〜− 3 を判定する .
3）動きが見られなければ，肩を揺するか，胸骨を摩擦する . こ
れ（身体刺激）によりスコア− 4，− 5 を判定する .

＋3

説明
明らかに好戦的な，暴力的な，スタッフ
に対する差し迫った危険
非常に興奮 チューブ類またはカテーテル類を自己

吸管理中は「毎日鎮静を中断する」あるいは「浅い

＋2

した
興奮した

鎮静深度を目標とする」プロトコルのいずれかを

＋1

発呼吸の使用，②せん妄の原因に応じた鎮静薬の選
択，③せん妄の評価とモニタリング，④早期離床と
リハビリテーション，を行う．①のためには人工呼

ルーチンに用い，浅い鎮静を行う．②ではアルコー

スコア 用語
＋ 4 好戦的な

ル・ベンゾジアゼピン系薬離脱の治療を除き，ベン

0
－1

ゾジアゼピン系鎮静薬よりも非ベンゾジアゼピン系

－2

鎮静薬を優先的に使用する．③では，せん妄評価に
Confusion Assessment Method for the ICU（CAM-

－3

88, 89）
ICU）
（図 9-4）あるいは ICU Delirium Screening

－4

Checklist（ICDSC）を用いる．④の早期離床（early

－5

抜去
頻繁な非意図的な運動・人工呼吸器ファ
イティング
落ち着きの 不安で絶えずそわそわしている，しかし
ない
動きは攻撃的でも活発でもない
意識清明・落ち着いている
傾眠状態
完全に清明ではない．呼びかけに 10 秒
以上のアイ・コンタクトで応答
軽い鎮静状 呼びかけに 10 秒未満のアイ・コンタク
態
トで応答
中等度鎮静 呼びかけに動きまたは開眼で応答する．
アイ・コンタクトなし
深い鎮静状 呼びかけに無反応，身体刺激で動きまた
態
は開眼
昏睡
呼びかけにも身体刺激にも無反応

図 9-4 ●日本語版 CAM-ICU フローシート
Step1 として RASS による興奮・鎮静度評価を行い RASS －３以上に覚醒していることを確認する．RASS －4 以下の場合は，時間を空けて
再評価する．RASS －3 以上の場合は，Step 2 として所見 1 ～ 4 を評価し，所見ごとの結果により矢印に沿ってせん妄判定を進める．
「せん
妄ではない」の場合は，評価を終了できる．
「せん妄である」場合は，RASS の結果と併せて活発型せん妄または不活発型せん妄の判定を行う．
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人工呼吸患者を含め重症患者においてICU滞在中のせん妄発症は，単独で6ヶ月後の生存
率を2割低下させる	
 (せん妄あり34%	
 vs	
 なし15%，P	
 =0.03)	
 90)	
 ．	
 
	
  せん妄を防止する鎮静法として，①自発覚醒と自発呼吸の使用，②せん妄の原因に応じ

mobilization）とリハビリテーションについては「９

要性は広く受け入れられている（日本集中治療医学

呼吸理学療法，ｄ．早期モビリゼーション」を参照

会 ICU 機能評価委員会作成

のこと．

予防バンドル 2010 年改訂版 http://www.jsicm.org/

人工呼吸器関連肺炎

pdf/2010VAP.pdf を参照）．

９

呼吸理学療法

３）持続的体位変換
持続的体位変換とは，左右の側臥位を自動的に繰

呼吸理学療法とは，呼吸障害の予防および治療を

り返すものである．持続的体位変換に関するメタ解

目的とした徒手的治療手技，体位操作などで構成さ

析 93）では，肺合併症を減少，挿管および ICU 在室

れる呼吸管理の一手段である．貯留した気道分泌物

期間を短縮させたが，死亡率，入院日数には影響を

の誘導・排除，末梢気道の開存，肺胞換気の維持・

及ぼさず，ARDS や敗血症の患者には無効である

改善，酸素化の改善が主たる目的で，人工呼吸器か

としている．ARDS 患者に対する持続的体位変換

ら の 早 期 離 脱， 早 期 離 床 と 入 院 期 間 短 縮，ADL

と 2 時間ごとの通常の体位変換を比較すると，ガ

（activities of daily living）の改善など，患者の最終

ス交換，その他の転帰に関して同等であった 94）．

転帰の改善を目標として行われている．

したがって，持続的体位変換は行わなくてよい．

ARDS に対する呼吸理学療法は，体位変換と体位
ドレナージによって構成される．前者は新たな肺合

４）腹臥位療法

併症の予防が目的であり，後者は排痰手技を併用し

腹臥位が ARDS 患者の酸素化能を改善するとい

て貯留分泌物の排出を促進することが目的である．

う数多くの報告がある 95, 96）．死亡率改善効果を確か
めるために ALI/ARDS を対象に行われた大規模
RCT では，平均 7 時間の腹臥位が行われ，一時的

a. 体位変換

な酸素化能の改善がみられたが，死亡率や在院日数

１）通常の体位変換

などの予後に関する効果は示されなかった 97）．た

通常の体位変換としては，左右側臥位を 1 〜 2 時
間ごとに繰り返す方法が行われる．

だし，post-hoc のサブグループ分析によると，著
明な低酸素血症を呈する患者や重症度の高い患者で
は，腹臥位群で予後の改善傾向がみられた．1 日 20

２）頭高位

時間を目標に腹臥位管理の効果を検討した小規模

人工呼吸患者を対象に，45 度の角度で頭を起こ

RCT では，ARDS 重症度は概ね中等症-重症であっ

す半坐位と仰臥位を比較した小規模 RCT によれ

たがばらつきがあり，画像上びまん性浸潤陰影を示

ば，臨床所見からの肺炎の頻度が 3/39 対 16/47 で

す症例に限られた．腹臥位開始までの時間は 1. 04

あった

91）

．相対リスクでみると 0. 26（95% 信頼区

± 1. 30 日，腹臥位時間は開始初日が 14 時間，その

間 0. 10 〜 0. 42）と効果は大きい．死亡率 7/39 対

後は 18 〜 20 時間で，酸素化能は改善するものの生

13/47 と半坐位を保ったほうの死亡率が低かった

命予後の改善は有意ではなかった 98）．同じく 1 日

が，統計学的な有意差はなかった（P=0. 29）
．一方，

20 時間の腹臥位管理の効果を検討した 大規模 RCT

人工呼吸患者の頭高位角度の目標を 45 度とする群

では，現在の Berlin 定義に基づいた中等度-重症

と，10 度とする群に分けて比較した 比較的大規模

ARDS を対象とし，診断から 72 時間以内に実際さ

な RCT では，VAP 発生率に差はなかった

92）

．し

たがって，VAP 予防に有効な頭高位の角度につい

れた．しかし，重症度によるサブグループで 検 討
しても生命予後の改善は有意ではなかった
100）

99）

．

ては，結論が出ていないとするのが妥当である．し

2013 年に発表された大規模 RCT

かし，人工呼吸患者を仰臥位で管理しないことの重

<150mmHg の症例に対し人工呼吸開始 36 時間以内

では，P/F 比
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に 1 日 16 時間以上の腹臥位を開始したところ，90 日

ている 109）．呼気にあわせ胸壁を圧迫することで呼

死亡率は腹臥位群で 24% と腹臥位を行わない群の

気流速を増加させ，気道内分泌物の移動促進や，そ

41% に比べ有意に低下し（HR 0. 44，95% 信頼区間

の後の吸気時のエアエントリーを改善させようとす

0. 29 ～ 0. 67，P=0. 001）
，腹臥位による合併症発生

るものであるが，ARDS での有効性は証明されて

率も有意差を認めずその有用性が示された．
ただし，

いない．排痰手技や体位ドレナージに，高い PEEP

ICU スタッフの熟練度が合併症の低さに寄与して

やリクルートメント手技を併用することで無気肺の

おり，研究結果は経験のない施設にあてはまるもの

改善が得られる場合もあるが，循環抑制，肺損傷，

ではないと説明している．腹臥位では皮膚障害（褥

脳圧への影響に配慮しながら実施する必要がある．

瘡など）やチューブ・ライン抜去という合併症が想

ARDS の場合，分泌物は末梢気道に存在すること

定されるため，あらゆる施設においてルーチンに行

が多いため，体位ドレナージ実施 15 〜 30 分後に気

う処置ではないかもしれない（CQ7 参照）
．

管吸引を試みる．本法の実施時間や頻度に関する一
定の基準はないため，分泌物の量や性状，手技への

b. 排痰手技を併用した体位ドレナージ
体位ドレナージは，貯留した気道内分泌物を肺区
域から排出させる治療手段である．体位ドレナージ
が有効であるとする科学的根拠があるのは無気肺，

反応により決定する．

c. 吸入療法（エアロゾル療法）
人工呼吸管理中のエアロゾル療法では，ネブライ

分泌物（もしくは血液）の貯留など，ごくわずかの

ザーを用いて，気管支拡張薬，喀痰溶解薬，抗菌薬

場合に限られる．したがって，ARDS でもそのよ

が投与されることがある．しかし，ARDS におけ

うな場合でのみ適応となる．

るこれら薬剤の有効性は証明されておらず，感染の

体位ドレナージは治療体位（ドレナージ体位）
，

機会となることが指摘されているので，投与しない

気道内分泌物の移動を促すための手技（排痰手技），

ほうがよい．なお，ネブライザーと人工鼻の併用は，

咳嗽と強制呼出法または気管吸引によって構成され

人工鼻が急速に閉塞してしまうので，絶対避けるべ

る．正しいドレナージ体位をとり，気道内分泌物の

きである．さらに人工呼吸管理中にネブライザーを

移動促進を目的に，
徒手的もしくは機械的な軽打法，

実施すると，人工呼吸器の呼気フィルターが閉塞す

あるいは振動法といった排痰手技を併用するのが従

ることがあり，避けるべきである．

来からの標準的な方法であった．しかし，急性呼吸
不全における体位ドレナージは，低酸素血症を改善
せず 101, 102），むしろ低酸素血症の増悪，心負荷の増
大，酸素消費量の増加などの有害性が示唆されてい

呼吸不全に対し ICU で人工呼吸療法を受けた患

．したがって，
頭低位などの極端なドレナー

者が，ICU 退室後に認知機能低下，筋萎縮 110），神

ジ体位は推奨できない．気道内分泌物に流動性があ

経筋機能低下，ADL の低下，呼吸困難感，疲労な

れば，側臥位，腹臥位などのドレナージ体位のみで

どを呈し，長期リハビリテーションを要することが

も分泌物を排出し得る．軽打法を併用した体位ドレ

報 告 さ れ た． こ れ ら は ICU-acquired weakness

ナージが有効かどうかは不明であり，軽打法の施行

（ICU-AW）として，人工呼吸を受けた患者の長期

る

103 ～ 107）

d. 早期モビリゼーション

に伴う疼痛や重症不整脈

108）

などの合併症が高率に

予後を悪化させる原因と考えられている．ICU-

発生することから，ARDS では軽打法の併用は推

AW の発生原因は，人工呼吸中の長期ベッド上安

奨できない．

静といわれる．これらの研究から，早期モビリゼー

近年，分泌物貯留部位に相当する胸壁上を呼気に
あわせて呼気終末まで圧迫を加える手技が報告され
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ションの重要性が認識されるようになった．
早期モビリゼーションとして，浅鎮静によりコン

タクトがとれるようになれば，
人工呼吸中から坐位，

こと．

端坐位，車いす移乗，立位，歩行と段階的にリハビ
リテーションを進めていく．72 時間以上の人工呼
吸を行った患者 104 名を対象に，早期モビリゼー
ションの安全性と有用性が RCT で検討された

111）

．

早期モビリゼーションは安全に行われ，従来型ケア

２）人工呼吸療法中のモニター
次に，人工呼吸療法中は患者の呼吸に関するモニ
ターが不可欠である．各モニターには警報装置を適
切に作動させることが必須である．

に比べ，退院後の ADL 自立は有意に多く，ICU 滞

① パルスオキシメーター：SpO2 を連続的にモニ

在中・入院中のせん妄の減少，人工呼吸期間短縮が

ターする．酸素化の簡便なモニターとして必

確認された．

須である．
② カプノメーター：PETCO2 を連続的にモニター

10

人工呼吸療法中の
安全管理とモニター

人工呼吸療法を安全に実施するには，さまざまな

する．回路外れや無呼吸などの異常事態に対
応する迅速なモニターである．値だけでなく
波形も表示することが望ましい．
③ 心電図および呼吸数の連続的モニター：人工
呼吸中は必須のモニターである．心電図によ

注意が必要である．

り心拍数の変化，不整脈，心筋虚血の早期診
１）一般病室で人工呼吸療法を施行する場合
まず，人工呼吸療法を施行する部署は，看護師に

断を図る．呼吸数の変化は呼吸状態の悪化や，
人工呼吸器のトラブルの早期発見に役立つ．

よる連続的な患者の生体情報監視が可能で，かつ急

④ 人工呼吸器のモニター：人工呼吸器の一回換

変事態にただちに対処できる集中治療施設，あるい

気量（VT），分時換気量（MV），気道内圧（最

はそれに準じる施設が望ましい．やむを得ず一般病

高気道内圧，プラトー圧，PEEP）を連続的

室で人工呼吸療法を施行する場合には，以下の要件

にモニターする必要がある．最低分時換気量，

を満たすことが必要である

112, 113）

．

① 適切な警報装置を備えている人工呼吸器を使
用すること．

最低気道内圧，無呼吸の警報は救命的警報で
あり，適切に設定する．最高気道内圧，最高
分時換気量，頻呼吸の警報は合併症予防のた

② 心電図，呼吸数，パルスオキシメーターによ

めの警報である．吸引など処置に伴い一時的

る経皮的酸素飽和度（SpO2）
，カプノメーター

に警報解除を行った場合，その場で必ず警報

による呼気二酸化炭素濃度（PETCO2）が連続

を復旧させる．

的にモニターできること．
③ 当該病室と担当看護師間に即応できる緊急連
絡の手段が講じられていること．
④ 当該病室には即座に使用できる状態で蘇生用
具一式
（用手人工呼吸用器材，
気管挿管用器材，
蘇生用薬剤など）が常備されていること．
⑤ 人工呼吸器の電源として，無停電電源が使用

３）呼吸パターンやバイタルサイン
機械だけに頼らず，呼吸パターンやバイタルサイ
ンを継続的にモニターする必要がある．
① 呼吸パターン：奇異呼吸，陥没呼吸，シーソー
呼吸は，呼吸努力の増加，患者-人工呼吸器の
同調性悪化の徴候である．

できること．無停電電源のない病棟ではバッ

② 基 本的バイタルサイン：意識レベル，血圧，

テリー駆動ができる人工呼吸器を使用するこ

脈拍，尿量などを継続的にモニターする．

と．
⑥ 送電停止時でも酸素および空気が供給できる
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治療：薬物療法，その他

■1

薬物療法
●現状で生存率の改善に寄与できる確立した薬物療法はない．
●急性期のメチルプレドニゾロン短期大量療法は行うべきでない．
●急性期のメチルプレドニゾロンパルス療法（1g
●発症後

3 日間）の有用性は不明である．

2 週間以内の症例に対するグルココルチコイド少量療法（メチルプレドニ

ゾロン 1mg/kg/日）は使用を考慮してもよい治療法である．
●発症

2 週間以降に新規にグルココルチコイドを開始すべきではない．

●好中球エラスターゼ阻害薬は，使用を考慮してもよい薬剤であるが，使用する場

合は，発症早期の使用が有用である．

現状では，生存率の改善をエンドポイントとした

ある．

無作為臨床試験（RCT）によって有効性が確立し
た薬剤はない．しかし，ARDS の予後が不良であ
ることに鑑みると，酸素化能改善や人工呼吸器装着

a. グルココルチコイド療法

期間の短縮などの有用性が期待できる薬剤は，使用

グルココルチコイド（GC）が ARDS の病態に有

を考慮してもよいものであると考えられる．また，

益 な 作 用 を も つ 可 能 性 は 十 分 に 考 え ら れ る が，

AECC 基準でも Berlin 基準でも臨床的に ARDS と

ARDS に対する死亡率低下についての有用性が確

診断した症例が病理学的に DAD を呈する正診率は

立したエビデンスはない．しかし，急性期短期大量

必ずしも高くなく，しばしばステロイドに反応しう

投与の効果は完全に否定された一方，急性期，後期

る他の病態も含まれているため，すべての ARDS

を問わず発症 2 週間以内に少量を一定期間使用し漸

を一律に捉えて治療を論じるのは危険である．さら

減する方法は，人工換気日数の減少など一定の有用

に，ARDS の治療反応性は基礎疾患によっても異

性を示す可能性が示されている．米国救急医学会の

なるために症例ごとの個別化医療を模索する必要が

勧告でも投与を考慮すべき治療法とされている 1）．
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使用する場合は，感染のコントロールを十分に行う

筋障害などの合併症の増加は認めていない．さらに

ことが重要である．

有用性を確認するため症例数を増やした RCT が必
要であるが，現時点では ALI/ARDS の急性期から

１）急性期 ARDS に対する GC 大量療法〔＊〕
1980 年代に行われたいくつかの RCT

2 ～ 5）

少量の GC を使用することは考慮してもよい治療法

では，

であると考えられる（CQ12 参照）．

いずれもメチルプレドニゾロン（MP）30mg/kg 1
日 4 回を 1 〜 2 日のみ使用するという大量短期投与

３）後期 ARDS における GC 療法

であり，敗血症症例の ARDS への進行率や ARDS

発症後１週間以上経過しても改善のみられない後

症例の生存率には，有用性を認めず，むしろ感染症

期 ARDS に対して MP を 2mg/kg/ 日より 2 週間

を悪化させる可能性が示された．これらの結果から

使用し，その後漸減しさらに 2 週間使用する RCT

6）

急性期における GC の大量療法は無効とされた ．

の結果では，プラセボ群と比較し死亡率減少効果は

本邦で多く用いられている MP 1g を 3 日間使用す

見られなかったが，人工換気離脱日数とショック離

るパルス療法についても有用性を示す根拠はない．

脱日数は有意に改善した 13）．前述のように急性期

メタ解析の結果でも，初期の急性期大量短期投与成

より少量 GC を使用することが同様の臨床効果を認

績を含む解析では，有用性を認めていない

7, 8）

．

める結果が得られているので，敢えて後期から開始

したがって，ARDS に対する急性期 GC 大量療法は

する意義はなくなったと思われる．この試験では，

推奨できない．

発症 2 週間以降に新規に GC を開始した症例では，
死亡率が増加しており，行うべきでない．

２）急性期 ARDS に対する少量 GC 療法〔＊〕
敗血症性ショック症例では，相対的副腎機能不全
を呈する場合が多く，適切な輸液蘇生と昇圧剤治療
でも血行動態が安定しない場合は，ハイドロコーチ
ゾン 200mg/ 日程度の GC を急性期に使用してもよ
9）

４）個別の病態に対する GC 療法
ARDS の原因疾患によっては，個別に GC の有用
性が認められているものもある．
①ニューモシスチス肺炎

いことになっている ．一方，敗血症性ショック症

AIDS 合併ニューモシスチス肺炎では，急性期

例 の 約 60% に ARDS が 合 併 し て お り， 敗 血 症 性

に GC を併用することが呼吸不全の改善や死亡

ショック症例に対する GC の効果は，ARDS を合併

率の低下に有用であることがいくつかの RCT

した症例において生存率が有意に延長したことが示

によって示されている 14 ～ 16）．日本呼吸器学会

されている 10）．直接 ARDS を対象にした急性期か

の成人市中肺炎診療ガイドラインでは，ニュー

ら の 少 量 GC の 有 用 性 に つ い て の RCT は，

モシスチス肺炎に伴う呼吸不全に対してプレド

MP 1mg/kg を 2 週間使用した後，2 週間以内に減

ニン 1mg/kg/日を 5 日間，0. 5mg/kg/ 日を 5 日

量中止する投与法で行われ，Lung injury score の

間，0. 25mg/kg/日を 11 日間使用することを推

減少，人工換気日数の減少，ICU 在室期間の減少，

奨している 17, 18）．

ICU 死亡率の減少が認められた．しかし，死亡率
の有意な減少は認められなかった

11）

②脂肪塞栓症

．MP 0. 5 ～

外傷骨折に伴う脂肪塞栓症は ARDS の原因と

2. 5mg/kg/ 日相当の少量 GC を使用したコホート

なる．MP の予防投与が脂肪塞栓症の発症とそれ

研究と RCT についてのメタ解析

12）

では，死亡率の

低下のほか，人工換気日数の減少，ICU 在室日数
の 減 少， 多 臓 器 不 全 症 候 群 ス コ ア の 改 善，Lung
injury score の改善，PaO2/FIO2 の改善という点で
有用性が示されている．一方で，感染の増悪，神経

に伴う呼吸不全を有意に抑制することが小規模な
〔＊〕GC の大量，少量とは相対的な呼び方であり，ALI/
ARDS の治療に関しては，1980 年代の RCT で用いられた
MP 30mg/kg × 4/day を大量と呼び，最近の試験で用いられる
MP 1〜2mg/kg/day を少量または中等量と呼ぶ場合が多い．
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がらいくつかの RCT で示されている 19 ～ 21）．メ
タ 解 析 で も ARDS 発 症 予 防 効 果 を 認 め た 22）．
ARDS 発症後の治療としての GC の有用性は明ら

が出ており 10），使用を考慮してもよいと考えられる．

ｂ . 好中球エラスターゼ阻害薬

かでない．

好中球エラスターゼ阻害薬は肺傷害軽減と線維化

③重症肺炎

への進行抑制効果が期待できる．好中球エラスター

重症肺炎は ARDS の原因として頻度の高いも

ゼ阻害薬のシベレスタットは全身性炎症反応症候群

のの１つであり，重症肺炎の多くは ARDS の診

（systemic inflammatory response syndrome；

断基準を満たす．また，敗血症性ショックを伴う

SIRS）に伴う急性肺損傷症例 230 例を対象とした

ことも多い．このような病態においては，適切な

RCT にて，生存期間には影響を与えなかったもの

抗菌薬治療に加えて GC の使用が有効な症例も経

の，FIO2， 肺 胞 動 脈 血 酸 素 分 圧 較 差（A-aDO2），

験される．重症肺炎を対象に行われた RCT で

PEEP，胸部 X 線写真スコアなど所見の有意な改善

は

23）

，初回ハイドロコーチゾン 200mg 単回静注

のほか，人工呼吸器装着期間や集中治療室在室期間

投与後，240mg / 日を 7 日間持続点滴した群でプ

の短縮も認められ有用性が示されている 28）．一方，

ラセボ群と比較し，死亡率の改善，ICU 入室日数，

海外での臨床試験（STRIVE）では有用性が示され

人工換気日数の短縮がみられた．その後，重症肺

なかった 29）．

炎を含む市中肺炎に対するいくつかの RCT で臨
床的に安定な状態になるまでの期間短縮

24）

この 2 つの試験結果の差異の原因として，海外の

，治

試験では重症例が多く含まれていたことが考えられ

などの効

ている．日本での試験と重症度が同程度の患者集団

果が確認された．９つの RCT と６つのコホート

に限って解析すると，日本の試験と同程度の有効性

を対象にした最近のメタ解析の結果では，重症肺

が認められている．また，日本の試験での層別解析

炎の死亡率改善は認めないものの，ARDS の発

からも，発症早期で肺以外の臓器障害が少ない症例

症を軽減し，入院期間や ICU 入室期間，抗菌薬

において有効であることが示されており，肺損傷発

使用期間，症状安定までの期間を減少しうること

症のより早期からの使用が有効であると考えられ

療失敗例の減少

25）

，入院期間の短縮

26）

27）

．一方で，副作用の増加は示され

る．海外臨床試験の結果を受け，4 臓器以上の多臓

なかった．薬剤は，平均するとメチルプレドニゾ

器障害を合併する患者および熱傷，外傷に伴う急性

ロンで 30mg/日 7 日間使用された．RCT によっ

肺障害患者には投与しないことが望ましいと添付文

て結果が異なるため，現状では，確立した治療法

書が改訂されている．

が示された

とはいえない．敗血症ショックを呈する症例であ

その後，2011 年に施設ごとにシベレスタット使

れば使用する根拠はある．また，陰影が遷延し酸

用施設と使用しない施設を分けて行った 581 例の非

素化の改善が悪い場合，気質化肺炎の改善目的で

盲検非ランダム化臨床試験の結果が報告され，非人

GC が使用され有効な場合もある．

工呼吸器使用日数と退院率，180 日生存率において
シベレスタット群が有意に改善を示した 30）．

４）敗血症性ショック
前述したとおり，septic shock 症例では，相対的

レトロスペクティブな検討では，ARDS と DIC
を併発した敗血症症例に対してシベレスタットは，

副腎機能不全を呈する場合が多く，適切な輸液蘇生

生存の延長に寄与すること 31），敗血症による ALI

と昇圧剤治療でも血行動態が安定しない場合は，ハ

に対して，人工呼吸器非装着日数や P/F 比を改善

イドロコーチゾン 200mg/ 日程度のステロイドを急

させ，ALI 診断時に血清プロカルシトニン値が 0. 5

性期に使用することが循環動態の改善に有用であ

ng/mL 以上であることが有効性を示すマーカーと

9）

る ．さらに septic shock 症例のなかでも ARDS
を合併した症例においてより有効であるという解析
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なりうる可能性が示されている 32）．
臨床使用可能な数少ない薬剤の一つであり，広く

使用されており，早期症例では有効性が期待される

した ARDS 症例に対してはその投与を考慮しても

ものの，現時点では，積極的に推奨するエビデンス

よい．

に乏しい．今後，有効症例の選別やそのためのマー
カーの開発を含め良質な RCT の施行が求められる

２）遺伝子組換えトロンボモジュリン
トロンボモジュリンに関しては，敗血症性 DIC

（CQ11 参照）
．

を対象とした RCT が 2 編これまでに報告されてい
る．本邦で実施された第 III 相試験は，感染症ある

c. 抗凝固療法

いは造血器悪性腫瘍を基礎疾患とする DIC 症例を

ARDS には，DIC や血小板減少など全身の凝固

対象として実施された 38）．未分画ヘパリン投与群

線溶異常がしばしば合併する．ARDS 発症早期には，

と比較して，トロンボモジュリン群では DIC 離脱

傷害を受けた血管内皮細胞などから凝固系の活性化

率が有意に高かった．28 日死亡率は副次的評価項

物質である組織因子が放出されることや，肺局所の

目に設定されたが，小規模な検討であり死亡率改善

微小血栓や肺胞間質および肺胞内のフィブリン沈着

効果は証明されなかった．敗血症 DIC を対象とし

が認められることなどが示されている．このような

た多国間第 II 相 RCT によると，28 日死亡率はプ

全身および肺局所の凝固線溶異常は炎症を助長し，

ラセボ群と比較して有意ではないものの低い傾向に

ARDS の病態の増悪に寄与すると考えられる．そ

あ っ た 39）． ま た， 凝 固 関 連 マ ー カ ー（D-dimer，

のため抗凝固療法が ARDS の治療に有効である可

F1 ＋ 2，TAT）はトロンボモジュリン投与によっ

能性が示されている

33）

．ただし現時点では，合併

する DIC の治療目的以外で使用を推奨できる薬剤

て有意に改善した．死亡率改善効果が事前規定を満
たしたため，現在第 III 相試験が進行中である．
ARDS 症例に対するトロンボモジュリンの効果

はない．

を検討した報告はないが，敗血症性 DIC 症例にお
１）アンチトロンビン

ける呼吸機能障害に対するトロンボモジュリンの効

重症敗血症を対象とした十分な症例数の RCT

果が報告されている 40）．人工呼吸管理を要した敗

（KyberSept 試験）によると，アンチトロンビン投

血症性 DIC 症例に対するトロンボモジュリン投与

与による 28 日死亡率の改善効果は証明されなかっ

の効果を前後比較研究で検討したところ，SOFA

た

34）

．一方で，アンチトロンビンの抗炎症効果を

阻害するとされるヘパリンを併用していない症例の
みに限定したサブ解析によると，アンチトロンビン
35）

呼吸スコアおよび肺障害スコアがトロンボモジュリ
ン投与によって早期から有意に低下した．
現時点のエビデンスからは，アンチトロンビン同

．また，敗血症

様にトロンボモジュリンも ARDS そのものに対す

性 DIC に限定したサブ解析においても同様に，ア

る投与は推奨する根拠に乏しい．ただし，DIC を

投与は死亡率を有意に改善した

ンチトロンビン投与は死亡率を有意に改善した

36）

．

本邦で実施された RCT として，日本救急医学会
DIC 特別委員会主導の多施設共同 RCT がある

合併した ARDS 症例に対してはその投与を考慮し
てもよい．

37）

．ア

ンチトロンビン活性値が 50 〜 80% の敗血症性 DIC
症例を対象としたところ，アンチトロンビン群では
非投与群と比較して DIC 離脱率が有意に改善した．

３）遺伝子組換え活性化プロテイン C（未発売）
活性化プロテイン C の有効性を検討した大規模
RCT は 複 数 存 在 す る．2001 年 に 報 告 さ れ た

ARDS 症例を対象としたアンチトロンビンの有

PROWESS 試験において，活性化プロテイン C は

効性を検討した質の高い臨床研究は報告されておら

敗血症治療薬として初めてその転帰改善効果を証明

ず，アンチトロンビンの ARDS そのものに対する

した 41）．しかしながら，PROWESS 試験以降の全

投与は推奨する根拠は乏しい．一方，DIC を合併

ての RCT で活性化プロテイン C は死亡率を改善す
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る効果が否定され，さらには重篤な合併症として出

ウリナスタチンなど各種プロテアーゼ阻害薬が本邦

血のリスクが増加することが問題視されるように

では使用されることがあるが大規模な RCT が行わ

な っ た． そ の よ う な 背 景 を 受 け 実 施 さ れ た

れていない．ウリナスタチンに関しては ARDS に

PROWESS-SHOCK 試験では，28 日死亡率は活性

対するメタ解析が報告されており，酸素化改善，

化プロテイン C 投与群およびプラセボ群で差はな

ICU 死亡率の改善，ICU 滞在期間短縮など有効性

く，さまざまなサブグループ解析を行ってもその有

を示唆する報告もあるが，メタ解析で 28 日死亡率

効性は認められなかった

42）

． こ の 結 果 を 受 け，

2011 年 10 月発売元のイーライリリー社は，活性化

に改善がなく 46），エビデンスレベルが高い研究が
含まれてない．

プロテイン C 製剤の世界中の市場からの撤退を決
２）Nitric oxide（NO）吸入療法

定した．
一方，ARDS 患者を対象とした活性化プロテイ

換気肺領域の血流改善により酸素化を改善し，

ン C の RCT も報告されている．ARDS 75 症例を

ventilation/perfusion（V/Q）ミスマッチの軽減と

対象とした RCT によると，活性化プロテイン C 投

肺高血圧軽減が期待される．酸素化は改善するが，

与により人工呼吸期間・死亡率などは改善せず，有

死亡率減少に関する有効性を認めないと systematic

．また，ARDS 71 症例

review などで報告されている 47 ～ 49）．通常治療で改

を対象とした別の RCT においても，肺透過性指標・

善が難しい重篤な低酸素血症で考慮される治療であ

人工呼吸期間・死亡率などいずれも改善しなかっ

るが 50），酸素化能改善も全例に認めたわけではな

た 44）．現時点では ARDS に対する活性化プロテイ

く 51, 52）， 日 常 的 な 使 用 を 勧 め る に 至 っ て い な い

効性は証明されなかった

43）

ン C の有効性は否定的である（CQ13 参照）
．

（CQ13 参照）．

４）ヘパリン

３）サーファクタント

敗血症に対する未分画ヘパリンの有効性について
は HETRASE 試験において検討されている

45）

．敗

無気肺領域の改善による酸素化能改善，人工呼吸
器 管 理 に よ る 気 道 傷 害 軽 減 が 期 待 さ れ る が，

血症 390 症例を対象とした RCT の結果，未分画ヘ

recombinant surfactant protein C をエアロゾルで

パリンによる在院日数，臓器障害スコア，死亡率に

経気道投与した試験では，メタ解析で有効性を認め

対する効果は証明されなかった．一方で，ARDS

ていない 53）．重症度別のメタ解析では酸素化や死

に対するヘパリン類（未分画ヘパリン，低分子ヘパ

亡率低下の可能性を示唆する報告があり 54），小児

リン，ダナパロイドなど）の効果を検証した質の高

に対して死亡率低下や人工呼吸管理期間低下など有

い研究は報告されていない．現時点では ARDS に

効性を示唆する小規模 RCT 報告もあるが 55），一貫

対するヘパリン類の投与は推奨されない．

した結論が得られておらず有効性を積極的に示唆し
ていない（CQ13 参照）．

d.

その他の薬物療法
その他 ARDS の病態に関与する因子をターゲッ

４）抗酸化薬
活性酸素種の負荷を低下させ肺傷害を軽減する目

トにしたさまざまな薬剤が開発検討されてきたが，

的でさまざまな抗酸化薬が試みられてきたが確立さ

有用性が確立し使用が推奨される薬剤はない．

れ た 治 療 は な い．lisophylline，N-acetylcysteine，
procysteine は，十分な症例数の RCT や小規模 RCT

１）各種プロテアーゼ阻害薬

などが行われたものの有効性を認めなかった 56 ～ 59）．

ARDS で生じた蛋白分解酵素を阻害する目的で，

グルタミン，β - カロテン，亜鉛，セレン，ビタミ

メシル酸ナファモスタット，
メシル酸ガベキサート，

ン E・C も十分な症例数の RCT で効果を認めなかっ
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．
た 60, 61）（CQ13 参照）

の RCT では，主要評価項目の肺血管外水分量指数
etravascular lung water index（EVLWI） に 改 善

５）β刺激薬

はみられなかった 69）．ARDSnet で行われたロスバ

β刺激薬は肺胞上皮内の Na+ 輸送を亢進し肺胞

スタチンを用いた 745 例の RCT 70）では，死亡率の

滲出液除去を促進するが，ARDS に直接的な効果

改善は認めず，ICCTG によるシンバスタチンを用

を認めなかった．ARDS 40 症例に 7 日間 albuterol

いた 524 例の RCT でも非人工呼吸器使用日数に改

を経静脈投与（15μg/kg/hr）し，肺水分量減少と

善を認めなかった 71）．以上の結果から ARDS 治療

気道圧軽減効果を認めたが 62），その後の十分な症例

としてのスタチンの有効性はほぼ否定的となってい

数 の RCT で は 有 効 性 を 証 明 で き な か っ た

63 ～ 65）

る（CQ13 参照）．

（CQ13 参照）
．
８）その他の薬剤
６）GM-CSF

効果が期待され大規模 RCT が行われた薬剤には，

顆 粒 球 単 球 コ ロ ニ ー 刺 激 因 子（Granulocyte/

抗炎症薬としてプロスタグランジン E1 72）やシクロ

macrophage-colony stimulating factor；GM-CSF）

オキシゲナーゼ阻害薬のイブプロフェン 73），トロ

は，サーファクタント機能維持，肺胞上皮 apoptosis

ンボキサン A2 阻害作用をもつケトコナゾール 74）な

抑制作用を持ち，気道上皮細胞傷害の軽減効果が期

ど が あ る が， い ず れ も 有 用 性 は 示 さ れ な か っ た

待されたが，有効性に関する結果が一貫せず，日常
的な使用は勧められない

66, 67）

（CQ13 参照）
．

（CQ13 参照）．
いくつかの薬剤が ARDS の治療薬として研究中
である．Keratinocyte Growth Factor（KGF）は，

７）スタチン

II 型肺胞上皮細胞増殖，サーファクタント産生亢進，

さまざまな疾患でスタチンの持つ抗炎症作用によ

肺胞水クリアランス亢進などの効果があり，経静脈

る有用性が検討されてきたが，ARDS においても

投与で酸素化改善が得られるか検証中である 75）．

Irish Critical Care Trials Group（ICCTG）の観察

ビタミン D3 は，免疫機能調整作用があり，過剰な

研究

68）

の結果，スタチン内服が死亡率を低下させ

炎症サイトカイン発現を抑制する．食道切除術前ビ

る傾向を示したため，３つの RCT が施行された．

タミン D3 投与による ARDS 発症予防効果を検証中

シンバスタチン 80mg とプラセボを比較した 60 例

である 76）．
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■2

抗菌療法
● 敗血症性

ARDS のように急性かつ重篤な病態では薬剤感受性の検査結果を待つ

こ と な く 経 静 脈 的 に 原 因 菌 を 広 く カ バ ー す る 抗 菌 薬 を 経 験 的 治 療（empiric
therapy）を開始する．
●原 因菌が同定され薬剤感受性が判明した時点で可及的に狭域の薬剤へと変更し

（de-escalation）治療を継続する．
● ARDS

患者では，ARDS でない人工呼吸器装着患者に比し，VAP の発生率が高

いとされている．VAP が疑われた場合には，経験的治療を開始し，原因菌，薬剤
感受性判明後に de-escalation する．
● VAP

の予防としての抗菌療法は，耐性菌出現の問題があるため行わない．

a. 敗血症性 ARDS に対する抗菌療法

右する因子であるために，考え得る原因菌を広くカ
バーする抗菌薬を経験的に使用する 80）．すなわち，

敗血症は，間接的に肺損傷を起こす疾患として最

第 3・4 世代セフェム系薬，カルバペネム系を主体に，

も 頻 度 の 高 い 原 因 で， 敗 血 症 患 者 の 約 43% が

MRSA の感染危険性が高いと判断される場合には，

ARDS へ進展するとの報告もあり

77）

，ARDS の原

因としてきわめて重要である．
敗血症の原因菌はこの 20 年間で大きく変化し，

バンコマイシン，リネゾリドなどの抗 MRSA 薬の
追加を考慮する 80）．抗菌薬としては殺菌的作用を有
する静脈内注射薬を選択し十分量を投与する．

1987 年以前は大腸菌，緑膿菌，クレブシエラなど

原因菌が同定され薬剤感受性が判明した時点で可

グラム陰性桿菌が主な原因菌であったが，1988 年

及的速やかに狭域の薬剤へと変更し（de-escalation）

以降は黄色ブドウ球菌や腸球菌などグラム陽性球菌

治療を継続する．投与期間としては 7 〜 10 日間が

が増加し，2000 年の成績ではグラム陰性菌 38% に

推奨されている 80）．

対し，グラム陽性球菌が 52％と逆転している 78）．

個々の敗血症原因菌同定後の抗菌薬選択の詳細

2007 年に日本国内で行われた疫学調査では，メチ

は，本ガイドラインのカバーすべき範囲を超えてい

シ リ ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌（MRSA） が 最 頻 で

るので他書も参考にされたい．

15. 4%，大腸菌 13. 5%，クレブシエラおよび緑膿菌
がそれぞれ 10. 5% となっている 79）．
抗菌薬の選択は，一般の細菌感染症と同様に，薬
剤感受性，組織移行性，副作用などを考慮したうえ

b. 肺炎に伴う ARDS に対する抗菌療法
肺炎は，細菌，マイコプラズマ，クラミドフィラ，

で使用すべきであるが，敗血症性 ARDS のように

ウイルスあるいはニューモシスチス・イロヴェチな

急性かつ重篤な疾患においては，薬剤感受性の検査

どさまざまな原因微生物により惹起され，ARDS

結果を待つことなく経静脈的に経験的治療（empiric

の原因となる．

therapy）を開始する．また，治療開始前に血液培
養検体を異なる経路で複数セット採取する．
経験的治療の適切性は敗血症患者の生命予後を左
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診断手法として，肺炎球菌尿中抗原，レジオネラ
尿中抗原，インフルエンザウイルス抗原，下気道分
泌物（喀痰，気管チューブ吸引痰あるいは気管支肺

胞洗浄液）のグラム染色と培養検査，血液培養（複

結果が得られるとともに，臨床効果がある程度判定

数セット）がある．未知の病原体への対処として血

可能となるので，これらを総合的に評価し，原因微

清をストックしておく．

生物が特定できた場合には，その菌の薬剤感受性に

日本呼吸器学会による市中肺炎ガイドライン
82）

81）

，

基づいて抗菌薬治療を可及的に狭域のものに de-

は，肺炎患者の重症度を

escalation し治療を継続する．治療期間は一般的に

それぞれの重症度分類（A-DROP システムあるい

7 〜 8 日間が推奨されるが，ブドウ糖非発酵系グラ

は I-ROAD）に基づいて分類し，初期治療のレジ

ム陰性桿菌群（緑膿菌，アシネトバクターなど）に対

メンを決定することとしている．

しては，より長期（10 〜 14 日程度）が推奨される 84, 85）．

院内肺炎ガイドライン

ARDS を伴う肺炎の場合，市中肺炎ガイドライ
ン

81）

では超重症（ICU 治療）肺炎に分類される．

院内肺炎の場合も多くが C 群（重症群）に分類さ
れる

個々の呼吸器感染症が同定された後の治療の詳細
については，日本呼吸器学会ガイドライン 81, 82） を
参照されたい．

82）

．いずれも，救命を第一義的に考え経験的

治療を失敗しないことが重要である．
原因微生物が明らかでない初期段階での経験的治

c．誤嚥による ARDS に対する抗菌療法

療として，市中肺炎では肺炎球菌，マイコプラズマ，

誤嚥性肺炎の原因には，胃液吸引による化学的肺

レジオネラ，クラミドフィラ（ニューモニエ，シッ

損 傷（aspiration pneumonitis） お よ び 消 化 管 内，

タシ）を広くカバーする目的で，第 3 世代セフェム

口 腔 内 細 菌 に よ る 細 菌 性 肺 炎（aspiration

薬に加えて，ニューキノロン系注射薬あるいはマク

pneumonia）がある．一般に化学的肺損傷における

ロライド系の併用投与を考慮する

81）

．

予防的抗菌療法は不要であるが，誤嚥性細菌性肺炎

院内肺炎では，初期治療で緑膿菌までを広くカ

の併発を予測させる場合には経験的治療が考慮され

バーするため，タゾバクタム / ピペラシリン，イミ

ても良い 86）．誤嚥性細菌性肺炎の原因菌は，肺炎

ペネム / シラスタチン，
メロペネムなどを選択する．

球菌，黄色ブドウ球菌，腸内細菌属，Streptococcus

アミノ配糖体またはニューキノロン系注射薬の併用

anginosus グループや嫌気性菌など口腔内常在菌の

効果については明確なエビデンスが無く，近年の報告

関与が指摘されている 81, 86, 87）．ARDS を併発してい

では却って患者予後を悪化させるとの知見もあり 83），

る場合，重症例と判断されるのでβ-ラクタマーゼ

慎重な選択が望まれる．

配合ペニシリン，カルバペネム系薬，第 3 世代セフェ

2 週 間 を 超 え る 長 期 の 抗 菌 薬 投 与， 長 期 入 院，
MRSA 感染やコロニゼーションの既往などがある

ム系薬あるいはニューキノロン注射剤とクリンダマ
イシンの 2 剤併用等が推奨される 86, 87）．

場合，MRSA の保有リスクが高まるため，気道分
泌物のグラム染色所見（グラム陽性球菌の貪食像な
ど）を参考に，抗 MRSA 薬の追加併用を考慮す

d. 人工呼吸器関連肺炎（VAP）

る 82）．ただし，抗 MRSA 薬の中でダプトマイシン

人工呼吸器関連肺炎（VAP）は人工呼吸器装着

は肺胞サーファクタントにより不活化されるため肺

に発生する肺炎であり，人工呼吸管理の頻度が高い

炎には使用できない．

ARDS 症例においてその制御は重要である．また

さらに，基礎疾患に免疫不全を有しサイトメガロ

ARDS 患者では，ARDS でない人工呼吸器装着患

ウイルス，ニューモシスチス・イロヴェチ，アスペ

者に比し，VAP の発生率が高いとされている 88）

ルギルスによる肺炎を疑う場合には，ガンシクロビ
ル，ST 合剤，抗真菌薬の投与あるいは併用投与も
それぞれ考慮する

82）

．

治療開始 3 日後には気道分泌物および血液培養の

（「第８章 随伴する疾患・病態」（p. 69）参照）．
VAP が疑われた場合には，採取した気道分泌物
が明らかに下気道由来であることを塗抹標本で確認
したうえで，培養結果を待たずグラム染色などで原
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因菌を予測して，できるだけ早期に経験的治療を開
始する．
早期 VAP に対する経験的抗菌療法としては，抗
緑膿菌活性を有しない第 3 世代セフェム薬あるいは
β-ラクタマーゼ阻害薬配合ペニシリンが選択され

f．抗菌薬使用に関する考え方
（pharmacokinetics/pharmacodynamics；
PK/PD を考慮した抗菌薬の投与法）
１）耐性菌防止対策

るが，晩期 VAP では，抗緑膿菌活性を有する第 3・

耐性菌増加の防止は，抗菌薬治療上極めて重要な

4 世代セフェムあるいはカルバペネム系薬を，さら

問題である．なかでも ARDS に至るような重症感

に MRSA が考えられる場合には，抗 MRSA 薬の併

染症の場合，免疫力低下や人工呼吸器装着など感染

用も考慮する．原因菌，薬剤感受性判明後には狭域

を長期化，難治化させる数多くの要因が存在するた

の薬剤に de-escalation する

82, 89）

．なお，気管挿管

め薬剤耐性化の可能性は高くなる．なかでもグラム

されている患者では気道への微生物定着（コロニ

陰 性 菌 の 耐 性 化 は 深 刻 で あ り， 多 剤 耐 性 緑 膿 菌

ゼーション）の存在が普通なので，炎症所見がなけ

（MDRP）などでは，有効な薬剤がないことからコ

れば細菌が検出されても治療の必要はない

90）

．72

リスリンなど本邦の標準的治療の枠組みに入らない

時間以内に抗菌薬を変更していないにもかかわらず

薬剤に依存しなければならない状況である．従って，

培養結果が陰性であれば，VAP を否定する強い予

重症感染症において抗菌療法を行う場合には務めて

測因子である

91）

慎重な対応が求められる．初期抗菌治療は十分量の

．

一方，VAP の予防としての抗菌療法については，
耐性菌出現の問題があるため推奨しない

82, 86）

．

抗 菌 薬 を 使 用 す る こ と に よ り，mutant selective
window レベルでの抗菌薬濃度を避け，十分な血中
濃度を得ることが大切であるが（図 10-1），当然な

e．感染症以外の原因で発症した ARDS に
おける抗菌薬使用の考え方
感 染 症 を 原 因 と し な い ARDS と し て， 外 傷，

がらできる限り短期間の使用を目指し 92），原因菌
が同定された場合には，感受性に基づき可及的狭域
なスペクトルの抗菌薬へ de-escalation すべきであ
る 93）．また呼吸器学会市中肺炎ガイドラインでは，

ショック，脂肪塞栓，放射線性肺傷害，再還流肺水

キノロン耐性の肺炎球菌の増加が懸念されているこ

腫，急性膵炎などがある．これら非感染性炎症反応

と 94, 95） からニューキノロン薬を第一選択としない

に伴う ARDS に対しては，原則的に抗菌療法は推

という基本的理念を提唱しており 81），ARDS 合併

奨しない．安易な抗菌薬使用は，VAP 予防の抗菌

重症感染症においても同様に扱うべきと考える．

療法と同様に，耐性菌の出現を招き，病態を複雑化
する原因となる．しかし，ARDS のような重篤な

２）抗菌薬の特性に基づいた投与法（図 10-2）

病態においては，原因疾患に伴う嘔吐物の誤嚥や副

PK/PD 理論は，抗菌作用の有効性を高め，耐性

腎皮質ステロイドの大量使用，人工呼吸管理による

菌出現や副作用を解決すべく考案された理論であ

易感染性あるいは中心静脈カテーテル留置などさま

る．PK とは，薬物動態（吸収，分布，代謝，排泄

ざまな感染促進要因が存在することも事実であるた

など）のことで，PD とは，生体内における薬物の

め，感染に対する観察を十分に行い，感染の兆候が

作用を指すものである．従って PK/PD 理論は薬剤

みられた場合には，推測される原因微生物に対して

が生体内でいかに有効に利用され，作用しているか

早期に十分な抗菌療法を行う必要がある．

を考えた概念で，このパラメーターから抗菌薬の効
果や副作用を予測することができる．
抗 菌 薬 は そ れ ぞ れ の 特 性 か ら， 大 き く 分 け て
ニューキノロン系薬やアミノ配糖体系薬など濃度依
存 性 殺 菌 作 用 と 長 い 持 続 効 果（area under
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耐性菌を残さないためには，必要十分量の抗菌薬が必要
MPC（minimum mutant prevention concentration：最大変異予防濃度
MIC（minimum inhibitory concentration：最小発育阻止濃度

図 10-1 ●薬物動態と種々のパラメーターの位置づけ
μg/mL

1 回投与量の増加により AUC, Cmax が大きくなる
ように設定：
アミノグリコシド，フルオロキノロン，マクロラ
イド，テトラサイクリン

図 10-2a ● PK/PD 理論に基づく薬剤の投与法

Peak or AUC/MIC

mg/mL

投与回数を増やすことにより
Time above MIC が長くなるように
設定：β-ラクタム薬

図 10-2b ● PK/PD 理論に基づく薬剤の投与法

%T ＞ MIC（Time above MIC）
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concentration curve；AUC/MIC, Cmax/MIC） を

などの薬剤では 1 日 1 回の投与によって，高い血中

有す薬剤，β-ラクタム系薬などの時間依存性殺菌

濃度と広い AUC が得られ，一方でペニシリン系薬，

効果と短い持続効果（Time above MIC）を有すも

セフェム系薬，カルバペネム系薬など Time above

の，およびマクロライド系薬やテトラサイクリン系

MIC を特徴とする薬剤は投与回数を増やすことに

薬などの時間依存性効果と長い持続時間（AUC/

より MIC を超える時間を延長することができる 96）．

MIC） の 3 つ に 分 類 さ れ る． 従 っ て AUC/MIC，

これら薬剤の特性に基づく投与により，副作用の発

Cmax/MIC を特性とするニューキノロン系薬，ア

現を軽減し，効果的な抗菌療法を行うことが期待さ

ミノ配糖体，AUC/MIC を特性とするマクロライド

れる．
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■3

栄養治療，水分管理
●経静脈栄養より可及的速やかな経腸栄養の開始が勧められる．ただし，適切な栄

養剤の種類やカロリー量など，未だに明確となっていない点が多い．
●魚油組成呼吸不全用栄養剤は，肺酸素化能の改善から人工呼吸日数の短縮と死亡

率の改善をもたらし，早期投与が支持される可能性があるが，現時点で一定した
有効性は示されていない．
● ARDS

では循環が安定しショックサインのない症例においては水分制限を行い，

水分バランスをドライサイドに保つ．
●肺動脈カテーテルを用いて水分管理を行う必要はない．

に，プルモケア ® は，炎症惹起性のω-6 系脂肪酸

a. 栄養治療

を多く含むことから，これを対照とした比較試験で

ARDS をはじめとする全身性炎症や多臓器不全

は，害になる可能性が指摘されている 101）．

を有する患者では異化が亢進しており，相対的に栄
養が不足する傾向にある 97）．重症患者において栄
養障害は免疫機能の低下や死亡率の増加と関連す
98）

２）早期の経腸栄養の投与エネルギー量
2012 年の Trophic vs. Full-Energy Enteral Nutrition

．このため積極的な栄養療法を行うことが望

in Mechanically Ventilated Patients with Acute

ましいとされ，近年では免疫修飾作用が期待される

Lung Injury；EDEN 研究は，48 時間以内に経腸栄

特殊な栄養剤も開発されている．ただし本稿におい

養を開始する 1, 000 名の ALI 患者を対象に，経腸

ては強いエビデンスをもつ RCT は見当たらないと

栄 養 開 始 6 日 目 ま で 少 量 経 腸 栄 養（trophic

して今回のガイドラインでも CQ としては取り上げ

feeding；目標 10 〜 20 cal/hr［500kcal/d］）を行っ

なかった．

た群と開始日から積極的にフルエネルギー（目標

る

25 〜 30kcal/kg/day［1, 300kcal/d］
）経腸栄養を行っ
１）炭水化物量を抑えた高脂肪組成栄養剤（プルモ
ケア ®）

た群を比較した 102）．実際の投与エネルギーは約
5kcal/kg/day と 16kcal/kg/day で，両群間で感染

®

高脂肪組成栄養剤（プルモケア ）は，既存の経

症 発 生 率， 人 工 呼 吸 フ リ ー 日 数（ventilator free

腸栄養剤に比べ，炭水化物含量が少なく脂質含量が

days；VFD），60 日死亡率は同等であった．少量栄

多い．脂質代謝の呼吸商は低いため動脈血二酸化炭

養群で嘔吐，胃内容物の残存量増加，便秘，血糖値，

素分圧の上昇を防ぎ，1. 5kcal/mL と高カロリーで

インスリン投与量が少なかった．ただし，本研究は，

水分負荷を回避できる．人工呼吸を要する急性呼吸

1 年後のフォローアップ検討が報告されており，有

不全患者 20 名を対象として高脂肪製剤の効果を評

意差は無いもののフルエネルギーを投与した群が 1

価した古い小規模研究は，人工呼吸時間を約 2. 5 日

年後の機能予後が高い傾向にあった．

99）

．しかし，その臨床

2014 年の Intensive Nutrition in Acute Lung Injury ：

効果は十分検討されてきたとはいえず，米国ガイド

A Clinical Trial（INTACT）研究では，78 名の ALI 患

短縮できたと報告している

ラインでもその使用は推奨されていない
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100）

．さら

者を推定エネルギー所要量の 75％を投与する積極的

栄 養 療 法（intensive medical nutrition therapy；

比 100 ～ 250mmHg）に対するオキシーパ ® の効果

IMNT）群と，標準ケアを行う群とに分け，比較検

を検証する多施設 RCT を行った 105）．ARDS 治療

討した 103）．平均 22 ～ 27 日の在院期間中，IMNT

早期（24 時間以内）に投与を開始し，最低投与エ

群で 25kcal/kg/day および蛋白量 80g /day，標準

ネルギー量（基礎代謝量の 1. 3 倍の 75％）を 4 ～ 7

ケア群で 16. 6kcal/kg/day および 60g/day が投与

日間持続的に経管投与した．オキシーパ投与はコン

された．IMNT 群で有意に死亡率が高く（HR=2. 65

トロール群（プルモケア ®）に比べて血漿リン脂質

［1. 03 ～ 6. 84］
）
，そのため研究は中途で中止となっ

中の DGLA，EPA の含有量，EPA/ アラキドン酸

た．ただし，これらの研究は海外で行われており，

比が有意に増加していた．また，気管支肺胞洗浄液

対象患者の BMI が約 30 と高く，日本の ARDS 患

中の炎症細胞数ならびに好中球数の有意な低下と肺

者群とは異なる．BMI が低いと栄養療法により予

毛細血管内皮透過性亢進の抑制，肺酸素化能の改善，

後が改善する可能性は否定できない

104）

．

以上を考慮すれば，ARDS 患者では治療早期に

人工呼吸日数の短縮（11 日対 13 日），ICU 在室日
数の短縮（11 日対 15 日），新たな臓器不全の発生

25kcal/kg/day を超えるエネルギー量の投与を強く

率低下（10％対 25%）を認めた．2006 年 Singer らは，

奨 め る 根 拠 は な く，500kcal/day（ ≒ 10kcal/kg/

95 名の ALI 患者を対象に，単施設 RCT によりオ

hr）程度の少量経腸栄養を行うことに対する強い反

キシーパ ® の効果を検証した 106）．この試験でもオ

対根拠はない．

キシーパ ® 投与後早期（4 〜 7 日目）に肺酸素化能，
コンプライアンスが改善し，人工呼吸期間も有意に

３）ω-3 系脂肪酸（EPA），γリノレン酸，抗酸化
物質を強化した栄養剤

短 か っ た．2006 年 Pontes-Arruda は 165 名 の
PaO2/FIO2<200 の低酸素症で人工呼吸管理を受け

大豆油やコーン油の多価不飽和脂肪酸はω-6 系

る重症敗血症および敗血症性ショック患者に対する

脂肪酸であり，魚油のそれはω-3 脂肪酸（主とし

オキシーパ ® の有用性を単施設 RCT により検討し

てエイコサペンタエン酸；EPA）である．これら

た 107）．ICU 入室から 6 時間以内に投与を開始し，

はシクロオキシゲナーゼと 5-リポキシゲナーゼに

最低投与エネルギー量（基礎代謝量× 1. 3 の 75％）

よって代謝されるが，最終的代謝産物がそれぞれ異

として，最低 4 日間投与した．本研究ではオキシー

なる．ω-6 系脂肪酸から PGE2，TXA2，LTB4 な

パ ® 投与により死亡率が 52% から 33％へと有意に

どの炎症性メディエーターが産生される．一方，ω-3

減 少 し た（RR=0. 63［0. 39 ～ 1. 00］）．Pontes-

系脂肪酸からは PGE3，TXA3，LTB5 などが産生さ

Arruda らはこれら 3 つの RCT（総患者数 296 名）

れ，これらは炎症惹起性が低く抗血小板凝集作用を

をメタ解析し 108），オキシーパ ® 群で，肺酸素化能

持つために，結果として炎症反応の制御が可能であ

の改善，新たな臓器不全発生率の低下（オッズ比

る．同様にγリノレン酸（GLA）も，より炎症惹

0. 17［0. 08 ～ 0. 34］），人工呼吸器装着日数の短縮

起性の低い PGE1 に変換される．

（standard median difference（SMD）0. 56+/−0. 12

脂質成分を 55％（EPA と GLA をそれぞれ 20%

［0. 32 ～ 0. 79］），ICU 在室日数の短縮（SMD 0. 51+/

づつ）含み，γリノレン酸，抗酸化物質（βカロテ

−0. 12［0. 27 ～ 0. 74］
）
，28 日間死亡率の有意な軽

ン，ビタミン C，ビタミン E，亜鉛，セレン）を強

減（オッズ比 0. 40［0. 24 ～ 0. 68］）を認めた．

化し，抗酸化物質を添加した経腸栄養剤がオキシー
パ

®

である．日本では 2007 年より販売開始され，

松田らは，日本の多施設 ICU においてオキシー
パ ® とプルモケア ® の比較を行い，28 日累積生存

臨床使用されてきた．本製剤の ALI/ARDS に対す

率はプルモケア ® 群 90. 5% に対しオキシーパ ® 群

る臨床効果に関しては，以下の 3 つの RCT 105 ～ 107）

91. 9％と差はないもののオキシーパ ® 群で ICU 滞

が報告されている．

在 フ リ ー 日 数 が 有 意 に 長 い こ と を 示 し た 109）．

1999 年 Gadek ら は，146 名 の ARDS 患 者（P/F

Pontes-Arruda らは，臓器不全を伴わない早期敗

119

血症患者（感染症の >60％は肺炎）に対してオキシー
®

110）

GLA，抗酸化物質投与群で，治療開始 4 日目の酸

，

素化（P/F 比）は有意に改善したが，VFD と 28 日

重症敗血症 / 敗血症性ショックへの進展率が低く，

死亡率［相対リスク 0. 90［0. 68 ～ 1. 18］］には有

心不全，
呼吸不全の新規発生率が低いことを示した．

意性を認めなかった．対照群にプルモケア ® が用い

Shirai らは，敗血症性 ARDS 患者を対象にオキシー

られた研究において，死亡率が 12. 5 〜 54. 0 % と比

パ

パ

®

を早期投与（診断後約 8 時間で開始）し

と通常の経腸栄養を比較する前向き無作為化比
111）

較的高かった．

．人工呼吸器装着期間や

以上を考慮すれば，ARDS 患者あるいはその発

SOFA スコアには改善がなかったものの，ICU 在

生が危惧される敗血症患者に対して，とりわけ早期

較試験を実施した
室期間が短縮された

111）

よりオキシーパ ® を投与することは弱いながらも支

．

一方，米国 ARDS network は，ALI 患者を対象に，
EPA，γリノレン酸，抗酸化物質を強化したサプリ

持される可能性があるものの，一定した有効性は示
されておらず，今後の検討が期待される．

メント追加の是非を検討する大規模な二重盲検 RCT
（Omega-3 Fatty Acid/Antioxidant Supplementation
for Treating People With Acute Lung Injury or
Acute Respiratory Distress Syndrome；The Omega
Study）を行った．介入群にはオキシーパ

®

b. 水分管理
肺動脈圧の増加は ARDS において換気血流比の

成分と

不均衡を最小限にとどめる生体防御反応の一つであ

類似の EPA，DHA，GLA，抗酸化物質サプリメン

る．しかし，ARDS において血管透過性亢進は肺

トが 1 日 2 回ボーラス投与された．結果として，測

浮腫の主要因となり，静水圧の上昇は浮腫の増悪を

定可能患者での血中 EPA 濃度は有意に上昇してい

もたらす．このため，ARDS の酸素化を改善する

たものの，血中サイトカイン濃度に有意差はなく，

ためには，血行動態に影響を及ぼさない範囲で輸液

酸素化能も同等であった．また，VFD は介入群で

を制限し，肺毛細血管圧を低めに保つことが必要で，

14. 0 日と，コントロール群 17. 2 日に比べ有意に少

肺浮腫軽減に有効と考えられる．

なかった．中間解析で，EPA，γリノレン酸，抗酸

ARDS の水分管理には 2 つの考え方があった．

化物質が含まれているグループでの死亡率が高いこ

① ARDS が肺毛細血管透過性亢進による非心原性

とが判明し，1, 000 名の予定のところ 272 名の時点

肺水腫であるため，水分制限と利尿薬により水分バ

で中断になった

112）

．本研究では，強化した栄養素を

ランスをマイナスに保つ（肺をドライサイドにおく）

12 時間ごとにボーラス投与していることや，栄養剤

水 分 制 限 管 理（conservative strategy） と， ②

の開始時期において，早期と晩期双方が混在してい

ARDS の直接原因が多臓器不全であるため，十分

ることが問題として指摘されている．

な補液による循環維持と臓器保護を考えた自由水分

2011 年にスペインの Grau-Carmona らは，ALI
あるいは ARDS 基準を満たす多施設の敗血症 132
患者を対象に，コントロール群として標準経腸栄養
®

敗血症性ショックなどで循環不全がある場合は，
十分な補液とドブタミンなどの昇圧薬による循環維

の有用

114）
持が必要とされた（liberal strategy）
．一方，循

性を評価した（前者で炭水化物が多く，後者で脂質

環が安定し平均動脈圧が 60mmHg 以上のショック

が多い）．群間で酸素化能や臓器障害程度に差はな

またはショックサインのない症例においては，水分

®

制限と利尿薬（フロセミドなど）により中心静脈圧

剤（アイソカル ）を使用し，オキシーパ

®

管理（liberal strategy）である．

く，死亡率もコントロール 16％に対しオキシーパ

群 18％と同等であった．本研究もまた，無益性に
より中止となった

113）

を 8mmHg 未 満 に 目 標 管 理 し た conservative

．

2014 年 Zhu らは，これら 7 つの RCT，955 名の
患者データをメタ解析した

120

を 4mmHg 未満，または肺動脈閉塞圧（楔入圧）

101）

．EPA，DHA，

strategy の方が，liberal strategy よりも酸素化改
善と人工呼吸使用日数の短縮をもたらすことが大

規 模 RCT で 示 さ れ た（ARDS Clinical Trials

ンスがほぼプラスマイナスゼロであった症例で死亡

Network Fluid and Catheter Treatment Trial；

率が有意に低いという観察研究や 119），生存群では

FACTT）115, 116）． な お，conservative strategy に

非生存者に比し補液量が負の in-out balance を示

よるショックの発生・腎傷害による透析導入率は，

し，体重減少も有意であったとの報告がある 120 ～ 124）．

liberal strategy と有意差はなかった．2, 124 人の観

よって酸塩基平衡および腎血流量の保持がなされ，

察研究でも，conservative strategy の方が人工呼

全身臓器への最低限の酸素運搬能が維持可能な輸液

吸器離脱期間の有意な延長をもたらした

117）

．この

量以上の過剰輸液は避けるべきであろう 125）．

ため循環動態が安定している限り，ARDS 患者で

なお，3, 147 人の観察研究の結果からは，腎血流

は水分制限や利尿薬の投与を基本とした水分管理法

量の保持目的の低用量カテコラミン製剤は，有効性

が適しているとされた．しかし同試験に登録された

が証明されておらず 126），その使用は推奨されない．

患者に退院 1 年後に電話による認知機能テストを

アルブミンとフロセミドによる治療は水分バランス，

行ったところ，厳格な水分管理を受けた患者で認知

酸素化および循環動態改善に有効かもしれない 127）．

機能障害を認める割合が高く，低酸素血症と並んで

1, 000 人の RCT で検証した報告では，水分管理

水分管理の影響が考えられた

118）

．ARDS 患者に対

のためのカテーテルとしては，肺動脈カテーテル留

する至適水分管理については，長期的な機能予後も

置は不整脈などの合併症が多く 128），また死亡率を

含めてさらなる検討が必要と考えられる．

上昇させたとする症例対象試験の報告 129）があるの

ほかにも，ARDS 発症初期（4 日間）で水分バラ
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■4

その他の治療
●ECMO

は保護的人工呼吸を含めた通常の呼吸管理で対応できない重症 ARDS の

みが適応となる．ただし，ECMO 管理には，熟練した医師，看護師，臨床工学
技士などのチーム医療が必要である．
● ARDS

患者に対する PMX-F 使用は，
敗血症患者の経過における ARDS 発症率や，

生存期間に対する有用性を立証した RCT の報告はなく，いまのところ推奨され
ない．
●腎不全を合併した

ARDS 患 者 を 対 象 と す る 以 外 に， 持 続 的 血 液 濾 過 透 析

(continuous hemodiafiltration；CHDF) を積極的に推奨する根拠は乏しい．

respiratory failure［CESAR］trial）が報告された．

a．ECMO

結果は，6 ヵ月後の重篤な機能不全のない生存率が，

体 外 式 膜 型 人 工 肺（extracorporeal membrane

従来の呼吸管理群では 47％のところ，ECMO 治療

oxygenation；ECMO）は，ポンプを用いて患者の

を考慮して ECMO 可能な施設で管理をした群（後

血液を脱血し，ガス透過膜を介して酸素化と CO2

述）の生存率では 63％と有意に予後を改善してい

除去を行った後に患者へ返血する生命維持法であ

た 131）．

り，重症呼吸不全と重症循環不全において適応とな

この結果を受けて，重症 ARDS に対する ECMO

る．重症呼吸不全に使用する ECMO を呼吸 ECMO

の効果が期待されるようになった．また 2009 年に

（respiratory ECMO）と呼び，肺のガス交換機能の

は H1N1 インフルエンザのパンデミックが発生し，

代行を目的としている．呼吸 ECMO 導入後は，肺

H1N1 インフルエンザに関連した重症 ARDS にお

組織が回復するまで肺の安静を保つことが可能とな

いて，ECMO の有効性を報告した記事が散見され

る．重症 ARDS に対する ECMO の使用は 1970 年

たが 132, 133），予後の改善に至らなかったという報告

代より試みられた．当初の ECMO は静脈から脱血

もある 134）．ECMO の治療成績は施設による差が大

して動脈に戻す veno-arterial（VA）ECMO が一般

きく，設備も含めた治療法の標準化が望まれる 135）．

的であった．VA-ECMO は動脈血流を維持し，循

ECMO は保護的人工呼吸を含めた通常の呼吸管

環不全を改善させる効果があるが，出血や塞栓症な

理で対応できない重症 ARDS のみが適応となり，

ど合併症の発生率が高く，ARDS 救命率は改善し

Murray score >3. 0 か つ P/F 比 < 80， あ る い は

．近年，循環不全のない重症呼吸不全

pH < 7. 2 の呼吸性アシドーシスが 6 時間以上続く

では，静脈から脱血して静脈に戻す veno-venous

場合などに考慮される．ただし不可逆性の病態には

なかった

130）

（VV）ECMO が一般的である．この方法では循環

適応されない 136）．

動態の改善は得られないが，VA-ECMO よりも合

管理面では，ECMO にて酸素化を含め完全に生

併症（出血，塞栓症，下肢阻血など）のリスクが少

体肺を代行するには，高い血流量が必要である．脱

ない．2009 年に重症 ARDS に対して従来の呼吸管

血カニューレのサイズが ECMO の最大血流量を規

理 と ECMO を 比 較 し た RCT（conventional

定する最大の要因であるため，高流量が可能な十分

ventilatory support versus ECMO for severe adult

なサイズの脱血カニューレを挿入することが重要で
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ある．また回路内血栓と出血合併症をコントロール
するために，適切な抗凝固療法と回路のモニタリン

b．血液濾過・浄化療法

グを行い，トラブル発生時に迅速に対応するための

流血中に存在し ARDS の増悪因子となる液性因

技術も必要となる．そのため ECMO 管理には，熟

子やサイトカインなどを除去する目的で，血液浄化

練した医師，看護師，臨床工学技士などのチーム医

療法が行われることがある．本邦では，血液中エン

療が必要であり，治療実施はトレーニングされたス

ド ト キ シ ン の 除 去 を 目 的 と し た PMX-F

タッフが充実している ECMO センターに集約する

（polymyxin B-immobilized fiber）を用いたエンド

ことが望ましい．そのためには，患者の移送を的確

トキシン吸着と，体内の水分除去を主な目的とする

に行う必要がある

137）

持 続 的 血 液 濾 過 透 析（continuous hemodiafiltr-

．

酸 素 化 に は 高 流 量 の ECMO が 必 要 で あ る が，

ation；CHDF）が臨床応用されている．

CO2 の除去だけであれば，低流量で可能である．酸

腹腔内感染症由来の敗血症性ショック患者に対し

素化は人工呼吸器による生体肺で行い，CO2 除去の

て PMX-F を早期導入する RCT 試験が行われた．

みを目的とした低流量体外循環の extracorporeal

その結果 PMX-F 群で有意に体血圧および酸素化の

138）

CO2 removal（ECCO2R）

や，動静脈圧差を利

用 し た ポ ン プ 不 要 の pumpless extracorporeal
interventional lung assist

139）

などが開発されてお

上昇が認められ，院内死亡率の低下も報告された．
また，PMX-F は ARDS 患者において酸素化およ
び循環動態を改善することが示唆されているが 140, 141），

り，今後の ARDS 管理において，ECMO も含めた

敗血症患者の経過における ARDS 発症率や，生存

extracorporeal life support（ECLS）の重要性は増

期間に対する有用性を立証した RCT の報告はなく，

していくと考えられる．

いまのところ ARDS 患者に対する PMX-F 使用は

今回本ガイドラインでは ARDS に対する ECMO
の適応に関する CQ は設定しなかった．まず検討に
値 す る RCT が 少 な い こ と が 最 大 の 理 由 で あ っ
た

130, 131, 138）

．またその中で唯一 ECMO が有効であっ
131）

推奨されない．
輸液管理上 CHDF は，水分・代謝産物の除去，
電 解 質， 酸・ 塩 基 平 衡 等 の 全 身 管 理 に 有 用 で あ
る．PMMA（polymethyl methacrylate）膜による

，実際

CHDF が流血中の炎症性サイトカインを除去可能

に は ECMO 群 に 割 り 当 て ら れ た 85 名 中 17 名 に

で，酸素化能改善率と相関する報告がある一方，敗

ECMO が適応されなかったこと，肺保護的人工呼

血症患者のサイトカイン濃度は CHDF によって変

吸が全例に施された ECMO 群に対して，コントロー

化せず，臓器不全数も変わらないとの RCT の報告

ル群では 70% に施されたに過ぎなかったことなどか

もある 142）．また，ARDS 患者の生存期間等に対す

ら，ECMO そのものではなく ECMO センターにす

る効果を検証した報告はない．今のところ腎不全を

みやかに搬送することが救命率を高めたとの意見も

合併した ARDS 患者を対象とする以外に，CHDF

根強い．翻って本邦では現在，未だ ECMO センター

を積極的に推奨する根拠は乏しい．

たとするすでに述べた Peek らの報告も

として機能するような施設はなく，多くの施設が少

その他にβ 2 ミクログロブリン吸着であるリクセ

ない経験の中で試行錯誤を繰り返している状況であ

ルがある．親水性多孔質セルロースビーズにリガン

る．以上より本ガイドラインでは，推奨度を示す以

ドを固定化したリクセルはリガンドとβ 2 ミクログ

前に，respiratory ECMO 導入のため現在日本呼吸療

ロブリンの疎水的相互作用により吸着する．吸着表

法医学会が中心となって取り組んでいる ECMO プロ

面の穴の大きさを調整し，アルブミンなどの分子量

ジェクトを理解いただき，適切な ECMO 治療のため

２万以上の蛋白質は侵入できないようになってお

の基本をまず学んでいただくことを推奨したい．

り，分子量２万以下のβ 2 ミクログロブリンや各種
サイトカインを吸着するのが特徴である．現在では
透析アミロイド症治療に使用されているが，今後サ
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イトカイン除去を目的とした炎症疾患，敗血症に応

以上，今後の血液濾過・浄化療法における RCT

用することが期待されている．ARDS 患者に対し

施行が期待されるが，本ガイドラインでは本分野に

て使用した報告もあるが

143）

，症例報告のレベルで

関する CQ は設定しなかった．

ある．
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11
● ARDS

予

後

の死亡率は，近年改善傾向にあるものの，30 ～ 58% と依然として高い．

●直接死因は，呼吸不全より敗血症などの感染症や，多臓器不全によることが多い．
●予後を予測しうる適切なバイオマーカーは確立していない．
●後遺症として，呼吸機能障害だけでなく，神経筋障害，精神認知機能障害や，健

康関連 QOL の低下がみられることがある．

１

死亡率と死亡原因

いる 10）．一方，1984 年から 2006 年までに報告され
た 50 例以上が登録された試験における ARDS 死亡
率を観察的試験 53 報と RCT36 報に分けて解析し

AECC 定義以降の研究では，ARDS の ICU 死亡

た結果では，経年的に死亡率の減少がみられたのは

率が，30 〜 49%，病院死亡率が 37 〜 58% と報告

1983 年から 1993 年までの観察的報告においてのみ

1 〜 6）

．Berlin 定義を満たす ARDS 症例

であり，1994 年以降は死亡率の減少がみられてい

の 2014 年の冬季 4 週間にわたる ICU における多施設

ないという．この理由としては，1994 年に ALI/

7）

前向きコホート研究では ，ARDS の院内死亡率は，

ARDS の定義が変更となり，より幅広い原因の異

軽症 ARDS 34. 9%，中等症 40. 3%，重症 46. 1% で，

なる集団を含むことに起因する可能性も考えられて

全体として 40. 0％だった．過去 101 件の原著論文

いる．また，RCT における死亡率は 36% で，観察

をまとめた結果，施設によるばらつきが大きく死亡

的報告での 44% より低かったが 11），これは，RCT

率は平均 50％程度で変化はみられないという報告

が専門施設で行われ，呼吸管理などが優れているこ

されている

8）

もみられるが ，近年，死亡率が減少したとする報

とや，予後不良の症例を除外していることが理由と

告が多い．単独施設の報告ではあるが，1980 年代には

考えられるという．ARDSnet は保護的人工換気の有

60 〜 70％であった ARDS の死亡率が，1990 年代に

用 性 を 示 し た acute respiratory distress syndrome

9）

は 40 〜 50％程度に低下している ．1994 年から

management with lower versus higher tidal volume

2006 年までに出版され，30 例以上が登録された 72

（ARMA）研究以降，さまざまな RCT を行ってき

の試験における ARDS 死亡率を解析した結果では，

たが，どの報告も有意差を認めていない．しかしな

平均 43％であったが，年間 1. 1% の割合で減少して

がら年次ごとに死亡率を比較すると 1990 年代に
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40％前後だった 60 日後死亡率は 2008 年には 25％
前後まで低下している 12, 13）．保護的人工換気以外に
有効な治療法を示した RCT が数少ないなかで，こ
れだけ予後が改善されたのは，集学的治療の積み重

２

予後予測因子

ARDS において，呼吸不全自体による死亡の頻

ねであると推測される．
これらの報告を総合すると，

度は少ないため，発症時の呼吸状態の重症度，すな

少なくとも適切な呼吸管理を施行している専門施設

わち低酸素血症，肺コンプライアンス，胸部 X 線

では ARDS の死亡率は低下してきたと考えてよい

写真スコア，PEEP などは一般に予後の指標になら

と思われる．

ないといわれる 19 ～ 21）．これに対して発症後数日の

Berlin 定義を満たす ARDS 症例の 2014 年の冬季

酸素化能の改善程度は，予後の指標となり得る可能

4 週間にわたる intensive care unit（ICU）におけ

性が示唆されている 22, 23）．今回の新しい Berlin 定

る多施設前向きコホート研究では 7），ARDS の認識

義の策定においても，肺野における浸潤影の範囲，

が軽症 ARDS 51. 3%，中等症 65. 3%，重症 78. 5% で，

PEEP，静肺コンプライアンス（CRS）
，修正分時換

全体として 60. 2％と，過小診断されていた症例が

気量（VECORR）といった肺傷害の重症度の変数が

少なくなかった．このため，ARDS の院内死亡率

予後判定に有用であるか否かが検討されたが，有意

の高さは，ARDS の過小診断から不十分な治療に

な結果は得られず除外された 24）．Berlin 定義では，

つながることも関連する可能性が指摘された．

P/F 比で示される酸素化能の程度に応じて重症度

本邦において，多施設の ICU での ARDS の死亡
率が集計されており，全国における 1997 年の集計

14）

では，ICU 内死亡率は 48. 6%，病院内死亡率は 61. 3%
であり，東北地区の 2005 年の集計

15）

では 30 日後

が 3 分類され，重症度が予後に反映することが確認
さ れ た． 死 亡 率 の 予 測 信 頼 性 は，AUROC（area
under the receiver operating curve）0. 577（95%CI；
0. 561 ～ 0. 593）vs 0. 536（95%CI；0. 520 ～ 0. 553）
，

の死亡率は 23. 0％と報告されており，評価方法が

P>0. 001）と AECC 定義と比較すると有意に改善

異なるものの，国内の死亡率も低下していると推測

された．しかし，その差はわずかであり，予後予測に

される．

おける有用性は高いものではないという意見もある 25）．

ARDS による直接的死亡原因として，呼吸不全

Berlin 基準を満たす ARDS 症例の 2014 年の冬季 4 週間

によるものは比較的少ない．多くの場合，直接死因

にわたる intensive care unit（ICU）における多施設前向

は ARDS の基礎疾患であり，敗血症に伴う多臓器

きコホート研究では 7），重症度と人工呼吸器中止率，

不 全 が 最 も 多 く， ま た 院 内 肺 炎 も 問 題 と な る．

および院内生存率は相関しており予後予測因子となっ

ARDS の死因で呼吸不全が占める割合は 13 〜 19％

て い た． ま た，driving pressure（ プ ラ ト ー 圧 と

と報告されており
あった

16, 17）

，本邦の集計でも 17. 6％で

15）

PEEP の差である換気圧；9 章 p. 83 参照）も院内生
存率と有意に相関していた．

．

ARDS の救命率の向上に伴い，長期生存例が増

基礎疾患では，敗血症に伴う ARDS の死亡率が

加している．2006 年から 2010 年の集計では，院内

高く 13, 16, 26），敗血症群の死亡率が 38. 2％と非敗血

死亡率が 24％であったものが 1 年後では 41％となっ

症群の 22. 6％より有意に高いとされているが 26），

ている．退院後の死亡率は Berlin 定義による重症

有意差はないとする報告もある 27）．

度と相関はなく，高齢者，COPD や悪性腫瘍など

ARDS は多臓器不全による死亡が多く，その評価

の基礎疾患を有する例，そして退院後に施設に入所

と予後予測のためのスコアリングシステムとして，

した患者の死亡率が高い

18）

．

APACHE（acute physiologic and chronic health
evaluation）III 28），SAPS（simplified acute physiology score）III 29），MPM（mortality probability
model）III 30） などが提唱されている．これらは統
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計学的手法として有用であるが，煩雑であるため一

quality of life（QOL）低下などがある（「第 8 章

般の臨床での使用には適切とはいいがたい．

随伴する疾患・病態」参照）．

予後予測のバイオマーカーとして 炎症性サイト

肺機能は 1 年後には改善し，症状も残らないこと

カ イ ン で あ る IL-6，IL-8，TNF 受 容 体， 血 漿 中

が多い 41, 42）．しかし，軽度の拡散能障害は残存する

SP-D，von Willebrand 因子，KL-6，HMGB-1 の

ことも多く 42）．不可逆性の線維化に伴う呼吸不全

高値など，さまざまな報告（第 6 章，表 6-2）がさ

が改善しない例も少なくない．

れているが

31 ～ 37）

，実地臨床での有用性についての

確証はない（
「第 6 章

集中治療室（ICU）重症患者に生ずる四肢筋力低
下は ICU-acquired weakness（ICU-AW）と呼ばれ，

診断と検査」参照）
．

これらのバイオマーカーを単独ではなく，複数の

末 梢 神 経 筋 障 害 が 複 合 し た critical illness poly-

バイオマーカーと臨床パラメーターを複合的に組み

neuropathy/myopathy（CIP/CIM） が 病 態 と 考 え

合わせて，より正確に予後を推定する試みや

32）

，

炎症の強さでフェノタイプを分けて評価する方法も
検討されている 38）．

が高頻度に認められる 44）．
身体的障害だけでなく，心的外傷後ストレス障

その他，予後不良因子として，65 歳以上の高齢者，
臓器移植者，慢性肝疾患，HIV 感染者，悪性腫瘍
合併者などが挙げられている

られている 43）．ARDS の後遺症としても ICU-AW

19）

．

害 45）やうつ 46）を併発すること，記憶障害や注意集
中障害などの認知機能障害の合併が報告されてお
り 47），急性期の低酸素との関連が指摘されている 48）．

ARDS を ICU 入 室 後 48 時 間 以 内 に 発 症 し た

健 康 関 連 QOL の 指 標 で あ る SF-36（medical

early-onset 症例と比べて，48 時間以降に発症した

outcomes study 36 item short form general health

late-onset 症例のほうが予後不良であるという報

survey）の低下も長期に認められ，特に高齢者で

告

39）

がある一方，生存率に差はみられないとする

報告もある 40）．

問題となる 41）．
身体活動性の低下については，ICU 在室期間とス
テロイドの使用量と関係があり，配慮が必要であ

３

後遺症

ARDS の長期生存例の後遺症としては，呼吸機

る 49）．これまで多くの RCT において短期の救命率
がエンドポイントとなっているが，長期予後や合併
症についても配慮した治療が今後は求められるであ
ろう．

能障害，神経筋障害，精神認知機能障害，健康関連
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12
● ARDS

医療倫理

は予後の不良な重篤疾患であり，侵襲的処置，医学的管理，回復が見込ま

れない状況に陥った場合など，さまざまな場面で倫理的な配慮が求められる．
● ARDS

の診療では，呼吸困難，意識障害などの症状や，気管挿管，鎮静などの処

置により，患者からのインフォームド・コンセント取得が困難な状況や，緊急処
置のように，時間的猶予がない場合も多いが，医療者は患者や家族・関係者から
インフォームド・コンセントを得るべく，最大限の努力をすべきである．
●不幸にして患者の回復が望めない状況に至った場合は，終末期医療に関する提言

などを参考に，延命に繋がる治療や処置の中止を医療チームの総意として慎重に
判断し，インフォームド・コンセントを得る．

１

重症患者からの同意取得

現在では医療行為全般に関して IC を得ることが一
般化している．
IC の考え方は ARDS のような一刻を争う重症疾

インフォームド ・コンセント（informed consent；

患においても例外ではなく，患者やその家族・関係

IC）とは，医療行為に対し医療従事者が十分な説明

者（以下，家族）が疾患・病態を正しく理解し，判

を行い，それに対し患者側が十分に理解，納得のう

断できるよう努めることが重要である．ARDS に

えで医療行為の選択・同意を行うことである．すな

おける IC の特徴の一つとして，患者本人が呼吸困

わち IC とは，ただ説明するだけではなく，説明さ

難や意識障害などの症状や，気管挿管，鎮静などの

れた側が十分に理解したときにはじめて完了する．

処置により，医療者の説明を理解し，意思表示でき

当初 IC は主にがん告知や蘇生処置拒否（do not
resuscitate；DNR）
〔注 1〕など，きわめて限定的
な状況下でのみ取得されていたが，患者の知る権利
が尊重されるにつれて，その適用範囲が拡大され，
〔注 1〕 DNAR（do not attempt resuscitation）と表記され
ることもある．
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る状況にないことが多く，結果的に家族が IC 取得
の主対象となる．
患者または家族への具体的な説明事項としては，
①現在の病状と緊急度 ・重症度，②必要な検査，
処置の意義，方法と合併症，③治療の選択肢，各々
の合併症，④予想される経過・予後，などが必須と

考えられる ．

も医療者の重要な責務である．集中治療には複数の

重症例での IC に際しては，時々刻々と変化する

医師や看護師などの医療チームであたることが主で

病態を十分考慮したうえで，治療の見通しと危険性

あるため，救命不可能という判断には医療チームと

をわかりやすく説明し，予後に関して客観的なデー

しての合意が必要である．そして救命治療から緩和

タを使用して説明することが望ましい．また，主説

ケア中心の医療への方針変更などの際には，これを

明者以外の医療者が同席し，IC の取得状況を客観

医療チーム全体に周知し意思統一を図る．重要なの

的に把握・記載することや，説明を行う環境や雰囲

は，チーム内で常に情報を共有し，医師，医療スタッ

気に配慮することも重要である．療養中の心理的・

フなど全員が統一した治療方針をもつことである．

社会的問題の解決や調整援助が必要な場合には，医
療ソーシャルワーカーの介入も考慮すべきである．
治験をはじめとする臨床研究に関しては，厚生労

a. ARDS における終末期医療の特殊性

働省から「臨床研究に関する倫理指針」が示されて

悪性腫瘍のように緩徐に進行する病態では，患者

いる．これによれば，臨床研究への参加が任意であ

が心肺停止に至っても心肺蘇生（cardiopulmonary

ることや，参加に同意しないことをもって不利益な

resuscitation；CPR）を行わないことを前もって指

対応を受けないこと，いつでも同意を撤回できるこ

示しておく DNR オーダーなどの事前指示（advance

と，研究の意義・目的・方法など，患者側に説明す

directives）を出すことも可能であるが，ARDS で

べきことが規定されているので，これらに準じて説

は，概ね健康であったヒトが，基礎傷病を契機に急

明および同意取得を行う．説明にあたっては，平易

速に呼吸不全状態に陥るので，事前指示がないこと

な表現で説明し，同意や承諾はいつでも拒否や変更

が普通であり，また症状や処置により，患者本人の

が可能であることを述べ，守秘義務を守ることを旨

意思確認が困難なことが多い．

とする．

さらに，ARDS では，①回復困難の判断をする
タイミングが難しい点や，②家族に予期悲嘆期間が

２

lCU における終末期医療

終末期医療はデリケートな問題であり，社会全体
のコンセンサスも得られていないので，ここでは一
般論の記述にとどめる．

なく，家族への十分なケアを行う余裕がない点，③
看取りの環境作りが離しい点，なども問題となる．

b. 患者の尊厳を損なわないための方策
いたずらに集中治療を継続した場合，かえって患

2014 年に日本救急医学会 / 日本集中治療医学会 /

者に苦痛を与え，全身浮腫や皮下出血などによる容

日本循環器学会の 3 学会から「救急・集中医療にお

姿の変化をもたらし，患者の尊厳を脅かす事態に陥

ける終末期医療に関する提言（ガイドライン）
」が

りかねない．従って，回復困難と判断される場合は，

出されている．延命処置の中止などを考慮する場合

延命に繋がる処置・治療の中止を検討する必要があ

には，これらの提言を参考にしつつ，医療チーム内

る．実際の判断は，以下のそれぞれの状況に合わせ

で十分な協議を行い，また適宜院内の倫理委員会，

て慎重に行う．
（1）患者が意思決定能力を有している

リーガル・アドバイザーなどに諮って，判断する必

場合や，本人の有効な事前指示がある場合，それを

要がある．また，前述の提言は法的には必ずしも担

尊重することを原則とする．この場合，医療チーム

保されていないことに注意が必要である．

は患者の意思決定能力の評価を慎重に検討する．
（2）

ARDS は悪性疾患ではないものの，患者が死に

患者に意思決定能力がない，あるいは意思確認が可

至る確率は低くない．患者が回復不能と判断される

能でない場合，家族らが本人の意思や希望を忖度す

場合には，患者の尊厳を損ねないよう配慮すること

る．医療チームは家族らに総意としての意思を確認
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し，対応する．
（3）本人の意思が不明で，身元不詳

スタッフも含めた医療チームとして家族と十分に協

などの理由により家族らと接触できない場合は，延

議をしたうえで決定する必要がある．

命措置中止の是非，時期や方法について，医療チー
ムが判断する．なお，医療チームによる判断や対応
は患者にとって最善であることが前提である．

d. 家族へのケア
ARDS では患者の状態の変化が急速であり，ま

c. 治療の抑制と撤退

た ICU では面会が制限されることも多いため，家
族にとっては病状を受容しにくく，情報も不足しが

新たな治療の抑制（withhold）と，実施中の治療

ちである．このため，医療担当者との面接の時間を

からの撤退（withdraw）については，明確な判断

定期的に設けるなど，家族と十分なコミュニケー

基準がない．
治療抑制は家族にも受け入れやすいが，

ションをとるよう心がける必要がある．とくに治療

撤退は心情的に受け入れにくく，医療倫理に加え法

の抑制や撤退を考慮する場合には，あらかじめ家族

的な制限もある．
また治療の抑制や撤退に関しては，

に予後の見通しを伝え，家族内で意見が統一できて

個人の死生観や宗教，文化により考え方が異なるた

いるかを確認するなどの配慮が必要である．

め，担当医個人の判断ではなく，複数の医師，医療
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本診療ガイドラインの基本理念・概要
目

的

本診療ガイドラインは，急性呼吸窮迫症候群（ARDS）の患者の診療において，患者の予後を改善させるた
めにこれまでに出された利用可能なエビデンスを解釈し，それに基づいて個々の患者の価値観や嗜好を踏まえ
た上で適切な臨床上の判断を行うために推奨を提供することを目的とするものである．

対象（本診療ガイドラインの利用者）
本診療ガイドラインの使用者として想定しているのは，成人 ARDS の診療に従事する専門医，非専門医（総
合診療医，家庭医，一般医，他領域専門医など），看護師，薬剤師，臨床工学技士などの医療従事者である．

利用にあたっての注意
本診療ガイドラインは臨床現場における医療従事者の意思決定を支援するために推奨を提供するものであ
り，提示された推奨に必ず従うよう強要するものではない．実際の判断には，本診療ガイドラインの推奨のみ
ならず，その元となるエビデンスと推奨が決定される理由となる価値観やコストやリソースなどの他の要因も
確認した上で，個々の状況に応じてベストな選択をされたい．
本診療ガイドラインの推奨は，それらに従って医療判断を行えば患者の転帰が必ず改善することを保証する
ものではない．推奨を参考に臨床現場で医療行為に関する判断を行ったことで生じた結果に対して，本診療ガ
イドライン作成委員会は一切の責任を負うものではない．
また本診療ガイドラインは，医療裁判の証拠として利用されることを想定していない．あくまで臨床現場で
の一般的な診療についての推奨を提示するものである．実際の診療上での判断は，患者の病状，リソースやマ
ンパワーなど周囲を取り巻く環境，患者の価値観や嗜好などといった個別の状況を勘案した上で下されるべき
である．したがって，医療事故が起こった際に，本診療ガイドラインに示す推奨の通りに診療が行われなかっ
たという理由で過失があったと判断されるのは不適切である．本診療ガイドライン作成委員会は，本診療ガイ
ドラインを裁判の証拠として利用することを認めない．
最後に，本診療ガイドラインの推奨を実現するために必要な資源を用意することが望ましいが，個々の医療
機関の状況によってそれが困難な場合もあることを明記しておく．

対象となる患者
本診療ガイドラインの扱う患者は，原則的に集中治療室または一般病床に入院している成人 ARDS 患者で
ある．
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本診療ガイドラインは 2 つのパートに分かれている．Part 1 では ARDS に関する基本的な情報を提供して
いる．さらに Part 2 では成人 ARDS 患者に対する人工呼吸療法および薬物療法のエビデンスのシステマティッ
クレビュー（Systematic Review；SR）を行って推奨を明示している．両者を参照することで実地における
ARDS 診療の助けになるものとなるようにした．

取り扱う臨床上の課題
Part 1 では，ARDS 患者に関する基礎的事実を明示する．Part 2 では，以下の 13 の臨床疑問（Clinical
Question；CQ）に対して推奨を明示した．
CQ 1 ．成人患者において，早期気管切開を行うべきか
CQ 2 ．成人 ARDS 患者の初期の呼吸管理として非侵襲的陽圧換気（NPPV）を行うべきか
CQ 3 ．成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，一回換気量を低く設定するべきか
CQ 4 ．成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，プラトー圧をどう設定すればよいか
CQ 5 ．成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，PEEP をどう設定すればよいか
CQ 6 ．成人 ARDS 患者において，プロトコール化された人工呼吸器離脱を行うべきか
CQ 7 ．成人 ARDS 患者において，腹臥位管理を行うべきか
CQ 8 ．成人 ARDS 患者において，高頻度振動換気（HFO）を行うべきか
CQ 9 ．成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，筋弛緩薬を使用するべきか
CQ10．成人 ARDS 患者において，日々の水分バランスをどのように維持すればよいか
CQ11．成人 ARDS 患者において，好中球エラスターゼ阻害薬を使用するべきか
CQ12．成人 ARDS 患者において，ステロイドを使用するべきか
CQ13．成人 ARDS 患者において，下記の薬剤を使用するべきか
（吸入一酸化窒素，

吸入β 2 刺激薬，静注β 2 刺激薬，顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）
，
プロスタグランジン E1，スタチン，サーファクタント，活性化プロテイン C，N- アセチルシステイン，ケ
トコナゾール，リゾフィリン）

患者の価値観や嗜好
GRADE system では，
推奨の決定に際して患者の価値観や嗜好を考慮することが求められている．このため，
Part 2 では，本診療ガイドラインパネル会議のパネリストとして患者代表に入ってもらい患者の価値観や嗜好
など患者の立場での意見を表明し，推奨決定に寄与していただいた．

診療ガイドライン利用促進の工夫
本診療ガイドラインは，Part 1 と Part 2 として書籍版，詳細版，ダイジェスト版がある．詳細版，ダイジェ
スト版は各学会サイトと Minds にて公開予定である．また，利用促進のためにリーフレットなども作成予定
である．
また診療ガイドライン利用促進のための各種講演会や講習会を開催する予定にしている．
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推奨の適用モニタリングのための指標
各 CQ の推奨がどれくらい適用されているか，またアウトカム改善が達成されているかのモニタリングのた
めの基準を，各 CQ に付した．

診療ガイドライン作成グループの構成
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透明性の確保
本診療ガイドライン作成にあたって，2 つの作成委員会を組織した．Part 1 では委員一人一人がそれぞれの
専門分野において最新の話題について解説し，ARDS の病態と治療の全体像がつかめるような記述とした．
一方 Part 2 では診療ガイドライン作成の趣旨を公開し SR 作成委員とパネル会議パネリストを公募した．こ
れにより診療ガイドライン作成を，診療ガイドライン作成委員会（各学会を代表），SR 作成委員，パネル会議
パネリストには一部の重複があるものの，独立してそれぞれの作業を進めることで作成過程の透明性を確保し
た．
また，単に推奨を記述するのみならず，推奨決定の過程を診療ガイドライン本文中に開示することも，透明
性を確保する上で重視したことである．
さらに学会ホームページウェブサイトなどを通じてパブリックコメントを求め，さらに外部委員によるレ
ビューを依頼した．

資金および協力組織
本診療ガイドラインは日本呼吸器学会，日本集中治療医学会，日本呼吸療法医学会の資金を得て作成した．
公募した SR 作成委員，パネル会議パネリストには日当などは支払われず，必要な場合のみ交通費宿泊費を
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支給した．文献検索についても，図書館司書の方々のボランティア活動によって行われた．
なお完成した診療ガイドラインは PDF 版を各学会サイトおよび日本医療機能評価機構 Minds 医療情報サー
ビスガイドラインセンター 1）（予定）において無償公開することとしている．冊子版も発売予定でありさらに
SR の一部を peer review 英文誌に掲載する予定である．これらすべての資金は上記 3 学会にて分担した．推
奨の作成にあたっては，資金提供者である上記 3 学会や Minds の意向や利益はその内容に影響していない．

利益相反（COI）
本診療ガイドラインは 2 つの委員会が合同して作成したため，共通の指針にて COI 申告を行ったが，その
申告先は所属学会に従い下記のような形式とした．
Part 1 については Part 1 序文を参照されたい．
Part 2 について
Part 2 を担当した一般社団法人日本呼吸療法医学会 / 日本集中治療医学会では，上記と同様の COI に関す
る共通指針および細則に基づいて（申告対象は 2015 年における研究費等について 100 万円以上，講演料等に
ついて 50 万円以上のもの）
，日本呼吸療法医学会事務局へ COI 申告を求め，開示基準に該当する場合は個人
名と企業名を明記することとした．またこれに各 CQ に関連する学術活動である学術的 COI もあわせた，
ARDS 診療ガイドライン作成委員および SR 作成委員，さらにパネル会議パネリスト（一部の構成員は上記日
本呼吸器学会ガイドライン作成委員を兼ねている）からの申告の内容は以下に示す通りであり，開示基準に該
当するものはなかった．

名

SR 作成

パネリスト

経済的
COI

橋本

悟

－

－

なし

讃井

將満

－

委

員

江木

盛時 CQ1, CQ12

－

大下慎一郎 CQ9, CQ11, CQ13
塩塚

潤二 CQ3

田中

CQ1 〜 CQ8, CQ10, CQ12
－

瀬尾龍太郎 CQ2, CQ4
田中

CQ1 〜 CQ13

CQ1, CQ3, CQ5 ～ CQ13

竜馬 CQ8
優 CQ4, CQ10

なし
なし

学術的 COI
（アカデミック COI）
JRS ALI/ARDS CPG ＊1
作成委員
なし
JSICM 敗血症 CPG ＊3
作成ワーキンググループ
JSICM 栄養管理 GL ＊4
作成委員

なし

なし

なし

なし

なし

なし

－

なし

なし

－

なし

なし

則末

泰博 CQ5, CQ6

－

なし

なし

林

淑朗 CQ7

－

なし

なし

なし

日本医療機能評価機構 EBM 医療
情報事業＊7
診療ガイドライン作成支援専門部
会部員
GRADE working group メンバー

なし

なし

南郷

栄秀

青木

善孝 CQ1, CQ10

－

CQ1 〜 CQ13

－
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委

員

名

SR 作成

パネリスト

経済的
COI

学術的 COI
（アカデミック COI）

安藤

幸吉 CQ8

－

なし

なし

飯塚

悠祐 CQ3, CQ9

－

なし

なし
JSICM 敗血症 CPG ＊3
作成委員

今泉

均 CQ7

－

なし

岡森

慧 CQ5

－

なし

なし

貝沼

関志 CQ1

－

なし

なし

片岡

惇 CQ6

－

なし

なし

加茂

徹郎 CQ4

－

なし

なし

－

なし

なし

川口

敦 CQ2, CQ3, CQ5, CQ8

熊澤

淳史 CQ2

－

なし

なし

倉橋

清泰 CQ5, CQ7

－

なし

なし

－

なし

なし

－

なし

なし

なし

なし

小尾口邦彦 CQ3
近藤

豊 CQ2

櫻谷

正明 CQ10, CQ11, CQ13

CQ4, CQ9

下山

哲 CQ12

－

なし

なし

鈴木

聡 CQ12

－

なし

なし

鈴木

裕之 CQ6

－

なし

なし

関野

元裕 CQ6, CQ11, CQ13

－

なし

なし

中島

幹男 CQ9

－

なし

なし

西村

哲郎 CQ4

－

なし

なし

福田

龍将 CQ1, CQ7

－

なし

なし

牧野

淳 CQ3, CQ9

－

なし

なし

宮下

亮一 CQ11, CQ13

－

なし

なし

－

なし

なし

なし

なし

森脇龍太郎 CQ12
安田

英人 CQ4, CQ8

CQ2, CQ11

吉武

重徳 CQ5

－

なし

なし

山下

ユミ CQ1 〜 CQ13

－

なし

なし

中川

好子 CQ1 〜 CQ13

－

なし

なし

鈴木

孝明 CQ1 〜 CQ13

－

なし

なし

一門

和哉

－

CQ1 〜 CQ13

なし

JRS ALI/ARDS CPG ＊1
作成委員
JRS ALI/ARDS CPG ＊1
作成委員
JRS NPPV CPG ＊6
作成委員

今中

秀光

－

CQ1 〜 CQ13

なし

野﨑

歩

－

CQ1 〜 CQ13

なし

なし
JSICM J-PAD CPG ＊5
ガイドライン作成委員

神津

玲

－

CQ1 〜 CQ13

なし

卯野木

健

－

CQ1 〜 CQ13

なし

なし

高橋

由典

－

CQ1 〜 CQ13

なし

なし

芹田

晃道

－

CQ1 〜 CQ13

なし

なし

武澤恵理子

－

CQ1 〜 CQ13

なし

なし

青景

聡之

－

－

なし

なし

多治見公高

－

－

なし

湯浅

－

－

なし
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秀道

JSRCM ARDS CPG ＊2
多施設共同研究委員会委員
なし

委

員

名

SR 作成

パネリスト

経済的
COI

学術的 COI
（アカデミック COI）

相原

守夫

－

－

なし

GRADE working group メンバー

矢吹

拓

－

－

なし

なし

中山

健夫

－

－

なし

なし

福岡

敏雄

－

－

なし

なし

＊1

日本呼吸器学会．ALI/ARDS 診療のためのガイドライン 第１版，第 2 版
日本呼吸療法医学会．ARDS に対する Clinical Practice Guideline 第１版，第 2 版
＊3
日本集中治療医学会 . 日本版敗血症診療ガイドライン第１版
＊4
日本集中治療医学会 重症患者の栄養管理ガイドライン
＊5
日本集中治療医学会 J-PAD ガイドライン作成委員会委員
＊6
日本呼吸器学会．NPPV ガイドライン 第 2 版
＊7
日本医療機能評価機構 EBM 医療情報事業 診療ガイドライン作成支援
＊2

外部評価
本診療ガイドラインはドラフトを作成した時点で公開に先立ち，集中治療専門医，非専門医の代表として総
合診療医，診療ガイドライン作成方法専門家による外部評価を受けた．外部評価には診療ガイドライン評価の
国際標準ツール AGREE Ⅱ 2, 3）を用いた．AGREE Ⅱは 6 領域 23 項目からなる個別項目と，全体評価からなっ
ている．各項目 1 ～ 7 点で採点し，
領域ごとに領域別スコアを算出する．領域別スコアは 0 ～ 100% の値を取り，
該当領域で要求されている内容の充足率を意味する．表にその評価結果を示す．
また，各学会のサイトを通じてパブリックコメントを募集した．
これら外部評価の結果は可能な限り本診療ガイドラインに反映させた．反映できなかった部分に関しては，
次回の改訂時の検討事項とした．また公開後も，学会サイトなどを通じて，広くフィードバックを受け，次回
改訂時に活かす予定である．
表：公開前の草案に対する AGREE II による外部評価の結果の概要（各領域の領域別スコアと全体評価）
領域 1. 対象と目的

領域 4. 呈示の明確さ

1. ガイドライン全体の目的が具体的に記載されてい
る．
2. ガイドラインが取り扱う健康上の課題が具体的に
記載されている．

15. 推奨が具体的であり，暖昧でない．
100%

3. ガイドラインの適用が想定される対象集団（患者，
一般など）が具体的に記載されている．

16. 患者の状態や健康上の問題に応じて，他の選択肢
が明確に示されている．
17. どれが重要な推奨か容易にわかる．

領域 2. 利害関係者の参加

領域 5. 適用可能性

4. ガイドライン作成グループには，関係するすべて
の専門家グループの代表者が加わっている．

18. ガイドラインの適用にあたっての促進要因と阻害
要因が記載されている．

5. 対象集団（患者・一般など）の価値観や希望が探
し求められたか．

19. どのように推奨を適用するかについての助言・
ツールを提供している．

6. ガイドラインの利用者が明確に定義されている．

92%

90%

20. 推奨の適用にあたり，潜在的に資源に関して意味
する事柄が考臆されている．

84%

21. ガイドラインにモニタリング・監査のための基準
が示されている．
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領域 3. 作成の厳密さ

領域 6. 編集の独立性

7. エビデンスを検索するために系統的な方法が用い
られている．

22. 資金源によりガイドラインの内容が影響されてい
ない．

8. エビデンスの選択基準が明確に記載されている．

23. ガイドライン作成グループメンバーの利益相反が
記載され，適切な対応がなされている．

9. エビデンス総体の強固さと限界が明確に記載され
ている．
10. 推奨を作成する方法が明確に記載されている．
11. 推奨の作成にあたって，健康上の利益，副作用，
リスクが考慮されている．

97%

12. 推奨とそれを支持するエビデンスとの対応関係が
明確である．
13. ガイドラインの公表に先立って，専門家による外
部評価がなされている．
14. ガイドラインの改訂手続きが示されている．
ガイドライン全体の評価
1. このガイドライン全体の質の評価（4 名の評価者の平均点，7 点 6.5
満点）
2. このガイドラインの使用を推奨するか．

推奨する ： 4 名（ただし 1 名は Part 2 のみの評価）
推奨する（条件付き）：0 名
推薦しない： 0 名

以下に外部評価委員からの AGREE Ⅱ 評価に付されたコメントを掲載する．
修正可能なものに関しては修正した．
観点
ドメイン１
対象と目的
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コメント
項目

評価者 1

評価者 2

評価者 3

1．目的の具体的な記載 冒頭に記載されている . 目的は項目立てて明示 急 性 呼 吸 窮 迫 症 候 群
されている．具体的に，
（ARDS）患者の予後を
「患者の予後を改善させ 改善するための治療ガ
るためにこれまでに出 イドラインである．
された利用可能なエビ
デンスを解釈し，それ
に基づいて個々の患者
の価値観や施行を踏ま
えた上で適切な臨床上
の判断を行うために推
奨を提供することを目
的とする」と示されて
いる．
2．取り扱う健康問題の 冒頭に記載されている . 対象となる患者の部分 急 性 呼 吸 窮 迫 症 候 群
具体的な記載
で「原則的に集中治療（ARDS）患者の予後を
室または一般病床に入 改善するための治療ガ
院 し て い る 成 人 ARDS イドラインである．
患者」と明示されてい
る．また，特に Part 2 の
方では，CQ がそれぞれ
「取り扱う臨床上の課
題」と項目立てて具体
的 に 記 載 さ れ て お り，
そ の 対 象 集 団・ 介 入・
比較対照・アウトカム
が明示されている．

評価者 4

85%

ドメイン１
対象と目的
ドメイン２
利害関係者の参加

3．対象集団（患者，公 冒頭に記載されている . 適用の想定される対象 集中治療室または一般
衆など）の具体的な記
集団についても，「成人 病床に入院している成
載
ARDS の 診 療 に 従 事 す 人 ARDS 患者である．
る専門医，非専門医（総
合 診 療 医， 家 庭 医， 一
般医，他領域専門医な
ど ）， 看 護 師， 薬 剤 師，
臨床工学技士などの医
療従事者」と明示され
ている．
4．専門家代表者の作成 Part 2 のパネル会議の Part1, 2 ともに呼吸器内 グ ル ー プ 構 成 と し て，
への参加
メンバーには患者代表 科 医・ 集 中 治 療 医・ 救 各学会の専門家，臨床
も含まれている．
急医・麻酔科医が含ま 医， 薬 剤 師， 看 護 師，
れており，氏名や所属 利害関係者，診療ガイ
の記載も適切である．ま ドライン作成方法専門
た，方法論の専門家と 家などが参加している．
して，診療ガイドライ
ン作製方法専門家が含
まれている．システマ
ティックレビュー作成
医院に図書館司書が含
まれ，パネル会議のパ
ネリストには，専門職
の み な ら ず， 薬 剤 師・
理 学 療 法 士・ 看 護 師・
臨床工学技士・患者家
族が含まれている．こ
の方々の代表性がどの
程度担保されているか
は本文からは読み取る
ことは難しい．
5．対象集団（患者，公 会議メンバーには患者 対象集団の考えや嗜好 基本理念・概要に記載 パネルに患者家族が含
衆など）の価値観や好 代表が含まれているが，についても「患者の価 されている．
められているが，リク
みへの考慮
対象集団の考えや嗜好 値観や嗜好」と項目立
ルートの方法，選定基
がどのように反映され てて，「本診療ガイドラ
準などがより明確に記
たかが明示されるとな インパネル会議のパネ
載されていればベター．
およい．
リストとして患者代表
実 際 に パ ネ ル 会 議 で，
にはいってもらい患者
患者委員からどのよう
の価値観や嗜好など患
な発言があったのか記
者の立場での意見を表
録にあれば状況をより
明し，推奨決定に寄与
理解できると思われる．
していただいた」と記
載されている．
6．利用者の明確な定義 冒頭に記載されている . 「 成 人 ARDS の 診 療 に 基本理念・概要に記載
従事する専門医，非専 されている．
門 医（ 総 合 診 療 医， 家
庭 医， 一 般 医， 他 領 域
専門医など），看護師，
薬剤師，臨床工学技士
などの医療従事者」と
明示されている．
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ドメイン３
作成の厳格さ
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7．エビデンスの系統的 複数のデータベースが Part 2 の 方 に「 文 献 検 診療ガイドラインのた
な検索
検索され，詳細版には 索」と項目立てて記載 めのシステマティック
網羅的な検索式が提示 が あ り，「 検 索 デ ー タ レビューチームが構成
されている．
ベ ー ス：MEDLINE，され，エビデンスの情
EMBASE，Cochrane 報源を含めて，その方
CENTRAL， 医 学 中 央 法が記載されている．
雑誌」と明示されてい
る検索対象期間も 2015
年 2 月までと明示文献
検索語については，各
CQ に日本語で明示され
ているが，英語での文
献検索式は全てのデー
タの方に記載あり基本
的 に は ど の CQ も 同 様
な検索方法がとられて
いる．
8．エビデンスの選択基 基準，選択手順が明示 ランダム化比較試験を 詳細版に記載されてい
準の記載
されている．
選択したと本文には記 る．
載があり，実際の文献
選択基準は，「文献検索
フローダイアグラム
（PRISMA 2009 改 変 ）」
に記載されているスク
リ ー ニ ン グ・ 適 格 性・
組み入れの順番が明確
である．
9．Body of evidence（総 選択された個々の研究 SoF table を用いたアウ body of evidence の 質 非直接性を判断したの
体エビデンス）の強さ のバイアスリスク，そ トカムごとのエビデン は，GRADE ア プ ロ ー はシステマティックレ
と限界の記載
の全体の評価まで明示 ス相対が明示され，バ チを使って，アウトカ ビュー担当者か，パネ
的に提示されている． イアスリスクも同時に ム 中 心 に 評 価 さ れ，ル委員か不明． パネル
併記されている研究ご GRADE エ ビ デ ン ス プ 委員は個々の文献を読
との異質性も記載され ロファイルが表示され んでいないため，非直
て お り， 強 固 さ・ 限 界 ている．
接性の評価は難しいの
ともに明確である．
ではないか．
10．推奨決定方法の記 手順が明示され，その 推奨文の作成について エビデンスから推奨作
載
手順の内容も提示され は「エビデンスから推 成のプロセス（GRADE/
ている．
奨の作成」という項目 DECIDE の Evidenceが有り，推奨決定４要 to-Decision テ ー ブ ル ）
因として，エビデンス や，パネル会議におけ
の質・利益と害のバラ る 合 意 形 成 手 法
ンス・患者の価値観や（RAND）が記載されて
好みのばらつき・資源 いる．
を元にしたと明確に記
載されている．また，
「推
奨の方向」
「推奨の強さ」
「エビデンスの確信性」
の３つを盛り込むこと
も明記されており，実
際 の CQ の 推 奨 文 も そ
れに基づいている．
11． 健 康 上 の 利 益・ 副 手順の中に組み入れら 各 CQ の 中 に パ ネ ル 会 推奨の強さと方向の決 推奨作成に当たってス
作用・リスクの考慮
れ，その評価内容も記 議の「利益と害のバラ 定において，利益と不 テロイドの副作用は重
録されている．
ン ス は ど う か？」 と い 利 益（ 害， 副 作 用， リ 要と思われるので，観
う項目が含まれており，スク）のバランスが考 察研究も十分参照する
健康上の利益と副作用・ 慮 さ れ て い る ことが必要と思われる．
リスクが考慮されてい（GRADE）．
る．

ドメイン３
作成の厳格さ
ドメイン４
明確さと提示の仕方

12．推奨とエビデンス 明示的に示されている．推 奨 文 に は，GRADE 各 CQ に つ い て， 最 初
の明確な対応関係
CQ 11 に お い て， 診 療 標記でエビデンスの確 に分かりやすく推奨の
報酬への記載や 5 年以 信性や推奨の強さが明 強さとエビデンスの確
上 前 の 現 場 へ の ア ン 示 さ れ て い る． ま た，信性が記載されている
ケート調査結果などが CQ のパネル会議の「推（GRADE）．
｢付帯事項｣ の中に含ま 奨 の グ レ ー デ ィ ン グ 」
れている . どのような経 の部分でどう推奨した
緯で，エビデンスとし かの会議内容が参照で
てこれらが組み入れら きる．
れたのか，これらは評
価テーブルの方に含め
るべきではないか . この
CQ の記載形式は他の記
載内容と比べて違和感
を感じる不適切な対応
関係と思われる．
13．公表前の外部審査 実施している．
外部評価は今回は４名 4 人の委員による外部評
で行われ，集中治療専 価（AGREE-II）が実施
門 医， 総 合 診 療 医， 診 されている．
療ガイドライン作成方
法 専 門 家 が 含 ま れ，
AGREE-II を 用 い て 評
価が行われている．また，
外部評価から得られた
結果も公示予定となっ
ている各学会のサイト
を通じてパブリックコメ
ントも公募されている．
14．改訂手続きの予定 明示されている重要な こ ち ら も「 改 訂 予 定 」原 則 と し て 5 年 後 の
知見に対する対応も記 と項目立てて，5 年後の 2021 年に改訂予定であ
載されている．
2021 年に改訂予定であ る．
ると明記し，さらに重
要な知見が得られた場
合の前倒しや部分改訂
についても言及してい
る．
15．推奨の具体性
分 か り や す い . た だ，CQ1 〜 13 のそれぞれの 推奨は具体的で，治療
CQ 1 の記載内容は，結 推奨文は非常に具体的 の違いによって異なっ
局長期挿管を要する患 であり，かつ推奨度が た推奨・エビデンスの
者に対する対応はどう 明示されている．
質が提示されている．
すればよいのかという
疑問に答え切れていな
いことが惜しまれる .
16．患者の状態や健康 ARDS 自 体 が 様 々 な 背 推奨文の付帯事項部分 たとえば，人工呼吸に
問題に応じた選択肢の 景や合併症を伴う事が に注意すべき患者の状 おける筋弛緩薬につい
明示
多く，多様な患者に対 態や健康上の問題につ て，さまざまな治療薬
する細かな対応の修正 ･ いての記載がある．一 について記載されてい
選択についての記述は 部他の選択肢の提示も る．
困難であったと思われ あるが，他選択肢の推
る.
奨度などは不明確であ
る．
17．重要な推奨の明確 そ れ ぞ れ の CQ に お い 要約が太字になってお 推奨の要約が記載され
さ
て優先度が検討され示 り，色調を変えたりし て お り， 各 CQ に 関 連
されている．CQ 一覧ダ て分かりやすく表示さ する推奨を容易にみつ
イ ジ ェ ス ト の GRADE れている一方で，CQ13 けることができる．
の記述が，うすい青色 個の中でどれが重要な
で視認性が不十分であ 推奨かというまとめが
る．できれば彩度が高 一目ではやや分かりに
く背景との濃淡が明確 くい．
な色を選択して頂きた
い.

外部委員のコメントへ
の対応も可能な範囲で
掲載されることを期待
する．
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ドメイン５
適用可能性
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18．推奨を診療に取り Evidence-to-Decision の 明確に促進要因と阻害 関連する他の診療ガイ
入れる方法のアドバイ ところで検討されてい 要因についての記載が ドラインや今後の研究
スやツールの提供
る.
あ る わ け で は な い が，の可能性が記載されて
ARDS が heterogeneous いる．
な病態であること，薬
物治療濃度も一定では
ないことなどの，ガイ
ドライン適応の難しさ
について言及している
CQ では資源のバランス
について言及しており，
ガイドラインを適用す
るにあたって資源がど
うかを検討している．
19．推奨の適用に際す 作成予定とある．CQ サ 適 用 促 進 に つ い て は，Evidence-to-Decision
る促進や阻害要因
マリーなどをそのまま「診療ガイドライン利用 テーブルによく記載さ
ハンドカードなどにす 促進の工夫」という項 れている．
るとよい .
目 が 有 り， 書 籍 版， 詳
細版，ダイジェスト版
を作成すること，学会
サイトと Minds で公開
予定であること，リー
フレット作成予定があ
ること，講演会の開催
予定があることなどが
記載されている．チェッ
クリストやアルゴリズ
ムなどの作成はない．
20．推奨適用に伴うリ Evidence-to-Decision の 推奨の適応にあたって 13 件の臨床疑問のすべ
ソースの考慮
ところで検討されてい 各 CQ に「 関 連 す る 他 て に お い て， コ ス ト・
る．
の診療ガイドラインの リソースが考慮されて
記載」とあり，他の関 いている．
係するリソースへの影
響が考慮されているこ
の部分の対象が国際ガ
イドラインまで言及し
ているものから，一部
国内のガイドラインの
みにとどまるものまで
質のばらつきが見られ
た．
21． モ ニ タ リ ン グ・ 監 CQ 2 については効果判 CQ 内にモニタリングと モニタリングと評価が
査の存在
定の時間などが具体的 評価という項目があり，記載され，Evidence-toに記載されている．そ 各 CQ の 推 奨 が ど の く Decision テ ー ブ ル に お
の他の CQ においても，らい適用されているか，い て は， 公 平 さ， 利 害
それぞれの治療介入の アウトカム改善が達成 関 係 者 へ の 受 け 入 れ，
効果判定の時間や基準 されているかのモニタ 実現可能性が表示され
などが明記されている リングのための基準を ている．
となおよい．
付したとある一方，実
際のモニタリング内容
は，治療そのものの患
者パラメータのモニタ
リング内容がメイン推
奨内容の遵守率や達成
度については今回は記
載されていない．

ドメイン６
編集の独立性

全

22．ガイドライン編集 学会の負担によると明 Part 1 部 分 で は 資 金 源 日本呼吸器学会，日本
の資金源からの独立性 記されている．
は 明 示 さ れ て い た が，集中治療医学会，日本
それが内容に影響を与 呼吸療法医学会の資金
えていないかどうかは により作成された診療
明記されていなかった． ガイドラインであるが，
資金提供者の意向や利
益が最終的な推奨に影
響していないという明
確な記載はない．
23．ガイドライン作成 記載されている担当領 COI が Part 1 と Part 2 経 済 的 COI と 学 術 的
グループメンバーの利 域も明記されている． に分かれて記載されて COI が記載されている．
害関係の記載
いる．基本的には開示
さ れ て い る が，Part 1
ではどの委員がどの
COI と関連したかが不
明確であり，本来であ
れば明示すべきと考え
る． ま た， こ れ に 伴 い
適切な対応がなされた
かが不明である．Part 2
に関してはそれぞれの
経済的・学術的 COI が
開示されており，適切
な対応がなされている．
以上の評価は Part 2 に GRADE を 用 い て 作 成 GRADE を 適 切 に 活 用 多くの方々のご尽力で
基づくものである Part された素晴らしいガイ した，治療に関する診 立派なガイドラインが
1 の推奨内容と，Part 2 ド ラ イ ン だ と 感 じ た．療ガイドラインである 作られたことに敬意を
との推奨内容にカバー 是非ガイドラインの使 エビデンスから推奨作 表します．
される治療内容の違い 用を推奨したい．一方，成，さらに推奨の普及・
や，推奨と取れる文章 COI 開示の不十分さや 実 行 可 能 性 を GRADE
表現の齟齬があり，そ ガイドラインの適用に P r o G D T に よ る
のどちらが優先される あたっての記載や遵守 Evidence-to-Decision
のかが明記されていな 率などのモニタリング テーブルで表示した国
い点が惜しまれる．
や監査についての記載 内 初 の GRADE ガ イ ド
Part 1 の病態生理の解 は不十分だと感じてい ラインと言える．今後
説や具体的な人工呼吸 る．
の国内の診療ガイドラ
の設定方法などは利用
イン作成において模範
者の理解を深めるとい
となる内容であろう．
う効果が期待できる．し
かし薬物治療に関して
は Part 1 の記述内容が
あることが，ガイドラ
イン全体の構成をわか
り に く く し て い る．
Part 2 の明示性が Part
1 にも保証されているか
のような印象を与えて
いるこの問題は小さく
ない．
Part 1 については，COI
のある委員が影響を受
けかねない項目を担当
していたかどうかにつ
いての情報提供はない．
Part 2 の み で あ れ ば，
修正なく利用可能と思
われる．
上 記 の 評 価 が，Part 1
も含めた評価であると
解釈されないように注
意されたい．
体
評
価
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改訂予定
本診療ガイドラインは，新しい臨床試験などの結果を受けて，5 年後の 2021 年に改訂予定である．ただし，
重要な知見が得られた場合には，必要に応じて改訂時期の前倒しや部分改訂を検討する．

文

献

1）医療情報サービス Minds，日本医療機能評価機構．http://minds.jcqhc.or.jp/（2016 年 3 月閲覧）
2）AGREE II. http://www.agreetrust.org/（2016 年 3 月閲覧）
3）日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部：AGREE Ⅱ日本語訳試行版 ver.01．
http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/guideline/pdf/AGREE2jpn.pdf（2016 年 3 月閲覧）
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診療ガイドライン作成方法の概略
Part 2 は 13 の臨床疑問（Clinical question；CQ）に対してシステマティックレビュー（Systematic review；
SR）を行って推奨を提示している．ARDS 診療に関わる CQ は数多く存在するが，今回はその一部だけを取
り扱った．そのため現場でのニーズに十分応えきれていない面もあるかと考えられる．Part 1 ではその点をカ
バーするものと捉えていただきたい．
推 奨 の 作 成 に あ た っ て は，SR と 診 療 ガ イ ド ラ イ ン 作 成 の 国 際 標 準 様 式 で あ る GRADE（Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation）system1, 2）を採用することを診療ガイドライ
ン作成委員会が提案し，パネル会議パネリストの賛同を得た．GRADE system では CQ についてアウトカム
ごとに SR を行い，その結果に基づいて推奨を作成するという 2 段階の方法を取る（図 1）．

臨床疑問（Clinical question；CQ）の設定
CQ は ARDS 診療の臨床現場において判断に迷うようなもので，推奨を示すことで ARDS 診療の質を高め
ることが期待できるものを診療ガイドライン作成委員会で決定した．ARDS 診療に関わる CQ は数多く存在す
るが，そのうち今回は人工呼吸療法と薬物療法についての CQ を取り扱った．
CQ は患者 Patient，介入 Intervention，比較 Comparison，アウトカム Outcome，略して PICO の形式で定
式化された．各 CQ において，アウトカムはその介入治療を受ける患者にとって重要と考えられるアウトカム
を診療ガイドライン作成委員会で決定し，パネル会議パネリストの承認を得た．その重要度は 9（最も重要）～
1（最も重要でない）に相対的にランクづけられ，最終的に重大（9 ～ 7），重要（6 ～ 4），重要でない（3 ～ 1）
に分類された．この内，重大なアウトカムと重要なアウトカムについて SR を行った．

文献検索
SR 作成委員である集中治療専門医が PICO から検索語を抽出し，情報検索専門家（図書館司書）と協力し
て検索式を作成し，MEDLINE（PubMed）
，EMBASE，Cochrane CENTRAL，医学中央雑誌（医中誌）を
用いて検索した．
採用した論文はランダム化比較試験（Randomized controlled trial；RCT）のみであり，原則として 2015
年 2 月までの文献を検索した．CQ によっては，これとは別に Cochrane review やその他の SR も検索し，そ
れに含まれる論文も採用した．
検索で同定された研究は重複した研究と除外基準に該当したものを除き，最終的にメタアナリシスに組み入
れた論文として，アウトカムごとに分けた．
文献検索の流れは，フローダイアグラムにまとめた．

エビデンスデータの統合
各 CQ の 各 ア ウ ト カ ム に 分 け ら れ た 論 文 の デ ー タ の メ タ ア ナ リ シ ス は，Cochrane Review Manager
(RevMan5) software ver.5.3（http://tech.cochrane.org/revman）を用いて統合して行った．二値変数のアウ
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トカムについては，ランダム効果モデル（Random-effects model，Mantel-Haenszel 法）を用いて統合し，リ
スク比とその 95% 信頼区間を計算した．連続変数のアウトカムに関しても，ランダム効果モデル（Randomeffects model，Inverse Variance 法）平均差（Mean difference）と標準偏差（Standard deviation；SD）を計
算した．

エビデンスの質の評価
各 CQ の各アウトカムにメタアナリシスに組み入れた論文に対して，それぞれ 2 名の SR 作成委員がそのエ
ビデンスの質を評価した．2 名の評価が食い違った場合は議論して結論を出した．エビデンスの質の評価にお
いては，GRADE working group の提唱する方法に従い，最終的に high（高），moderate（中），low（低）
，
very low（非常に低）の 4 段階にグレーディングした．本診療ガイドラインでは RCT のみを採用したため，
エビデンスの質は high（高）から開始し，グレードを下げる 5 要因を評価して，グレードの調整を行った．
なお，本来 GRADE アプローチではグレードを上げる 3 要因も評価するが，本診療ガイドラインでは RCT の
みを採用したのでグレードを下げる 5 要因のみを検討した．
グ レ ー ド を 下 げ る 5 要 因 は， バ イ ア ス の リ ス ク（risk of bias）， 非 一 貫 性（inconsistency）， 非 直 接 性
（indirectness）
，不精確さ（imprecision）
，出版バイアス（publication bias）である（表 1）．
バイアスのリスクとは，個々の研究の結果を歪めるバイアスが含まれる可能性が研究方法にどのくらい存在
しうるかを low（低）
，high（高）
，unclear（不明）の 3 段階で評価するものである．RCT についてのバイア
スのリスクの評価項目は，Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 5.1.03）にある
表 2 に示すものを用いた．バイアスのリスクが低い（low risk of bias）とは，結果にバイアスが含まれる可能
性が低いことを意味する．集まった研究のバイアスのリスクの評価結果は，risk of bias summary と risk of
bias graph にまとめた．そして，全体として評価し，バイアスのリスクが高い場合にはメタアナリシスにより
統合された結果の効果推定値の確信性が損なわれると判断し，グレードを 1 段階または 2 段階下げた．
非一貫性は，研究間の治療効果の推定値のばらつきのことであり，異質性（heterogeneity）で評価する．
異質性は，RevMan5 により I2 統計量で示され，GRADE Handbook に示されている通り，40% 未満は異質性
が低く，30 ～ 60% は中程度，50 ～ 90% は高く，75 ～ 100% は相当高いと判定して，効果推定値の確信性が
損なわれると判断された場合はグレードを 1 段階または 2 段階下げた．
非直接性（indirectness）は外的妥当性と同義で，集められた研究の PICO が推奨を作成する CQ の想定し
ている PICO とどれだけ乖離しているかを評価した．効果推定値の確信性が損なわれると判断された場合はグ
レードを 1 段階または 2 段階下げた．
不精確さ（imprecision）は，研究に含まれる患者数（サンプルサイズ）やイベント数が少ないためにラン
ダム誤差が大きくなって効果推定値の確信性が損なう程度を示すものである．不精確さのグレーディングは，
治療効果の信頼区間の幅の広さと最適情報量（optimal information size；OIS）で判定される．集められた研
究の統合した効果推定値とその 95% 信頼区間は RevMan5 により算出される．効果推定値の 95% 信頼区間が
臨床決断閾値（治療に踏み切ろうと決断する効果の最低値，または治療をやめようと決断する害の最大許容値）
をまたぐか，臨床決断閾値をまたがなくても 95% 信頼区間が広い場合には効果推定値の確信性が損なわれる
と判断され，グレードを 1 段階または 2 段階下げた．
出版バイアス（publication bias）は，すべての研究結果が発表されていないために真の治療効果が示されな
いことである．集まった研究数が 10 件以上の場合には Funnel plot を用いて出版バイアスの有無を判定した．
出版バイアスがあることで効果推定値の確信性が損なわれると判断された場合には，グレードを 1 段階または
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2 段階下げた．
このようにして high（高）
，moderate（中）
，low（低）
，very low（非常に低）のいずれかに決められたエ
ビデンスの質の意味するところは表 3 に示すとおりである．
グレードダウンする 5 要因により最終的なエビデンスの質が決定した後，SR の結果を Summary of finding
table（SoF table）と GRADE Evidence Profile の表を作成した．両表の作成には，GRADEpro GDT（http://
gdt.guidelinedevelopment.org/）を用いた．

アウトカム全般に関するエビデンスの質の決定
パネル会議は，各 CQ に対して，アウトカムごとに評価された Summary of finding table（SoF table）と
GRADE Evidence Profile の表を検討して，アウトカム全般に関するエビデンスの質を決定した．各 CQ で検
討されたアウトカムのうち重大なアウトカムの効果がいずれも患者にとって利益となる（あるいは不利益とな
る）方向であれば最も高いエビデンスの質を，アウトカムによって方向が異なる場合は最も低いエビデンスの
質をアウトカム全般に関するエビデンスの質とした．このエビデンスの質（quality）は，メタアナリシスし
た効果推定値の確信性（confidence）
，確実性（certainty）と同義である．

エビデンスから推奨の作成
推奨は，表 4 に示すように，エビデンスの質と利益と害のバランスに加え，患者の価値観とコストやリソー
スを検討して決定した．具体的には Summary of finding table（SoF table）と GRADE Evidence Profile を元
に Evidence-to-Decision Framework1, 2）と呼ばれる表を作成した上で，推奨文案を作成した．
Evidence-to-Decision Framework には，エビデンスの確信性，利益と害の大きさとバランス，患者の価値
観や好みのばらつき，コストやリソースといった資源についての検討事項を記載し，それを包括的に考えて推
奨を決定する．エビデンスの確信性は，SR で評価したアウトカムごとのエビデンスの質である．利益と害の
大きさのバランスは，利益が害を凌駕するならば推奨できるが，害のほうが大きいようならば推奨できない．
コストやリソースは現在の本邦の状況を鑑み，それを費やすのに見合うほどの利益があるかを検討した．更に
推奨の決定にあたっては，現在の本邦の診療の現状と既存の診療ガイドラインの推奨も勘案した．
推奨には，「推奨の方向」
，
「推奨の強さ」
，「エビデンスの確信性」の 3 つの要素があり，その組み合わせで
表現される．
「推奨の方向」はその推奨を行うか否かであり，
「推奨の強さ」は強い（1）か弱い（2）か，
「エ
ビデンスの確信性」は high（高）
，moderate（中），low（低），very low（非常に低）のいずれかである．「推
奨の方向」と「推奨の強さ」はその組み合わせによって機械的に 4 つに分かれるが，これは 4 種類の推奨があ
るのではなく，
推奨の方向と強さについての確信性の程度は連続体であることに注意されたい（図 2）．また「推
奨の強さ」の意味するところの表記を表 5 に，
「エビデンスの総体の質（確信性）のグレード」の表記を表 6
に示す．

パネル会議
パネル会議パネリストには，集中治療専門医，集中治療に従事する総合診療医，看護師，薬剤師，臨床工学
技士，理学療法士，患者家族などあらゆるステークホルダーが参加した．また，6 名の委員を公募した．さら
に SR 作成委員および２つの診療ガイドライン作成委員の中から，申告すべき COI がなく，かつ当該の CQ の
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SR に関与していない 6 名を選んで合計 12 名とした．そのため CQ ごとに異なるパネリストで構成されている．
具体的には瀬尾と大下が CQ2，CQ4 および CQ9，CQ11 の会議参加を辞退し，代わりにそれぞれ安田と櫻谷が
当該 CQ のパネル委員に加わった．
推奨の決定は全会一致で推奨文案を採択することを原則としたが，合意形成のために修正デルファイ法を用
いた．予めパネリストには会議前に資料を送付し，パネル会議前に推奨決定のための各要素に対しての投票を
行った（RAND 1 回目）
．
パネル会議の当日の進行役は委員長の橋本が務め，2015 年 9 月 22 日朝から 23 日夕刻まで合計約 14 時間に
わたる会議を開催した．パネル会議では，まず GRADE アプローチを採用することに同意するか確認した後，
Summary of finding table（SoF table）
，GRADE Evidence Profile，Evidence-to-Decision Framework，推奨
文草案の資料を元にディスカッションを行った．CQ ごとにアウトカムの重要性の評価を行い，利益と害のバ
ランスの評価，価値観のバラつきの評価，コストやリソースの評価を行った後，推奨の強さを検討し，推奨を決
定した．パネル会議でのディスカッションで，予め決めた時間内に合意が得られなかった場合には，投票を行っ
た．
2 つの CQ についてはまたサブ解析を行うことが提案されたりした結果，会議で推奨が決定しなかったため，
メーリングリストによる議論を経て最終決定を行った（RAND 2 回目）．

診療ガイドラインの執筆
パネル会議で決定した推奨を元に，各種資料をまとめて診療ガイドラインを作成した．作成したドラフトは
外部評価を受けたのち，最終化した．

文

献

1）GRADE working group. http://www.gradeworkinggroup.org/
2）相原守夫：診療ガイドラインのための GRADE システム ─第 2 版─．弘前：凸版メディア株式会社，
2015
3）Higgins JPT and Green S：Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 5.1.0.
http://handbook.cochrane.org/
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図1

GRADE system を用いた診療ガイドライン作成の全体像

システマティックレビュー作成

Risk of bias summary
Risk of bias graph
アウトカム

重⼤

アウトカム

重⼤

アウトカム

重要

グレードを下げる5要因
1.研究の限界（risk of bias）
2.⾮⼀貫性（inconsistency）
3.⾮直接性（indirectness）
4.不精確さ（imprecision）
5.出版ﾊﾞｲｱｽ（publication bias）

⾼(High)／中(Moderate)／低(Low)／⾮常に低(Very low)

Summary of Findings(SoF)

Evidence Profile

Evidence-to-Decisionテーブル

診療ガイドラインパネル会議

あらゆるステークホルダーが参加する

推奨の作成:以下を考慮して判断
エビデンスの質
利益と害のバランス
価値観と好み
資源の利⽤（コスト）
パネル会議前に1回⽬投票
パネル会議でディスカッション
必要に応じてもう1回投票

推奨の⽅向と強さ

グレードを上げる3要因
1.⼤きな効果(large magnitude)
SRの 2.⽤量反応(dose response
結果の gradient)
評価
3.交絡因⼦(confounders)

効果推定値の⼤きさとアウトカムごとのエビデンスの確信性

各アウトカムに
関する効果推定値
と結果の要約
＝メタアナリシス
(Forest plot作成)

アウトカム

診療ガイドライン作成

・・・することを推奨する（Grade 1）
・・・することを提案する（Grade 2）
・・・しないことを提案する（Grade 2）
・・・しないことを推奨する（Grade 1）

表1

RCTは「⾼」から，観察研究は「低」から開始し，エビデンスの確信性を評価する

アウトカムごとに集めた研究の
risk of biasを評価
1.ランダム割り付け順番の⽣成
2.割り付けの隠蔽化
3.研究参加者と治療提供者の盲検化
4.アウトカム評価者の盲検化
5.不完全なアウトカムデータ
6.選択されたアウトカムの報告
7.その他のバイアス

Clinical Question(CQ)
→Analytic Frameworks
→Key Questions

P
I
C
O

アウトカムごとのエビデンス(body of evidence)の質を評価

全体的なエビデンスの確信性の評価

（overall quality of evidence across outcomes）
重⼤(critical) なアウトカムのみを検討
原則として，重⼤なアウトカムに関するエビデンスの確信性の中で
最も低いものとする（各アウトカムが同じ⽅向ならば最も⾼いもの）

A 「⾼」/B 「中」/C 「低」/D 「⾮常に低」

診療ガイドライン完成

推奨度と推奨⽂の決定
推奨：抗凝固療法の適応がない癌患者に対して，
⾮経⼝的抗凝固療法を⾏うことを提案する
（GRADE 2B ， 推 奨 の 強 さ 「 弱 い 推 奨 」 ／
エビデンスの確信性「中」)

様々な介⼊に
対する推奨を
盛り込む

グレードダウン 5 要因
要

因

説

明

バイアスのリスク（risk of bias）

個々の研究の結果を歪めるバイアスが含まれる可能性が研究方法にどのくら
い存在しうるか

非一貫性（inconsistency）

研究間の治療効果の推定値のばらつき

非直接性（indirectness）

集められた研究の PICO が推奨を作成する CQ の想定している PICO とどれ
だけ乖離しているか（外的妥当性）

不精確さ（imprecision）

研究に含まれる患者数（サンプルサイズ）やイベント数が少ないためにラン
ダム誤差が大きくなって効果推定値の確信性が損なう程度

出版バイアス（publication bias）

出版されていない研究結果が存在するために効果推定値が正しい値を示さな
いこと
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表2

バイアスのリスク（risk of bias）評価項目
要

因

説

明

ランダム割り付け順番の生成 random 介入の有無以外の outcome に影響しうる因子（＝交絡因子）を群間で揃え
sequence generation（ 選 択 バ イ ア ス るために行う．
selection bias）
割 り 付 け の 隠 蔽 化 allocation 研究に患者などの研究参加者を組み入れる際に，その研究参加者がどちらの
concealment（選択バイアス selection 群に割り付けられる可能性が高いかを隠しておく．
bias）
研究参加者と治療提供者のマスキング 介入内容を知っていることによって患者などの研究参加者と治療提供者の行
blinding of participants and personnel 動が変わり，アウトカムの発生に影響を及ぼしてしまうのを防ぐ．
（施行バイアス performance bias）
ア ウ ト カ ム 評 価 者 の マ ス キ ン グ アウトカム評価者についても介入内容を知っていると結果の判定に影響が生
blinding of outcome assessment（ 検 じるのを防ぐ．
出バイアス detection bias）
不完全なアウトカムデータ incomplete ランダム割り付けされた人が脱落したり，解析の際に除外されたりすると，
outcome data（ 症 例 減 少 バ イ ア ス ランダム割り付けで各群の背景因子が揃ったにもかかわらず，群間に差がで
てしまう．
Attrition bias）
選択されたアウトカムの報告 selective 研究計画で決められたものと異なるアウトカムを報告している場合は，バイ
outcome reporting（ 報 告 バ イ ア ス アスとなりうる．
reporting bias）
そ の 他 の バ イ ア ス other sources of その他，研究における効果推定値の確信性を揺るがす他のあらゆるバイアス
bias
の可能性を検討する．

表3

アウトカムごとのエビデンスの質（確信性）

シンボル

用語

説明

High（高）

⨁⨁⨁⨁

真の効果が効果推定値に近いことに大きな確信がある

Moderate（中）

⨁⨁⨁◦

効果推定値に対し中等度の確信がある．つまり，真の効果は効果推定値に近い
と考えられるが，大きく異なる可能性も否めない

Low（低）

⨁⨁◦◦

効果推定値に対する確信には限界がある．真の効果は効果推定値とは大きく異
なるかもしれない

Very low（非常に低） ⨁◦◦◦

効果推定値に対し，ほとんど確信が持てない．真の効果は，効果推定値とは大
きく異なるものと考えられる

表4

推奨決定の 4 要因
要

因

説

明

アウトカム全般に渡る全体的なエビデ
ンスの質

エビデンスの質が高いほど，推奨に確信が持てる．

利益と害のバランス

利益が害を凌駕するならば強く推奨できる．

患者の価値観や好みのばらつき

価値観や好みのばらつきが少ないほど強く推奨できる．

資源（コストやリソース）

必要とするコストが低く，リソースが少ないほど強く推奨できる．
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Part2 序文

図図
2 1．推奨の強さと方向
推奨の強さと方向

1
行わないことを
強く推奨する

2
行うことを
弱く推奨する

2
行わないことを
弱く推奨する

1
行うことを
強く推奨する

連続体

表5

推奨の強さのグレード
表 5．推奨の強さとエビデンスの確信性のグレード
推奨の強さ

現

数 字

～する／しない
ことを推奨する
～する／し

1

介入による望ましい効果（利益）が望 明確な根拠が無い限り，ほとんどの環
ましくない効果（害・負担・コスト）
介入による望ましい効果（利境でほぼ全員の患者が行うべき治療で
明確な根拠が無い限り，ほとんど
を上回る，または下回る確信が強い．
ある．

2

介入による望ましい効果（利益）が望 推奨の内容に従うことが提案されるが，
ましくない効果（害・負担・コスト）
負担・コスト）を上回る，また実際の判断は現場の状況や患者の価値
べき治療である．
を上回る，または下回る確信が弱い．
観に応じて決めるべきであり，推奨に
は下回る確信が強い．
反する判断をすることも許容される．

推奨の強さ
強い推奨

強い推奨
弱い推奨

表現

ないことを

～する／しない
ことを提案する
推奨する

弱い推奨
表6

表

～する／し

数字

1

定

義

定義

2

介入による望ましい効果（利

ないことを
提案する

推奨の内容に従うことが提案さ

益）が望ましくない効果（害・ れるが，実際の判断は現場の状況

記号

High（高）

A

Moderate（中）

B

Low（低）

C

Very low（非常に低）

D

表 6．エビデンスの質

明

説明

益）が望ましくない効果（害・ の環境でほぼ全員の患者が行う

エビデンス総体の質（確信性）のグレード

質（確信性）のグレード

説

エビデンスの質（確信性）

記号

High（高）

A

Moderate（中）

B

Low（低）

C

Very low（非常に低）

D

負担・コスト）を上回る，また

や患者の価値観に応じて決める

は下回る確信が弱い．

べきであり，推奨に反する判断を
することも許容される．
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CQ ─推奨の読み方・使い方

総体の質
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CQ1：成人 ARDS 患者に対する早期気管切開と晩期気管切開の比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

死亡(短期)

（注１

非一貫性

非直接性

不精確さ

深刻でない

深刻

深刻 1

その他の

早期気管

晩期気管

相対

絶対

要因

切開

切開

（95% CI）

（95% CI）

350/1272

度

39 少ない/1000
（3 多い～74 少ない）

（27.5%）
ム化比

要

（10 日基準）

ランダ
11

質

深刻でない

なし

較試験

307/1270
（24.2%）

15.6%

RR 0.86
（0.73～1.01）

22 少ない/1000
（2 多い～42 少ない）

⨁⨁◯◯
低1

43 少ない/1000
（3 多い～83 少ない）

30.8%
死亡(短期)（注１（7 日基準）
258/883

50 少ない/1000
（38 多い～117 少ない）

（29.2%）
ランダ
10

ム化比

深刻でない

深刻 2

深刻

深刻 1

なし

較試験

224/879
（25.5%）

15.6%

RR 0.83
（0.60～1.13）

27 少ない/1000
（20 多い～62 少ない）

⨁◯◯◯
非常に低 1 2

52 少ない/1000
（40 多い～123 少ない）

30.8%
死亡(短期)（注１（4 日基準）
230/734

81 少ない/1000
（19 多い～150 少ない）

（31.3%）
ランダ
7

ム化比

深刻でない

較試験

深刻 3

深刻

深刻 1

なし

195/731
（26.7%）

15.6%
30.8%

RR 0.74
（0.52～1.06）

41 少ない/1000
（9 多い～75 少ない）

⨁◯◯◯
非常に低 1 3

80 少ない/1000
（18 多い～148 少ない）

VAP（注２（10 日基準）
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ARDS 診療ガイドライン
一覧ダイジェスト

CQ

CQ1
推

奨

成人 ARDS 患者において，早期気管切開を行うべきか
成人 ARDS 患者において，早期気管切開を行わないこと
を提案する
GRADE 2C

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性 低

上気道閉塞の遷延が予想される患者，挿管を維持するために要する鎮静・鎮痛薬
による循環動態不安定やリハビリの遅延などが生じている患者など，一部症例では
早期気管切開に利がある可能性は捨てきれないが，全ての症例で早期気管切開を行
うことは勧められない．

CQ2
推

奨

成人 ARDS 患者の初期の呼吸管理として非侵襲的陽圧
換気（NPPV）を行うべきか
成人 ARDS 患者の初期の呼吸管理として非侵襲的陽圧換
気（NPPV）を行うことを提案する
GRADE 2C

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性 低

NPPV 開始後 1 〜 2 時間で改善傾向があるか，さらに開始後 4 〜 6 時間で NPPV
施行前に設定した目標に達したかを確認する．いずれの基準も満たさなければ挿管
管理へ移行する．多くの RCT において，除外基準として意識障害や循環不全が挙
げられており，そのような患者への適応には注意を要する．
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CQ3
推

奨

成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，一回
換気量を低く設定するべきか
成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，一回換気
量を 6 〜 8mL/kg（予測体重）に設定することを推奨する
GRADE 1B

付帯事項

推奨の強さ 強い推奨

エビデンスの確信性 中

・一回換気量の計算に関しては，実測体重ではなく，身長から計算される予測体重
を用いる（男性：50 ＋ 0. 91（身長（cm）−152. 4）
，女性：45. 5 ＋ 0. 91（身長（cm）
−152. 4）
）
．
・10mL/kg 以下の低容量一回換気量が有益であると考えるが，実際にどの程度の
換気量が最も良いのかは明らかでない．本 CQ で採用された RCT では低容量一
回換気群は約 6. 2 ～ 7. 6mL/kg 程度で換気されていたため，一回換気量としては
6 〜 8mL/kg（予測体重）を推奨する．過大な自発呼吸により目標値と実測値に
差異が生じることもあり，注意を要する．駆動圧・経肺圧などを考慮した一回換
気量の設定も考慮される．

CQ4
推

奨

成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，
プラトー圧をどう設定すればよいか
成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，プラトー
圧は 30 cmH2O 以下となるように設定することを提案する
GRADE 2B

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性

中

最適なプラトー圧は不明であり今後の検討を要する．
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CQ5
推

奨

成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，PEEP
をどう設定すればよいか
成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，PEEP 値
はプラトー圧が 30cmH2O 以下となる範囲内および循環動
態に影響を与えない範囲内で設定することを提案する
GRADE 2B

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性

中

また中等度以上の ARDS には高めの PEEP を用いること
を提案する
GRADE 2B
付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性

中

PEEP の上昇によってプラトー圧の上昇，血圧の低下，一回換気量の低下などが
起こりうる．高めの PEEP を用いるときは各呼吸パラメーターおよび循環動態に
十分に注意を払うべきである．

CQ6
推

奨

成人 ARDS 患者において，プロトコール化された人工
呼吸器離脱を行うべきか
成人 ARDS 患者において，プロトコール化された人工呼吸器
離脱を行うことを提案する
GRADE 2D

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性 非常に低

プロトコールの作成に当たって，各施設のマンパワーやスタッフの知識に応じた
プロトコールを作成する必要がある．特に，プロトコール導入によって，ナースな
どのコメディカルが新たに呼吸器設定の変更を行う場合，医師以外の医療従事者の
教育が重要であり，患者のモニターにおいて細心の注意が必要である．
過去に行われたメタアナリシスにおけるサブ解析では，内科 ICU，外科 ICU，
外科・内科 ICU でプロトコール化された離脱による人工呼吸器使用期間の短縮が
認められたが，神経外科 ICU では認められなかった．
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CQ7
推

奨

成人 ARDS 患者において，腹臥位管理を行うべきか
成人 ARDS 患者（特に中等症・重症例）において，腹臥
位管理を施行することを提案する
GRADE 2C

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性 低

実施には複数名の熟練したスタッフが必要である．十分なスタッフが確保できる
時間帯のみの短時間の腹臥位管理では，十分な効果が得られない可能性があり，実
施に際しては自施設の実情を確認する必要がある．

CQ8
推

奨

成人 ARDS 患者において，高頻度振動換気（HFO）を
行うべきか
成人 ARDS 患者において，高頻度振動換気（HFO）を行
わないことを提案する
GRADE 2C

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性 低

本推奨はあくまで成人に対する HFO の適応に関するものである．成人に対する
HFO は一般的に浸透しているとは言えず，設定および合併症管理方法に長けてい
ない施設においては有害性が高い可能性があると考えられるが，設定および合併症
管理に長けている施設においては合併症が少ない可能性があり，考慮に価するかも
しれない．
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CQ9
推

奨

成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，筋弛
緩薬を使用するべきか
成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，限定的
に筋弛緩薬の使用を提案する
GRADE 2B

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性 中

日常的に使用することを避ける．中等症以上の ARDS 患者（PEEP ≧ 5cmH2O
で P/F 比≦ 200）で，発症早期に投与期間を 48 時間以内に限定して使用すべきで
ある．本邦で使用できる筋弛緩薬では ICU 関連筋力低下のリスクが増す可能性が
ある．特にステロイドとの併用には留意すべきである．
一般的に，筋弛緩薬は作用機序により脱分極性と非脱分極性に大別されるが，脱
分極性筋弛緩薬は，筋肉痛，高カリウム血症，脳圧上昇などの副作用が多いことか
ら，非脱分極性筋弛緩薬が使用されることが多い．さらに，非脱分極性筋弛緩薬は
化学構造によりアミノステロイド系（ロクロニウム，ベクロニウム，パンクロニウ
ム）とベンジルイソキノリン系（アトラクリウム，シスアトラクリウム，ミバクリ
ウム）に分類される．推奨の根拠となる RCT で用いていたシスアトラクリウムは
本邦では販売されていないため使用できない．代替薬としては，ロクロニウム，ベ
クロニウムがあげられる．ただし，シスアトラクリウムを含むベンジルイソキノリ
ン系は，肝・腎機能の影響を受けないのに対し，ロクロニウム，ベクロニウムを含
むアミノステロイド系は肝・腎障害で代謝が遷延することや，アミノステロイド系
筋弛緩薬による筋萎縮作用に注意する．
パネリストから本邦で使用できる筋弛緩薬を日常的に投与することは，ICU 関
連筋力低下の懸念が強く，弱い推奨もすべきでないという意見が出されたが，最終
的に限定的に使用するようにコメントを付加することで「弱い推奨」とした．
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CQ10
推

奨

成人 ARDS 患者において，日々の水分バランスをどの
ように維持すればよいか
成人 ARDS 患者において，水分を制限した管理を行うこ
とを提案する
GRADE 2B

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性 中

成人 ARDS 患者における水分管理の指標については，肺血管外水分量を PAWP
や CVP と比較した RCT があるが，両研究ともに死亡率の改善はなく，前者では
人工呼吸期間を短縮したが，後者では特に有用性を示すことができなかった．現時
点では日々の水分バランスをできるだけオーバーバランスにしない管理が勧められ
る．

CQ11
推

奨

成人 ARDS 患者において，好中球エラスターゼ阻害薬
を使用するべきか
成人 ARDS 患者において，好中球エラスターゼ阻害薬を
使用しないことを提案する
GRADE 2D

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性 非常に低

好中球エラスターゼ阻害薬は，
“4 臓器以上の多臓器障害を合併する患者，熱傷，
外傷に伴う急性肺障害患者には投与しないことが望ましい”との注釈付きで，日本
において ARDS の治療薬として保険収載されている．日本呼吸器学会が 2010 年に
行った国内アンケート調査でも，国内の多くの施設において ARDS に対して好中
球エラスターゼ阻害薬が使用されていることは付記しておく．

CQ12
推

奨

成人 ARDS 患者において，ステロイドを投与すべきか
成人 ARDS 患者において，ステロイド（メチルプレドニ
ゾロン 1 ～ 2mg/kg/day 相当）の使用を提案する
GRADE 2B

付帯事項

推奨の強さ 弱い推奨

エビデンスの確信性 中

１つの RCT でハイドロコーチゾン（200mg/day）
，残り３つの RCT でメチルプ
レドニゾロン（1 ～ 2mg/kg）が使用されており，その結果「メチルプレドニゾロ
ン 1 ～ 2mg/kg/day 相当」という推奨文とすることとした．
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CQ13

成人 ARDS 患者において，下記の薬剤を使用するべきか
（吸入一酸化窒素，吸入β2 刺激薬，静注β2 刺激薬，顆粒球・マクロファージ
コロニー刺激因子（GM-CSF）
，プロスタグランジン E 1，スタチン，サーファクタン
ト，活性化プロテインC，N-アセチルシステイン，ケトコナゾール，リゾフィリン）

推

奨

成人 ARDS 患者において，下記の薬剤を使用しないこと
を推奨する
推奨の強さ 強い推奨

GRADE 1B 吸入β2 刺激薬，静注β2 刺激薬，プロスタグランジン E1，
活性化プロテイン C，ケトコナゾール，リゾフィリン
エビデンスの確信性

GRADE 1C 吸入一酸化窒素

中
エビデンスの確信性

低

GRADE 1D サーファクタント エビデンスの確信性 非常に低

推

奨

成人 ARDS 患者において，下記の薬剤を使用しないこと
を提案する
推奨の強さ 弱い推奨

GRADE 2B 顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF），
N-アセチルシステイン エビデンスの確信性

GRADE 2C スタチン エビデンスの確信性 低
付帯事項
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すべて保険適応外使用となるため注意を要する．

中

CQ1

成人ARDS患者において，
早期気管切開を行うべきか

推 奨

成人 ARDS 患者において，早期気管切開を行わないことを提案する
（GRADE 2C，推奨の強さ「弱い推奨」/ エビデンスの確信性「低」
）

付帯事項

上気道閉塞の遷延が予想される患者，挿管を維持するために要する鎮静・鎮痛薬によ
る循環動態不安定やリハビリの遅延などが生じている患者など，一部症例では早期気
管切開に利がある可能性は捨てきれないが，全ての症例で早期気管切開を行うことは
勧められない．

１

背景，この問題の優先度

現時点では成人 ARDS 患者のみを対象として，
気管切開の適切な施行時期を検討した研究は存在し

人工呼吸を要する患者では，気管挿管による気道

ない．そのため本 CQ では ARDS 患者を含む長期

確保が一般的である．これに対して気管切開による

人工呼吸が予想される患者を対象とした報告を検討

気道確保では気管挿管に比して鎮痛鎮静薬の減量が

し，早期の気管切開が患者予後の改善に有効かを検

可能であり，挿管チューブによる声帯損傷を回避で

討した．

きる等の利点がある

1, 2）

．しかし気管切開はそれ自

体が侵襲的であり，気管切開創からの出血や気管狭
窄による抜去困難などの合併症も存在する 3, 4）．そ
のため気管挿管が 14 日間以上継続し，さらに長期
の人工呼吸管理が必要と予想される場合に気管切開
を行うことが一般的とされる．一方，早期気管切開

2

解

説

エビデンスの要約
成人 ARDS 患者を対象とした研究はなかった．

によりこれらの利点が最大限に発揮され，人工呼吸

長期の人工呼吸期間が予想される患者を対象とした

期間や人工呼吸器関連肺炎（ventilator associated

システマティックレビューの結果，19 件の RCT が

pneumonia；以下 VAP）が減少し，予後が改善す

見つかった．本邦の人工呼吸開始から気管切開まで

る可能性が指摘されている．すなわち人工呼吸期間

の日数は一般的に 14 日とされるので 14 日以前でい

が長期にわたる可能性が高い ARDS 患者において，

くつかの研究で採用されている 4 日・7 日・10 日を

気管切開をより早期に行うことで患者の予後が改善

閾値として早期と晩期に分けて検討した．

する可能性を検討することは重要な課題と言える．

人工呼吸期間 4 日・7 日・10 日以内の早期気管切
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開を行うことは，各 4 日・7 日・10 日以降に気管切

確に予想する方法はいまだ開発されておらず，早期

開を行う方法と比較して，死亡率・人工呼吸関連肺

気管切開によって不要な気管切開を施行している可

炎の発生率を有意に減少させなかった．いずれの人

能性は否定できない 5）．今回の検討でも早期気管切

工呼吸期間の閾値においても，相対危険度は 1 未満

開患者群では約 4 割の患者で不要な気管切開が行わ

であり，早期の気管切開が予後を悪化させる可能性

れた可能性がある．従って，ARDS 患者に対しルー

は低いと考えられる．

チンに早期気管切開を施行することの利益がその害

Ventilator free days；VFD は重大なアウトカム

を上回るとはいえない．

と考えたが，今回対象とした論文では非直接性の大
きさが深刻であったため推奨の尺度として採用しな
かった．

3

3-3．患者の価値観や好みはどうか？
推奨内容「早期気管切開を実施しないことを提案
する」はパネル会議において全会一致で決定したた

パネル会議

め，患者の嗜好に偏りはないと考えられる．

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス

集まった研究はバイアスのリスクが全体的に低

はどうか？

く，死亡に関しては深刻でないとしたが，VAP に

死亡率や VAP 発生率は減少しないため，早期気

ついては 1 段階グレードダウンし深刻とした．結果

管切開を全ての患者で行うと，不必要な気管切開を

2

の非一貫性は，死亡（10 日基準）では I =19% と異
2

行う可能性が高まり，医療コストが増加する．早期

質性は低く深刻でないとしたが，その他では I が

気管切開の判断を行うと 91％の患者で気管切開が

50% 以上であり異質性が高かったため 1 段階グレー

施行され，晩期気管切開の判断を行うと 54％の患

ドダウンし深刻とした．本 CQ は ARDS 患者が対

者で気管切開が施行されることが報告されている 6）．

象であるが，集積された RCT はいずれも長期の人

すなわち，早期気管切開の判断により気管切開され

工呼吸期間が予想される患者を対象とした研究で

た患者の約 40％は晩期気管切開の方針では気管切

あったため，非直接性はいずれも深刻とした．不精

開しないでも良いと言える．気管切開による有益性

確さは全てのアウトカムにおいて，信頼区間が臨床

が明らかあるいは十分に予想される患者を除いた場

決断の閾値をまたぐため，1 段階グレードダウンす

合，そのコストは多分大きい．

ることにした．出版バイアスについては，VAP に
関しては funnel plot での検討で非対称と判定され
たため 1 段階グレードダウンし深刻とした．また効
果は害より大きいかも不明であることなどから，エ
ビデンスの全体的な質は「非常に低」とした．

3-5．推奨のグレーディング
パネル会議での話し合いでは，早期の気管切開が予
後を悪化させる可能性は低いものの，死亡や人工呼吸
関連肺炎を減らせるとも言えず，気管切開施行が増え

3-2．利益と害のバランスはどうか？

ることによるコストの増加を考えるとルーチンで早期
に行うべきではないと考えた．しかし，気管切開によ

高濃度酸素，高い気道内圧あるいは高い PEEP

る有益性が期待できる患者では早期に行うほうが良い

を 要 し て い る ARDS 患 者 で は， 今 回 の シ ス テ マ

場合もあることから，
「早期気管切開を実施しないこ

ティックレビューで集積された研究群が対象とした

とを提案する」ことを全会一致で決定した．

患者群よりも，気管切開そのものの危険性が高い可
能性もある．また長期人工呼吸を要するか否かを正
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4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



ARDS 患者における気管切開について記載して
いるガイドラインはない．

5 治療のモニタリングと評価
ICU で通常行われる呼吸・循環モニタリングで
良い．

6 今後の研究の可能性
ARDS 患者を対象とした最適な気管切開のタイ
ミングを検討する研究が必要である．

7 文献検索式と文献選択
「気管切開」
，
「人工呼吸」をキーワードとして
PubMed（2015 年 2 月 2 日まで），EMBASE（2015
年 2 月 2 日 ま で ），Cochrane CENTRAL（2015 年
2 月 3 日まで）および医中誌（2015 年 1 月 26 日まで）
の文献を検索したところ 2, 249 件の研究が同定さ
れ，スクリーニングの結果 19 件のランダム化比較
試験を採用した．

8 本 CQ で対象とした RCT 論文
Barquist 2006 7），Blot 2008 8），Bosel 2013 9），
Bouderka 2004 10），Bylappa 2011 11），Diaz-Prieto
201412），Dunham 198413），Dunham 201414），Fayed

長期人工呼吸を要する患者を正確に予測すること

2 0 1 2 1 5 ）， K o c h 2 0 1 2 1 6 ）， M o h a m e d 2 0 1 4 1 7 ），

ができれば不要な気管切開が減少し，結果として早

Rodriguez 199018），Rumbak 200419），Saffle 200220），

期気管切開に対する評価が変わる可能性があり，そ

Sugerman 1997 21），Terragni 2010 22），Trouillet

のような予測法の開発が望まれる．

201123），Young 201324），Zheng 201225）

気管切開には大きく外科的気管切開と経皮的気管
切開の 2 通りがあるが，ARDS 患者ではいずれの

採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア

方法がより安全に施行できるかも検討する研究が必

ブストラクトテーブル等）を参照されたい．

要である．

http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf
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9 エビデンス・プロファイル
9．エビデンス・プロファイル
CQ1：成人
ARDS 患者に対する早期気管切開と晩期気管切開の比較
CQ1：成人 ARDS 患者に対する早期気管切開と晩期気管切開の比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

非一貫性

非直接性

不精確さ

その他の

早期気管

晩期気管

相対

絶対

要因

切開

切開

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１（10 日基準）
350/1272

39 少ない/1000
（3 多い～74 少ない）

ランダ
ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻

深刻 1

なし

較試験

307/1270
（24.2%）

15.6%

RR 0.86
（0.73～1.01）

22 少ない/1000
（2 多い～42 少ない）

⨁⨁◯◯
低1

大

11

重

（27.5%）

43 少ない/1000
（3 多い～83 少ない）

30.8%
死亡（短期）（注１（7 日基準）
258/883

50 少ない/1000
（38 多い～117 少ない）

ランダ
ム化比

深刻でない

深刻 2

深刻

深刻 1

なし

較試験

224/879
（25.5%）

15.6%

RR 0.83
（0.60～1.13）

27 少ない/1000
（20 多い～62 少ない）

⨁◯◯◯
非常に低 1 2

大

10

重

（29.2%）

52 少ない/1000
（40 多い～123 少ない）

30.8%
死亡（短期）（注１（４日基準）
230/734

81 少ない/1000
（19 多い～150 少ない）

ランダ
ム化比

深刻でない

深刻 3

深刻

深刻 1

なし

較試験

195/731
（26.7%）

15.6%

RR 0.74
（0.52～1.06）

41 少ない/1000
（9 多い～75 少ない）

⨁◯◯◯
非常に低 1 3

大

7

重

（31.3%）

80 少ない/1000
（18 多い～148 少ない）

30.8%
VAP（注２（10 日基準）
273/861

22 少ない/1000
（35 多い～73 少ない）

出版バイ

ランダ
ム化比

深刻 4

深刻 5

深刻

深刻 1

アスが疑
われる 6

較試験

239/853
（28.0%）

13.4%

RR 0.93
（0.77～1.11）

9 少ない/1000
（15 多い～31 少ない）

⨁◯◯◯
非常に低 1 4 5 6

大

11

重

（31.7%）

32 少ない/1000
（50 多い～106 少ない）

45.9%
VAP（注２（7 日基準）
255/464

82 少ない/1000
（27 多い～165 少ない）

出版バイ

ランダ
ム化比

深刻 4

深刻 7

深刻

深刻 1

アスが疑
われる 6

較試験

205/454
（45.2%）

13.4%

RR 0.85
（0.70～1.05）

20 少ない/1000
（7 多い～40 少ない）

⨁◯◯◯
非常に低 1 4 6 7

大

10

重

（55.0%）

69 少ない/1000
（23 多い～138 少ない）

45.9%
VAP（注２（4 日基準）
150/296

122 少ない/1000
（76 多い～248 少ない）

ランダ
ム化比
較試験

深刻 4

深刻 8

深刻

深刻 1

なし

110/284
（38.7%）

13.4%

RR 0.76
（0.51～1.15）

45.9%

RR：相対リスク
1．効果推定値の信頼区間の上限と下限が「臨床決断の閾値」をまたぐため，1 段階グレードダウンすることにした．
また対象患者は「人工呼吸器に依存している重症患者」であり，必ずしも ARDS 患者のみではない．
2．信頼区間は一部重なり，I2=58%, P=0.02 と大きな異質性があるため，1 段階グレードダウンすることにした．
3．信頼区間は一部重なり，I2=58%, P=0.03 と大きな異質性があるため，1 段階グレードダウンすることにした．
4．深刻な限界があり 1 段階グレードダウンすることにした．
5．信頼区間は一部重なり，I2=67%, P=0.0007 と大きな異質性があるため，1 段階グレードダウンすることにした．
6．ファンネルプロットが非対称であり出版バイアスが示唆されたが統計学的検討は行っていない．
7．信頼区間は一部重なり，I2=71%, P=0.0002 と大きな異質性があるため，1 段階グレードダウンすることにした．
8．信頼区間は一部重なり，I2=86%, P<0.00001 と大きな異質性があるため，1 段階グレードダウンすることにした．

3
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32 少ない/1000
（20 多い～66 少ない）
110 少ない/1000
（69 多い～225 少ない）

⨁◯◯◯
非常に低 1 4 6 8

大

6

重

（50.7%）

10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ1：成人 ARDS 患者において，早期気管切開を行うべきか
集団：長期の人工呼吸期間が予想される成人患者
介入：早期気管切開
基準

問

その問題は
優先順位が
高いです
か？

判定
◯高い
●おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

リサーチエビデンス

追加事項

人工呼吸を要する患者では，気管挿管による気道確保が一般的である．
これに対して気管切開による気道確保では気管挿管に比して鎮痛鎮静薬の減量が
可能であり，挿管チューブによる声帯損傷を回避できるなどの利点がある．しかし気
管切開はそれ自体が侵襲的であり，気管切開創からの出血や気管狭窄による抜去
困難などの合併症も存在する．そのため気管挿管が 14 日間以上継続し，さらに長
期の人工呼吸管理が必要と予想される場合に気管切開を行うことが一般的とされ

題

る．一方，早期気管切開によりこれらの利点が最大限に発揮され，人工呼吸期間や

より重篤な
問題や緊急
性のある問
題は，より優
先順位が高
くなる

VAP が減少し，予後が改善する可能性が指摘されている．すなわち人工呼吸期間
が長期にわたる可能性が高い ARDS 患者において，気管切開をより早期に行うこと
で患者の予後が改善する可能性を検討することは重要な課題と言える．
現時点では成人 ARDS 患者のみを対象として，気管切開の適切な施行時期を検討
した研究は存在しない．そのため本 CQ では ARDS 患者を含む長期人工呼吸が予
想される患者を対象とした報告を検討し，早期の気管切開が患者予後の改善に有
効かを検討した．

全体的なエ
ビデンスの
確信性はど
れですか？

◯高
◯中
◯低
●非常に低
-----------------◯研究なし

●ばらつきは小さい
主要なアウト ◯たぶんばらつきは小
さい
カムに置く価
◯ばらつきは大きいか
値の大きさ
どうか不明
は，人によっ
◯たぶんばらつきは大
てばらつきま
きい
すか？
◯ばらつきは大きい
その治療の利益と害

◯大きい
◯中程度
◯小さい
●わずか
-----------------◯一概には言えない
◯わからない

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
エビデンスの確信性

アウトカム

相対的な重要性

死亡(短期)（注１
(10 日基準)

重大

⨁⨁◯◯

死亡(短期)
(7 日基準)

重大

⨁◯◯◯

死亡(短期)（注１
(4 日基準)

重大

⨁◯◯◯

VAP（注２
(10 日基準)

重大

⨁◯◯◯

VAP（注２
(7 日基準)

重大

⨁◯◯◯

VAP（注２
(4 日基準)

重大

⨁◯◯◯

重大

研究なし（追加事項参照）

（注１

VFD

（注３

予想される
効果は大き
いですか？

4

(GRADE)

低

非常に低

非常に低

人工呼吸開始から
4, 7, 10 日を基準と
してその期日まで
に気管切開した報
告を集 め て解 析 を
行い，その結果を
それぞれ 4, 7, 10 日
基準としてまとめ
た．

非常に低

非常に低

非常に低

本 CQ の対象とした
「長期の人工呼吸
を要すると予想され
る患者」には多くの
ARDS 患者が含ま
れるが，「頭部外傷
後の遷延性意識障
害患者」など背景の
異なる患者も含ま
れており，特に VFD
に関しては非 直 接
性の大きさが 深 刻
と判断した．対象と
した報告から ARDS
患者のみのデータ
を抽出することは困
難であり，今回は
VFD をアウトカムと
してデータを呈示で
き ず推 奨 の尺 度 と
して採用しなかっ
た．
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予想される
害は小さい
ですか？

◯わずか
◯小さい
◯中程度
◯大きい
-----------------◯一概には言えない
●わからない

結果のまとめ
アウトカム

死亡
(短期)（注１
(10 日基準)

◯効果は大きい
◯たぶん効果は
大きい
●わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------◯一概には言えない

死亡
(短期)（注１
(7 日基準)

死亡
(短期)（注１
(4 日基準)

VAP（注２
(10 日基準)

効果は害よ
りも大きいで
すか？
VAP（注２
(7 日基準)

VAP（注２
(4 日基準)

相対効果
(RR) (95% CI)

晩期

早期

絶対差 (95% CI)

275/1000

237/1000
(201~278)

39 少ない/1000
(3 多い～74 少ない)

156/1000

134/1000
(114~158)

22 少ない/1000
(2 多い～42 少ない)

308/1000

265/1000
(225~311)

43 少ない/1000
(3 多い～83 少ない)

292/1000

243/1000
(175~330)

50 少ない/1000
(38 多い～117 少ない)

156/1000

129/1000
(94~176)

27 少ない/1000
RR 0.83
(20 多い～62 少ない) (0.60~1.13)

308/1000

256/1000
(185~348)

52 少ない/1000
(40 多い～123 少ない)

313/1000

232/1000
(163~332)

81 少ない/1000
(19 多い～150 少ない)

156/1000

115/1000
(81~165)

41 少ない/1000
(9 多い～75 少ない)

308/1000

228 /1000
(160~326)

80 少ない/1000
(18 多い～148 少ない)

317/1000

295/1000
(244~352)

22 少ない/1000
(35 多い～73 少ない)

134/1000

RR 0.93
125/1000
9 少ない/1000
(0.77~1.11)
(103~149) (15 多い～31 少ない)

459/1000

427/1000
(353~509)

32 少ない/1000
(50 多い～106 少ない)

550/1000

467/1000
(385~577)

82 少ない/1000
(27 多い～165 少ない)

134/1000

114/1000
(94~141)

20 少ない/1000
(7 多い～40 少ない)

459/1000

390/1000
(321~482)

69 少ない/1000
(23 多い～138 少ない)

507/1000

385/1000
(258~583)

122 少ない/1000
(76 多い～248 少ない)

134/1000

102/1000
(68~154)

32 少ない/1000
RR 0.76
(20 多い～66 少ない) (0.51~1.15)

459/1000

349/1000
110 少ない/1000
(234~528) (69 多い~225 少ない)

RR 0.86
(0.73~1.01)

RR 0.74
(0.52~1.06)

RR 0.85
(0.70~1.05)

要約：長期人工呼吸が予想される人工呼吸患者に対して 4 日以内，7 日以内，
10 日以内に早期気管切開を施行しても，短期死亡，VAP 発生も有意に減
少しなかった．
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5

◯少ない
●たぶん少ない
◯わからない
◯たぶん多くを必要と
する
コストやリソ
◯多くを必要とする
ースなどの
必要とされる -----------------資源は少な ◯一概には言えない
いですか？

本邦における気管切開の医療費は約 25,000 円である．気管切開は多くの病院で日

◯コストは利益よりも
小さい
◯たぶんコストは利益
よりも小さい
◯わからない
●たぶんコストは利益
よりも大きい
◯コストは利益よりも
大きい
-----------------◯一概には言えない

死亡率や VAP 発生率は減少しないため，早期気管切開を全ての患者で行うと，不

常的に行われている医療行為であり，気管切開を行うために特別な装置の購入は
必要ないと思われる．気管切開に必要とするコストやリソースはたぶん少ない．

資源利用
増加するコ
ストは効果
から害を引
いた正味の
利益に比べ
て小さいで
すか？

公平さ

医療上の不
公平への影
響はどうでし
ょうか？

必要な気管切開を行う可能性が高まり，医療コストが増加する．早期気管切開の判
断を行うと 91％の患者で気管切開を施行され，晩期気管切開の判断を行うと 54％
の患者で気管切開を施行されることが報告されている

6)

．すなわち，早期気管切開

の判断により気管切開された患者の約 40％は晩期気管切開の方針では気管切開
しないでも良いと言える．
気管切開による有益性が明らかあるいは十分に予想される患者を除いた場合，そ
のコストは多分大きい．

受け入れ
実現可能性

◯不公平になる
◯たぶん不公平になる
◯わからない
◯たぶん公平になる
●公平になる
-----------------◯一概には言えない

本治療の施行には，特別な医療施設・医療資器材を必要としない．

◯受け入れられる
◯たぶん受け入れら
れる
◯わからない
◯たぶん受け入れら
れない
◯受け入れられない
-----------------●一概には言えない

気管切開の時期がかわることでステークホルダーに与える影響は様々でその立場

その選択肢
は主要なス
テークホル
ダーに受け
入れられま
すか？

●可能
◯たぶん可能
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------◯一概には言えない

本治療の施行には，特別な医療施設・医療資器材を必要としない．

その選択肢
をとることは
現実的に可
能ですか？

健康格差を
減らす政策
やプログラ
ムはより優
先される

により変わるため一概には言えない．

注 1：90 日以内の死亡の内，各研究内で主たるアウトカムとして扱われたもの．
注 2：VAP: ventilator associated pneumonia(人工呼吸関連肺炎; VAP)，VAP の定義は各研究により差がある．
注 3：28 日間のうち人工呼吸器に依存していない日数．ただし対象患者が 28 日以内に死亡した場合はゼロとする．
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CQ2

成人ARDS患者の初期の呼吸管理として
非侵襲的陽圧換気（NPPV）を行うべきか
成人 ARDS 患者の初期の呼吸管理として非侵襲的陽圧換気（NPPV）を行うこ

推 奨

とを提案する
（GRADE 2C，推奨の強さ「弱い推奨」
/エビデンスの確信性「低」
）
付帯事項

NPPV 開始後 1 〜 2 時間で改善傾向があるか，さらに開始後 4 〜 6 時間で NPPV 施
行前に設定した目標に達したかを確認する．いずれの基準も満たさなければ挿管管理
へ移行する．多くの RCT において，除外基準として意識障害や循環不全が挙げられて
おり，そのような患者への適応には注意を要する 1）．

１

背景，この問題の優先度

必要かは決まるので，システマティックレビューで
は NPPV と酸素投与の比較，および NPPV と挿管

低 酸 素 血 症 に 対 す る 非 侵 襲 的 陽 圧 換 気（non-

管理の比較を行った．なお，NPPV の効果が強く期

invasive positive pressure ventilation；NPPV）は

待される COPD やうっ血性心不全を有する患者の

世界中で広く適用されているが，ARDS 患者にお

みを対象にしている研究は除外した．最終的に酸素

ける有効性は十分にわかっていない．NPPV によっ

投与と比較した 17 件と挿管管理と比較した 4 件の，

て挿管を回避できたり，死亡率が低下する可能性が

併せて 21 件の RCT が見つかった．

示唆されており，優先順位は高い．

2

NPPV と酸素投与を比較した 17 件の研究では，
死亡は全件で検討されており（RR 0. 71，95%CI 0. 54 〜

解

説

エビデンスの要約

0. 92），酸素投与に比して NPPV で有意に低値であっ
た． 挿 管 は 16 件 で 検 討 さ れ て お り（RR 0. 58，
95%CI 0. 46 〜 0. 74），酸素投与に比して NPPV で
有意に低値だった．

ARDS 患者を対象として NPPV の有効性を検討

NPPV と挿管管理を比較した 4 件の研究では，死

した研究は非常に少ないことが予想されたため，低

亡は全件で検討されており（RR 0. 65，95%CI 0. 46 〜

酸素血症を有する患者を対象として，初期管理にお

0. 93），挿管管理に比して NPPV で有意に低値だっ

ける NPPV の有効性を比較検討した RCT を検索し

た．

た．重症度により，酸素投与と挿管管理のいずれが
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3

パネル会議

3-3．患者の価値観や好みはどうか？

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？

NPPV は挿管に比べれば患者の苦痛は小さいとさ
れるが，マスクを常に装着することの不快感を訴え

NPPV と酸素投与を比較した 17 件の研究におい
て，バイアスのリスクは死亡については深刻でない

るケースも多く長期間の装着が困難で酸素投与を行
わざるを得ないこともある．

としたが，挿管については盲検化されていないこと
がバイアスのリスクと考えられたため 1 段階グレー
ドダウンし深刻とした．結果の非一貫性は，死亡に
ついては点推定値のばらつきを認め，中等度の異質
2

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？
NPPV は，現時点では本邦における多くの施設で

性があり（I = 44%）
，検討したが異質性が説明で

可能な医療行為であるが，NPPV のための機器やよ

きなかったので深刻とした．挿管については，点推

り多い酸素量，トレーニング，人員など，酸素投与

定値のばらつきが少なく，異質性も軽度であったた

や挿管管理と比べてより高いコストが発生すると予

2

め（I = 25%）
，深刻でないとした．非直接性は，

想される．ただし，挿管が回避できると挿管管理に

厳密な ARDS の基準を満たした対象を集めた研究

関わるコストが低下する可能性があり，現時点では

のみを検討していないのでグレードダウンを行っ

コストと効果の比較は困難である．なお，ディスポー

た．不精確さは，死亡，挿管ともに optimal information

ザブルマスクのコストは現時点では高価と言わざる

size（OIS）基準を満たしており深刻でないとした．

を得ない．

その他の要因に特に懸念すべき事項はなく深刻でな
いとした．
NPPV と挿管管理を比較した 4 件の研究におい

3-5．推奨のグレーディング

て，バイアスのリスクに問題はなく深刻でないとし

パネル会議での話し合いで，酸素投与よりも短期

た．結果の非一貫性は点推定値のばらつきが少なく

死亡を減らすことができ，ただちに挿管するよりも

2

異質性も軽度であったため（I = 0%）深刻でない

短期死亡を減らすことができることから，上乗せさ

とした．非直接性は，厳密な ARDS の基準を満た

れるコストを考慮しても NPPV について試みるこ

した対象を集めた研究のみを検討したわけではない

とが支持された．ただし得られたエビデンスは非直

が，グレードダウンは行わなかった．不精確さは，

接性が深刻であった（必ずしも ARDS 患者を対象

RR 0. 65（95%CI 0. 46 ～ 0. 93）と狭かったが，OIS

としていなかった）ことから「NPPV を試みること

基準は満たさず，深刻とした．以上より，エビデン

を提案する」とすることが全会一致で決定した．

スの全体的な質は「低」とした．

ただし全身状態が不良な症例で効果の改善がみら
れない場合には，すみやかに挿管人工呼吸管理をす

3-2．利益と害のバランスはどうか？

べきとの意見が大勢を占めた．パネル会議で CQ お
よび推奨文の文言について，NIV とするか NPPV

NPPV を適用することでマスクによる皮膚障害が

とするか，「軽症」の使用の有無，等について議論

発生する可能性がある．また，酸素投与と比較する

された．その結果 NPPV に統一し，軽症ではなく「初

と，陽圧換気による静脈還流量減少や肺障害発生な

期の呼吸管理」との表現を採用した．

どの危険性はあるが，今回の検討の結果から NPPV
によって得られる利益は害と比較的すると小さいと
考えられる．
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4

関連する他の診療ガイドラ

インの記載

関連する他の診療ガイドラインとして一般社団法
人日本呼吸器学会から「NPPV（非侵襲的陽圧換気
療法）ガイドライン（改訂第 2 版）
」
（以下 NPPV

High-flow therapy といった他の非侵襲的な呼吸管
理デバイスの効果に関して，NPPV，酸素投与など
の管理方法との比較が必要である．

7 文献検索式と文献選択

ガイドライン）が 2015 年 2 月に発刊されている．

「急性呼吸不全」，
「非侵襲的陽圧換気」をキーワー

NPPV ガイドラインでの推奨は，
「① ARDS 症例で

ドとして PubMed，EMBASE，Cochrane CENTRAL，

の NPPV 施行は慎重であるべきである，②他臓器

および医中誌で検索したところ 3, 985 件の研究が同

障害が少ない軽症 ARDS に対しては，NPPV の使

定され，スクリーニングの結果 21 件のランダム化

用が推奨される」とされており，当ガイドラインと

比較試験を採用した．

2）

の大きな齟齬は認めていない ．

5 治療のモニタリングと評価

8 本 CQ で対象とした RCT 論文
Antonelli 2000 4），Antonelli 1998 5），Brambilla

NPPV 施行後は，呼吸状態，循環動態，意識状態

2014 6），Confalonieri 1999 7），Cosentini 2010 8），

の評価と動脈血液ガス分析を繰り返し施行し，開始

Delclaux 20009），Ferrer 200310），Gunduz 200511），

後 1 〜 2 時間で改善傾向があるか，さらに開始後

Gupta 201012），Hernandez 201013），Hilbert 200114），

4 〜 6 時間で NPPV 施行前に設定した目標に達し

Honrubia 200515），Kramer 199516），Matic 200717），

たかを確認する．いずれの基準も満たさなければ挿

Martin 200018），Nava 201319），Squadrone 201020），

管管理へ移行する．挿管のタイミングが遅れると死

Wermke 201221），Wood 199822），Wysocki 199523），

亡率が上昇する可能性が示唆されている 3）．

Zhan 201224）

6

今後の研究の可能性

ARDS 患 者 に 限 定 し た RCT が 必 要 で あ る．

採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア
ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf
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9 エビデンス・プロファイル

9．エビデンス・プロファイル

CQ2：成人
患者に対する非侵襲的陽圧換気と酸素療法の比較
ARDS 患者に対する非侵襲的陽圧換気と酸素療法の比較
CQ2：成人ARDS
研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

患者数

効果

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の

NPPV

酸素投与

要因

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

重 要 度

質の評価

死亡（短期）（注１

ランダ
17

ム化比
較試験

深刻で
ない 1

深刻 2

深刻 3

深刻でない 4

なし

156/566
(27.6%)

207/567

106 少ない/1000

(36.5%)

（29 少ない~168 少ない）

13.3%

RR 0.71

39 少ない/1000

(0.54~0.92)

（11 少ない~61 少ない）

⨁⨁◯◯
低

1234

重
大

218 少ない/1000

75.0%

（60 少ない〜345 少ない）

挿管

ランダ
16

ム化比

深刻 5

深刻でない 6

深刻 3

深刻でない 7

なし

較試験

106/467
(22.7%)

181/465

163 少ない/1000

(38.9%)

（101 少ない~210 少ない）

21.1%

RR 0.58

89 少ない/1000

(0.46~0.74)

（55 少ない~114 少ない）

⨁⨁◯◯
低

3567

重
要

308 少ない/1000

73.3%

（191 少ない~396 少ない）

RR：相対リスク
1．患者や医療スタッフに対して盲検化は不可能であるが，アウトカムの性質上大きなリスクにはならないと考える．また，ランダム割り付けや，
選択されたアウトカムの報告についてほとんどが Unclear risk であるが，これも大きなリスクとは考えず，グレードダウンせず．
2．点推定値のばらつきがあり，中等度の異質性がある（I2 = 44%）．
3．ARDS 患者の検討ではなく，低酸素性呼吸不全患者の検討である．
4．RR 0.71 [0.54〜0.92]であり，さらに対照群のイベント発生率から OIS 基準を満たしている．
5．組み入れられた 21 の論文のうちの 6 つに関して，比較的大きなサンプルサイズでありながら盲検化において高リスクを有している．さらに，
それら以外のほとんども盲検化において「low risk」ではなく「unclear」となっている．加えて，挿管の判断はベッドサイドの診療医の判断に
非常に強く依存しており，今回の検討において盲検化は重大な点であると考える．
6．点推定値のばらつきが少なく，異質性は低い（I2 = 25%）．
7．RR 0.58 [0.46〜0.74]であり，さらに対照群のイベント発生率から OIS 基準を満たす．

CQ2：成人
患者に対する非侵襲的陽圧換気と挿管管理の比較
CQ2：成人ARDS
ARDS 患者に対する非侵襲的陽圧換気と挿管管理の比較
研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

患者数
その

非一貫性

非直接性

不精確さ

他の

NPPV

挿管管理

要因

効果

相対

絶対

(95% CI)

(95% CI)

質

重 要 度

質の評価

死亡（短期）（注１
73 少ない/1000

58/278
ランダ
4

ム化比

深刻でない 1

深刻でない 2

深刻 3

深刻 4

なし

較試験

37/280

(20.9%)

RR 0.65
(0.46~0.93)

(13.2%)
37.9%

(15 少ない〜113 少ない)
133 少ない/1000

⨁⨁◯◯
低

1234

(27 少ない〜205 少ない)

RR：相対リスク
1．患者や医療スタッフに対して盲検化は不可能であるが，アウトカムの性質上大きなリスクにはならないと考える．また，ランダム割り付けや，
選択されたアウトカムの報告についてほとんどが Unclear risk であるが，これも大きなリスクとは考えず，グレードダウンせず．
2．点推定値のばらつきは少なく，異質性も低い（I2 = 0%）．
3．ARDS 患者の検討ではなく，低酸素性呼吸不全患者の検討である．
4．RR 0.65 [0.46〜0.93]であるが，OIS 基準は満たさない．
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重
大

10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ2：成人 ARDS 患者の初期の呼吸管理として非侵襲的陽圧換気（NPPV）を行うべきか
集団：低酸素血症を有する成人患者
介入：非侵襲的陽圧換気（NPPV）
基準

問

その問題は優先
順位が高いです
か？

題

より重篤な問題や
緊急性のある問
題は，より優先順
位が高くなる

全体的なエビデン
スの確信性はど
れですか？

主要なアウトカム
に置く価値の大き
さは，人によって
ばらつきますか？

判定

追加事項

●高い
低酸素血症に対する非侵襲的陽圧換気（non-invasive positive pressure ventilation; NPPV）は世
◯おそらく高い
界中で広く適用されているが，ARDS 患者における有効性は十分にわかっていない．NPPV によっ
◯わからない
て挿管を回避できたり，死亡率が低下する可能性が示唆されており，優先順位は高い．
◯おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

◯高
◯中
●低
◯非常に低
-----------------◯研究なし
●ばらつきは小さい
◯たぶんばらつきは
小さい
◯ばらつきは大きい
かどうか不明
◯たぶんばらつきは
大きい
◯ばらつきは大きい

その治療の利益と害

◯大きい
●中程度
◯小さい
予想される効果は
◯わずか
大きいですか？
-----------------◯一概には言えない
◯わからない
◯わずか
●小さい
◯中程度
予想される害は小
◯大きい
さいですか？
-----------------◯一概には言えない
◯わからない
◯効果は大きい
●たぶん効果は
大きい
◯わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------◯一概には言えない
効果は害よりも大
きいですか？

リサーチエビデンス

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
アウトカム

相対的な重要性

エビデンスの確信性(GRADE)

死亡（短期）（注１

重大

⨁⨁◯◯

挿管

重要

⨁⨁◯◯

低

低

酸素療法 vs NPPV
結果のまとめ
アウトカム

死亡
（短期）（注１

挿管

酸素療法

NPPV

絶対差 (95% CI)

365/1000

259/1000
(197〜336)

106 少ない/1000
（29 少ない〜168 少ない）

133/1000

94/1000
(72〜122)

39 少ない/1000
（11 少ない〜61 少ない）

750/1000

533/1000
(405〜690)

218 少ない/1000
（60 少ない〜345 少ない）

389/1000

226/1000
(179〜288)

163 少ない/1000
（101 少ない〜210 少ない）

211/1000

122/1000
(97〜156)

89 少ない/1000
（55 少ない〜114 少ない）

733/1000

425/1000
(337〜542)

308 少ない/1000
（191 少ない〜396 少ない）

相対効果
(RR)
(95% CI)

RR 0.71
(0.54~0.92)

RR 0.58
(0.46~0.74)

要約：低酸素血症を有する患者に対して, 酸素投与のみと比較して, NPPV 管理では有意に死亡
（RR 0.71, 95%CI 0.54〜0.92）,挿管（RR 0.58, 95%CI 0.46〜0.74）に減少がみられた．
挿管 vs NPPV
結果のまとめ
挿管

NPPV

絶対差 (95% CI)

209/1000

136/1000
(96〜194)

73 少ない/1000
（15 少ない〜113 少ない）

379/1000

246/1000
(174〜352)

133 少ない/1000
（27 少ない〜205 少ない）

アウトカム

死亡
（短期）（注１

相対効果
(RR)
(95% CI)

RR 0.65
(0.46~0.93)

要約：死亡は RR 0.65, 95%CI 0.46〜0.93 であり，挿管管理に比して NPPV で有意に低値で
あった．
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資源利用

◯少ない
NPPV 施行が可能な人工呼吸器やインターフェイスが必要である．また通常の酸素投与と比較し，
◯たぶん少ない
より多い酸素が必要となる．さらに，医療スタッフのトレーニングのためにコストが発生する可能性
コストやリソース
◯わからない
がある．
などの必要とされ ●たぶん多くを
る資源は少ないで
必要とする
◯多くを必要とする
すか？
-----------------◯一概には言えない
◯コストは利益よりも NPPV に関して，増加するコストと利益の比較は困難である．ディスポーザブルマスクのコストは現
小さい
時点では高価と言わざるを得ない．
◯たぶんコストは
増加するコストは
利益よりも小さい
効果から害を引い ●わからない
た正味の利益に
◯たぶんコストは
利益よりも大きい
比べて小さいです
◯コストは利益よりも
か？
大きい
-----------------◯一概には言えない

公平さ

◯不公平になる
NPPV 管理の経験が多い施設の方が，より NPPV を使用できる環境にあると考えられるが，公平性
◯たぶん不公平に
に関するデータはない．
なる
●わからない
◯たぶん公平になる
健康格差を減らす
◯公平になる
政策やプログラム
-----------------はより優先される
◯一概には言えない
医療上の不公平
への影響はどうで
しょうか？

受け入れ
実現可能性

その選択肢は主
要なステークホル
ダーに受け入れら
れますか？

◯受け入れられる
NPPV 自体は本邦で広く使用されており，受け入れられると考えられる．
●たぶん受け入れら
れる
◯わからない
◯たぶん受け入れら
れない
◯受け入れられない
-----------------◯一概には言えない

その選択肢をとる
ことは現実的に可
能ですか？

●可能
実際に，現在でも NPPV は本邦で広く使用されている．
◯たぶん可能
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------◯一概には言えない

注 1：院内死亡もしくは ICU 死亡．
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A:ランダム割り付け順番の生成（選択バイアス）
B: 割り付けの隠蔽化（選択バイアス）
C: 研究参加者と治療提供者のマスキング（施行バイアス）
D: アウトカム評価者のマスキング（検出バイアス）
E: 不完全なアウトカムデータ（症例減少バイアス）
F: 選択されたアウトカムの報告（報告バイアス）
G: その他のバイアス）
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CQ3

成人ARDS患者において人工呼吸を実施
する際，一回換気量を低く設定するべきか
推 奨

成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，一回換気量を 6 ～ 8mL/kg（予
測体重）に設定することを推奨する
（GRADE １B，推奨の強さ「強い推奨」
/エビデンスの確信性「中」
）

付帯事項

・一回換気量の計算に関しては，実測体重ではなく，身長から計算される予測体重
を 用 い る〔 男 性：50＋0. 91（ 身 長（cm）−152. 4）， 女 性：45. 5＋0. 91（ 身 長（cm）
−152. 4）〕．
・10mL/kg 以下の低容量一回換気量が有益であると考えるが，実際にどの程度の換気
量が最も良いのかは明らかでない．本 CQ で採用された RCT では低容量一回換気群
は約 6. 2 ～ 7. 6mL/kg 程度で換気されていたため，
一回換気量としては 6 〜 8mL/kg
（予
測体重）を推奨する．過大な自発呼吸により目標値と実測値に差異が生じることもあ
り，注意を要する．駆動圧・経肺圧などを考慮した一回換気量の設定も考慮される．

１

背景，この問題の優先度

ARDS 患者における人工呼吸器の換気戦略は原
疾患の治療と共に非常に重要である．特に人工呼吸

2

解

説

エビデンスの要約

の設定は，ARDS 患者にとっては最も優先順位が

システマティックレビューの結果，これまでに低

高い．具体的には，ARDS 患者のさらなる肺傷害

容 量 一 回 換 気 量 を 中 心 と し た 肺 保 護 換 気 を 成人

を軽減するための肺保護換気として一回換気量を制

ARDS 患者に使用した RCT は，2013 年のコクラン

限し，気道内圧を制限するような換気戦略に関して

レビューに採用された 6 件のみが見つかり，それ以

研究が進められてきた．

外に追加された RCT はなかった 1）．死亡に関して
は 6 件全てで報告されており（n=1, 305），フォロー
アップ期間に差はあったが，低容量一回換気量群で
減少する傾向がみられた（RR 0. 84，95％ CI 0. 67 ～
1. 07）
．圧損傷（気道内圧上昇による気胸など）に
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関しても 6 件全てで報告されていたが，有意な減少

また低容量一回換気を行うことで，死亡及び圧損傷

はみられなかった（RR 0. 82，95％ CI 0. 48 ～ 1. 41）．

を減少させる傾向があり，VFD は有意に増加する．

Ventilator free days；VFD については 3 件の RCT

その一方で低容量一回換気による高二酸化炭素血症

を統合したが，
平均差 2. 52 日（95%CI 0. 53 ～ 4. 51）

の不利益は比較的小さいことから，コストと資源の

有意に増加した．

バランスという点では利益が正味の利益となる．

3

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？

3-5．推奨のグレーディング
「一回換気量を 6 ～ 8mL/kg（予測体重）に設定
することを推奨する」ことにパネル会議で，全会一

死亡に関しては，集まった研究間でフォローアッ

致で決定した．

プ期間に差があること（28 日死亡，60 日死亡，院
内死亡）
，I2 ＝ 50％と中等度の異質性があること，
信頼区間が広いことから２段階グレードダウンし，
エビデンスの確信性を「低」と評価した．圧損傷に
関 し て は， エ ビ デ ン ス の 確 信 性 は「 非 常 に 低 」
，

4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



敗 血 症 治 療 の 国 際 的 な ガ イ ド ラ イ ン で あ る，

VFD についてはエビデンスの確信性は「中」と評

Surviving Sepsis Campaign 2012 3） では，「敗血症

価した．低容量一回換気が全てのアウトカムで有利

性 ARDS では 一回換気 量を 6mL/kg（予 測体重）

に働く傾向があるため，エビデンスの全体的な質は

にする（Grade1A）
」と低容量一回換気を推奨して

「中」とした．

いる．また日本版敗血症診療ガイドラインでも「プ
ラトー圧 30cmH2O 以上としない条件で 6mL/kg（予

3-2．利益と害のバランスはどうか？

測体重）前後の一回換気量を設定する（１A）
」と
推奨されている 4）．6mL/kg（予測体重）の設定に

一回換気量を減らすことにより，VFD が増加す

関しては，最も症例数の大きい RCT である ARDS

る．害は高二酸化炭素血症，呼吸性アシドーシスが

network 2000 の研究から設定されているが，我々

挙げられるが，
いずれも利益が害を上回ると考える．

は他の症例数の少ない RCT も総合して（計 6 文献）
6 ～ 8mL/kg（予測体重）と推奨文を作成した．低

3-3．患者の価値観や好みはどうか？
低容量一回換気は，通常換気と比較し鎮痛薬や鎮
2）

容量一回換気を推奨するコンセプトに相違はない．
最近のコクランレビューでは本 CQ と同様の 6 件
の RCT が解析され，28 日死亡，院内死亡およびフォ

静薬は増量しないとされ ，患者の苦痛を増加させ

ローアップ終了時の死亡のいずれもが減少したと報

ない．パネル会議では，全会一致で低容量一回換気

告 さ れ て い る 1）． 彼 ら は 固 定 効 果 モ デ ル（fixed

の導入を推奨する案に賛成したため，患者の価値観

effect model）を用いた forest plot でこのことを示

や好みのばらつきは小さいものと考えられる．

しているが，我々は本 CQ における各 RCT 間での
異質性は比較的高いと考え，ランダム効果モデル

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？

（random effect model）を採用した．さらに今回の
解析で我々は死亡を短期死亡というカテゴリーで統

一般的な人工呼吸管理の設定の違いであり，全て

一したが有意な減少を認めなかった．ちなみに前記

の人工呼吸器で実践できる基本的な設定であるた

コクランレビューのデータをランダム効果モデルで

め，新たな資源は必要とせず，コストも増加しない．

解析するとフォローアップ終了時の死亡の減少は有
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意ではなくなる．なお本 CQ で解析した圧損傷や

スで検討されており，そこで 2012 年 9 月までは文

VFD は前記コクランレビューでは検討されていな

献検索がなされている 1）．そこで 2012 年 9 月以降

い．

の文献を検索する方針とした．具体的には 1 年遡っ

5

て 2011 年 9 月から 2015 年 5 月までの文献を検索し

治療のモニタリングと評価

た．
「急性呼吸不全」「低容量一回換気量」をキーワー

人工呼吸管理上の設定変更であり，人工呼吸管理

ド と し て PubMed，EMBASE，Cochrane CEN-

の目的である酸素化，換気に関するモニタリングが

TRAL，および医中誌で検索したところ，既に検索

必要である．

されていた 6 件の RCT と合わせて，581 件の研究

6

が同定された．スクリーニングの結果，新規に追加

今後の研究の可能性

低容量一回換気量による肺保護戦略は一般に受け

すべき RCT が見つからなかったため，当初の 6 件
の RCT を採用した．

容量一回換気量と通常の換気量を比較した RCT は

8 本 CQ で対象とした RCT 論文

発表されていない．ただ目標換気量を 6mL/kg（予

Amato 19985），Brochard 19986），Stewart 19987），

入れられる通常治療となっており 2006 年以降，低

測体重）と 8mL/kg（予測体重）のどちらにするべ

Brower 1999 8）， ARDS Network 2000 9），Villar

きかについては考慮の余地があり，将来的に研究が

200610）

必要である．駆動圧・経肺圧などを考慮した一回換
気量設定についての研究の可能性もある．

7

ブストラクトテーブル等）を参照されたい．

文献検索式と文献選択

本 CQ は Petrucci らによってコクランデータベー
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採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf

9 エビデンス・プロファイル

9．エビデンス・プロファイル

CQ3：成人
ARDS
CQ3: 成人
ARDS患者に対する低容量一回換気と通常量一回換気の比較
患者に対する低容量一回換気と通常量一回換気の比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の

低容量

通常

相対

絶対

換気

換気

（95% CI）

（95% CI）

要因

質

要
度

死亡（短期）（注１

深刻でない

深刻 1 2

深刻でない

深刻 5

なし

較試験

212/658
(32.2%)

(28 多い～131 少ない)

38.0%

RR 0.84

61 少ない/1000

⨁⨁◯◯

(0.67〜1.07)

(27 多い～125 少ない)

低 125

大

ム化比

64 少ない/1000

(39.7%)

重

ランダ
6

257/647

90 少ない/1000

56.0%

(39 多い～185 少ない)

圧損傷

深刻 3

深刻 2 4

深刻でない

深刻 5

なし

較試験

63/655
(9.6%)

3.8%

RR 0.82

7 少ない/1000

(0.48〜1.41)

(16 多い～20 少ない)

⨁◯◯◯
非常に

大

ム化比

20 少ない/1000
(47 多い～59 少ない)
重

ランダ
6

73/642
(11.4%)

低2345

22 少ない/1000

12.0%

(49 多い～62 少ない)

VFD（注２
ランダ
3

ム化比

深刻 3

深刻でない

深刻でない

深刻でない

508

なし

500

‐

平均 2.52 日多い
(0.53 日多い～
4.51 日多い)

較試験

⨁⨁⨁◯

重

中3

大

RR：相対リスク
1．中等度の異質性がある（I² = 30〜60%）．
2．フォローアップ期間が異なる．
3．moderate risk of bias の研究が多い．
4．圧損傷の定義が一定でない．
5．信頼区間が広い．

3
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10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ3：成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，一回換気量を低く設定するべきか
集団：成人 ARDS 患者
介入：低容量一回換気量
基準

問

その問題は優先順
位が高いですか？

題

より重篤な問題や緊
急性のある問題は，
より優先順位が高く
なる

判定
●高い
◯おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

◯高
●中
全体的なエビデンス
◯低
の確信性はどれです
◯非常に低
か？
-----------------◯研究なし

主要なアウトカムに
置く価値の大きさ
は，人によってばら
つきますか？

◯ばらつきは小さい
●たぶんばらつきは小
さい
◯ばらつきは大きいか
どうか不明
◯たぶんばらつきは大
きい
◯ばらつきは大きい

その治療の利益と害

◯大きい
●中程度
◯小さい
◯わずか
-----------------◯一概には言えない
◯わからない

追加
事項

リサーチエビデンス
ARDS 患者における人工呼吸器の換気戦略は原疾患の治療と共に非常に重要で
ある．特に人工呼吸の設定は，ARDS 患者にとっては最も優先順位が高い．具体
的には，ARDS 患者のさらなる肺傷害を軽減するための肺保護換気として一回換
気量を制限し，気道内圧を制限するような換気戦略に関して研究が進められてき
た．

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
アウトカム

相対的な重要性

エビデンスの確信性 (GRADE)

死亡(短期)（注１

重大

⨁⨁◯◯

圧損傷

重大

⨁◯◯◯

VFD（注２

重大

⨁⨁⨁◯

低

非常に低

中

結果のまとめ
アウトカム

死亡
(短期)(注 1

圧損傷

低容量換気

397/1000

334/1000
64 少ない/1000
(266～425) (28 多い～131 少ない)

380/1000

319/1000
61 少ない/1000
(255～407) (27 多い～125 少ない)

560/1000

470/1000
90 少ない/1000
(375～599) (39 多い～185 少ない)

114/1000

93/1000
(55～160)

20 少ない/1000
(47 多い～59 少ない)

38/1000

31/1000
(18～54)

7 少ない/1000
(16 多い～20 少ない)

120/1000

98/1000
(58～169)

22 少ない/1000
(49 多い～62 少ない)

予想される効果は大
きいですか？
VFD（注２

絶対差 (95% CI)

通常換気

平均 8.9 日 平均 11.4 日

平均 2.52 日多い
(0.53 日多い～
4.51 日多い)

相対効果
（RR）
(95% CI)

RR 0.84
(0.67-1.07)

RR 0.82
(0.48-1.41)

-

要約：ARDS 患者において，低容量一回換気は，通常一回換気と比較して，死亡
が減少する傾向がみられたが有意でなかった．圧損傷に関しては有意な
減少はみられなかった．VFD は有意に増加した．
低容量換気/通常換気群での換気設定を列挙すると Amato 1998: 6 vs 12mL/kg（実測
体重），Brochard 1998: 6～10 vs 10～15mL/kg（実測体重）， Stewart 1998: 8 vs 10～
15mL/kg（予測体重），Brower 1999: 5～8 vs 10～12mL/kg（予測体重），ARDS
network 2000: 6 vs 12mL/kg（予測体重），Villar 2006: 5～8 vs 9～11mL/kg（予測体
重）となっており低容量換気群では 5～10mL/kg と幅がある．しかしながら実際の研究
結果では，低容量換気群は約 6.2～7.6mL/kg 程度で換気されていた．対照群の通常
換気群は，研究結果をまとめると約 10～11.8mL/kg 程度で換気されていた．

4
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予想される害は
小さいですか？

◯わずか
●小さい
◯中程度
◯大きい
-----------------◯一概には言えない
◯わからない

効果は害よりも大き
いですか？

◯効果は大きい
●たぶん効果は
大きい
◯わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------◯一概には言えない

コストやリソースなど
の必要とされる資源
は少ないですか？

資源利用
増加するコストは効
果から害を引いた正
味の利益に比べて
小さいですか？

公平さ

医療上の不公平へ
の影響はどうでしょう
か？
健康格差を減らす政
策やプログラムはよ
り優先される

一回換気量を低容量にすることで高二酸化炭素血症を引き起こしかねないが，換気
回数の増加などである程度対応可能である．人工呼吸器患者においては一般に人
工呼吸器装着の苦痛を軽減，呼吸器との呼吸の同調を促すために鎮静・鎮痛薬が
必要とされるが，低容量一回換気量で必要となる鎮痛・鎮静薬の量は増加しないとさ
れる 2)．

●少ない
◯たぶん少ない
◯わからない
◯たぶん多くを必要と
する
◯多くを必要とする
-----------------◯一概には言えない

一般的な人工呼吸管理の設定の違いであり，全ての人工呼吸器で実践できる基

●コストは利益よりも
小さい
◯たぶんコストは
利益よりも小さい
◯わからない
◯たぶんコストは
利益よりも大きい
◯コストは利益よりも
大きい
-----------------◯一概には言えない

新たな資源を必要としないため，コストは増加しない．

◯不公平になる
◯たぶん不公平になる
◯わからない
◯たぶん公平になる
●公平になる
-----------------◯一概には言えない

人工呼吸管理が可能な施設であればどこでも可能な治療である．不公平さは生じ

受け入れ
実現可能性

その選択肢は主要
なステークホルダー
に受け入れられます
か？

◯受け入れられる
●たぶん受け入れられ
る
◯わからない
◯たぶん受け入れられ
ない
◯受け入れられない
-----------------◯一概には言えない

その選択肢をとるこ
とは現実的に可能で
すか？

●可能
◯たぶん可能
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------◯一概には言えない

本的な設定であるため，新たな資源は必要としない．

ない．

十分現実的に実現可能である．

注 1：フォローアップ期間終了時の死亡．ただし ARDS network 2000 に関しては，文献中の生存曲線より 28 日死亡を読み取り，28 日死亡を使用した．
注 2：28 日間のうち，人工呼吸器に依存していない日数を指す．ただし対象患者が 28 日以内に死亡した場合はゼロとする．
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CQ4

成人ARDS患者において人工呼吸を実施
する際，プラトー圧をどう設定すればよいか
成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，プラトー圧は 30cmH2O 以下

推 奨

となるように設定することを提案する
（GRADE 2B，推奨の強さ「弱い推奨」
/エビデンスの確信性「中」
）
最適なプラトー圧は不明であり今後の検討を要する．

付帯事項

１

背景，この問題の優先度

成人 ARDS 患者における人工呼吸管理では，肺
コンプライアンス低下に伴い人工呼吸関連肺傷害を

2

解

説

エビデンスの要約

きたしやすい．人工呼吸関連肺傷害は人工呼吸装着

システマティックレビューの結果，4 つの RCT（患

期間の延長のみならず死亡率上昇につながることが

者 1, 132 人）が見つかった．人工呼吸管理開始後 5 ～

1）

危惧される ．人工呼吸関連肺傷害をきたす要因と

7 日間はプラトー圧を 30cmH2O 以下に設定するこ

して人工呼吸管理中の一回換気量の増加と気道内圧

とにより VFD の延長（平均 2. 5 日，95% CI 0. 51 ～

上昇があげられ，プラトー圧を制限することにより

4. 49）を認めたが，死亡（RR 0. 84，95%CI 0. 62 ～

2）

両者を抑制することが期待される ．一方でプラ

1. 15）と圧損傷（RR 0. 92，95%CI 0. 65 ～ 1. 31）は

トー圧を制限することは有益性ばかりでなく高二酸

減少する傾向を示したが統計学的に有意ではなかっ

3）

化炭素血症などの有害事象を招くこともある ．
よって，人工呼吸関連肺傷害をきたさず，有益性を
示す最適なプラトー圧は定かではなくその検証が必
要であり，その優先順位は高い．

た．

3

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？
人工呼吸器設定による目標値を比較する研究はた
とえ RCT と言えども患者および医療担当者の盲検
化 を 行 う こ と は で き ず， 今 回 取 り 上 げ た 4 つ の
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RCT も同様でありその他のバイアスには明らかな

VFD 延長には寄与し，有意差は認めなかったもの

問題点はないが，全体としてはバイアスのリスクを

の圧外傷のリスクも懸念されることから，
「実施す

1 段階グレードダウンした．非一貫性や非直接性は

ることを提案する」とすることが全会一致で決定し

認めなかったが，
不精確性については，
イベント（死

た．

亡）発生総数は 1, 132 人中，
381 人であり十分であっ
たが，統計的な有意差は認めず，かつ，95% 信頼
区間が広く，不精確と判断した．よって上記をまと
めると全体的なエビデンスの質は「中」とするのが
妥当であると思われた．

4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



2014 年 に 報 告 さ れ た Scandinavian clinical
practice guideline では 4），2013 年の Petrucci らの

3-2．利益と害のバランスはどうか？
人工呼吸設定変更による予想される害は低酸素血

コクランレビューを引用し 5），「ARDS 患者におい
て気道内圧，一回換気量を抑えることを強く推奨す
る」としている．なお，このガイドラインではプラ

症・高二酸化炭素血症・呼吸仕事量増加であると思

トー圧の上限を定めていないことに注意を要する．

われるが，どれも許容範囲が広く，介入による害は

ま た，Surviving Sepsis Campaign Guideline 2012

低いと考えられる．

では「ARDS においてはプラトー圧を測定し，受
動的肺拡張時の初期のプラトー圧の目標を

3-3．患者の価値観や好みはどうか？
プラトー圧が上昇することによる人工呼吸関連肺

30cmH2O 以下とすることを推奨する（1B）
」と記
載されている 6）．

リスクは大きくなることは容易に想像でき，プラ

5 治療のモニタリングと評価

トー圧を制限することによる人工呼吸管理が可能で

人工呼吸管理上の設定変更であり，人工呼吸管理

あればその管理方法の方が受け入れられることに懸

の目的である酸素化，換気に関するモニタリングが

念される要素はない．よって，患者の価値観や好み

必要である．

傷害は重大な合併症であり，プラトー圧上昇でその

に差は生じず，プラトー圧を制限する人工呼吸管理
を選択する患者がほとんどであると予想される．

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？

6 今後の研究の可能性
最適なプラトー圧は不明確であり，さまざまなプ
ラトー圧をカットオフとした研究が必要である．ま

人工呼吸管理の設定変更のみであり，必要とする

た，近年は経肺圧が注目されており，自発呼吸によ

資源に変わりはない．よって，必要資源の増分はな

る陰圧呼吸が加わった場合を考慮したプラトー圧の

いと思われるので，コストも最小限で利益のほうが

比較を検討する必要がある．

勝ると思われる．

3-5．推奨のグレーディング
パネル会議での話し合いで，プラトー圧上限を

7 文献検索式と文献選択
「ARDS」
，
「肺保護換気」
，
「RCT」をキーワード
として PubMed，EMBASE，Cochrane CENTRAL，

30cmH2O に制限する人工呼吸管理は通常の呼吸管

および医中誌で検索したところ 3, 324 件の研究が同

理 方 法 に 比 べ て有意に死亡率改善は認めな い が

定され，スクリーニングの結果 4 件のランダム化比
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Network 20009），Villar 200610）

較試験を採用した．

8

採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア

本 CQ で対象とした RCT 論文
7）

ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf

8）

Brochard 1998 ， Brower 1999 ， ARDS

9 エビデンス・プロファイル
CQ4：成 人 ARDS 患者に対するプラトー圧を 30cmH2O 以下に制限する群とプラトー圧を
30cmH2O 以下に制限しない群の比較
質の評価

患者数
プラトー

研
究
数

研究

バイアス

デザイン

のリスク

非一貫性

非直接性

不精確さ

その他
の要因

圧を 30
cm H2O 以
下に制限
する群

効果
重

プラトー圧を
30 cm H2O 以

相対

絶対

下に制限しな

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

い群

死亡（短期）（注１

ランダ
4

ム化比

深刻 1

深刻でない

深刻でない

深刻 2

なし

較試験

169/569
(29.7%)

212/563

60 少ない/1000

(37.7%)

(56 多い～143 少ない)

38.0%

RR 0.84
(0.62～1.15)

⨁⨁◯◯

重

低12

大

平均 2.5 日多い

⨁⨁⨁◯

重

(0.51 日多い～4.49 日多い)

中1

大

61 少ない/1000
(57 多い～144 少ない)
90 少ない/1000

56.0%

(84 多い～213 少ない)

VFD（注２
ランダ
3

ム化比

深刻 1

深刻でない

深刻でない

深刻でない

なし

508

500

-

較試験
圧損傷

ランダ
4

ム化比

深刻 1

深刻でない

較試験

深刻でない

非常に
深刻 2 3

なし

55/566
(9.7%)

59/558

8 少ない/1000

(10.6%)

(33 多い～37 少ない)

3.8%

12.0%

RR：相対リスク
1．盲検化されていない．
2．信頼区間が広い．
3．サンプルサイズが小さい．
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RR 0.92

3 少ない/1000

⨁◯◯◯

重

(0.65～1.31)

(12 多い～13 少ない)

非常に低 1 2 3

大

10 少ない/1000
(37 多い～42 少ない)

10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ4：成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，プラトー圧をどう設定すればよいか
集団：成人 ARDS 患者
介入：プラトー圧を 30 cm H2O 以下に制限
基準

問

その問題は
優先順位が
高いですか？

題

より重篤な問題や
緊急性のある問題
はより優先順位が
高くなる

全体的なエビデン
スの確信性はどれ
ですか？

主要なアウトカムに
置く価値の大きさ
は，人によってばら
つきますか？

予想される
効果は大きい
ですか？
その治療の利益と害

予想される害は小
さいですか？

判定
◯高い
●おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

成人 ARDS 患者における人工呼吸管理では，肺コンプライアンス低下に伴い人工呼吸
関連肺傷害をきたしやすい．人工呼吸関連肺傷害は人工呼吸装着期間の延長のみな
1)

らず死亡率上昇につながることが危惧され ．人工呼吸関連肺傷害をきたす要因として
人工呼吸管理中の一回換気量の増加と気道内圧上昇があげられ，プラトー圧を制限す
ることにより両者を抑制することが期待される

2)

．一方でプラトー圧を制限することは有
3)

益性ばかりでなく高二酸化炭素血症などの有害事象を招くこともある ．よって，人工呼
吸関連肺傷害をきたさず，有益性を示す最適なプラトー圧は定かではなく，その検証が
必要であり，その優先順位は高い．

◯高
●中
◯低
◯非常に低
-----------------◯研究なし

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
相対的な重要性

死亡(短期)（注１

重大

⨁⨁◯◯

VFD（注２

重大

⨁⨁⨁◯

圧損傷

重大

⨁◯◯◯

●ばらつきは小さい
◯たぶんばらつきは小さい
◯ばらつきは大きいかどうか
不明
◯たぶんばらつきは大きい
◯ばらつきは大きい
◯大きい
●中程度
◯小さい
◯わずか
-----------------◯一概には言えない
◯わからない
●わずか
◯小さい
◯中程度
◯大きい
-----------------◯一概には言えない
◯わからない

●効果は大きい
◯たぶん効果は大きい
◯わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------◯一概には言えない

エビデンスの確信性
(GRADE)

アウトカム

低

中

非常に低

結果のまとめ
アウトカム

プラトー圧
＞30cmH2O

377/1000

死亡
(短期)（注１

380/1000

560/1000

VFD（注２

効果は害よりも大き
いですか？

追加
事項

リサーチエビデンス

平均 9.0 日

106/1000

圧損傷

38/1000

120/1000

プラトー圧
≦30cmH2O

絶対差 (95% CI)

316/1000

60 少ない/1000

(233～433)

(56 多い〜143 少ない)

相対効果
(RR)
（95% CI）

319/1000

61 少ない/1000

RR 0.84

(236～437)

(57 多い〜144 少ない)

(0.62～1.15)

470/1000

90 少ない/1000

(347～644)

(84 多い〜213 少ない)

平均 11.5 日

平均 2.5 日多い
(0.51 日多い～4.49 日多い)

97/1000

8 少ない/1000

(69～139)

(33 多い〜37 少ない)

35/1000
(25～50)
110/1000
(78～157)

-

3 少ない/1000

RR 0.92

(12 多い〜13 少ない)

(0.65～1.31)

10 少ない/1000
(37 多い〜42 少ない)

要約：人工呼吸開始後 5〜7 日間はプラトー圧を 30 cm H2O 以下に設定することによ
り VFD の延長（絶対差 2.5, 95% CI 0.51〜4.49）を認めたが，死亡が減少する
傾向を示した（RR 0.84, 95% CI 0.62〜1.15）が統計学的に有意ではなかっ
た．圧損傷に関してもプラトー圧を 30cmH2O に設定することにより減少する傾
向（RR 0.92, 95% CI 0.65〜1.31）を示したが，統計学的に有意ではなかった．
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コストやリソースな
どの必要とされる資
源は少ないです
か？

資源利用
増加するコストは効
果から害を引いた
正味の利益に
比べて小さいです
か？

公平さ

医療上の不公平へ
の影響はどうでしょ
うか？
健康格差を減らす
政策やプログラム
はより優先される

受け入れ

その選択肢は主要
なステークホルダー
に受け入れられま
すか？

実現可能性

その選択肢をとるこ
とは現実的に可能
ですか？

●少ない
◯たぶん少ない
◯わからない
◯たぶん多くを必要とする
◯多くを必要とする
-----------------◯一概には言えない

人工呼吸管理の設定変更のみであり，必要とする資源に変わりはない．

●コストは利益よりも
小さい
◯たぶんコストは利益よりも小
さい
◯わからない
◯たぶんコストは利益よりも大
きい
◯コストは利益よりも
大きい
-----------------◯一概には言えない

上記により必要資源の増分はないと思われるので，コストも最小限で利益のほうが勝る

◯不公平になる
◯たぶん不公平になる
◯わからない
◯たぶん公平になる
●公平になる
-----------------◯一概には言えない

人工呼吸が可能な施設であればどこでも可能な治療である．不公平さは生じない．

と思われる．

◯受け入れられる
●たぶん受け入れられる
◯わからない
◯たぶん受け入れられない
◯受け入れられない
-----------------◯一概には言えない
●可能
◯たぶん可能
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------◯一概には言えない

人工呼吸器の設定変更のみであり，可能である．

注 1：ARDS 2000 は 28 日死亡（カプランマイヤー曲線から読み取った），その他は研究期間終了時死亡.
注 2：28 日間のうち人工呼吸器に依存していない日数．ただし対象患者が 28 日以内に死亡した場合はゼロとする.
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CQ5

成人ARDS患者において人工呼吸を実施する際，
PEEPをどう設定すればよいか
成 人 ARDS 患 者 に お い て 人 工 呼 吸 を 実 施 す る 際，PEEP 値 は プ ラ ト ー 圧 が

推 奨

30cmH2O 以下となる範囲内および循環動態に影響を与えない範囲内で設定する
ことを提案する（GRADE 2B，
推奨の強さ「弱い推奨」/ エビデンスの確信性「中」
）
また中等度以上の ARDS には高めの PEEP を用いることを提案する
（GRADE 2B，推奨の強さ「弱い推奨」
/エビデンスの確信性「中」
）
付帯事項

PEEP の上昇によってプラトー圧の上昇，血圧の低下，一回換気量の低下などが起こ
りうる．高めの PEEP を用いるときは各呼吸パラメーターおよび循環動態に十分に注
意を払うべきである．

１

背景，この問題の優先度

人工呼吸管理をされている患者において，呼気終

ム化比較試験が採用され，院内死亡，圧損傷，人工
呼吸器に依存していない日数は，高 PEEP 群と低
PEEP 群の間に有意差は認められなかった．なお，

末陽圧（PEEP）を用いることで無気肺を防ぎ，酸

院内死亡の解析には，介入群において PEEP の値

素化が改善されることが広く知られている．特に

以外にアウトカムに影響を与え得る介入を行って

ARDS 患者に対する PEEP は，低酸素血症の是正

い る 研 究 を 除 外 し た た め，Brower 2004，Meade

だけではなく，炎症および滲出液などで虚脱した肺

2008，Mercat 2008 の３つの論文のみが用いられ

胞をリクルートすることにより，さらなる人工呼吸

た 3 ～ 5）．

器関連肺傷害の進行を防ぐ可能性が示唆されてい
る

1, 2）

．ARDS 患者に対する至適 PEEP 値は不明で

あるが，優先順位は高いと考えられる．

2

PEEP 以外の介入の影響が無視できない研究を含
めたメタアナリシスを行った結果，高 PEEP 群は
低 PEEP 群と比較して死亡率に有意差が認められ
なかった（RR 0. 87, 95%CI 0. 74 ～ 1. 02）．また中

解

説

エビデンスの要約
システマティックレビューの結果，7 つのランダ

等度以上（P/F 比≦ 200）の ARDS のみを対象とし
た場合，PEEP 以外の介入の影響が無視できない研
究を含めたサブ解析および，それらの研究を除外し
たサブ解析の両方で高 PEEP 群は低 PEEP 群と比
較して有意に死亡率が低かった（それぞれ RR 0. 82，
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95%CI 0. 73 〜 0. 92，
RR 0. 85，95%CI 0. 75 〜 0. 96）．

3

ビューの結果，高めの PEEP で死亡率などが変わ
らないことを受けて，推奨文前半で「高めの PEEP
をルーチンに用いない」という文言が草案として

パネル会議

提 出 さ れ た． し か し な が ら Brower 2004，

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？

Meade 2008，Mercat 2008 の 研 究 に お い て コ ン ト
ロール群に用いられた PEEP は決して低いもので

本システマティックレビューに用いられた 7 つの

ないことから，この表現では誤解を招きかねないと

ラ ン ダ ム 化 比 較 試 験 の 内，5 つ の 研 究（Amato

の意見が出され，さらに推奨文案の練り直しを行っ

1998，Brower 2004，Mercat 2008，Talmor 2008，

た．その結果表記の表現が草案として提出され，メー

3, 5 ～ 8）

，そのうち

リングリストにて再度開催したパネル会議で，全員

Amato 1998，Talmor 2008，Villar 2006 は サ ン プ

一致で承認が得られた．その後，解析に Random

ルサイズが不十分であった．そのため，バイアスの

effect model を全 CQ で用いることが決定されたた

リスクがあると判断しグレードダウンした．その結

め，それまで CQ5 で用いられていた Fixed effect

果，
全体的なエビデンスの確信性は「中」となった．

model を Random effect model に変更して再解析が

Villar 2006） が 途 中 で 中 止 さ れ

行われた．その結果，中等度以上（P/F 比≦ 200）

3-2．利益と害のバランスはどうか？

の ARDS のみを対象とした場合，PEEP 以外の介
入の影響が無視できない研究を含めたサブ解析およ

明確な利益も害も明らかではない．人工呼吸器の

び，それらの研究を除外したサブ解析の両方で高

設定の変更のみなので，付加的なコストは節制しな

PEEP 群は低 PEEP 群と比較して有意に死亡率が低

い．高 PEEP による循環動態の変化に注意する．

かった．再度メーリングリストでパネル会議が開催
され，決定されていた草案が再解析の結果と矛盾し

3-3．患者の価値観や好みはどうか？

ないため，推奨の草案を変更しないことが全員一致
で決定された．

主要なアウトカムに置く価値の大きさは，患者に
よるばらつきは小さいと思われる．

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？

4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



Surviving sepsis campaign 2012 お よ び Scandi-

高 PEEP が低 PEEP と比較して VFD が有意に大

navian clinical practice guideline on mechanical

きければ，コスト削減に繋がるが，有意差は無いた

ventilation in ARDS 2014 では，PEEP をゼロに設

め，コストに差があるとは言えない．そのため，正味

定するのではなく，少なくとも最小限の PEEP（一

の利益とコストや資源のバランスについて，一概に

般的には 5cmH2O 以上）を使用することが推奨また

言うことはできない．

は提案されている 9, 10）．

3-5．推奨のグレーディング

5 治療のモニタリングと評価

パネル会議では，高めの PEEP の推奨に関する

人工呼吸管理上の設定変更であり，人工呼吸管理

議論がなされ，中等度以上の ARDS に対するサブ

の目的である酸素化，換気に関するモニタリングが

解析も追加した上で，再度パネル会議にかけるべき

必要である．高 PEEP の使用については，循環動

との意見が出された．再度のシステマティックレ

態の変化に注意する．
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6 今後の研究の可能性
現 時 点 に お い て ARMA study（ 他 CQ で は
11）

7 文献検索式と文献選択
2012 年 3 月までの文献は，先行する Cochrane の

や Brower 2004

システマティックレビュー 12） にて同定された 7 件

（ALVEOLI study）で使用された FIO2 と PEEP の

の研究を用いた．
「ARDS 」
「PEEP」をキーワード

設定表よりも最適な PEEP を決定する方法は見当

として PubMed，EMBASE，Cochrane CENTRAL

たらず，通常は ARMA study で有用性が認められ

で 2012 年 4 月 1 日から 2015 年 6 月 30 日までの文

た対応表（ALVEOLI では低 PEEP 群で採用）を参

献を検索したところ 871 件の研究が同定された．こ

照，さらに中等度以上の ARDS には高 PEEP 群の

れら計 878 件のスクリーニングの結果，6 件のラン

対応表を参照することが良いとの意見がパネル会議

ダム化比較試験を採用した．

ARDS network 2000 と 表 記 ）

で出された（p.206，注 3 参照）．したがってどの
によってアウトカムの改善が認められるかをさらに

8 本 CQ で対象とした RCT 論文

明らかにする研究が必要である．また，高 PEEP ま

Amato 1998 6）， Brower 2004 3）， Huh 2009 13），

ようなサブグループが高い PEEP または低い PEEP

たは低 PEEP という分類ではなく，
「各患者にとっ

Mercat 20085），Villar 20068），Meade 20084）

て最も適した PEEP 値の決定法」を比較する研究が
今後必要になってくると思われる．

採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア
ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf
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9 エビデンス・プロファイル

9．エビデンス・プロファイル

CQ5：成人
ARDS
PEEP
CQ5：成人
ARDS患者に対する高
患者に対する高 PEEP
と低と低
PEEPPEEP
の比較 の比較
研
究
数

研究

バイアス

デザイン

のリスク

非一貫性

患者数

非直接性

不精確さ

その他
の要因

高 PEEP

効果

低 PEEP

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

重 要 度

質の評価

死亡（短期）（注１

深刻 1

深刻でない

深刻でない

深刻でない

なし

験

385/1136
(33.9%)

（15 多い～62 少ない）

38.0%

RR 0.93

27 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

(0.83～1.04)

（15 多い～65 少ない）

中

大

化比較試

25 少ない/1000

(36.3%)

重

ランダム
3

422/1163

39 少ない/1000

56.0%

（22 多い～95 少ない）

VFD（注２

深刻でない

深刻 2

深刻でない

深刻でない

なし

10.56

12.46

-

（3.58 日少ない～7.36 日多い）

験

⨁⨁⨁◯

大

化比較試

重

平均 1.89 日多い

ランダム
2

中

圧損傷
3 少ない/1000

113/1259
(9.0%)

化比較試

深刻 1

深刻でない

深刻でない

深刻でない

なし

験

116/1245
(9.3%)

3.8%

12.0%

RR：相対リスク
1．3 件の研究で利益が得られたために試験が中途中断されている ．
2．I2=87% p=0.005 と異質性が高い ．

3
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RR 0.97

1 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

(0.66～1.42)

（16 多い～13 少ない）

中

4 少ない/1000
（50 多い～41 少ない）

重 要

ランダム
6

（38 多い～31 少ない）

10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ5：成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，PEEP をどう設定すればよいか
集団：成人 ARDS 患者
介入：高 PEEP
基準

問

その問題は
優先順位が
高いですか？

題

より重篤な問
題や緊急性の
ある問題は，よ
り優先順位が
高くなる

全体的な
エビデンスの
確信性は
どれですか？

主要なアウトカ
ムに置く価値
の大きさは，人
によってばらつ
きますか？

その治療の利益と害

予想される
効果は大きい
ですか？

判定
◯高い
●おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

◯高
●中
◯低
◯非常に低
-----------------◯研究なし

人工呼吸管理をされている患者に対し，呼気終末陽圧（PEEP）を用いることで無気肺を防 低 PEEP
ぎ，酸素化が改善されることが広く知られている．特に ARDS 患者に対する PEEP は，低酸 および
素血症の是正だけではなく，炎症および滲出液などで虚脱した肺胞をリクルートすることによ 高 PEEP
り，さらなる人工呼吸器関連肺傷害の進行を防ぐ可能性が示唆されている

◯わずか
◯小さい
◯中程度
◯大きい
-----------------●一概には言えない
◯わからない

1, 2)

．ARDS 患者 の定義

に対する至適 PEEP 値は不明であるが，優先順位は高いと考えられる．

は注 3
参照

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値

●ばらつきは小さい
◯たぶんばらつきは
小さい
◯ばらつきは大きか
どうか不明
◯たぶんばらつきは
大きい
◯ばらつきは大きい
◯大きい
◯中程度
◯小さい
◯わずか
-----------------●一概には言えない
◯わからない

追加
事項

リサーチエビデンス

エビデンスの確信性

アウトカム

相対的な重要性

死亡（短期）（注 1

重大

⨁⨁⨁◯

VFD（注２

重大

⨁⨁⨁◯

圧損傷

重要

⨁⨁⨁◯

(GRADE)

中

中

中

結果のまとめ
アウトカム

死亡
（短期）(注 1

VFD（注２
予想される
害は小さいで
すか？
圧損傷

低 PEEP

高 PEEP

絶対差 (95% CI)

363/1000

337/1000
(301〜377)

25 少ない/1000
（15 多い〜62 少ない）

380/1000

353/1000
(315〜395)

27 少ない/1000
（15 多い〜65 少ない）

560/1000

521/1000
(465〜582)

39 少ない/1000
（22 多い〜95 少ない）

平均 10.56 日

平均 12.46 日

平均 1.89 日多い
（3.58 日少ない〜
7.36 日多い）

90/1000

87/1000
(59〜128)

3 少ない/1000
（38 多い〜31 少ない）

38/1000

37/1000
(25〜54)

1 少ない/1000
（16 多い〜13 少ない）

120/1000

116/1000
(79〜170)

4 少ない/1000
（50 多い〜41 少ない）

相対効果
(RR)
(95% CI)

RR 0.93
(0.83〜1.04)

-

RR 0.97
(0.66〜1.42)

要約：高 PEEP および低 PEEP で院内死亡，圧損傷，人工呼吸器を装着していない日数に
有意な違いを認めなかった．

4
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効果は害より
も大きいです
か？

コストやリソー
スなどの必要
とされる資源は
少ないです
か？
資源利用
増加するコスト
は効果から害
を引いた正味
の利益に比べ
て小さいです
か？

公平さ

医療上の不公
平への影響は
どうでしょう
か？
健康格差を減
らす政策やプ
ログラムはより
優先される

受け入れ

その選択肢は
主要なステー
クホルダーに
受け入れられ
ますか？

実現可能性

その選択肢を
とることは現実
的に可能です
か？

◯効果は大きい
◯たぶん効果は
大きい
◯わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------●一概には言えない
●少ない
◯たぶん少ない
◯わからない
◯たぶん多くを必要
とする
◯多くを必要とする
-----------------◯一概には言えない
◯コストは利益よりも
小さい
◯たぶんコストは利益
よりも小さい
◯わからない
◯たぶんコストは利益
よりも大きい
◯コストは利益よりも
大きい
-----------------●一概には言えない
◯不公平になる
◯たぶん不公平に
なる
◯わからない
◯たぶん公平になる
●公平になる
-----------------◯一概には言えない

人工呼吸器の設定変更だけであり，必要とされる資源が増加することはない．

高 PEEP が低 PEEP と比較して VFD が有意に大きければ，コスト削減に繋がるが，有意差
は無いため，コストに差があるとは言えない．

人工呼吸器設定の変更のみなので，格差は生じない．

◯受け入れられる
●たぶん受け入れら
れる
◯わからない
◯たぶん受け入れら
れない
◯受け入れられない
-----------------◯一概には言えない
●可能
◯たぶん可能
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------◯一概には言えない

人工呼吸器設定の変更のみなので，実現可能．

注 1：院内死亡として院内死亡の記載がない場合は 28 日死亡あるいは ICU 死亡を採用した．
注 2：28 日間のうち人工呼吸器に依存していない日数．ただし対象患者が 28 日以内に死亡した場合はゼロとした．
注 3：低 PEEP および高 PEEP の定義
各ランダム化比較試験において，低 PEEP および高 PEEP の定義は独自に設定されている．以下に，本解析で用いたランダム化試
験における低 PEEP および高 PEEP の定義を示す．
Brower 2004(ALVEOLI)：必要とされる吸入酸素濃度（FIO2）に対して対応する PEEP 値があらかじめ決められており，高 PEEP 群
に用いる PEEP 値は，低 PEEP 群に用いる PEEP 値に比べ，同一の FIO2 に対して高く設定されている．
○ 低 PEEP 群に採用された対応表
FIO2
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○ 高 PEEP 群に採用された対応表
FIO2

0.3

0.3

0.4

0.4
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0.8

0.9

1.0

PEEP

12
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14
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16
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22

22

22-24

Meade 2008：必要とされる FIO2 に対して対応する PEEP 値があらかじめ決められており，
高 PEEP 群に用いる PEEP 値は，
低 PEEP
群に用いる PEEP 値に比べ，同一の FIO2 に対して高く設定されている．この対応表は Brower 2004 同様に ARMA study で用いられ
た表を元に作成されている

11)

．

Mercat 2008：低 PEEP 群は PPEP を 5～9 cmH2O になるように設定し，高 PEEP 群はプラトー圧が 28～30cmH2O となるように
PEEP を設定している．
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CQ6

成人ARDS患者において，プロトコール化
された人工呼吸器離脱を行うべきか
推 奨

成人 ARDS 患者において，プロトコール化された人工呼吸器離脱を行うことを
提案する
（GRADE 2D，推奨の強さ「弱い推奨」/エビデンスの確信性「非常に低」）

付帯事項

プロトコールの作成に当たって，各施設のマンパワーやスタッフの知識に応じたプロ
トコールを作成する必要がある．特に，プロトコール導入によって，ナースなどのコ
メディカルが新たに呼吸器設定の変更を行う場合，医師以外の医療従事者の教育が重
要であり，患者のモニターにおいて細心の注意が必要である．
過去に行われたメタアナリシス 1）におけるサブ解析では，内科 ICU，外科 ICU，外科・
内科 ICU でプロトコール化された離脱による人工呼吸器使用期間の短縮が認められた
が，神経外科 ICU では認められなかった．

１

背景，この問題の優先度

集中治療室で人工呼吸器を必要としている患者
が，人工呼吸器から離脱する過程は標準化されてい
ない．そのため，本来であれば人工呼吸器から離脱
できているはずの患者に対し，不必要に人工呼吸器
が使用されている可能性がある．人工呼吸器離脱ま
での過程をプロトコール化することで，人工呼吸器
使用の不必要な遷延を防ぎ，人工呼吸器使用期間が

討した研究は存在しない．そのため本 CQ では人工
呼吸器に依存した重症患者を対象とした報告を検討
し，プロトコール化された人工呼吸器離脱を行うべ
きかを検討した．

2

解

説

エビデンスの要約

短縮する可能性が示唆される 2, 3）．ARDS 患者の多

システマティックレビューの結果 ARDS の診断

くは長期の人工呼吸が必要であり，もしプロトコー

基準を満たした患者のみを対象としたランダム化比

ル化された人工呼吸器離脱法が有効であれば利する

較試験は過去に施行されていなかったため，本 CQ

ところは大きいと考えられる．

では人工呼吸管理をされている重症患者を対象とし

現時点では成人 ARDS 患者のみを対象として，
プロトコール化された人工呼吸器離脱の有用性を検

210

た 12 件のランダム化比較試験を採用した．12 論文
を用いたメタアナリシスの結果，プロトコール群

において有意に人工呼吸器使用時間の短縮が認めら
れた（平均差 −21. 51 時間 95%CI −38. 45 時間〜

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？

−4. 56 時間）
．また，プロトコール化した離脱法は

特別な機械を必要とする場合を除いて，導入のコ

有意に気管切開を減少させた（RR 0. 72, 95%CI 0. 52 〜

ストもほとんどかからない．プロトコールの作成，

0. 99）
．両群間で有害事象に有意差は認められなかっ

人材の育成にコストがかかる可能性がある．

た（再挿管：RR 0. 79,

95%CI 0. 50 〜 1. 26, 院内死

亡：RR 1. 04, 95%CI 0. 88 〜 1. 23）
．

3

医師以外の医療従事者が行った場合のコストや害
は予測できない．特別な人工呼吸器を用いるのでな
ければ，利益の方が大きいと思われる．

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？

3-5．推奨のグレーディング
パネル会議において，プライマリアウトカムが死

ARDS の基準を満たす患者のみを対象としたラ

亡率ではなく，人工呼吸時間であることに疑問が呈

ンダム化比較試験が無いため，今回のクリニカルク

された．SR 委員より，人工呼吸器離脱の方法に対

エスチョンに最も近いと思われる人工呼吸器に依存

して期待する主なアウトカムは人工呼吸時間である

した重症患者（ICU 入室患者）を対象としたラン

ことが説明され，再度投票が行われた．その結果，

ダム化比較試験を用いた．そのため，
内科集中治療，

人工呼吸時間というアウトカムは「重大」なプライ

外科集中治療，神経集中治療などの多彩な患者が含

マリアウトカムとして承認された．推奨文について

まれており，ARDS 患者に本分析の結果を適応す

は， メ タ ア ナ リ シ ス の 結 果 を 踏 ま え て，
「成人

ることには慎重になる必要がある．また，患者の背

ARDS 患者に対し，プロトコール化された人工呼

景が多彩であることより，異質性が大きい（p=0. 01,

吸器離脱法を用いることを提案する」ことに全会一

2

I =55%）
（グレードダウン）
．さらに，デザインの

致で決定した．研究に用いられた離脱のプロトコー

性質上，全ての研究で盲検化がされていないため，

ルは，段階的に人工呼吸器による補助を低下させて

アウトカムに影響を及ぼした可能性を否定できず，

いくプロトコールと，定期的に自発呼吸試験を行う

バイアスのリスクは高い．以上より，エビデンスの

プロトコールの 2 つに大別され，さらに，プロトコー

全体的な確信性は「非常に低」とした．

ルによる離脱は医師，看護師，呼吸療法士などの医
療従事者がプロトコールに従って離脱する場合と，

3-2．利益と害のバランスはどうか？

人工呼吸器の自動離脱機能を用いる場合がある．パ
ネル会議ではこれらの方法別にサブグループ解析を

プロトコール導入によって患者への負担や合併症

行った後に再度推奨文を検討することが決定され

は増加しないため，
利益が害を上回ると考えられる．

た．サブグループ解析が行われた結果，決定された
推奨文の変更は行われなかった．

3-3．患者の価値観や好みはどうか？
プロトコール導入によって患者への負担や合併症
は増加しないため，患者の価値観や好みは考慮しな
くてよいと考える．

4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



ARDS 患者において，プロトコール化された人
工呼吸器離脱法を具体的に推奨する他の診療ガイド
ラインは存在しない．NIH-NHLBI ARDS Network
はホームページ上に Ventilator Protocol card を掲
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載しており（http://www.ardsnet.org/files/ventilator_
protocol_2008-07.pdf）
， そ の 中 に は SBT を 用 い て
の離脱プロトコールが組み込まれている．また本邦
では，日本集中治療医学会，日本呼吸療法医学会，

7 文献検索式と文献選択
2012 年 3 月までの文献は，先行する Cochrane の

日本クリティカルケア看護学会が 3 学会合同で「人

システマティックレビュー 1）にて同定された 17 件

工呼吸器離脱に関する 3 学会合同プロトコール」を

の研究を用いた．2012 年 4 月 1 日から 2015 年 6 月

発表している（http://www.jsicm.org/pdf/kokyuki_

30 日までの文献を「人工呼吸器離脱」，
「プロトコー

ridatsu1503b.pdf）
．その目的として，
“持続鎮静薬

ル 」 を キ ー ワ ー ド と し て PubMed, EMBASE,

の中断や安全な人工呼吸器からの早期離脱を推進す

Cochrane CENTRAL, および医中誌で検索したと

るためには，ベッドサイドでチーム内の情報共有を

ころ 1, 660 件の研究が同定され，スクリーニングの

行うための共通言語となる，簡便で利用しやすいプ

結果 12 件のランダム化比較試験を採用した．

ロトコールの存在が必須である”としている．

8 本 CQ で対象とした RCT 論文

5 治療のモニタリングと評価

Chaiwat 2010 4），Kollef 1997 5），Ely 1996 6），

呼吸・循環モニターに加え，患者の呼吸様式や表

Krishnan 20047），Marelich 20008），Namen 20019），

情などをモニターする．

6 今後の研究の可能性
ARDS 患者を対象とした研究が必要である．また，
離脱のプロトコールが適さないサブグループをさら
に明らかにしていく必要がある．
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Navalesi 200810），Piotto 201111），Roh 201212），Rose
200813），Simeone 200214），Stahl 200915）
採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア
ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf

9 エビデンス・プロファイル
CQ6：成人 ARDS 患者に対してプロトコール化された人工呼吸器離脱を行う群とプロトコール
化されていない人工呼吸器離脱を行う群の比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究

研究

バイアスの

デザイン

リスク

非一貫性

非直接性

不精確さ

深刻2

深刻

深刻でない

その他の

プロト

非プロト

相対

絶対

要因

コール化

コール化

（95% CI）

（95% CI）

なし

1054

1041

‐

数

質

要
度

人工呼吸器使用時間
ランダ
12

ム化比

平均21.51 時間少ない
深刻1

（38.45 時間少ない〜
4.56 時間少ない）

較試験

⨁◯◯◯

重

非常に低 1 2 3
極めて低

大

院内死亡

ランダ
7

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻

深刻でない

なし

較試験

203/788
(25.8%)

192/785

10 多い/1000

(24.5%)

（29 少ない〜56 多い）

17.0%

RR 1.04

7 多い/1000

⨁⨁⨁◯

重

（0.88〜1.23）

（20 少ない〜38 多い）

中3

大

13 多い/1000

33.0%

（40 少ない〜76 多い）

再挿管

ランダ
9

ム化比

深刻1

深刻でない

深刻

深刻でない

なし

較試験

66/712
(9.3%)

81/702

24 少ない/1000

(11.5%)

（30 多い〜58 少ない）

6.1%

RR 0.79

13 少ない/1000

⨁⨁◯◯

重

（0.50〜1.26）

（16 多い〜31 少ない）

低1 3

大

48 少ない/1000

23.0%

（60 多い〜115 少ない）

気管切開

ランダ
6

ム化比
較試験

深刻1

深刻でない

深刻

深刻でない

なし

56/641
(8.7%)

80/636

35 少ない/1000

(12.6%)

（60 少ない〜1 少ない）

7.2%

15.7%

RR 0.72

20 少ない/1000

⨁⨁◯◯

重

（0.52〜0.99）

（35 少ない〜1 少ない）

低 13

要

44 少ない/1000
（75 少ない〜2 少ない）

RR：相対リスク
1．研究の性質上，盲検化が不可能であり，アウトカムに影響した可能性を否定できない．
2．I2=55%, p=0.001．
3．対象患者が「人工呼吸器に依存している重症患者」であり，必ずしもARDS 患者のみではない．
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10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ6：成人 ARDS 患者において，プロトコール化された人工呼吸器離脱を行うべきか
集団：人工呼吸器使用中の重症成人患者
介入：プロトコール化された人工呼吸器離脱法
基準

問

その問題は優
先順位が高い
ですか？

題

より重篤な問
題や緊急性の
ある問題は，
より優先順位
が高くなる

全体的なエビ
デンスの確信
性はどれです
か？

判定
◯高い
●おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
------------◯一概には言えない

◯高
◯中
◯低
●非常に低
------------◯研究なし
●ばらつきは小さい
◯たぶんばらつきは
小さい
◯ばらつきは大きい
かどうか不明
◯たぶんばらつきは
大きい
◯ばらつきは大きい

予想される効
果は大きいで
すか？

◯大きい
●中程度
◯小さい
◯わずか
------------◯一概には言えない
◯わからない

その治療の利益と害

主要なアウト
カムに置く価
値の大きさ
は，人によっ
てばらつきま
すか？

◯わずか
●小さい
◯中程度
◯大きい
----------◯一概には言えない
◯わからない

予想される害
は小さいです
か？

集中治療室で人工呼吸器を必要としている患者が，人工呼吸器から離脱する過程は標準化されていな
い．その為，本来であれば人工呼吸器から離脱できているはずの患者に対し，不必要に人工呼吸器が
使用されている可能性がある．人工呼吸器離脱までの過程をプロトコール化することで，人工呼吸器使
用の不必要な遷延を防ぎ，人工呼吸器使用時間が短縮する可能性が示唆される

2, 3)

．ARDS 患者の多く

は長期の人工呼吸が必要であり，もしプロトコール化された人工呼吸器離脱法が有効であれば利すると
ころは大きいと考えられる．

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
エビデンスの確信性

アウトカム

相対的な重要性

人工呼吸器使用時間

重大

⨁◯◯◯

院内死亡

重大

⨁⨁⨁◯

再挿管

重大

⨁⨁◯◯

気管切開

重要

⨁⨁◯◯

(GRADE)

極めて低
非常に低

中

低

低

結果のまとめ
アウトカム

プロトコール化
されていない離脱

プロトコール化
された離脱

絶対差 (95% CI)

相対効果
(RR) (95% CI)

人工呼吸器
使用時間

平均 99.34 時間

平均 77.62 時間

平均 21.51 時間少ない
（38.45 時間少ない～
4.56 時間少ない）

-

245/1000

254/1000
(215〜301)

10 多い/1000
（29 少ない〜56 多い）

166/1000

173/1000
(146〜204)

7 多い/1000
（20 少ない〜38 多い）

331/1000

344/1000
(291〜407)

13 多い/1000
（40 少ない〜76 多い）

115/1000

91/1000
(58〜145)

24 少ない/1000
（30 多い〜58 少ない）

61/1000

48/1000
(31〜77)

13 少ない/1000
（16 多い〜31 少ない）

230/1000

182/1000
(115〜290)

48 少ない/1000
（60 多い〜115 少ない）

126/1000

91/1000
(65〜125)

35 少ない/1000
（60 少ない〜1 少ない）

72/1000

52/1000
(37〜71)

20 少ない/1000
（35 少ない〜1 少ない）

157/1000

113/1000
(82〜155)

44 少ない/1000
（75 少ない〜2 少ない）

院内死亡

再挿管

気管切開
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追加
事項

リサーチエビデンス

4

RR 1.04
(0.88～1.23)

RR 0.79
(0.50～1.26)

RR 0.72
(0.52～0.99)

資源利用

効果は害より
も大きいです
か？

◯効果は大きい
●たぶん効果は大き
い
◯わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
------------◯一概には言えない

コストやリソー
スなどの必要
とされる資源
は少ないです
か？

◯少ない
◯たぶん少ない
◯わからない
◯たぶん多くを必要
とする
◯多くを必要とする
------------●一概には言えない

要約：人工呼吸器からの離脱をプロトコール化した群は，プロトコール化していない群に比べて有意に
人工呼吸器使用時間が短く，気管切開に移行する率も低かった．

人工呼吸器離脱のための呼吸器設定の変更と抜管の基準をプロトコールに従って行うこと自体は特別
な資源を必要としない．呼吸器設定の変更をプロトコールに従って自動的に行うモードが組み込まれた
特別な人工呼吸器を用いるのであれば，必要とされる資源は大きい．

◯コストは利益よりも 医師以外の医療従事者が行った場合のコストや害は予測できない．特別な人工呼吸器を用いるので
小さい
なければ，利益の方が大きいと思われる．
増加するコスト ◯たぶんコストは利
益よりも小さい
は効果から害
●わからない
を引いた正味
◯たぶんコストは利
の利益に比べ
益よりも大きい
て小さいです
◯コストは利益よりも
か？
大きい
------------◯一概には言えない
医療上の不公
平への影響は

公平さ

どうでしょう
か？
健康格差を減
らす政策やプ
ログラムはよ

◯不公平になる
●たぶん不公平に
なる
◯わからない
◯たぶん公平になる
◯公平になる
------------◯一概には言えない

施設の状況により，離脱プロトコールの作成・教育が困難な場合がある．

◯受け入れられる
●たぶん受け入れら
れる
◯わからない
◯たぶん受け入れら
れない
◯受け入れられない
------------◯一概には言えない

患者にとっての負担や合併症が有意に増加せず，人工呼吸器につながれている時間を短縮できる

り優先される

受け入れ

その選択肢は
主要なステー
クホルダーに
受け入れられ
ますか？

実現可能性

◯可能
●たぶん可能
その選択肢を
◯わからない
とることは現実
◯たぶん困難
的に可能です
◯困難
か？
------------◯一概には言えない

可能性があるため，受け入れられると思われる．

人工呼吸器からの離脱をプロトコール化すること，さらにシステムとして確立することは実現可能であ
る．

参考論文
1.

Blackwood B, Burns KE, Cardwell CR, et al: Protocolized versus non-protocolized weaning for reducing the duration of
mechanical ventilation in critically ill adult patients. Cochrane Database Syst Rev 11: CD006904, 2014 PMID 25375085

2.

MacIntyre N: Discontinuing mechanical ventilatory support. Chest 132(3): 1049-1056, 2007 PMID 17873200

3.

MacIntyre NR, Cook DJ, Ely EW, Jr., et al: Evidence-based guidelines for weaning and discontinuing ventilatory support: a
collective task force facilitated by the American College of Chest Physicians; the American Association for Respiratory
Care; and the American College of Critical Care Medicine. Chest 120(6 Suppl): 375S-395S, 2001 PMID 11742959

4.

Chaiwat O, Sarima N, Niyompanitpattana K, et al: Protocol-directed vs. physician-directed weaning from ventilator in

5.

Kollef MH, Shapiro SD, Silver P, et al: A randomized, controlled trial of protocol-directed versus physician-directed

intra-abdominal surgical patients. J Med Assoc Thai 93(8): 930-936, 2010 PMID 20718169
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CQ7

成人ARDS患者において，
腹臥位管理を行うべきか
成人 ARDS 患者（特に中等症・重症例）において，腹臥位管理を施行すること

推 奨

を提案する
（GRADE 2C，推奨の強さ「弱い推奨」
/エビデンスの確信性「低」
）
付帯事項

実施には複数名の熟練したスタッフが必要である．十分なスタッフが確保できる時間
帯のみの短時間の腹臥位管理では，十分な効果が得られない可能性があり，実施に際
しては自施設の実情を確認する必要がある．

１

背景，この問題の優先度

の メ タ ア ナ リ シ ス に お い て， 腹 臥 位 管 理 は 成 人
ARDS 患 者 の 死 亡 を 有 意 に 減 少 さ せ た（RR

腹臥位管理は，病態生理学的には，呼吸メカニク

0. 77, 95%CI 0. 62 〜 0. 96）．中等症・重症 ARDS（P/

ス，酸素化，血行動態の改善，また，人工呼吸関連

F 比≦ 200）のみを対象とした 4 RCT での検討では

肺傷害の防止などの効果が期待され

1, 2）

，ARDS に

死亡は有意に減少し（RR 0. 71, 95%CI 0. 52 〜 0. 97）
，

対する治療として有効な可能性がある．しかしなが

腹臥位を長時間施行した（8 時間以上）6 RCT での

ら，過去に多くの RCT とそれらのメタ分析が行わ

検討では同様の傾向がみられたが有意差はなかった

れてきたが

3 ～ 7）

，結果は一貫しておらず，臨床的な

（RR 0. 77, 95%CI 0. 58 〜 1. 02）．また，気管チュー

効果については議論の余地がある．腹臥位管理は，

ブトラブルのような重大な合併症の有意な増加はみ

特別な設備を要さず実施可能な治療法であり，その

られなかったが，褥瘡は有意に増加した（気管チュー

有効性について検討することは優先度が高いと考え

ブトラブル :（RR 1. 29, 95%CI 0. 87 〜 1. 91），褥瘡 :
（RR 1. 36, 95%CI 1. 06 〜 1. 75））．

られる．

2

解

説

エビデンスの要約

3

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？

成人 ARDS 患者に対する腹臥位管理についての

メタアナリシスで対象とした論文はすべて RCT

システマティックレビューを行った．8 つの RCT

であった．死亡を扱った RCT は，研究内のバイア
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スのリスクは概して高くはなかったが，全体として

症を増加させることなく有意に死亡を減少させる効

結果に非一貫性がみられた．深刻な非直接性やデー

果があることから，コストや資源の負担よりも腹臥

タの不精確さはみられなかった．出版バイアスは評

位管理の正味の利益は大きいと考えられる．

価ができなかった．エビデンスの確信性は「中」と
した．ただし，中等症・重症のみを対象とした検討
ではサンプル数が少なく，長時間の腹臥位施行を対

3-5. 推奨のグレーディング

象とした検討では信頼区間が臨床決断閾値を超え，

パネル会議において，成人 ARDS 患者に対する

いずれも不精確さのためエビデンスの確信性は「低」

腹臥位管理は，重大な合併症を増加させることなく

とした．気管チューブトラブルを扱った RCT では，

死亡を減少させることから，実施することは好意的

研究内のバイアスのリスクの低いものばかりではな

に考えられた．パネリストの中には，死亡減少効果

く，データの不精確さもみられたため，エビデンス

を重視するならば，
「強い推奨」にした方が良いと

の確信性は
「低」
とした．褥瘡を検討した RCT では，

いう意見もあったが，エビデンスの確信性が低く，

研究内のバイアスのリスクは低く，深刻な非一貫性

また，実施には熟練を要し，現状では施設間での実

や非直接性はみられなかったが，サンプル数が少な

施率にも大きな違いがあることを考慮し，
「弱い推

くデータの不精確さのため，エビデンスの確信性は

奨」とすることで決定した．ただし，実施に熟練を

「中」とした．全アウトカムを通した全体的なエビ

要すことから，実施可能な施設だけに推奨するとい

デンスの確信性は「低」とした．

うことではなく，今後実施可能な施設が増えるよう
に，マンパワーの確保やスタッフの教育など，実施

3-2．利益と害のバランスはどうか？
腹臥位管理によって，褥瘡は有意に増加するが，

に向けた体制を整えていくことが重要であるという
ことが確認された．またサブ解析では長時間（8 時
間以上）腹臥位管理に限った検討では効果推定値は

気管チューブトラブルのような重大な合併症を有意

同等であったが，有意差はみられなかった．一方，

に増加させず死亡を減少させることから，利益は害

中等症・重症例（P/F 比≦ 200）に限った検討で

より大きいと考えられる．

は，効果はさらに大きく期待できることが示された．

3-3. 患者の価値観や好みはどうか？
腹臥位自体は一般的に誰もが取りうる体位である
が，治療目的に長時間の腹臥位を強いられることに
対しては拒否的な意見もあるかもしれない．

4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



スカンジナヴィアにおける成人 ARDS 診療ガイ
ドラインでは，腹臥位管理は，「弱い推奨」（エビデ
ンスの確信性：低）で，
我々の結果と一致している 8）．

3-4. 正味の利益とコストや資源のバランスは
どうか？

このガイドラインでは，1 日 12 時間以上の腹臥位
管理が実施された ARDS 患者のみが対象で，腹臥

腹臥位への体位変換には通常以上のマンパワーが

位管理により，28 日死亡（3 RCT のメタアナリシス：

必要である．マンパワーの負担を減らすための特殊

RR 0. 85, 95%CI 0. 73 〜 0. 99），90 日 死 亡（3 RCT

®

なベッド（RotoProne bed など）もあるが，コス

のメタアナリシス：RR 0. 86, 95%CI 0. 74 〜 0. 98）

トがかかる上に，本邦では認可されていない医療機

とも有意に減少した．なお，このガイドラインでは

器である．また，腹臥位管理中は通常以上に厳重な

気管チューブトラブルや褥瘡についての検討は行わ

モニタリングが必要となる．しかしながら，マンパ

れなかった．

ワーやコストの負担を考慮に入れても，重大な合併
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5 治療のモニタリングと評価

7 文献検索式と文献選択

刺激による血圧や心拍数の上昇，体液のシフトに

「ARDS」
「腹臥位」をキーワードとして PubMed,

よる血圧の低下，不整脈，肺胸郭のコンプライアン

EMBASE, Cochrane CENTRAL, および医中誌を検

スの低下に伴う換気量の変化や気道内圧の変化，気

索したところ，592 件の研究が同定され，スクリー

管チューブの閉塞や位置異常や予定外抜去，口腔内

ニングの結果 8 件のランダム化比較試験を採用し

分泌物の誤嚥，重要なチューブやライン類の屈曲や

た．

予定外抜去，眼球や外性器等の圧迫による損傷，褥
瘡，末梢神経障害，皮膚血流障害などをモニタリン
グする必要がある．

6

8 本 CQ で対象とした RCT 論文
Beuret 2002 9），Fernandez 2008 10），Gattinoni

今後の研究の可能性

200111），Guerin 200412），Guerin 201313），Mancebo
200614），Taccone 200915），Voggenreiter 200516）

短期死亡だけでなく長期死亡や機能予後について
の検討も必要である．
また，腹臥位管理の最適な対象（重症度）
，最適
な方法（1 回の持続時間や反復の有無など）につい
ての研究も必要である．
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採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア
ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf

9 エビデンス・プロファイル

9．エビデンス・プロファイル

CQ7：成人
ARDS
CQ7：成人
ARDS患者に対する腹臥位管理と仰臥位管理の比較
患者に対する腹臥位管理と仰臥位管理の比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアス

デザイン

のリスク

非一貫性

非直接性

不精確さ

その他
の要因

腹臥位

仰臥位

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１

深刻 1

深刻でない

深刻でない

深刻でない

なし

較試験

305/1113
(27.4%)

(13 少ない～125 少ない）

25.0%

RR 0.77

57 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

(0.62～0.96)

（10 少ない～95 少ない）

中1

大

ム化比

76 少ない/1000

(33.0%)

重

ランダ
8

349/1057

121 少ない/1000

52.6%

（21 少ない～200 少ない）

死亡（短期）（注１中等症・重症（注２

深刻 2

深刻でない

深刻でない

深刻 3

なし

較試験

131/502
(26.1%)

（11 少ない～176 少ない）

32.8%

RR 0.71

95 少ない/1000

⨁⨁◯◯

(0.52～0.97)

（10 少ない～157 少ない）

低23

大

ム化比

106 少ない/1000

(36.7%)

重

ランダ
4

177/482

153 少ない/1000

52.6%

（16 少ない～252 少ない）

死亡（短期）（注１長時間腹臥位（注３

深刻でない

深刻 4

深刻でない

深刻 5

なし

較試験

266/936
(28.4%)

（7 多い～143 少ない）

31.5%

RR 0.77

72 少ない/1000

⨁⨁◯◯

(0.58～1.02)

（6 多い～132 少ない）

低45

大

ム化比

78 少ない/1000

(34.0%)

重

ランダ
6

299/879

121 少ない/1000

52.6%

（11 多い～221 少ない）

気管チューブトラブル（計画外抜管，位置異常）

深刻 6

深刻でない

深刻でない

深刻 7

なし

較試験

69/675
(10.2%)

（10 少ない～71 多い）

4.6%

RR 1.29

13 多い/1000

⨁⨁◯◯

(0.87～1.91)

（6 少ない～42 多い）

低67

大

ム化比

23 多い/1000

(7.8%)

重

ランダ
6

51/653

29 多い/1000

9.9%

（13 少ない～90 多い）

褥瘡

ム化比
較試験

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 3

なし

74/173
(42.8%)

114 多い/1000
（19 多い～237 多い）

27.6%

RR 1.36

99 多い/1000

⨁⨁⨁◯

(1.06～1.75)

（17 多い～207 多い）

中3

63.2%

重 要

ランダ
2

54/171
(31.6%)

228 多い/1000
（38 多い～474 多い）

RR：相対リスク
1．I2=56%であり，中等度の異質性．
2．I2=62%であり，大きな異質性．
3．サンプルサイズが小さい．
4．I2=68%であり，大きな異質性．
5．サンプルサイズが小さく，RR の 95%信頼区間が臨床決断閾値を超える．
6．大きな weight を占める 2 つの論文で，当該アウトカムは当初の測定項目ではなかった．
7．サンプルサイズが小さく，RR の 95%信頼区間が広く臨床決断閾値を超える．
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10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ7：成人 ARDS 患者において，腹臥位管理を行うべきか
集団：成人 ARDS 患者
介入：腹臥位管理

10．Evidence-to-Decision テーブル
基準

判定

推奨判断基準の評価テーブル

リサーチエビデンス

追加
事項

問

◯高い
腹臥位管理は，病態生理学的には，呼吸メカニクス，酸素化，血行動態の改善，また，人工呼吸関連肺
その問題は優ARDS 患者において，腹臥位管理を行うべきか
CQ7：成人
●おそらく
傷害の防止などの効果が期待され 1, 2)，ARDS に対する治療として有効な可能性がある．しかしながら，
先順位が高い
高い
ですか？
過去に多くの RCT とそれらのメタ分析が行われてきたが，結果は一貫しておらず 3-7)，臨床的な効果につ
集団：成人
ARDS 患者
◯わからない
いては議論の余地がある．腹臥位管理は，特別な設備を要さず実施可能な治療法であり，その有効性に
◯おそらく
介入：腹臥位管理
より重篤な問
ついて検討することは優先度が高いと考えられる．
低い
題や緊急性の
追加
◯低い
基準
判定
リサーチエビデンス
ある問題は，
事項
------------------より優先順位
◯一概には言
◯高い
が高くなる
腹臥位管理は，病態生理学的には，呼吸メカニクス，酸素化，血行動態の改善，また，人工呼吸関連肺
その問題は優
えない
●おそらく
傷害の防止などの効果が期待され 1, 2)，ARDS に対する治療として有効な可能性がある．しかしながら，
先順位が高い
高い
関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
◯高
ですか？
過去に多くの
RCT とそれらのメタ分析が行われてきたが，結果は一貫しておらず 3-7)，臨床的な効果につ
全体的なエビ ◯わからない
◯中
アウトカム
相対的な重要性
エビデンスの確信性 (GRADE)
いては議論の余地がある．腹臥位管理は，特別な設備を要さず実施可能な治療法であり，その有効性に
より重篤な問
デンスの確信 ◯おそらく
●低
⨁⨁⨁◯
（注１
ついて検討することは優先度が高いと考えられる．
低い
死亡（短期）
重大
題や緊急性の
性はどれです ◯非常に低
中
◯低い
------------------ある問題は，
か？
⨁⨁◯◯
------------------死亡（短期）（注１，中等症・重症（注２
重大
より優先順位 ◯研究なし
低
◯一概には言
が高くなる
⨁⨁◯◯
えない
（注１
（注３
◯ばらつきは小
死亡（短期） ，長時間腹臥位
重大
低
さい
◯高
関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
気管チューブトラブル
⨁⨁◯◯
◯たぶんばらつ
重大
主要なアウト
全体的なエビ ◯中
アウトカム
相対的な重要性
エビデンスの確信性
(GRADE)
（計画外抜管，位置異常）
低
きは小さい
カムに置く価
デンスの確信
●低
⨁⨁⨁◯
⨁⨁◯◯
◯ばらつきは大
（注１
重大
死亡（短期）
値の大きさ
褥瘡
重要
性はどれです
◯非常に低
きいかどうか
中
は，人によっ
------------------か？
不明
⨁⨁◯◯
（注１
（注２
てばらつきま
重大
死亡（短期） ，中等症・重症
◯研究なし
●たぶんばらつ
結果のまとめ
低
すか？
きは大きい
⨁⨁◯◯ 相対効果 (RR)
（注１
（注３
◯ばらつきは小
アウトカム
仰臥位
腹臥位
絶対差
(95%
CI)
死亡（短期）
，長時間腹臥位
重大
◯ばらつきは小
(95% CI)
低
さい
さい
254/1000
76 少ない/1000
気管チューブトラブル
⨁⨁◯◯
◯たぶんばらつ
330/1000
重大
主要なアウト
(205～317)
（13少ない～125少ない）
（計画外抜管，位置異常）
低
きは小さい
◯大きい
カムに置く価
193/1000
57 少ない/1000
RR 0.77
⨁⨁◯◯
◯ばらつきは大
死亡（短期）（注１ 褥瘡250/1000
●中程度
値の大きさ
重要
(155～240)
（10少ない～95少ない）
（0.62～0.96）
中
きいかどうか
◯小さい
は，人によっ
予想される効
405/1000
121 少ない/1000
不明
◯わずか
526/1000
てばらつきま
果は大きいで ●たぶんばらつ
(326～505)
（21少ない～200少ない）
結果のまとめ
------------------すか？
すか？
きは大きい
261/1000
106 少ない/1000
相対効果 (RR)
◯一概には言
367/1000
アウトカム
仰臥位
腹臥位
絶対差 (95% CI)
◯ばらつきは小
(191～356)
（11少ない～176少ない）
(95% CI)
えない
（注１
さい
233/1000
95
死亡（短期）
RR 0.71
254/1000
76 少ない/1000
◯わからない
328/1000
330/1000
（注２
(171～318)
（10少ない～157少ない）
中等症・重症
（0.52～0.97）
(205～317)
（13少ない～125少ない）
◯大きい
373/1000
153
少ない/1000
◯わずか
193/1000
57 少ない/1000
RR 0.77
526/1000
250/1000
死亡（短期）（注１
●中程度
(274～510)
（16少ない～252少ない）
◯小さい
(155～240)
（10少ない～95少ない）
（0.62～0.96）
◯小さい
◯中程度
262/1000
78 少ない/1000
予想される効
405/1000
121
少ない/1000
予想される害 ◯わずか
340/1000
526/1000
◯大きい
(197～347)
（7多い～143少ない）
果は大きいで
(326～505)
（21少ない～200少ない）
は小さいです ------------------------------------死亡（短期）（注１
243/1000
72 少ない/1000
RR 0.77
すか？
261/1000
106
少ない/1000
か？
315/1000
◯一概には言
367/1000
●一概には言
(183～321)
（6多い～132少ない）
長時間腹臥位（注３
（0.58～1.02）
(191～356)
（11少ない～176少ない）
えない
えない
405/1000
121
少ない/1000
死亡（短期）（注１
233/1000
95 少ない/1000
RR 0.71
◯わからない
526/1000
328/1000
◯わからない
(305～537)
（11多い～221少ない）
中等症・重症（注２
(171～318)
（10少ない～157少ない）
（0.52～0.97）
101/1000
23 少ない/1000
多い/1000
373/1000
153
◯わずか
78/1000
◯効果は大きい
526/1000
(68～149)
（10少ない～71多い）
気管チューブ
(274～510)
（16少ない～252少ない）
◯小さい
●たぶん効果
59/1000
13少ない/1000
多い/1000
トラブル
RR 1.29
◯中程度
262/1000
78
は大きい
46/1000
予想される害
340/1000
(40～88)
（6少ない～42多い）
（計画外抜管，
（0.87～1.91）
◯大きい
(197～347)
（7多い～143少ない）
◯わからない
は小さいです
（注１
位置異常）
128/1000
29少ない/1000
多い/1000
------------------死亡（短期）
243/1000
72
RR 0.77
◯たぶん害は
99/1000
か？
315/1000
（注３
(86～189)
（13少ない～90多い）
●一概には言
長時間腹臥位
(183～321)
（6多い～132少ない）
（0.58～1.02）
効果は害より
大きい
えない
429/1000
114少ない/1000
多い/1000
405/1000
121
◯害は大きい
も大きいです
316/1000
526/1000
◯わからない
(335～553)
（19多い～237多い）
(305～537)
（11多い～221少ない）
------------------か？
375/1000
99
RR 1.36
101/1000
23 多い/1000
◯一概には言
褥瘡
276/1000
78/1000
◯効果は大きい
(293～483)
（17多い～207多い）
（1.06～1.75）
(68～149)
（10少ない～71多い）
気管チューブ
えない
●たぶん効果
860/1000
228
多い/1000
トラブル
59/1000
13 多い/1000
RR 1.29
632/1000
は大きい
46/1000
(670～1000)
（38
多い～474 多い）
（計画外抜管，
(40～88)
（6少ない～42多い）
（0.87～1.91）
◯わからない
位置異常）
128/1000
29 多い/1000
◯たぶん害は
99/1000
(86～189)
（13少ない～90多い）
効果は害より
大きい
429/1000
114 多い/1000
◯害は大きい
も大きいです
316/1000
(335～553)
（19多い～237多い）
------------------224 か？
375/1000
99 多い/1000
RR 1.36
◯一概には言
褥瘡
276/1000
(293～483)
（17多い～207多い）
（1.06～1.75）
えない
860/1000
228 多い/1000
632/1000
(670～1000)
（38 多い～474 多い）
題

問

題
その治療の利益と害

その治療の利益と害

要約：腹臥位管理は成人 ARDS 患者の死亡を有意に減少させた．腹臥位を長時間施行した（8 時間以
上）場合に限った検討でも同様の傾向がみられたが有意差はなかった．
中等症・重症 ARDS（P/F 比≦200）のみの検討ではより大きな効果がみられた．気管チューブト
ラブルのような重大な合併症の有意な増加はみられなかったが，褥瘡は有意に増加した．

死亡率の減少の有益性と比べると，コストやマンパワーの増加は許容範囲内と思われる．

増加するコス
トは効果から
害を引いた正
味の利益に比
べて小さいで
すか？

◯コストは利益
よりも小さい
●たぶんコスト
は利益よりも
小さい
◯わからない
◯たぶんコスト
は利益よりも
大きい
◯コストは利益
よりも大きい
------------------◯一概には言
えない
◯不公平になる
●たぶん不公
平になる
◯わからない
◯たぶん公平
になる
◯公平になる
------------------◯一概には言
えない

腹臥位自体は標準的な病院，とりわけ ARDS に対応できる集中治療を提供する施設であれば可能．

腹臥位自体は一般的に誰もが取りうる体位であるが，治療目的に長時間の腹臥位を強制することに対し

その選択肢は
主要なステー
クホルダーに
受け入れられ
ますか？

◯受け入れられる
●たぶん受け
入れられる
◯わからない
◯たぶん受け
入れられない
◯受け入れられ
ない
------------------◯一概には言
えない

体位変換時，また体位変換後のモニタリングに複数名のスタッフが確保できる限りにおいては実行可能

その選択肢を
とることは現
実的に可能で
すか？

◯可能
●たぶん可能
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
------------------◯一概には言
えない

資源利用

腹臥位に体位変換するためには通常以上のマンパワーが必要である．マンパワーの負担を減らすため，

コストやリソー
スなどの必要
とされる資源
は少ないです
か？

◯少ない
◯たぶん少ない
◯わからない
●たぶん多くを
必要とする
◯多くを必要と
する
------------------◯一概には言
えない

公平さ

医療上の不公
平への影響は
どうでしょう
か？
健康格差を減
らす政策やプ
ログラムはよ
り優先される

特殊なベッドがあるが，コストがかかる（例：最初の 10 日間は 1295 ドル/日，以後は 395 ドル/日）．なお，
日本では認可されていない機器である．また，腹臥位中は厳重なモニタリングが必要となる．

ただしマンパワーの多少により，安全性に差が生じる可能性は否定できない．
患者の体格や基礎疾患によって効果は一様でない可能性がある．

ては，拒否的な意見もあるかもしれない．

受け入れ
実現可能性

である．

注 1：10 日，28 日，60 日，90 日，ICU 死亡を短期死亡とした．
注 2：P/F 比 200 以下を中等症・重症とした．
注 3：8 時間/日以上の腹臥位管理を長時間とした．

参考論文
1.

Guerin C, Baboi L, Richard JC. Mechanisms of the effects of prone positioning in acute respiratory
distress syndrome. Intensive Care Med 40(11): 1634-42, 2014. PMID 25266133
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CQ8

成人ARDS患者において，
高頻度振動換気（HFO）を行うべきか

推 奨

成人 ARDS 患者において，高頻度振動換気（HFO）を行わないことを提案する
（GRADE 2C，推奨の強さ「弱い推奨」
/エビデンスの確信性「低」
）

付帯事項

本推奨はあくまで成人に対する HFO の適応に関するものである．成人に対する HFO
は一般的に浸透しているとは言えず，設定および合併症管理方法に長けていない施設
においては有害性が高い可能性があると考えられるが，設定および合併症管理に長け
ている施設においては合併症が少ない可能性があり，考慮に価するかもしれない．

１

背景，この問題の優先度

成人 ARDS 患者における人工呼吸管理方法はさ
まざまであるが，どのような方法でも人工呼吸装着
期間の延長や死亡率上昇をもたらす人工呼吸関連肺
1）

2

解

説

エビデンスの要約
システマティックレビューの結果 4 件の RCT が

傷害を予防することが重要である ．肺保護換気に

見つかった．HFO による人工呼吸管理によって，

よる呼吸管理が重要とされ死亡率低下を検証した研

死 亡 率（RR 1. 05，95% CI 0. 82 〜 1. 36） お よ び

2）

3）

究もなされているが ，依然として死亡率は高い ．

VFD（ 平 均 差 −0. 30 日 , 95% CI −1. 23 〜 0. 64）

HFO は一回換気量を制限し肺リクルートメントが

に統計学的有意差は認めなかった．圧損傷に関して

4）

可能な人工呼吸モードであり ，肺保護換気の一種

は統計学的有意差を認めないものの HFO により増

と考えられているが成人診療では一般的な人工呼吸

加 す る 傾 向 を 示 し た（RR 1. 21, 95% CI 0. 83 〜

5）

管理方法ではないため ，その有効性と安全性を検
証する必要があるが，現段階では先の理由により優
先順位はおそらく低いと考えられる．

1. 76）．

3

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？
人工呼吸器設定による目標値を比較する研究は，
患者および医療担当者の盲検化を行うことはでき

228

ず，
今回取り上げた 4 つの RCT も同様である．また，

分コストは高いと判断される．

ITT 解析ではあるがクロスオーバー試験が 1 つ，
患者フローダイアグラムの記載がない研究が 1 つ，
選択基準に該当しているが，理由が明記されず除外
されている，患者数が半数以上である研究が 2 つ，

3-5．推奨のグレーディング
パネル会議前の投票では全員一致して実施しない

と選択バイアスが大いに疑われる研究が多く，結果

ことを提案する（弱い推奨）を支持していたが，パ

としてバイアスのリスクが高いと判断せざるを得な

ネル会議での話し合いで，HFO による成人 ARDS

2

か っ た． 非 一 貫 性 に つ い て は 死 亡 で I 統 計 値 が

患者の人工呼吸管理は通常の呼吸管理方法に比べて

69% と高かった．非直接性は他の要因と比較した

死亡率改善・VFD 延長には寄与せず，むしろ圧外

ときにグレードダウンする程ではなかった．不精確

傷のリスクが懸念されること，さらに専用人工呼吸

さについては，症例数は十分であったが，95% 信

器導入に伴うコスト増大も懸念されることなどが指

頼区間が広かった．出版バイアスは評価不能であっ

摘されたため再度投票を行った．その結果，実施し

た．以上より，各アウトカムのエビデンスの質は，

ないことを推奨する（強い推奨）が 4 人，実施しな

死亡が「非常に低」
，VFD は「低」，圧損傷が「非

いことを提案する（弱い推奨）8 人であったため，
「実

常に低」
となり，
全体的なエビデンスの確信性は「低」

施しないことを提案する（弱い推奨）
」という結論

と判断された．

に至った．

3-2．利益と害のバランスはどうか？
HFO を施行するためには専用の人工呼吸器が必

4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



要であり，新たに導入を検討する施設にとってはコ

2014 年に報告された Scandinavian clinical practice

スト増加となる．システマティックレビューの結果

guideline では 6），2013 年の Sud らの Cochrane Database

からコスト増加に見合う利益は小さいと考えられ

Syst Rev を引用し 7），
「HFO を行わないことを強く

る．しかし専用の人工呼吸器を所有している施設で

推奨する」としている．

は新たなコスト増大はないと考えられる．HFO に
よる圧損傷については増加傾向にあるものの有意差
はなく介入による弊害性は高くないと判定した．

5 治療のモニタリングと評価
人工呼吸管理上のモード変更であり，人工呼吸管

3-3．患者の価値観や好みはどうか？

理の目的である酸素化，換気，呼吸仕事量に関する
モニタリングが必要である．また，HFO では分時

HFO は一般的な人工呼吸管理方法ではなく，かつ

換気量・ETCO2・呼吸音などによる換気評価が不

限られた施設でしか施行できない．また，多くの場

可能なので，経皮二酸化炭素モニター等の代替によ

合において深い鎮静が必要となることもあり，患者

る評価が必要となる．

受け入れにおいてはばらつきが大きいと思われる．

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？

6 今後の研究の可能性
Young 2013, Ferguson 2013 で は P/F 比 ≦ 200

システマティックレビューの結果から，HFO 導

を導入基準としたため，中等度 ARDS が対象に含

入による患者への利益は多くない．その上，コスト

まれ通常の肺保護換気戦略で十分対応可能で

を考慮すれば，すでに導入している施設以外では増

HFOV の有用性が示されなかった可能性がある．
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通常の肺保護換気戦略で改善しない重症の酸素化障

採用した．

害に対する，レスキュー治療としての位置づけを評

8 本 CQ で対象とした RCT 論文

価する必要性がある．

7 文献検索式と文献選択

Derdak 20028），Bollen 20059），Young 201310），
Ferguson 201311）

「ARDS」
，
「HFO」
，
「RCT」をキーワードとして
PubMed, EMBASE, Cochrane CENTRAL, および

採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア

医中誌で検索したところ 304 件の研究が同定され，

ブストラクトテーブル等）を参照されたい．

スクリーニングの結果 4 件のランダム化比較試験を

http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf

9 エビデンス・プロファイル

9．エビデンス・プロファイル

CQ8：成人
ARDS患者に対する高頻度振動換気（HFO）と通常の人工呼吸管理
患者に対する高頻度振動換気（HFO）と通常の人工呼吸管理
(CMV) の比較
CQ8：成人 ARDS
(CMV)の比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアス

デザイン

のリスク

非一貫性

非直接性

不精確さ

その他

高頻度振動

の要因

換気（HFO）

通常の人工
呼吸管理
(CMV)

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１

ランダ
4

ム化比

深刻 1

深刻 2

深刻でない

深刻 3

なし

較試験

339/785
(43.2%)

305/767

20 多い/1000

(39.8%)

(72 少ない~143 多い)

35.2%

RR 1.05

18 多い/1000

(0.82~1.36)

(63 少ない~127 多い)

⨁◯◯◯
非常に低
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重
大

21 多い/1000

41.2%

(74 少ない~148 多い)

VFD（注２

ランダ
2

ム化比

深刻 1

深刻でない

深刻でない

深刻 3

なし

673

670

‐

平均 0.3 日少ない
(0.64 日多い~1.23 日
少ない)

較試験

⨁⨁◯◯

重

低13

大

圧損傷

ランダ
3

ム化比
較試験

深刻 1

深刻でない

深刻でない

非常に
深刻

34

なし

54/387
(14.0%)

44/370

25 多い/1000

(11.9%)

(20 少ない~90 多い)

4.2%

12.5%

RR：相対リスク
1．盲検化されていない．
2．I2 統計量が 69%と異質性が高い．
3．95% CI が広く，臨床決断の閾値をまたぐ．
4．サンプルサイズが小さい．
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RR 1.21

9 多い/1000

(0.83~1.76)

(7 少ない~32 多い)
26 多い/1000
(21 少ない~95 多い)

⨁◯◯◯
非常に低

134

重
大

10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ8：成人 ARDS 患者において，高頻度振動換気（HFO）を行うべきか
集団：人工呼吸管理が必要な成人 ARDS 患者
介入：高頻度振動換気（HFO）
基準

問

その問題は優
先順位が高い
ですか？

題

より重篤な問
題や緊急性の
ある問題は，よ
り優先順位が
高くなる

全体的なエビ
デンスの確信
性はどれです
か？

判定
◯高い
◯おそらく高い
◯わからない
●おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

追加事項

成人 ARDS 患者における人工呼吸管理方法は様々であるが，どのような方法でも人
工呼吸装着期間の延長や死亡率上昇をもたらす人工呼吸関連肺障害を予防すること
1)

が重要である ．肺保護換気による呼吸管理が重要とされ，死亡率低下を検証した研
2)

3)

究 もなされているが，依然として死亡率は高い ．HFO は一回換気量を制限し肺リク
4)

ルートメントが可能な人工呼吸モードであり ，肺保護換気の一種と考えられているが
5)

成人診療では一般的な人工呼吸管理方法ではないため ，その有効性と安全性を検
証する必要があるが，現段階では先の理由により優先順位はおそらく低いと考えられ
る．

◯高
◯中
◯低
●非常に低
-----------------◯研究なし

その治療の利益と害

主要なアウトカ
ムに置く価値
の大きさは，人
によってばらつ
きますか？

◯ばらつきは大きい
●ばらつきは大きい
と思われる
◯ばらつきは小さい
と思われる
◯ばらつきは小さい
◯ばらつきは大きい
かどうか不明

予想される効
果は大きいで
すか？

◯大きい
◯中程度
●小さい
◯わずか
-----------------◯一概には言えない
◯わからない

予想される害
は小さいです
か？

◯わずか
◯小さい
●中程度
◯大きい
-----------------◯一概には言えない
◯わからない
◯効果は大きい
◯たぶん効果は大きい
◯わからない
●たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------◯一概には言えない

効果は害より
も大きいです
か？

リサーチエビデンス

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
アウトカム

相対的な重要性

エビデンスの信頼性
(GRADE)

（注１
死亡（短期）

重大

⨁◯◯◯

VFD（注２

重大

⨁⨁◯◯

圧損傷

重大

⨁◯◯◯

非常に低

低

非常に低

結果のまとめ
アウトカム

死亡
（注１
（短期）

VFD（注２

圧損傷

対照

HFO

絶対差 (95% CI)

398/1000

418/1000
(326〜541)

20 多い/1000
(72 少ない〜143 多い)

352/1000

370/1000
(289〜479)

18 多い/1000
(63 少ない〜127 多い)

412/1000

433/1000
(338〜560)

21 多い/1000
(74 少ない〜148 多い)

平均
17.6 日

平均
17.3 日

平均 0.3 日少ない
(0.64 日多い〜
1.23 日少ない)

119/1000

144/1000
(99〜209)

25 多い/1000
(20 少ない〜90 多い)

42/1000

51/1000
(35〜74)

9 多い/1000
(7 少ない〜32 多い)

125/1000

151/1000
(104〜220)

26 多い/1000
(21 少ない〜95 多い)

相対効果
(RR)
(95% CI)

RR 1.05
(0.82~1.36)

‐

RR 1.21
(0.83~1.76)

要約：HFO による人工呼吸管理により，死亡（RR 1.05, 95%CI 0.82〜1.36）と VFD に
統計学的有意差は認めなかった．また圧損傷に関しては統計学的有意差を
認めなかったものの HFO により増加する傾向を示した（RR 1.21, 95%CI 0.83〜
1.76）．

4
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資源利用

◯少ない
◯たぶん少ない
コストやリソー
◯わからない
スなどの必要
◯たぶん多くを必要
とされる資源は
とする
少ないです
●多くを必要とする
か？
-----------------◯一概には言えない

増加するコスト
は効果から害
を引いた正味
の利益に比べ
て小さいです
か？

公平さ

医療上の不公
平への影響は
どうでしょう
か？
健康格差を減
らす政策やプ
ログラムはより
優先される

HFO を施行するためには専用の人工呼吸器（1 台に付きおよそ 1 千万円程度）
が必要であり，すでに施設に導入している場合の追加コストはないが，成人に対
する HFO は本邦では一般的ではないため，施設に導入しているところはそうは
多くないと考えられる．よって，導入のためのコストは高いと判断される．

◯コストは利益よりも システマティックレビューの結果から，HFO 導入による患者への利益は多くない．その
小さい
上，コストを考慮すれば，すでに導入している施設以外では増分コストは高いと判断さ
◯たぶんコストは
れる．
利益よりも小さい
◯わからない
●たぶんコストは
利益よりも大きい
◯コストは利益よりも
大きい
-----------------◯一概には言えない
◯不公平になる
HFO 専用の人工呼吸器を導入できる施設かどうかで不公平が生じる可能性がある．
●たぶん不公平になる
◯わからない
◯たぶん公平になる
◯公平になる
-----------------◯一概には言えない

受け入れ
実現可能性

その選択肢は
主要なステー
クホルダーに
受け入れられ
ますか？

◯受け入れられる
◯たぶん受け入れら
れる
◯わからない
●たぶん受け入れら
れない
◯受け入れられない
-----------------◯一概には言えない

その選択肢を
とることは現実
的に可能です
か？

◯可能
本 CQ の介入は人工呼吸モードであり，患者への適応は実現可能であるが，HFO を
◯たぶん可能
施行するためには高額な専用の人工呼吸器が必要となる．
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------●一概には言えない

高額な HFO 専用の人工呼吸器を導入しなければならない施設では，明らかな有益性
が示されない限り，施設側の受け入れは困難が予想され，かつ，適切な使用方法を
各部署へ教育することにおいても労力を要し，総合的に受け入れが困難であることが
予想される．

注 1：死亡は研究期間終了時．
注 2：28 日間のうち人工呼吸器に依存していない日数．ただし対象患者が 28 日以内に死亡した場合はゼロとする．

参考論文
1.

Esteban A, Ferguson ND, Meade MO, et al. Evolution of mechanical ventilation in response to clinical
research. Am J Respir Crit Care Med 177(2): 170-7, 2008. PMID 17962636

2.

ARDS Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung
injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N
Engl J Med 342(18): 1301-8, 2000. PMID 10793162

3.

Phua J, Badia JR, Adhikari NK, et al. Has mortality from acute respiratory distress syndrome decreased over
time?: A systematic review. Am J Respir Crit Care Med 179(3): 220-7, 2009. PMID 19011152

4.

Rimensberger PC. ICU cornerstone: high frequency ventilation is here to stay. Crit Care 7(5): 342-4, 2003.
PMID 12974963

5.

Ferguson ND, Slutsky AS. Point: High-frequency ventilation is the optimal physiological approach to ventilate

232

5

���������������������
����������������
�������������������������
����������������������
����������������������
���������������������

��������

���������������������

HFOd  kK.IB@d
)X
bc  %*#?h %*#?h m M-H, Random, 95%CI
W-aS
HFOd  kK.IB@d
)X
W-aS
bc  %*#?h
%*#?h m M-H, Random, 95%CI
HFOd  kK.IB@d
)X
bc  %*#?h %*#?h m M-H, Random, 95%CI

����������������������

CQ08-06 Forest plot

�� ����
����������������������

CQ08-06 Forest plot

W-aS

����������������� �������

フォレストプロット

����������������

11

���������������������

CQ08-04Risk of bias summary, CQ

����������

)X
バイアスのリスク
CQ08-06 Forest plot A B C D E F G
M-H, Random, 95%CI
)X
M-H, Random, 95%CI
)X
M-H, Random, 95%CI

CQ08-04Risk of bias summary, CQ08-



HFOd  kK.IB@d
%*#?h %*#?h m

)X
M-H, Random, 95%CI

kK.IB@d

HFOd  kK.IB@d
)X
bc  %*#?h
%*#?h m M-H,)X
Random, 95%CI
HFOd  kK.IB@d
bc  %*#?h
%*#?h m M-H, Random, 95%CI
?ck l
?hp

q

?h%*#
^jM q
?hp
81<TUG
?hp
q
?h%*#

81<TUG

7

)X
M-H,)X
Random, 95%CI

M-H, Random, 95%CI

HFOd

7

HFOd 7
HFOd 7

fH%)A@kA@&!l

.B8%)$-"kW4SD&!l

%)d6_(!, kO9&!l

���

Z[>

1&!

���������������������

����������������������

����������

���������������������
バイアスのリスク
����������������

����������������������
����������������������

I\^
7
7

kK.IB@d 7
kK.IB@d 7

A:ランダム割り付け順番の生成（選択バイアス）
B: 割り付けの隠蔽化（選択バイアス）
C: 研究参加者と治療提供者のマスキング（施行バイアス）
D: アウトカム評価者のマスキング（検出バイアス）
E: 不完全なアウトカムデータ（症例減少バイアス）
F: 選択されたアウトカムの報告（報告バイアス）
G: その他のバイアス）

■ 文

���������������������

A B �������������������������
C D E F G

A B C D E F G

NPPV^
7
kK.IB@d

バイアスのリスク

Z[>;_RXK5_(!, kLb&!l

7

+!Q
M-H, Random,
HFOd
7 95%CI

7
HFOd
)X
M-H, Random, 95%CI

?c',%
VeE
83<NOC

^jM
?h%*#
81<TUG
^jM

HFOd

����������������������

CQ08-04Risk of bias summary, CQ0

:2ia=kfH&!l

+!Q
',%?c ',%?c h M-H,
Random, 95%CI 7
kK.IB@d

����������������������

*,#):2jUTFkfH&!l
��������

Z[

7

I\^

����������������

��������

bc

CQ6
CQ6

kK.IB@d

NPPV^

81<TUG
CQ6

CQ02-06 Forest plot

I\

���������������������

^jM
?hp q
81<TUG
^jM

バイアスのリスク


���������������������

�������������������������

A B C D E F G
����������������������

?hp q
^jM
P0YMNPPV
81<TUG
?hp q

)X
M-H, Random, 95%CI
)X
M-H, Random, 95%CI

����������������������

)X
bc LD V[5J?hLD V[5J?hm M-H, Random, 95%CI
VFD
HFOd  kK.IB@d
)X
VFD
HFOd
 kK.IB@d
bc LD
V[5J?hLD
V[5J?hm M-H, Random, 95%CI
)X
bc LD V[5J?hLD V[5J?hm M-H, Random, 95%CI

kK.IB@d 7
HFOd 7
)X
kK.IB@d 7
HFOd 7
M-H, Random, 95%CI

����������������������

kK.IB@d

7

����������������� �������



kK.IB@d

����������������

HFOd

7

����������������

^jM
?h%*#
81<TUG
^jM
81<TUG

VFD

HFOd

���������������������

?h%*#
?hp
^jM q
81<TUG
?h%*#
?hp
q

���������������������

q

����������������� �������

VFD

?hp

献

1）Esteban A, Ferguson ND, Meade MO, et al：Evolution of mechanical ventilation in response to clinical
research. Am J Respir Crit Care Med 177(2)：170-177, 2008, PMID 17962636
2）ARDS Network：Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for
acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory Distress
Syndrome Network. N Engl J Med 342(18)：1301-1308, 2000, PMID 10793162
3）Phua J, Badia JR, Adhikari NK, et al：Has mortality from acute respiratory distress syndrome
decreased over time?：A systematic review. Am J Respir Crit Care Med 179(3)：220-227, 2009, PMID
19011152
4）Rimensberger PC：ICU cornerstone：high frequency ventilation is here to stay. Crit Care 7(5)：342344, 2003, PMID 12974963
5）Ferguson ND, Slutsky AS：Point：High-frequency ventilation is the optimal physiological approach to
ventilate ARDS patients. J Appl Physiol (1985) 104(4)：1230-1231, 2008, PMID 18048584

233

���������������������
����������

6）Claesson J, Freundlich M, Gunnarsson I, et al：Scandinavian clinical practice guideline on mechanical
ventilation in adults with the acute respiratory distress syndrome. Acta Anaesthesiol Scand 59(3)：286297, 2015, PMID 25524779
7）Sud S, Sud M, Friedrich JO, et al：High-frequency ventilation versus conventional ventilation for
treatment of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Rev
2：CD004085, 2013, PMID 23450549
8）Derdak S, Mehta S, Stewart TE, et al：High-frequency oscillatory ventilation for acute respiratory
distress syndrome in adults：a randomized, controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 166(6)：801808, 2002, PMID 12231488
9）Bollen CW, van Well GT, Sherry T, et al：High frequency oscillatory ventilation compared with
conventional mechanical ventilation in adult respiratory distress syndrome：a randomized controlled
trial [ISRCTN24242669]. Crit Care 9(4)：R430-439, 2005, PMID 16137357
10）Young D, Lamb SE, Shah S, et al：High-frequency oscillation for acute respiratory distress syndrome.
N Engl J Med 368(9)：806-813, 2013, PMID 23339638
11）Ferguson ND, Cook DJ, Guyatt GH, et al：High-frequency oscillation in early acute respiratory distress
syndrome. N Engl J Med 368(9)：795-805, 2013, PMID 23339639

234

CQ9

成人ARDS患者において人工呼吸を
実施する際，筋弛緩薬を使用するべきか
推 奨

成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，限定的に筋弛緩薬の使用を提
案する
（GRADE 2B，推奨の強さ「弱い推奨」
/エビデンスの確信性「中」
）

付帯事項

日常的に使用することを避ける．中等症以上の ARDS 患者（PEEP ≧ 5cmH2O で P/F
比≦ 200）で，発症早期に投与期間を 48 時間以内に限定して使用すべきである．本
邦で使用できる筋弛緩薬では ICU 関連筋力低下のリスクが増す可能性がある．特にス
テロイドとの併用には留意すべきである 1 ～ 3）．
一般的に，筋弛緩薬は作用機序により脱分極性と非脱分極性に大別されるが，脱分極
性筋弛緩薬は，筋肉痛，高カリウム血症，脳圧上昇などの副作用が多いことから，非
脱分極性筋弛緩薬が使用されることが多い．さらに，非脱分極性筋弛緩薬は化学構造
によりアミノステロイド系（ロクロニウム，ベクロニウム，パンクロニウム）とベン
ジルイソキノリン系（アトラクリウム，シスアトラクリウム，ミバクリウム）に分類
される．推奨の根拠となる RCT で用いていたシスアトラクリウムは本邦では販売され
ていないため使用できない．代替薬としては，
ロクロニウム，
ベクロニウムがあげられる．
ただし，シスアトラクリウムを含むベンジルイソキノリン系は，肝・腎機能の影響を受
けないのに対し，ロクロニウム，ベクロニウムを含むアミノステロイド系は肝・腎障害
で代謝が遷延することや，アミノステロイド系筋弛緩薬による筋萎縮作用に注意する．
パネリストから本邦で使用できる筋弛緩薬を日常的に投与することは，ICU 関連筋力
低下の懸念が強く，弱い推奨もすべきでないという意見が出されたが，最終的に限定
的に使用するようにコメントを付加することで「弱い推奨」とした．

１

背景，この問題の優先度

ぐ利点が示唆されている 4）．しかし一方で，自発呼
吸に伴う肺胞領域への過剰なストレスは，肺胞上皮

ARDS では，自発呼吸を温存した治療を行うこ

の安定性を保つ上で有害に働き，ARDS の予後改

とで，換気血流不均等・ICU 関連筋力低下等を防

善に悪影響を与える可能性も示唆されている 5）．自
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発呼吸を温存すべきか，筋弛緩薬を用いて自発呼吸

発 生 数 は， 死 亡（ICU 内 ）38%（163 名 /431 名 ）
，

を減少・消失させるべきかは，ARDS の予後改善

死亡（28 日）31%（123 名 /395 名）とほぼ最適情

において正反対に作用する可能性があるため，この

報量を満たしており，効果推定値へ与える不精確さ

問題の優先度はおそらく高い．

は低いと考えられた．しかし，メタアナリシスに組

2

み込まれた RCT はいずれも同一グループからの報

解

説

エビデンスの要約
システマティックレビューの結果，これまでに，
フランスを中心とした研究グループから 3 件の

告であり，Papazian 2000 のみが他の 2 件の RCT
に比べ極端に登録症例数が多く，全体の結果を大き
く牽引していた．圧損傷，ICU 関連筋力低下につ
いては，2 件の RCT で発生数が著しく少ないか未
評価であるため，ほぼ，Papazian 2000 単独と同様
の結果となっている．

RCT が発表されており，その中で ARDS 治療にお
ける筋弛緩薬の有用性が評価されていた．対象はい
ず れ も，PEEP 5cmH2O 以 上 の 条 件 下 で P/F 比

3-2．利益と害のバランスはどうか？

200 以 下 の，Berlin 定 義 に お け る 中 等 症 以 上 の

利益にはある程度の確信が期待され，明らかな合

ARDS 患者であり，筋弛緩薬は発症から 48 時間に

併症もないため，多くの患者は筋弛緩薬による治療

限定して使用された．3 件の RCT のメタアナリシ

を受け入れるであろう．ただし，RCT で使用され

ス（患者 431 名）の結果では，死亡（ICU 内），死

た薬剤が本邦では販売されていない薬剤である点に

亡（28 日）
，圧損傷において，いずれも筋弛緩薬を

留意を要する．

使用した方が有用性が高いという結果が得られた
（ 死 亡（ICU 内 ）
：RR 0. 70，95%CI 0. 55 ～ 0. 89；
死亡（28 日）
：RR 0. 68，95%CI 0. 50 ～ 0. 91；圧損

3-3．患者の価値観や好みはどうか？

傷：RR 0. 43，95%CI 0. 20 ～ 0. 90）
．合併症として

推奨内容「成人 ARDS の治療において，限定的

懸念される筋弛緩薬使用に伴う筋傷害については統

に筋弛緩薬の使用を提案する」は，パネル会議にお

計学的有意差を認めなかった．

いて患者代表を含む全会一致で決定したものであ

3

り，患者の嗜好に大きな偏りはないと考えられる．

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？
3 つの RCT はほぼ一貫して死亡改善効果を示し

ただし，付帯事項の項にも記載したとおり，エビデ
ンスの根拠となっている論文に使用された筋弛緩薬
は，本邦で一般的に使用されている筋弛緩薬と異な
る薬剤であるため，患者の価値観や好みにばらつき
が生じる可能性はある．

ており，メタアナリシスの結果，統計学的有意差が
認められた（いずれのアウトカムも I2=0%）
．薬剤
の特性上完全には盲検化試験が行えなかったが，い

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？

ずれの研究もそれ以外に大きな問題はなく，バイア

システマティックレビューでは，筋弛緩薬の使用

スのリスクは低かった．研究の対象集団・アウトカ

は，死亡（ICU 内）
，死亡（28 日）
，圧損傷のリス

ム測定に大きな問題はない．しかし，3 つの RCT

クを低下させたが，ICU 関連筋力低下には影響を

で使用されていた筋弛緩薬（シスアトラクリウム）

与えなかった．入手・使用は容易な薬剤であり，必

は，本邦では使用できない薬剤であるため，研究の

要機材も僅かである．得られる正味の利益は，コス

非直接性が高かった（グレードダウン）
．イベント

トを上回ると考える．ただし，RCT で使用された
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薬剤が本邦では販売されていない薬剤である点に留

Bispectral Index, 二波長指数）などを用いて，適切

意を要する．

な筋弛緩強度が得られているかを確認する．

3-5．推奨のグレーディング
本薬剤は死亡（ICU 内）
，死亡（28 日）
，圧損傷

6 今後の研究の可能性

のリスクを低下させたが，ICU 関連筋力低下には

Berlin 定義に基づく軽症 ARDS における筋弛緩

影響を与えなかった．このためパネル会議では「使

薬の有用性評価については，新たな臨床試験を要す

用することを推奨する」
という推奨文が提案された．

る．また，本邦で使用されている薬剤（ベクロニウ

しかし，本邦でおもに使用されている筋弛緩薬は，

ム，パンクロニウム，ロクロニウム）の安全性・有

ステロイド環を有するアミノステロイド系筋弛緩薬

効性評価のためにも，新たな臨床試験を要する．

であり，長期使用により筋萎縮を惹起する危険性が
ある．さらに，ステロイドと併用することで，筋萎
縮の出現はさらに高度となりうる．この危険性を回

7 文献検索式と文献選択

避するため，日常的に使用することを避ける，発症

「neuromuscular blockade」「neuromuscular

早期に 48 時間限定で使用する，ステロイドの併用

b l o c k i n g a g e n t s 」「 m u s c l e r e l a x a n t s 」

に注意を要する，というコメントを追記した上で，
「限定的に筋弛緩薬の使用を提案する」という推奨
文が提案され，全会一致で最終決定された．

「 n e u r o m u s c u l a r b l o c k e 」「 n e u r o m u s c u l a r
blockade」
「neuromuscular blocking agent」
「muscle
relaxant」「paralytics」「respiratory paralysis」
「vecuronium」「pancuronium」「rocuronium」

関連する他の診療ガイドラ

インの記載

「atracurium」「cisatracurium」「succinylcholine」

スカンジナビアの成人 ARDS における人工呼吸

「norcuron」「zemuron」「pavulo」「tubocurarine」

4

6）

管理ガイドライン（2015 年） ，日本版敗血症診療
7）

ガイドライン（2012 年） には，筋弛緩薬に関す
8）

「curare」
「rapacuronium」
「mivacurium」
「mivacron」
「tracrium」「doxacurium」「nuromax」「nimbex」
「gallamine」
「flaxedil」
「pipecuronium」
「alcuronium」
「toxiferine」「suxamethonium」「raplon」「jexin」

る記載がない．SSCG 2012 では，PaO2/FIO2 <150

をキーワードとして PubMed, EMBASE, Cochrane

の敗血症関連早期 ARDS 患者において，48 時間以

CENTRAL, および医中誌で検索したところ 1, 692

内 の 筋 弛 緩 薬 使 用 を 弱 く 推 奨 し て い る（Grade

件の研究が同定され，スクリーニングの結果 3 件の

2C）．システマティックレビューに使用されている

ランダム化比較試験を採用した．

論 文 は， 本 ガ イ ド ラ イ ン の シ ス テ マ テ ィ ッ ク レ
ビューで用いたものと同じ 3 文献であり，
解析結果・
推奨度に大きな相違はない．

5 治療のモニタリングと評価
筋弛緩薬使用開始後は，呼吸・循環モニター，筋
弛 緩 モ ニ タ ー（ 四 連 反 応 比 刺 激，Train-of-four
®

（TOF）stimulation）
， 鎮 静 モ ニ タ ー（BIS ;

8 本 CQ で対象とした RCT 論文
Forel 2006 9）， Gainnier M 2004 10）， Papazian
201011）
採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア
ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf
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9 エビデンス・プロファイル
CQ9：成人 ARDS 患者に対する筋弛緩薬とプラセボの比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の

筋弛緩薬

プラセボ

要因

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

度

死亡（ICU 内）

ランダ
3

ム化比

深刻でない 1

深刻でない

深刻 2

深刻でない

なし

較試験

70/223
(31.4%)

93/208

134 少ない/1000

(44.7%)

( 49 少ない〜201 少ない)

31.3%

RR 0.70

94 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

(0.55〜0.89)

( 34 少ない〜141 少ない)

中12

117 少ない/1000

38.9%

( 43 少ない〜175 少ない)

死亡（28 日）

ランダ
2

ム化比

深刻でない 1

深刻でない

深刻 2

深刻でない

なし

較試験

52/205
(25.4%)

71/190

120 少ない/1000

(37.4%)

( 34 少ない〜187 少ない)

25.4%

RR 0.68

81 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

(0.50〜0.91)

( 23 少ない〜127 少ない)

中12

102 少ない/1000

32.0%

( 29 少ない〜160 少ない)

圧損傷
60 少ない/1000

20/190
ランダ
2

ム化比

深刻でない 1

深刻でない

深刻 2

深刻でない

なし

較試験

9/205
(4.4%)

(10.5%)
3.3%

RR 0.43

( 11 少ない〜84 少ない)

⨁⨁⨁◯

(0.20〜0.90)

19 少ない/1000

中12

( 3 少ない〜26 少ない)

ICU 関連筋力低下
28 多い/1000

29/135
ランダ
3

ム化比
較試験

深刻でない 1

深刻でない

深刻 2

深刻でない

なし

41/158
(25.9%)

(21.5%)
6.3%

RR 1.13

( 49 少ない〜144 多い)

⨁⨁⨁◯

(0.77〜1.67)

8 多い/1000

中12

( 14 少ない〜42 多い)

RR：相対リスク
1．看護師が盲検化されていないので結果に影響が及ぶ可能性があるが，深刻に下げるほどではないと判断した．
2．シスアトラクリウムは本邦で未販売であるため，非直接性は深刻であると判断した．
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要

10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ9：成人 ARDS 患者において人工呼吸を実施する際，筋弛緩薬を使用するべきか
集団：中等症以上の成人 ARDS 患者，発症から 48 時間以内
介入：筋弛緩薬（シスアトラクリウム）48 時間持続静注
基準

問 題

その問題は優
先順位が高い
ですか？
より重篤な問
題や緊急性の
ある問題は，
より優先順位
が高くなる

全体的なエビ
デンスの確信
性はどれです
か？

主要なアウト
カムに置く価
値の大きさ
は，人によっ
てばらつきま
すか？

判定
◯高い
●おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

◯高
●中
◯低
◯非常に低
-----------------◯研究なし
◯ばらつきは小さい
●たぶんばらつきは小
さい
◯ばらつきは大きいか
どうか不明
◯たぶんばらつきは
大きい
◯ばらつきは大きい

ARDS では，自発呼吸を温存した治療を行うことで，換気血流不均等・ICU 関連筋力低下
等を防ぐ利点が示唆されている

予想される効
果は大きいで
すか？
その治療の利益と害

予想される害
は小さいです
か？

◯わずか
●小さい
◯中程度
◯大きい
-----------------◯一概には言えない
◯わからない
◯効果は大きい
●たぶん効果は大きい
◯わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------◯一概には言えない

効果は害より
も大きいです
か？

4)

．しかし一方で，自発呼吸に伴う肺胞領域への過剰なスト

レスは，肺胞上皮の安定性を保つ上で有害に働き，ARDS の予後改善に悪影響を与える
可能性も示唆されている

5)

．自発呼吸を温存すべきか，筋弛緩薬を用いて自発呼吸を減

少・消失させるべきかは，ARDS の予後改善において正反対に作用する可能性があるた
め，この問題の優先度はおそらく高い．

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
アウトカム
死亡
（ICU 内）
死亡
（28 日）
圧損傷
ICU 関連
筋力低下

◯大きい
●中程度
◯小さい
◯わずか
-----------------◯一概には言えない
◯わからない

追加
事項

リサーチエビデンス

相対的な重要性

エビデンスの確信性(GRADE)

重大

⨁⨁⨁◯

重大

⨁⨁⨁◯

重要

⨁⨁⨁◯

重要

⨁⨁⨁◯

中

中

中

中

結果のまとめ
アウトカム

死亡
（ICU 内）

死亡
（28 日）

プラセボ

筋弛緩薬

絶対差(95% CI)

447/1000

313/1000
(246〜398)

134 少ない/1000
(49 少ない〜201 少ない)

313/1000

219/1000
(172〜279)

94 少ない/1000
(34 少ない〜141 少ない)

389/1000

272/1000
(214〜346)

117 少ない/1000
(43 少ない〜175 少ない)

374/1000

254/1000
(187〜340)

120 少ない/1000
(34 少ない〜187 少ない)

254/1000

173/1000
(127〜231)

81 少ない/1000
(23 少ない〜127 少ない)

320/1000

218/1000
(160〜291)

102 少ない/1000
(29 少ない〜160 少ない)

105/1000

45/1000
(21〜95)

60 少ない/1000
(11 少ない〜84 少ない)

33/1000

14/1000
(7〜30)

19 少ない/1000
(3 少ない〜26 少ない)

215/1000

243/1000
(165〜359)

28 多い/1000
(49 少ない〜144 多い)

63/1000

71/1000
(49〜105)

8 多い/1000
(14 少ない〜42 多い)

圧損傷

ICU 関連
筋力低下

相対効果
(RR)
(95% CI)

RR 0.70
(0.55〜0.89)

RR 0.68
(0.50〜0.91)

RR 0.43
(0.20〜0.90)

RR 1.13
(0.77〜1.67)

要約：筋弛緩薬の使用は，死亡（ICU 内），死亡（28 日），圧損傷のリスクを低下させたが，
ICU 関連筋力低下には影響を与えなかった．

4
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筋弛緩薬の合併症には，ICU 関連筋力低下があり，多発神経症・筋症，神経筋症の 3 病
型が含まれる． この他，深部静脈血栓，角膜損傷，アナフィラキシーも起こりうる．

必要な資器材および薬剤にかかる費用は，他の類似薬（鎮静薬等）と比較して大差ない．

増加するコス
トは効果から
害を引いた正
味の利益に比
べて小さいで
すか？

◯コストは利益よりも
小さい
●たぶんコストは利益
よりも小さい
◯わからない
◯たぶんコストは利益
よりも大きい
◯コストは利益よりも
大きい
-----------------◯一概には言えない
◯不公平になる
◯たぶん不公平になる
◯わからない
●たぶん公平になる
◯公平になる
-----------------◯一概には言えない

本薬剤の使用には，特別な医療施設・医療資器材を必要としないため，現状と比べて，医

◯受け入れられる
●たぶん受け入れられる
◯わからない
◯たぶん受け入れられ
ない
◯受け入れられない
-----------------◯一概には言えない

主要なステークホルダーに明らかな不利益はないため，本選択肢は容易に受け入れられる

その選択肢は
主要なステー
クホルダーに
受け入れられ
ますか？

●可能
◯たぶん可能
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------◯一概には言えない

本薬剤の使用には，特別な医療施設・医療資器材を必要としないため，現実的に実現可能

その選択肢を
とることは現
実的に可能で
すか？

資源利用

◯少ない
●たぶん少ない
◯わからない
◯たぶん多くを必要と
する
◯多くを必要とする
-----------------◯一概には言えない

薬剤は末梢静脈路から持続静脈注射で投与が可能である．必要な資器材はわずかであ

コストやリソー
スなどの必要
とされる資源
は少ないです
か？

公平さ

医療上の不公
平への影響は
どうでしょう
か？
健康格差を減
らす政策やプ
ログラムはよ
り優先される

り，薬剤の価格も 1 日当たり数千円以内である．

療上の不公平へ与える影響は不変であると推測される．ただしシスアトラクリウムは本邦で
入手できないため，それを考慮する必要がある．

受け入れ

と予測される．

実現可能性

である．
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CQ10

成人ARDS患者において，日々の水分
バランスをどのように維持すればよいか
成人 ARDS 患者において，水分を制限した管理を行うことを提案する

推 奨

（GRADE 2B，推奨の強さ「弱い推奨」
/エビデンスの確信性「中」
）
付帯事項

成人 ARDS 患者における水分管理の指標については，肺血管外水分量を PAWP や
CVP と比較した RCT があるが，両研究ともに死亡率の改善はなく，前者では人工呼
吸期間を短縮したが 1），後者では特に有用性を示すことができなかった 2）．現時点で
は日々の水分バランスをできるだけオーバーバランスにしない管理が勧められる．

１

背景，この問題の優先度

ARDS における肺水腫は，血管内皮障害や血管
3）

透過性亢進によって起こるとされる ．ARDS 患者
4）

のプラスバランスは死亡率を上昇させ ，肺血管外
5）

水分量は重症度や死亡率と関係している ．

を対象として，なんらかの水分制限する管理を受け
た患者と特に制限しない管理とを比較した RCT が
3 件見つかった．ARDS に加え，ショックに対する
患者に輸液負荷を調整した研究は除いた．FACTT
2006 の症例数が多かったが，その他 2 つの研究の
症例数は少なかった．短期死亡には有意差はなく，

しかしながら，ARDS の水分管理に対する介入

28 日間における VFD は有意に延長した（＋ 2. 5 日

が死亡率を改善した RCT は報告されていない．体

間）
．60 日間における腎代替療法についても差がな

液量の適正化を図ることが重要であり，日常診療に

かった．

おいて試みられているにも関わらず，ARDS 患者
の管理において水分バランスをどのように維持すれ
ば良いかについてはよくわかっていない．したがっ
てこの問題の優先度は高い．

2

3

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？

解

説

エビデンスの要約
システマティックレビューの結果，成人 ARDS

大規模多施設研究である FACTT 2006 以外にこ
の CQ に合致する大規模研究はなく，死亡は RCT
2 件でのメタアナリシス，その他のアウトカムは
FACTT 2006 のみでのメタアナリシスになった．
FACTT 2006 は盲検化が不十分であるが，それ以
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外のバイアスのリスクは低く症例数も十分にある
2

腎代替療法の増加もなかったことから，水分制限管

RCT である．死亡の非一貫性は低いが（I =0%），

理が支持された．しかしながら，FACTT 2006 以

FACTT 2006 が 1, 000 症例に対し，Martin 2002 は

外に質の高い研究がなく，短期死亡率を改善しな

37 症例と非常に少なかった．非直接性は，FACTT

かったことから，
「水分を制限した管理を行うこと

2006 がこの CQ の PICO とよく合致していること

を提案する」ことに全会一致で決定した．

から深刻ではない，不精確さは，臨床決断の閾値を

なお本検討ではショック患者に対しての研究は除

またぐことなどから深刻と判断した．以上より，エ

外し，ARDS で循環動態が落ち着いている人を対

ビデンスの全体的な質は「中」とした．

象に行った研究で検討している．ショックの場合は，
適切な輸液負荷を行うべきである．

3-2．利益と害のバランスはどうか？

今回選択した 3 件すべてでフロセミドが用いられ
ているが，どの利尿薬を用いるべきについては根拠

水分制限によって，腎代替療法の増加は認めな

はない．実際の水分管理について FACTT 2006 を

かった．死亡の減少は認めなかったが，人工呼吸器

参照すると，初日の水分管理は水分制限で in 約

使用日数の短縮が期待でき，得られる利益の方が大

4, 200mL，out 約 3, 000mL，フロセミド使用量約

きいと考える．フロセミドを使用する場合は，電解

150mg で あ り， 非 水 分 制 限 で は in 約 5, 000mL，

質異常のリスクがある．

out 約 2, 500mL，フロセミド使用量は約 75mg で
あ っ た．2 日 目 以 降 水 分 制 限 で は 水 分 バ ラ ン ス

3-3．患者の価値観や好みはどうか？

－150 から－400mL/day 程度で管理できているの
に対して，非水分制限では +500mL/day 前後を推

利尿薬を用いた水分制限管理は一般的に施行され

移していた．フロセミドの使用は非水分制限で 50 〜

ており，施設間の差も少ないと思われる．死亡率の

80mg/day， 水 分 制 限 で 130 〜 160mg/day 程 度 で

改善は示すことができなかったが，VFD を延長さ

あった．これらを勘案しても至適な水分管理の指標

せ，腎代替療法も増えないことから，ほとんどの患

や目標値，水分制限の方法については，推奨できる

者に受け入れられる介入であると思われる．これら

根拠はないと考えた．水分管理の指標については，

のアウトカムについての価値観も，患者間のばらつ

比較的最近の研究で，肺血管外水分量と PAWP や

きは少ないと思われる．

CVP と比較した RCT があるが，両研究ともに死亡
率の改善はなく，前者では人工呼吸期間を短縮した

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？

が 1），後者では特に有用性を示すことができなかっ
た 2）．

利尿薬などの水分管理は多くの医療機関でされて
いるが，利尿薬にはさまざまな薬がある．今回採用
された研究では，
主にフロセミドが使用されている．
フロセミドは安価な薬であり，人工呼吸器使用日数
の短縮が期待でき，腎代替療法の増加も認めなかっ
たため，得られる利益のほうが大きいと考える．

4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



SSCG 2012 に「組織低灌流所見のない，敗血症に
伴う ARDS 患者に対しては，保守的な輸液戦略を
推奨する」と記載されている 6）．本ガイドラインに

3-5．推奨のグレーディング
パネル会議での話し合いでは，メタ解析の結果か
らも死亡率は改善しないものの，VFD を延長し，
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おいては，FACTT 2006 以外に大規模研究はなく，
システマティックレビューの結果も死亡率を改善し
なかったため，
「提案する」とすることで決定した．

5 治療のモニタリングと評価
FACTT 2006 のサブ解析では，中心静脈カテー
テルと肺動脈カテーテルについては，明らかな差が
ないため，肺動脈カテーテルを用いたモニタリング

のリスクになることが示唆されており 7），長期アウ
トカムへの影響についての検討が必要である．

7 文献検索式と文献選択

は必ずしも必要ない．その他の指標として，肺血管

「急性呼吸窮迫症候群」「輸液療法」をキーワード

外水分量，脳性利尿ペプチド，体重測定などがある

と し て PubMed, EMBASE, Cochrane CENTRAL,

が，いずれが有用か，また項目ごとの目標値につい

および医中誌で 2015 年 5 月 17 日までの文献を検索

てもはっきりとした答えはない．

したところ 3, 160 件の研究が同定され，スクリーニ

フロセミドを用いる場合は，低カリウム血症など
電解質異常に注意する必要がある．

6 今後の研究の可能性
どの測定項目を用い，目標値をいずれに設定する

ングの結果 2 件のランダム化比較試験を採用した．

8 本 CQ で対象とした RCT 論文
FACTT 20068），Martin 20029），Mojtahedzadeh
200510）

かについては，さらなる検討が必要である．
また利尿薬や輸液製剤の種類についても検討が必
要であるかもしれない．
また FACTT 2006 の患者を 12 ヵ月までフォロー

採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア
ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf

した研究では，水分を制限した管理が認知機能障害
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9 エビデンス・プロファイル

9. エビデンス・プロファイル

CQ10：成人
ARDS
患者に対する水分制限と非水分制限の比較
患者に対する水分制限と非水分制限の比較
CQ10：成人 ARDS
質の評価

患者数

効果
重

研
究

研究

バイアスの

デザイン

リスク

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の
要因

数

水分

非水分

相対

絶対

制限

制群

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１

深刻ではない

深刻ではない

深刻ではない

深刻 1

なし

較試験

131/522
(25.1%)

（28 多い～75 少ない）

25.0%

RR 0.90

25 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

(0.73～1.10)

（25 多い～68 少ない）

中1

大

ム化比

28 少ない/1000

(28.0%)

重

ランダ
2

144/515

45 少ない/1000

45.0%

（45 多い～122 少ない）

VFD（注２
ランダ
1

ム化比

深刻ではない

深刻ではない

深刻ではない

深刻ではない なし

503

497

-

較試験

平均 2.5 日多い
（1.12 日多い～3.88 日多い）

⨁⨁⨁⨁
高

重
大

腎代替療法（注３
70/497
1

ム化比

深刻ではない

深刻ではない

深刻ではない

深刻 2

なし

較試験

51/503

(14.1%)

(10.1%)

39 少ない/1000
RR 0.72

（1 多い～69 少ない）

(0.51～1.01)
15.0%

42 少ない/1000

⨁⨁⨁◯
中2

（2 多い～74 少ない）

RR：相対リスク
1．絶対効果 -2.8%で，95%信頼区間が -7.5% ~ +2.8%であり，臨床決断の閾値を 3%として考えたが，境界に近い値となり，深刻な不精確と判断した．
2．絶対効果 -3.9%で，95%信頼区間が -6.9% ~ +0.1%であったが，サンプル数は十分ではなく，深刻な不精確とした．

246

4

重 要

ランダ

10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ10：成人 ARDS 患者において，日々の水分バランスをどのように維持すればよいか
集団：成人 ARDS 患者
介入：水分制限
基準

問

その問題は
優先順位が
高いです
か？

題

より重篤な問
題や緊急性
のある問題
は，より優先
順位が高くな
る

全体的なエビ
デンスの確
信性はどれ
ですか？

主要なアウト
カムに置く価
値の大きさ
は，人によっ
てばらつきま
すか？

判定
◯高い
●おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
-----------------------◯一概には言えない

ARDS における肺水腫は，血管内皮障害や血管透過性亢進によって起こるとされる
ARDS 患者のプラスバランスは死亡率を上昇させ
5)

4)

3)

．

，肺血管外水分量は重症度や死亡率と

関係している ．
しかしながら，ARDS の水分管理に対する介入が死亡率を改善した RCT は報告されていな
い．体液量の適正化を図ることが重要であり，日常診療において試みられているにも関わら
ず，ARDS 患者の管理において水分バランスをどのように維持すれば良いかについてはよく
わかっていない．したがってこの問題の優先度は高い．

◯高
●中
◯低
◯非常に低
-----------------------◯研究なし
◯ばらつきは大きい
◯ばらつきは大きいと思われる
●ばらつきは小さいと思われる
◯ばらつきは小さい
◯ばらつきは大きいかどうか
不明

その治療の利益と害

◯大きい
●中程度
◯小さい
予想される効 ◯わずか
-----------------------果は大きい
◯一概には言えない
ですか？
◯わからない

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
アウトカム

相対的な重要性

エビデンスの確信性 (GRADE)

死亡（短期）（注１

重大

⨁⨁⨁◯

VFD （注２

重大

⨁⨁⨁⨁

腎代替療法（注３

重要

⨁⨁⨁◯

◯わずか
●小さい
◯中程度
◯大きい
-----------------------◯一概には言えない
◯わからない

中

高

中

結果のまとめ
アウトカム

死亡
（短期）（注１

VFD（注２

腎代替
療法（注３
予想される害
は小さいです
か？

追加
事項

リサーチエビデンス

非水分制限

水分制限

絶対差(95% CI)

280/1000

252/1000
(204〜308)

28 少ない/1000
(28 多い〜75 少ない)

250/1000

225/1000
(183〜275)

25 少ない/1000
(25 多い〜68 少ない)

450/1000

405/1000
(329〜495)

45 少ない/1000
(45 多い〜122 少ない)

平均 12.1 日 平均 14.6 日

平均 2.5 日多い
(1.12 日多い〜3.88 日多い)

141/1000

101/1000
(72〜142)

39 少ない/1000
(1 多い〜69 少ない)

150/1000

108/1000
(77〜152)

42 少ない/1000
(2 多い〜74 少ない)

相対効果
(RR)
(95% CI)

RR 0.90
(0.73～1.10)

‐

RR 0.72
(0.51～1.01)

要約：ARDS 患者に水分を制限した管理を行うことによって短期死亡は改善しないが，VFD
を 2.5 日間延長させた．腎代替療法に有意差はなかった．
FACTT 2006 では腎不全 free days に両群間で差がなかった．post hoc 解析で，最初の 2 日間で
AKI(Acute Kidney Injury)になった患者は，水分制限群 169/503 vs. 非水分制限群 137/497,
p=0.04 と多かったが 11)，体液量の変化を加味すると非水分制限群でむしろ多かった 12)．臓器うっ
血にも注意する必要があり，水分制限が腎障害に直結すると言うわけではない．FACTT 2006 で

は，60 日死亡，Martin 2002 では 30 日死亡だったが，短期死亡として統合して評価した．

5
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◯効果は大きい
●たぶん効果は大きい
効果は害より ◯わからない
も大きいです ◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
か？
-----------------------◯一概には言えない

資源利用

コストやリソ
ースなどの必
要とされる資
源は少ない
ですか？

増加するコス
トは効果から
害を引いた
正味の利益
に比べて小さ
いですか？

公平さ

医療上の不
公平への影
響はどうでし
ょうか？
健康格差を
減らす政策
やプログラム
はより優先さ
れる

◯少ない
●たぶん少ない
◯わからない
◯たぶん多くを必要とする
◯多くを必要とする
-----------------------◯一概には言えない
◯コストは大きい
◯コストはたぶん大きい
◯わからない
●コストはたぶん小さい
◯コストは小さい
-----------------------◯一概には言えない

FACTT 2006 では肺動脈楔入圧や中心静脈圧を用いていたが，他の研究では別の指標を
用いていたり，特に指標がない研究もあり，決まった指標はない．
おそらく多くの施設で循環動態を評価する何らかの指標を用いており普段のプラクティスで
達成でき，水分制限の介入において新たなものを追加する可能性は低いと考える．

FACTT 2006 は７日間の介入であるが，その間介入群においておよそフロセミド 600mg の
使用量増加があった．対照群が我々の標準的医療とは異なる可能性もあるが，FACTT
2006 の結果とフロセミド 20mg 60 円程度であることを考えると，1,800 円程度の増額にな
る．これは，人工呼吸日数が 2 日間程度短縮するという結果を踏まえると得られる利益の方
が大きいと考える．

◯不公平になる
本治療の施行には，特別な医療施設・医療資器材を必要としない．
◯たぶん不公平になる
◯わからない
◯たぶん公平になる
●公平になる
-----------------------◯一概には言えない

受け入れ
実現可能性

その選択肢
は主要なス
テークホルダ
ーに受け入
れられます
か？

◯受け入れられる
水分管理を目的とする治療は一般的であり，おそらく受け入れられる．
●たぶん受け入れられる
◯わからない
◯たぶん受け入れられない
◯受け入れられない
-----------------------◯一概には言えない

その選択肢
をとることは
現実的に可
能ですか？

●可能
本治療の施行には，特別な医療施設・医療資器材を必要としない．
◯たぶん可能
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------------◯一概には言えない

注 1：30 日もしくは 60 日死亡 ．
注 2：28 日間のうち人工呼吸器に依存していない日数 ただし対象患者が 28 日以内に死亡した場合はゼロとする。
．
注 3：60 日間における腎代替療法 ．
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CQ11

成人ARDS患者において，好中球
エラスターゼ阻害薬を使用するべきか

推 奨

成人 ARDS 患者において，好中球エラスターゼ阻害薬を使用しないことを提案
する
（GRADE 2D，推奨の強さ「弱い推奨」
/エビデンスの確信性「非常に低」
）

付帯事項

好中球エラスターゼ阻害薬は，“4 臓器以上の多臓器障害を合併する患者，熱傷，外傷
に伴う急性肺障害患者には投与しないことが望ましい”との注釈付きで，日本におい
て ARDS の治療薬として保険収載されている．日本呼吸器学会が 2010 年に行った国
内アンケート調査でも，国内の多くの施設において ARDS に対して好中球エラスター
ゼ阻害薬が使用されていることは付記しておく．

１

背景，この問題の優先度

ARDS の本態は肺胞領域の非特異的炎症による
透過性亢進型肺水腫であり，その発症には好中球エ
ラスターゼが重要なメディエーターの一つであると
考えられている

1, 2）

．本邦においては，好中球エラ

2

解

説

エビデンスの要約
システマティックレビューの結果，6 件（患者
815 名）の RCT が抽出された．メタアナリシスの

スターゼ阻害薬が臨床使用可能であり，予後改善効

結果，死亡（短期）（RR 0. 92, 95%CI 0. 64 〜 1. 32）
，

果についてこれまでさまざまな検討がされてきた．

重篤合併症（RR 0. 79, 95%CI 0. 47 〜 1. 34），VFD（平

死亡率改善効果はないとするメタ解析結果

3）

があ
4）

均 1. 58 日延長，95%CI − 2. 72 日～ +5. 89 日）の

る一方，潜在的な有効性を期待する報告もあり ，

いずれにおいても，好中球エラスターゼ阻害薬の有

重要度は依然高いと考えられる．本邦では保険適応

用性は認めなかった．

があり，比較的多くの医療施設で使用されているで
あろう現状も踏まえると，
この問題の優先度は高い．

3

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？
盲検化においてバイアスのリスクが高い研究が多
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く認められた．研究の非一貫性は中等度～高度で
2

2

あった（死亡（短期）
（I =31%）
，
重篤合併症（I =66%），
2

ため，追加で解析を行った．その結果，VFD にお
いても有意な改善は認めなかった．これらの結果を

VFD（I =86%）
）．非直接性は認められなかった．

合わせて，2 回目の投票がメール上で行われ，全会

患者数は最適情報量を満たしておらず，95% 信頼

一致で「使用しないことを提案する」とした推奨文

区間は広かったため，不精確性は高かった．報告さ

が最終決定された．

れている研究の数が少ないため，出版バイアスにつ
いては不明だった．

3-2．利益と害のバランスはどうか？

4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



スカンジナビアの成人 ARDS における人工呼吸

システマティックレビューの結果，有効性も重篤

管理ガイドライン，SSCG 2012 の ARDS の項には

合併症も認められなかった．コスト増加に見合う利

記載がない 5, 6）．日本版敗血症診療ガイドラインで

益は小さいと考えられる．

は，
「ARDS に対し考慮してもよい（2C）
」として
いるが 7），推奨内容はシステマティックレビューに

3-3．患者の価値観や好みはどうか？

基づくものではない．

いことを提案する」は，パネル会議において患者代

5 治療のモニタリングと評価

表を含む全会一致で決定したものであり，患者の嗜

本薬剤使用開始後は，呼吸・循環モニター，血液

好に大きな偏りはないと考えられる．ただし，本邦

学的検査などを用いて，有害事象の有無を確認する．

推奨内容「好中球エラスターゼ阻害薬を使用しな

において，好中球エラスターゼ阻害薬は保険適応と
なっている薬剤であり，解析結果からは明らかな重
篤合併症増加も認められなかったため，患者の価値
観や好みにばらつきが生じる可能性はある．

6 今後の研究の可能性
質の良い RCT が少ないため，本薬剤の有効性を
示すためには，良質な大規模臨床試験が必要である．

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？
システマティックレビューでは，死亡率・重篤合

7 文献検索式と文献選択

併症・VFD のいずれにも影響を認めなかった．入手・

ステロイドと筋弛緩薬以外の ARDS 治療薬剤として，

使用は容易な薬剤であるが，高額である．得られる

「surfactant」「prostaglandin」「prostacyclin」

正味の利益よりもコストや資源の方が大きい．

「acetylcysteine」「neutrophil elastase」「colony
stimulating factor」「nitric oxide」「protein c」

3-5．推奨のグレーディング
本薬剤は死亡率・重篤合併症のいずれにも影響を

「antithrombin」「ulinastatin」「macrolide」「beta
agonist」
「mesenchymal stem cell」
「ketoconazole」
「statin」
「thrombomodulin」
「ibuprofen」
「nafamostat」
「gabexate」

認めなかったが，本邦では保険適応があり，非常に

「lisofylline」をキーワードとして PubMed, EMBASE,

多くの施設で使用されている現状を踏まえ，パネル

Cochrane CENTRAL, および医中誌で検索した．その結

会議では「使用しないことを提案する」という推奨

果，
7, 687 件の研究が同定され，
薬剤ごとに行ったスクリー

文が全会一致で決定された．しかしその後，VFD

ニングの結果，6 件のランダム化比較試験を採用した．

も主要アウトカムに加えて検討する意見が出された
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8

採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア

本 CQ で対象とした RCT 論文
8）

9）

ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf

10）

Endo 2006 ，Kadoi 2004 ，Nakayama 2013 ，
11）

12）

13）

Shirai 2006 ，Tamakuma 1998 ，Zeiher 2004

9 エビデンス・プロファイル

9．エビデンス・プロファイル

CQ11：成人
ARDS
CQ11：成人
ARDS患者に対する好中球エラスターゼ阻害薬とプラセボの比較
患者に対する好中球エラスターゼ阻害薬とプラセボの比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアス

デザイン

のリスク

非一貫性

非直接性

不精確さ

その他の
要因

好中球エ
ラスター

プラセボ

ゼ阻害薬

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１

6

ランダム化
比較試験

深刻 1

深刻 2

深刻でない

深刻 3

なし

119/412
(28.9%)

115/403

23 少ない/1000

(28.5%)

(91 多い～103 少ない)

19.0%

RR 0.92

15 少ない/1000

⨁◯◯◯

(0.64～1.32)

( 61 多い～68 少ない)

非常に低

重
大

36 少ない/1000

45.0%

( 144 多い～162 少ない)

重篤合併症

2

ランダム化
比較試験

深刻 1

深刻 2

深刻でない

深刻 3

なし

62/354
(17.5%)

75/355

44 少ない/1000

(21.1%)

( 72 多い～112 少ない)

2.0%

RR 0.79

4 少ない/1000

⨁◯◯◯

(0.47～1.34)

( 7 多い～11 少ない)

非常に低

重
大

50 少ない/1000

24.0%

( 82 多い～127 少ない)

VFD（注２

3

ランダム化
比較試験

深刻 1

深刻 2

深刻でない

深刻 3

なし

373

370

‐

平均 1.77 日多い

⨁◯◯◯

重

(0.99 日少 ない～4.52 日多い)

非常に低

大

RR：相対リスク
1．Blind に high risk of bias 多い．
2．I2 高値．
3．症例数が少なく 95%CI が広い．
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10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ11：成人 ARDS 患者において，好中球エラスターゼ阻害薬を使用するべきか
集団：成人 ARDS 患者
介入：好中球エラスターゼ阻害薬使用
基準
その問題は
優先順位が
高いですか？
問
題

より重篤な問
題や緊急性
のある問題
は，より優先
順位が高くな
る
全体的なエビ
デンスの確信
性はどれです
か？

主要なアウト
カムに置く価
値の大きさ
は，人によっ
てばらつきま
すか？

その治療の利益と害

予想される効
果は大きいで
すか？

予想される害
は小さいです
か？

効果は害より
も大きいです
か？

判定
●高い
◯おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

◯高
◯中
◯低
●非常に低
-----------------◯研究なし
◯ばらつきは小さい
◯たぶんばらつきは
小さい
◯ばらつきは大きか
どうか不明
●たぶんばらつきは
大きい
◯ばらつきは大きい
◯大きい
◯中程度
◯小さい
◯わずか
-----------------●一概には言えない
◯わからない
◯わずか
◯小さい
◯中程度
◯大きい
-----------------●一概には言えない
◯わからない
◯効果は大きい
◯たぶん効果は
大きい
◯わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------●一概には言えない

リサーチエビデンス
ARDS の本態は肺胞領域の非特異的炎症による透過性亢進型肺水腫であり，その発症には好中
球エラスターゼが重要なメディエーターの一つであると考えられている 1, 2)．本邦においては，好中球
エラスターゼ阻害薬が臨床使用可能であり，予後改善効果についてこれまでさまざまな検討がされ
てきた．死亡率改善効果はないとするメタ解析結果
もあり

4)

3)

がある一方，潜在的な有効性を期待する報告

，重要度は依然高いと考えられる．本邦では保険適応があり，比較的多くの医療施設で使

用されているであろう現状も踏まえると，この問題の優先度は高い．

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
アウトカム

相対的な重要性

エビデンスの確信性(GRADE)

死亡（短期）（注１

重大

⨁◯◯◯

重篤合併症

重大

⨁◯◯◯

VFD（注２

重大

⨁◯◯◯

非常に低

非常に低

非常に低

結果のまとめ
アウトカム

死亡
（短期）（注１

重篤合併症

VFD（注２

対照

好中球エラスタ
ーゼ阻害薬

絶対差
(95% CI)

285/1000

263/1000
(183～377)

23 少ない/1000
( 91 多い～103 少ない)

190/1000

175/1000
(122～251)

15 少ない/1000
( 61 多い～68 少ない)

450/1000

414/1000
(288～594)

36 少ない/1000
( 144 多い～162 少ない)

211/1000

167/1000
(99～283)

44 少ない/1000
( 72 多い～112 少ない)

20/1000

16/1000
(9～27)

4 少ない/1000
( 7 多い～11 少ない)

240/1000

190/1000
(113～322)

50 少ない/1000
( 82 多い～127 少ない)

平均 12.0 日

平均 13.8 日

平均 1.77 日多い
(0.99 日少ない～4.52 日多い)

相対効果
(RR) (95% CI)

RR 0.92
(0.64～1.32)

RR 0.79
(0.47～1.34)

‐

要約：好中球エラスターゼ阻害薬は，死亡（短期），重篤合併症，VFD に影響を与えなかった．
エビデンスの確信性は「非常に低」．

4
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追加事項

資源利用

◯少ない
薬剤は末梢静脈路から静脈注射で投与が可能であるため，必要な資器材はわずかである．しか
◯たぶん少ない
し，薬剤価格分の追加費用が必要である．
コストやリソー
◯わからない
スなどの必要
●たぶん多くを必要
とされる資源
好中球エラスターゼ阻害薬 6,216～13,551 円/日(含 後発品)
とする
は少ないです
◯多くを必要とする
か？
-----------------◯一概には言えない
◯コストは利益よりも 有効性が示されていないので，薬剤にかかる費用の分だけコストが大きくなる．
小さい
◯たぶんコストは
利益よりも小さい
◯わからない
●たぶんコストは
利益よりも大きい
◯コストは利益よりも
大きい
-----------------◯一概には言えない

増加するコス
トは効果から
害を引いた正
味の利益に
比べて小さい
ですか？

公平さ

医療上の不
公平への影
響はどうでし
ょうか？

◯不公平になる
特別な医療施設・医療資器材を必要としないため，医療上の不公平へ与える影響はおそらく公平に
◯たぶん不公平に
なると推測される．
なる
◯わからない
●たぶん公平になる
健康格差を減 ◯公平になる
らす政策やプ -----------------ログラムはよ ◯一概には言えない
り優先される

受け入れ

その選択肢
は主要なステ
ークホルダー
に受け入れら
れますか？

実現可能性

その選択肢を
とることは現
実的に可能で
すか？

◯受け入れられる
比較的高価な薬剤であるため，主要なステークホルダーに受け入れられるかどうかは不明である．
◯たぶん受け入れら
れる
●わからない
◯たぶん受け入れら
れない
◯受け入れられない
-----------------◯一概には言えない
◯可能
静脈注射によって使用可能な薬剤であり，特別な医療施設・医療資器材を必要としないため，現実
●たぶん可能
的に実現可能である．
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------◯一概には言えない

注 1：90 日以内の死亡の内，各研究内で主たるアウトカムとして扱われたもの．
注 2：28 日間のうち人工呼吸器に依存していない日数 ただし対象患者が 28 日以内に死亡した場合はゼロとする．
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CQ12

成人ARDS患者において，
ステロイドを投与すべきか
成人 ARDS 患者において，ステロイド（メチルプレドニゾロン 1 ～ 2mg/kg/

推 奨

day 相当）の使用を提案する
（GRADE 2B，推奨の強さ「弱い推奨」
/エビデンスの確信性「中」
）
付帯事項

１つの RCT でハイドロコーチゾン（200mg/day），残り３つの RCT でメチルプレド
ニゾロン（1 ～ 2mg/kg）が使用されており，その結果「メチルプレドニゾロン 1 ～
2mg/kg/day 相当」という推奨文とすることとした．

１

背景，この問題の優先度

投与の低−中等量投与法とメチルプレドニゾロン
120mg/kg/day の大量投与法の研究が存在した．ス

ARDS は，肺間質における過剰な炎症反応の発

テロイド投与は，ステロイドを使用しない選択肢と

生により血管透過性が亢進し，血漿成分の漏出が生

比較して，死亡を有意に減少させなかったが VFD

じる非心原性肺水腫と考えられている

1, 2）

．ステロ

イド療法による強力な抗炎症作用は，ARDS の病
態を改善する可能性があるとされこれまでさまざま
3）

を有意に増加させた．また，感染発生率を有意に増
加させなかった．
推奨の根拠となる VFD を検討した無作為化比較

な投与方法が検討されてきている ．しかし，ステ

試験はメチルプレドニゾロン 1 ～ 2mg/kg/day の

ロイドの使用はその免疫抑制作用により患者を易感

効果を検討した研究であった．高用量ステロイド投

染状態にする可能性があり，感染の併発の可能性も

与を行った Bernard の研究ではリスク比が 1. 57 と

懸念される．
以上より優先順位は高いと考えられる．

感染症発生率が増加する傾向にあった．

2

解

説

エビデンスの要約

3

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？

ARDS 患者に対するステロイド療法の無作為化

推奨を提言するための研究はいずれも RCT で

比較試験は，メチルプレドニゾロン 1 ～ 2mg/kg/

あった．バイアスのリスクは死亡，感染，VFD の

day 投与あるいはハイドロコーチゾン 200mg/day

いずれにおいても深刻でないとした．結果の非一貫
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性に関しては，死亡については点推定値のばらつき

る．死亡率に有意な有効性は認めないものの，感染

を認め，中等度の異質性があった（I2 ＝ 44％）
．こ

の発生率の増加は確認されず，VFD の増加が期待

の異質性を説明できる明確な理由がなかったため深

される．しかしながら，各研究では評価されていな

刻とした．非直接性は，いずれのアウトカムでも深

いが，ステロイド投与により感染症の診断の機会が

刻でないとした．不精確さは，死亡および感染のア

奪われる可能性がある．また，一般的なステロイド

ウトカムでリスク比の 95％信頼区間が臨床決断閾

の副作用（高血糖，感染など）のリスクも懸念され

値を超えるため深刻であるとした．出版バイアスは

る．加えて，ステロイドの使用で ICU 関連筋力低

研究数が少なく不明である．
以上より，
１段階グレー

下の発生が懸念される．

ドダウンしてエビデンスの全体的な質は，
「中」と
した．

3-5．推奨のグレーディング
第１回のパネル会議では，VFD をアウトカムの

3-2．利益と害のバランスはどうか？

対象として評価せず，死亡率・感染発生率のみの評

本邦におけるほぼ全ての施設で可能な医療である．

価を行った SR が報告された．SR 委員からは，ス

各研究では評価されていないが，ステロイド投与に

テロイド投与を行わないことを提案すべきとの意見

より感染症の診断の機会が奪われる可能性がある．

が出された．第１回パネル会議において事前投票で

また，一般的なステロイドの副作用（高血糖，感染

は満場一致でなく，再度投票を行ったところ，パネ

など）のリスクも懸念される．加えて，ステロイド

リスト 12 名中，11 名がステロイド投与を支持せず，

の使用で ICU 関連筋力低下の発生が懸念される．

1 名のみが投与を支持するという結果となった．し
かしながら投与を支持しないとしたパネリストの１
人から VFD に対する考慮がなされていないという

3-3．患者の価値観や好みはどうか？

指摘があった．このため，VFD をアウトカムとし

患者の価値観や好みにばらつきは存在しないと考

て加えた SR が再度報告された．この報告書では，
SR 委員からは，ステロイド投与を弱いながらも支

えられる．

持すべきとの意見が出された．その結果を受けて，

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？

第２回目のパネル会議を開催したところ，ステロイ
ド投与支持が 10 名，不支持が 2 名となった．ただ

本邦におけるほぼ全ての施設で可能な医療であ

し投与を支持する 10 名から，VFD の重要度はさほ

診療ガイドラインパネルの投票結果
パネル会議で全会一致の合議が得られなかったため，投票を行った．
推奨の強さ
推奨

強い

弱い

弱い

強い

「ステロイドを使用する」 「ステロイドを使用する」「ステロイドを使用しない」
「ステロイドを使用しない」
ことを推奨する
ことを提案する
ことを提案する
ことを推奨する

1 回目投票
VFD の情報なし

0票

1票

11 票

0票

2 回目投票
VFD の情報あり

0票

10 票

2票

0票

VFD の情報も考慮した 2 回目の投票で「ステロイドを使用する」ことを提案するが 10 票で，合計 83% になり 50% を超
えた．一方「ステロイドを使用しない」ことを提案するは 2 票で 20% 未満だった．
「ステロイドを使用しない」ことを
推奨するが 70% 未満であるため，パネル会議の結論としては，
「ステロイドを使用する」ことを提案することに決まった．
ただし投与を支持する 10 名からも，VFD の重要度はさほど高くないのではとの疑義や，投与にあたっては副作用など
に十分留意すべきとの意見が出された．
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ど高くないのではとの疑義や，投与にあたっては副
作用などに十分留意すべきとの意見が出された．

6 今後の研究の可能性

今回取り上げた RCT においてステロイド投与が

ARDS に対するステロイドの投与は，その開始

有利としたグループも ARDS 発症後 14 日以降のス

時期，投与期間，漸減方法により効果が違う可能性

テロイド投与開始は死亡率を悪化させる可能性があ

があるため，これらの点を考慮した大規模研究が必

4）

るとして早期の投与を示唆している ．一方，日本
呼吸器学会が 2010 年に行った国内アンケート調査
では，多くの医師が ARDS に対してメチルプレド
ニゾロン 500 〜 1, 000mg を連日投与する方法（パル
ス療法）を行うと回答している．しかし，ARDS

要である．

7 文献検索式と文献選択
「副腎皮質ホルモン」，「呼吸窮迫症候群─急性，

に対するパルス療法の有効性・有害性を検討した

ARDS，急性肺損傷，肺炎，肺水腫」をキーワード

RCT は存在せず，今回の検討対象となり得なかっ

と し て PubMed, EMBASE, Cochrane CENTRAL,

た．以上より投与時期や投与量方法などについては

および医中誌で 2105 年 4 月 24 日までの文献を検索

今後の研究結果を期待したい．

したところ 1, 132 件の研究が同定され，スクリーニ
ングの結果 5 件のランダム化比較試験を採用した．

4

関連する他の診療ガイドラ
インの記載



他の診療ガイドラインに本 CQ に関する記載は存
在しない．

5

治療のモニタリングと評価

ICU で行う通常モニタリングで良い．感染症の

8 本 CQ で対象とした RCT 論文
Annane 20065），Steinberg 20066），Bernard 19877），
Meduri 19988），Meduri 20079）
採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア
ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf

併発に注意する．
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9 エビデンス・プロファイル

9．エビデンス・プロファイル

CQ12：成人
患者に対するステロイド投与
CQ12：成人ARDS
ARDS 患者に対するステロイド投与
研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

非一貫性

患者数

非直接性

不精確さ

その他
の要因

ステロイド

効果

プラセボ

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

重 要 度

質の評価

死亡（短期）（注１
141/268

89 少ない/1000

(52.6%)

( 37 多い〜184 少ない)
重

ランダ
ム化比

深刻でない

深刻 1

深刻でない

深刻 2

なし

較試験

127/303
(41.9%)

23.8%

RR 0.83

40 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

(0.65〜1.07)

( 17 多い〜83 少ない)

中

大

5

108 少ない/1000

63.5%

( 44 多い〜222 少ない)

感染
70/268

44 少ない/1000

(26.1%)

( 16 多い〜91 少ない)
重

ランダ
ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 2

なし

較試験

79/303
(26.1%)

14.1%

RR 0.83

24 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

(0.65〜1.06)

( 8 多い〜49 少ない)

中

大

5

72 少ない/1000

42.6%

( 26 多い〜149 少ない)

VFD（注２
重

ランダ
ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻でない

なし

較試験

RR：相対リスク
1

2
，
点推定値のばらつきがあり、中等度の異質性がある（I
= 44%）。
．

2

RR の 95%信頼区間が臨床決断閾値を超える ．
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127

168

‐

平均 5.67 日多い

⨁⨁⨁⨁

( 3.49 日多い〜7.68 日多い)

高

大

3

10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ12：成人 ARDS 患者において，ステロイドを投与すべきか
集団：成人 ARDS 患者
介入：ステロイド使用
基準

問

その問題は優先
順位が高いです
か？

題

より重篤な問題
や緊急性のある
問題は，より優先
順位が高くなる

全体的なエビデ
ンスの確信性は
どれですか？

判定
●高い
◯おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

◯高
●中
◯低
◯非常に低
-----------------◯研究なし

●ばらつきは小さい
◯たぶんばらつきは
主要なアウトカム
小さい
に置く価値の大き
◯ばらつきは大きいか
さは，人によって
どうか不明
ばらつきます
◯たぶんばらつきは
か？
大きい
◯ばらつきは大きい

その治療の利益と害

予想される効果
は大きいです
か？

◯大きい
◯中程度
●小さい
◯わずか
-----------------◯一概には言えない
◯わからない

予想される害は
小さいですか？

●わずか
◯小さい
◯中程度
◯大きい
-----------------◯一概には言えない
◯わからない

ARDS は，肺間質における過剰な炎症反応の発生により血管透過性が亢進し，血漿成分の漏
出が生じる非心原性肺水腫と考えられている

効果は害よりも大
きいですか？

1, 2)

．ステロイド療法による強力な抗炎症作用

は，ARDS の病態を改善する可能性があるとされこれまで様々な投与方法が検討されてきて
3)

いる ．しかし，ステロイドの使用はその免疫抑制作用により患者を易感染状態にする可能性
があり，感染の併発の可能性も懸念される．以上より優先順位は高いと考えられる．

関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値
アウトカム

相対的な重要性

エビデンスの確信性 (GRADE)

死亡（短期）（注１

重大

⨁⨁⨁◯

感染

重大

⨁⨁⨁◯

VFD（注２

重大

⨁⨁⨁⨁

中

中

高

結果のまとめ
アウトカム

死亡(短期)（注１

◯効果は大きい
●たぶん効果は大きい
◯わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------◯一概には言えない

追加
事項

リサーチエビデンス

感染

VFD（注２

プラセボ

ステロイド

絶対差 (95% CI)

526/1000

437/1000
(342〜563)

89 少ない/1000
( 37 多い〜184 少ない)

238/1000

198/1000
(155〜255)

40 少ない/1000
( 17 多い〜83 少ない)

635/1000

527/1000
(413〜679)

108 少ない/1000
( 44 多い〜222 少ない)

261/1000

217/1000
(170〜277)

44 少ない/1000
( 16 多い〜91 少ない)

141/1000

117/1000
(92〜149)

24 少ない/1000
( 8 多い〜49 少ない)

426/1000

354/1000
(277〜452)

72 少ない/1000
( 26 多い〜149 少ない)

平均
6.7 日

平均
12.3 日

平均 5.67 日多い
(3.49 日多い〜7.68 日多い)

相対効果
(RR)
(95% CI)

RR 0.83
(0.65～1.07)

RR 0.83
(0.65～1.06)

‐

要約：ARDS 患者において，ステロイドを使用すると死亡率は減少しなかったが，VFD が増
加した．感染は増加しなかった．VFD の検討はメチルプレドニゾロン 1～2mg/kg/day
の効 果を検 討し た 研究 のみ で評 価され ていた ． 高用 量ステ ロイ ド投 与を行 った
Bernard の研究ではリスク比が 1.57 と感染症発生率が増加する傾向にあった．
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各 RCT の内容
Study

ステロイドの種類

ハイドロコーチゾン
Annane
200mg/day
2006 （メチルプレドニゾロン
換算 40mg/day）
Bernard メチルプレドニゾロン
1987
120mg/kg/day

投与期間

テーパ
リング

7 日間

なし

ARDS 患者

1 日間

なし

対象患者
敗血症性ショックに ARDS を
合併した患者

Meduri
1998

メチルプレドニゾロン
2mg/kg/day

ARDS 発症後 7～21 日間経過
しても改善が見られず，かつ，
治療できていない感染の存在
が否定できている成人患者

32 日間

あり

Meduri
2007

メチルプレドニゾロン
1mg/kg/day

人工呼吸開始 72 時間以内の
ARDS 患者

28 日間

あり

ARDS
network
2006

メチルプレドニゾロン
2mg/kg/day

ARDS 発症から 7～28 日経過
しても人工呼吸を要する患者

25 日間

あり

安価な治療であり，VFD の増加を考慮すれば，たぶんコストは利益よりも小さい．

増加するコストは
効果から害を引
いた正味の利益
に比べて小さい
ですか？

◯コストは利益よりも
小さい
●たぶんコストは利益
よりも小さい
◯わからない
◯たぶんコストは利益
よりも大きい
◯コストは利益よりも
大きい
-----------------◯一概には言えない

資源利用

◯少ない
●たぶん少ない
◯わからない
◯たぶん多い
◯多い
-----------------◯一概には言えない

ステロイドは，安価な薬品であり，ARDS の治療で検証されているステロイドの量で検討する

コストやリソース
などの必要とされ
る資源は少ない
ですか？

公平さ

医療上の不公平
への影響はどう
でしょうか？

◯不公平になる
◯たぶん不公平になる
◯わからない
◯たぶん公平になる
●公平になる
健康格差を減ら
す政策やプログラ -----------------ムはより優先 さ ◯一概には言えない
れる

と，先発品で１日約 1,000 円，ジェネリックを使用すると約 400 円である．おおよそ 4 週間の使
用期間を考慮すると，先発品で約 30,000 円，ジェネリック薬品を使用すると 12,000 円となる．
ステロイドは多くの病院で常備されている．

本治療の施行には，特別な医療施設・医療資器材を必要としない．

受け入れ

◯受け入れられる
●たぶん受け入れ
られる
その選択肢は主
◯わからない
要なステークホル
◯たぶん受け入れられ
ダーに受け入れ
ない
られますか？
◯受け入れられない
-----------------◯一概には言えない

実現可能性

●可能
◯たぶん可能
その選択肢をとる ◯わからない
ことは現実的に
◯たぶん困難
◯困難
可能ですか？
-----------------◯一概には言えない

本治療の施行には，特別な医療施設・医療資器材を必要としない．

注 1：死亡（90 日以内の死亡の内，各研究内で主たる outcome として扱われたもの）
注 2：28 日間のうち人工呼吸器に依存していない日数．ただし対象患者が 28 日以内に死亡した場合はゼロとする．
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CQ13

成人ARDS患者において下記の薬剤を使用するべきか

（吸入一酸化窒素，吸入β2 刺激薬，静注β2 刺激薬，顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子
（GM-CSF）
，プロスタグランジン E1，スタチン，サーファクタント，活性化プロテイン C，N-ア
セチルシステイン，ケトコナゾール，リゾフィリン）

推 奨

成人 ARDS 患者において，下記の薬剤を使用しないことを推奨する
推奨の強さ「強い推奨」
GRADE 1B 吸入β2 刺激薬，静注β2 刺激薬，プロスタグランジン E1，活性
化プロテイン C， ケトコナゾール，リゾフィリン（エビデンス
の確信性「中」
）
GRADE 1C 吸入一酸化窒素（エビデンスの確信性「低」
）
GRADE 1D サーファクタント（エビデンスの確信性「非常に低」
）
成人 ARDS 患者において，下記の薬剤を使用しないことを提案する
推奨の強さ「弱い推奨」
GRADE 2B 顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）
，N-アセ
チルシステイン（エビデンスの確信性「中」
）
GRADE 2C スタチン（エビデンスの確信性「低」
）

付帯事項

１

すべて保険適応外使用となるため注意を要する．

HMG-CoA 還元酵素阻害薬スタチン 11, 12）・抗真菌薬

背景，この問題の優先度

ケトコナゾール 13, 14）・リゾフィリン 15, 16），抗凝固作

ARDS の本態は肺胞領域の非特異的炎症による

用と抗炎症作用を併せ持つ活性化プロテイン C17, 18），

透過性亢進型肺水腫である 1）．その病態には，肺胞上

抗酸化作用を有する N-アセチルシステイン，肺胞

皮傷害，
低酸素性肺血管攣縮による肺血管抵抗上昇，

サーファクタント機能不全を改善させるサーファク

換気・血流比不均衡，肺胞サーファクタント機能不

タント補充など，さまざまな治療法が検討されてき

全などさまざまな因子が関与している．このため，

た．これらの薬剤は，本邦で容易に入手可能なもの・

2）

肺血管拡張作用を有する吸入一酸化窒素 ，肺水腫
3 ～ 6）

入手困難なもの，安価なもの・高価なもの，安全性

，肺胞

が確立しているもの・していないものとさまざまで

マクロファージ・肺胞上皮細胞成長作用を有する顆粒

あるが，基本的にすべて保険適応外使用となるため

軽減作用を有する吸入・静注β 2 刺激薬

7, 8）

球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF） ，
抗 炎 症 作 用 を 有 す る プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E1

9, 10）

，

一つの CQ にまとめた．とはいえ有効な治療法が極
めて限られている ARDS 治療の現状を考えると，
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この問題自体の優先度はおそらく高い．

2

サーファクタントでは 10 件（患者 2, 894 名）の
RCT が抽出された．メタアナリシスの結果，死亡（短

解

説

エビデンスの要約

期）
（RR 0. 98, 95%CI 0. 88 〜 1. 09），重篤合併症（RR
1. 44, 95%CI 0. 99 〜 2. 09）のいずれにおいても，サー
ファクタントの有用性は認めなかった．
活性化プロテイン C では 2 件（患者 146 名）の

システマティックレビューの結果，吸入一酸化窒

RCT が抽出された．メタアナリシスの結果，死亡（短

素では 7 件（患者 699 名）の RCT が抽出された．

期）
（RR 0. 64, 95%CI 0. 21 〜 1. 95），重篤合併症（RR

メ タ ア ナ リ シ ス の 結 果， 死 亡（ 短 期 ）
（RR 1. 18,

0. 78, 95%CI 0. 43 〜 1. 40）のいずれにおいても，活

95%CI 0. 91 〜 1. 52）
，重篤合併症（RR 1. 90, 95%CI

性化プロテイン C の有用性は認めなかった．

0. 78 〜 4. 66）のいずれにおいても，吸入一酸化窒
素の有用性は認めなかった．

N-アセチルシステインでは 4 件（患者 180 名）
の RCT が抽出された．メタアナリシスの結果，死

吸入β2 刺激薬では 1 件（患者 282 名）の RCT

亡（短期）
（RR 0. 89, 95%CI 0. 63 〜 1. 25）において，

が抽出された．メタアナリシスの結果，
死亡（短期）

N-アセチルシステインの有用性は認めなかった．

（RR 1. 32, 95%CI 0. 83 〜 2. 08）
， 重 篤 合 併 症（RR
2. 57, 95%CI 0. 85 〜 7. 76）のいずれにおいても，吸
入β2 刺激薬の有用性は認めなかった．
静注β2 刺激薬では 2 件（患者 365 名）の RCT
が抽出された．メタアナリシスの結果，
死亡（短期）
（RR 1. 16, 95%CI 0. 68 〜 1. 96）において静注β2 刺
激薬の有用性は認めなかったが，重篤合併症（RR
5. 78, 95%CI 1. 34 〜 24. 92）を有意に増加させた．

重篤合併症について検討された RCT は存在しな
かったため，評価不能であった．
ケトコナゾールでは 1 件（患者 234 名）の RCT
が抽出された．メタアナリシスの結果，死亡（短期）
（RR 1. 02, 95%CI 0. 72 〜 1. 46）， 重 篤 合 併 症（RR
1. 25, 95%CI 0. 74 〜 2. 12）のいずれにおいても，ケ
トコナゾールの有用性は認めなかった．
リゾフィリンでは 1 件（患者 235 名）の RCT が

顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-

抽出された．メタアナリシスの結果，死亡（短期）
（RR

CSF）では 2 件（患者 148 名）の RCT が抽出された．

1. 31, 95%CI 0. 87 〜 1. 98）において，リゾフィリン

メ タ ア ナ リ シ ス の 結 果， 死 亡（ 短 期 ）
（RR 0. 76,

の有用性は認めなかった．重篤合併症について検討

95%CI 0. 40 〜 1. 46）
，重篤合併症（RR 0. 87, 95%CI

された RCT は存在しなかったため，評価不能であっ

0. 42 〜 1. 80）のいずれにおいても，顆粒球・マク

た．

ロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）の有用性
は認めなかった．
プロスタグランジン E1 では 8 件（患者 786 名）
の RCT が抽出された．メタアナリシスの結果，死
亡（短期）
（RR 1. 07, 95%CI 0. 90 〜 1. 27）におい
てプロスタグランジン E1 の有用性は認めなかった．

3

パネル会議

3-1．アウトカム全般に関するエビデンスの
質はどうか？
吸入一酸化窒素では，死亡（短期）の盲検化にお

重篤合併症（RR 2. 07, 95%CI 1. 12 〜 3. 83）を有意

いてバイアスのリスクが高い研究が多く認められ

に増加させた．

た．重篤合併症のバイアスリスクは高くなかった．

スタチンでは 2 件（患者 1, 284 名）の RCT が抽

研究の非一貫性は認められなかった（死亡（短期）

出された．メタアナリシスの結果，
死亡（短期）
（RR

（I2=0%），重篤合併症（I2=0%）
）．非直接性は認め

0. 98, 95%CI 0. 71 〜 1. 36）
，重篤合併症（RR 1. 36,

られなかった．患者数は最適情報量を満たしておら

95%CI 0. 69 〜 2. 67）のいずれにおいても，スタチ

ず，95% 信頼区間は広かったため，不精確性は高かっ

ンの有用性は認めなかった．

た．報告されている研究の数が少ないため，出版バ

266

め，出版バイアスについては不明だった．

イアスについては不明だった．
吸入β2 刺激薬ではバイアスのリスクは認められ

サーファクタントでは死亡（短期）の盲検化の点

なかった．RCT が 1 つしかなかったため，研究の

でバイアスのリスクが認められた．重篤合併症では，

非一貫性は評価不能であった．非直接性は認められ

大きなバイアスのリスクは認められなかった．研究

なかった．患者数は最適情報量を満たしておらず，

の非一貫性は，死亡（短期）では認められなかった

95% 信頼区間は広かったため，
不精確性は高かった．

が（I2=0%）， 重 篤 合 併 症 で は 高 度 に 認 め ら れ た

報告されている研究の数が少ないため，出版バイア

（I2=71%）
．非直接性は認められなかった．95% 信

スについては不明だった．

頼区間は広かったため，不精確性は高かった．報告

静注β2 刺激薬ではバイアスのリスクは認められ
なかった．中等度～高度の研究の非一貫性が認めら
2

2

れた（死亡（短期）I =68%，重篤合併症 I =49%）．

されている研究の数が少ないため，出版バイアスに
ついては不明だった．
活性化プロテイン C では死亡（短期）に大きな

非直接性は認められなかった．患者数は最適情報量

バイアスのリスクは認められなかった．重篤合併症

を満たしておらず，95% 信頼区間は広かったため，

では，おもに盲検化と隠蔽化において高いバイアス

不精確性は高かった．報告されている研究の数が少

のリスクが認められた．研究の非一貫性は軽度で

ないため，出版バイアスについては不明だった．

あった（死亡（短期）I2=29%，重篤合併症 I2=1%）
．

顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-

非直接性は認められなかった．患者数は最適情報量

CSF）ではバイアスのリスクは認められなかった．

を満たしておらず，95% 信頼区間は広かったため，

死亡（短期）において，研究の非一貫性は認められ

不精確性は高かった．報告されている研究の数が少

2

なかった（I =0%）
．重篤合併症に関する RCT は 1

ないため，出版バイアスについては不明だった．

件のみであったため，研究の非一貫性は評価不能で

N-アセチルシステインでは大きなバイアスのリ

あった．非直接性は認められなかった．患者数は最

スクは認められなかった．研究の非一貫性は認めら

適情報量を満たしておらず，95% 信頼区間は広かっ

れなかった（死亡（短期）I2=0%）．非直接性は認め

たため，不精確性は高かった．報告されている研究

られなかった．患者数は最適情報量を満たしておら

の数が少ないため，出版バイアスについては不明

ず，95% 信頼区間は広かったため，不精確性は高かっ

だった．

た．報告されている研究の数が少ないため，出版バ

プロスタグランジン E1 ではバイアスのリスクは
認められなかった．死亡（短期）において，研究の
2

イアスについては不明だった．
ケトコナゾールでは大きなバイアスのリスクは認

非一貫性は認められなかった（I =0%）が，重篤合

められなかった．抽出された RCT が 1 件のみであっ

併 症 で は 中 等度の研究の非一貫性が認めら れ た

たため，研究の非一貫性は評価不能であった．非直

2

（I =45%）
．非直接性は認められなかった．患者数

接性は認められなかった．患者数は最適情報量を満

は最適情報量を満たしておらず，95% 信頼区間は

たしておらず，95% 信頼区間は広かったため，不

広かったため，不精確性は高かった．報告されてい

精確性は高かった．報告されている研究の数が少な

る研究の数が少ないため，出版バイアスについては

いため，出版バイアスについては不明だった．
リゾフィリンでは大きなバイアスのリスクは認め

不明だった．
スタチンではバイアスのリスクは認められなかっ

られなかった．抽出された RCT が 1 件のみであっ

た．
研究の非一貫性は中等度～高度に認められた（死

たため，研究の非一貫性は評価不能であった．非直

2

2

亡（短期）I =65%，重篤合併症 I =35%）
．非直接性

接性は認められなかった．患者数は最適情報量を満

は認められなかった．患者数は最適情報量を満たし

たしておらず，95% 信頼区間は広かったため，不

ておらず，95% 信頼区間は広かったため，不精確

精確性は高かった．報告されている研究の数が少な

性は高かった．報告されている研究の数が少ないた

いため，出版バイアスについては不明だった．
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3-2．利益と害のバランスはどうか？

粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）
，
静注 N-アセチルシステイン，ケトコナゾール，リ

システマティックレビューの結果，静注β2 刺激

ゾフィリンの 4 薬剤は本邦で販売されていない入手

薬とプロスタグランジン E1 を除くいずれの薬剤に

困難な薬剤であるため，得られる正味の利益よりも

おいても有効性・重篤合併症のいずれも認められな

コストや資源の方が大きい．

かった．コスト増加に見合う利益は小さいと考えら

静注β2 刺激薬，プロスタグランジン E1 の 2 薬剤

れる．しかし，静注β2 刺激薬とプロスタグランジ

は，システマティックレビューの結果，死亡率の改

ン E1 では，重篤合併症が増加することが認められ

善を認めなかったが，重篤合併症が増加することが

た．
コスト増加に見合う利益は小さいと考えられる．

認められた．得られる正味の利益よりもコストや資
源の方が明らかに大きい．

3-3．患者の価値観や好みはどうか？
いずれの薬剤も，推奨内容はパネル会議において
患者代表を含む全会一致で決定したものであり，患

3-5．推奨のグレーディング
吸入一酸化窒素は死亡率・重篤合併症のいずれに

者の嗜好に大きな偏りはないと考えられる．
ただし，

も影響を認めなかったが，一部の施設で使用されて

いずれの薬剤も成人 ARDS には保険適応がなく，

いる状況も踏まえ，パネル会議では「使用しないこ

一般的に行われている治療ではない．さらに，顆粒

とを提案する」という推奨文が提案された．しかし，

球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF），

高額かつ特殊な装置を必要とするのに対し，本邦に

静注 N-アセチルシステイン，ケトコナゾール，リ

おいて成人 ARDS に対する吸入一酸化窒素は一般

ゾフィリンの 4 薬剤は本邦では販売されていないた

的に行われていると言えず，かつ保険適応もないこ

め，入手困難な薬剤である．しかし，明らかな重篤

とから，最終的に「使用しないことを推奨する」と

合併症の増加も認められないため，患者の価値観や

いう推奨文が全会一致で決定された．

好みにばらつきが生じる可能性はある．

吸入β2 刺激薬，サーファクタント，活性化プロ

静注β2 刺激薬とプロスタグランジン E1 の 2 薬剤

テイン C の 3 薬剤は，死亡率・重篤合併症のいず

については，死亡率改善に影響はなく，重篤合併症

れにも影響を認めず，一般的に行われている治療法

を有意に増加させた薬剤であるため，これらの薬剤

でない，保険適応がないといった点から，パネル会

を使用するか否かについて，患者の価値観や好みに

議では，
「使用しないことを推奨する」という推奨

ばらつきが生じる可能性は低い．

文が全会一致で決定された．
ケトコナゾール，リゾフィリンの 2 薬剤は，死亡

3-4．正味の利益とコストや資源のバランス
はどうか？
静注β2 刺激薬，プロスタグランジン E1 の 2 薬剤
を除く薬剤はいずれも，システマティックレビュー

率・重篤合併症のいずれにも影響を認めず，本邦で
販売されていない点から，パネル会議では，
「使用
しないことを推奨する」という推奨文が全会一致で
決定された．

の結果，死亡率・重篤合併症のいずれにも影響を認

静注β2 刺激薬，プロスタグランジン E1 の 2 薬剤は

めなかった．吸入β2 刺激薬，スタチンの 2 薬剤は

死亡率を改善させなかったが，重篤合併症の発生率を

比較的安価で入手可能な薬剤ではあるが，得られる

増加させた点から，パネル会議では，
「使用しないこ

正味の利益よりもコストや資源の方がおそらく大き

とを推奨する」という推奨文が全会一致で決定された．

い．吸入一酸化窒素，サーファクタント，活性化プ

顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-

ロテイン C の 3 薬剤は高額な薬剤であり，得られ

CSF），スタチン，静注 N-アセチルシステインの 3

る正味の利益よりもコストや資源の方が大きい．顆

薬剤は，死亡率・重篤合併症のいずれにも影響を認
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めなかったが，サンプルサイズが小さく 95% 信頼
区間が広かったため，不精確性は高かった．このた
め，パネル会議では，
「使用しないことを提案する」

し て，
「surfactant」
「prostaglandin」
「prostacyclin」
「acetylcysteine」「neutrophil elastase」「colony
stimulating factor」「nitric oxide」「protein c」
「antithrombin」「ulinastatin」「macrolide」「beta

という推奨文が全会一致で決定された．

agonist」
「mesenchymal stem cell」
「ketoconazole」

4

関連する他の診療ガイドラ

インの記載

吸入一酸化窒素，静注β2 刺激薬，顆粒球・マク

「statin」
「thrombomodulin」
「ibuprofen」
「nafamostat」
「gabexate」
「lisofylline」 を キ ー ワ ー ド と し て
PubMed, EMBASE, Cochrane CENTRAL, および
医中誌で検索した．その結果，7, 687 件の研究が同

ロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）
，プロス

定され，薬剤ごとに行ったスクリーニングの結果，

タグランジン E1，スタチン，サーファクタント，

CQ13-01（吸入一酸化窒素）では 7 件，CQ13-02（吸

N-アセチルシステイン，ケトコナゾール，リゾフィ

入β2 刺激薬）では 1 件，CQ13-03（静注β2 刺激薬）

リンの 9 薬剤については，スカンジナビアの成人

では 2 件，CQ13-04（顆粒球・マクロファージコロニー

ARDS における人工呼吸管理ガイドライン（2015

刺激因子（GM-CSF）
）では 2 件，CQ13-05（プロス

19）

20）

年） ，日本版敗血症診療ガイドライン（2012 年） ，

タグランジン E1）では 7 件，CQ13-06（スタチン）

Surviving Sepsis Campaign Guidelines（SSCG）

では 3 件，CQ13-07（サーファクタント）では 10 件，

21）

2012

CQ13-08（活性化プロテイン C）では 2 件，
CQ13-09（N-

のいずれにも記載がない．
21）

の ARDS の項に

アセチルシステイン）では 4 件，CQ13-10（ケトコナ

「気管支攣縮などの特別な適応がない限り使用しな

ゾール）では 1 件，CQ13-11（リゾフィリン）では

吸入β2 刺激薬は，SSCG 2012

いことを推奨する」と記載されており，見解が一致
している．活性化プロテイン C は，SSCG 2012

1 件のランダム化比較試験を採用した．

21）

れの薬剤も，スカンジナビアの成人 ARDS における

8 本 CQ で対象とした RCT 論文

人工呼吸管理ガイドライン（2015 年）19），日本版敗

Dellinger 199822），Gerlach 200323），Mehta 200124），

に記載があるものの推奨度評価の記載はない．いず

血症診療ガイドライン（2012 年）20）には記載がない．

5 治療のモニタリングと評価

Michael 1998 25），Park 2003 26），Taylor 2004 27），
Troncy 1998 28），Matthay 2011 29），Gao 2012 30），
Perkins 200631），Paine 201232），Presneill 200233），
Abraham 199634），Abraham 199935），Bone 198936），

これらの薬剤使用開始後は，呼吸・循環モニター，血

Holcroft 1986 37），Rossignon 1990 38），Slotman

液学的検査などを用いて，有害事象の有無を確認する．

199239），Vincent 200140），Craig 201141），McAuley

6 今後の研究の可能性

201442），Truwit 201443），Anzueto 199644），Gregory
1997 45 ），Kesecioglu 2009 46），Markart 2007 47），
Spragg 200348），Spragg 200449），Spragg 201150），

質の良い RCT が少ないため，これらの薬剤の有

Tsangaris 200751），Weg 199452），Willson 201553），

効性を示すためには，良質な大規模臨床試験が必要

Cornet 2014 54），Liu 2008 55），Bernard 1997 56），

である．

Jepsen 1992 57），Ortolani 2000 58），Suter 199459），

7

ARDS Network 200060），ARDS Network 200261）

文献検索式と文献選択

ステロイドと筋弛緩薬以外の ARDS 治療薬剤と

採用論文の詳細については詳細版の資料 2 〜 7（ア
ブストラクトテーブル等）を参照されたい．
http://www.jsicm.org/ARDSGL/ARDSGL_part2ALL.pdf
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9 エビデンス・プロファイル

9．エビデンス・プロファイル
CQ13-01：成人
患者に対する吸入一酸化窒素とプラセボの比較
CQ13-01：成人ARDS
ARDS 患者に対する吸入一酸化窒素とプラセボの比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

非一貫性

非直接性

不精確さ

その他

吸入一酸

の要因

化窒素

プラセボ

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１

ランダ
7

深刻 1

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻 2

99/384

なし

(25.8%)

較試験

71/315

41 多い/1000

(22.5%)

（20 少ない～117 多い）

19.0%

RR 1.18

34 多い/1000

⨁⨁◯◯

重

(0.91～1.52)

（17 少ない～99 多い）

低

大

81 多い/1000

45.0%

（40 少ない～234 多い）

重篤合併症

ランダ
2

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 2

17/312

なし

(5.4%)

較試験

7/250

25 多い/1000

(2.8%)

（6 少ない～102 多い）

2.0%

RR 1.90

18 多い/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.78～4.66)

（4 少ない～73 多い）

中

大

質

要

216 多い/1000

24.0%

（53 少ない～878 多い）

RR：相対リスク
1．Blind に high risk of bias 多い．
2．症例数が少なく 95%CI が広い．

CQ13-02：成人
患者に対する吸入β
2 刺激薬とプラセボの比較
CQ13-02：成人 ARDS
ARDS 患者に対する吸入β
2 刺激薬とプラセボの比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

非一貫性

非直接性

不精確さ

その他

吸入β2

の要因

刺激薬

プラセボ

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

度

死亡（短期）（注１

ランダ
1

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

37/152

なし

(24.3%)

較試験

24/130

59 多い/1000

(18.5%)

（31 少ない～199 多い）

19.0%

RR 1.32

61 多い/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.83～2.08)

（32 少ない～205 多い）

中1

大

144 多い/1000

45.0%

（77 少ない～486 多い）

重篤合併症

ランダ
1

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

12/152

なし

(7.9%)

較試験

4/130

48 多い/1000

(3.1%)

（5 少ない～208 多い）

2.0%

24.0%

RR：相対リスク
1．症例数が少なく 95%CI が広い．
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5

RR 2.57

31 多い/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.85～7.76)

（3 少ない～135 多い）

中1

大

377 多い/1000
（36 少ない～100 多い）

CQ13-03：成人
患者に対する静注β
CQ13-03：成人ARDS
ARDS 患者に対する静注
β2 刺激薬とプラセボの比較
2 刺激薬とプラセボの比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

質
研究

バイアスの

デザイン

リスク

非一貫性

非直接性

不精確さ

その他

静注 β2

の要因

刺激薬

プラセボ

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

要
度

死亡（短期）（注１

ランダ
2

ム化比

深刻でない

深刻 1

深刻でない

深刻 2

なし

較試験

66/180

52/184

45 多い/1000

(28.3%)

（90 少ない～271 多い）

19.0%

(36.7%)

RR 1.16

30 多い/1000

⨁⨁◯◯

重

(0.68～1.96)

（61 少ない～182 多い）

低

大

72 多い/1000

45.0%

（144 少ない～432 多い）

重篤合併症

ランダ
2

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 3

なし

較試験

28/181

4/184

104 多い/1000

(2.2%)

（7 多い～520 多い）

2.0%

(15.5%)

RR 5.78

96 多い/1000

⨁⨁⨁◯

重

(1.34～24.92)

（7 多い～478 多い）

中

大

1000 多い/1000 4

24.0%

（82 多い～1000 多い）

RR：相対リスク
1．I2 高値．
2．95%CI が 1.0 を含む．
3．最適情報量を満たしていない．
4．RR が大きく計算上 1000 を越えたため 1000 を採用した。
．

CQ13-04：成人 ARDS
ARDS 患者に対する顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子
患者に対する顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子(GM-CSF)とプラセボの比較
CQ13-04：成人
（GM-CSF）とプラセボの比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の

GM-CSF

プラセボ

要因

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１
17/74

55 少ない/1000
（106 多い～138 少ない）

(23.0%)
ランダ
2

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験

13/74
(17.6%)

19.0%

RR 0.76

46 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.40～1.46)

（87 多い～114 少ない）

中1

大

108 少ない/1000

45.0%

（207 多い～270 少ない）

重篤合併症

ランダ
1

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験

13/66

26 少ない/1000

(19.7%)

（158 多い～114 少ない）

11/64

2.0%

(17.2%)

RR 0.87

3 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.42～1.80)

（16 多い～12 少ない）

中1

大

31 少ない/1000

24.0%

（192 多い～139 少ない）

RR：相対リスク
1．症例数が少なく 95%CI が広い．

CQ13-05：成人 ARDS 患者に対するプロスタグランジン E1 (PGE1) とプラセボの比較
7
質の評価

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

死亡（短期）（注１

患者数

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の
要因

PGE1

プラセボ

271
重

効果

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

ランダ
1

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験

13/66

26 少ない/1000

(19.7%)

（158 多い～114 少ない）

11/64

2.0%

(17.2%)

RR 0.87

3 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.42～1.80)

（16 多い～12 少ない）

中1

大

31 少ない/1000

24.0%

（192 多い～139 少ない）

RR：相対リスク
1．症例数が少なく 95%CI が広い．

CQ13-05：成人
ARDS
患者に対するプロスタグランジン
CQ13-05：成人 ARDS
患者に対するプロスタグランジン
E1 (PGE1)Eとプラセボの比較
1（PGE1）とプラセボの比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の

PGE1

プラセボ

要因

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１

ランダ
7

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験

162/418

140/368

27 多い/1000

(38.0%)

（38 少ない～103 多い）

19.0%

(38.8%)

RR 1.07

13 多い/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.90～1.27)

（19 少ない～51 多い）

中

大

32 多い/1000

45.0%

（45 少ない～122 多い）

重篤合併症

ランダ
4

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験

112/256

39/242

172 多い/1000

(16.1%)

（19 多い～456 多い）

2.0%

(43.8%)

RR 2.07

21 多い/1000

⨁⨁⨁◯

重

(1.12～3.83)

（2 多い～57 多い）

中

大

257 多い/1000

24.0%

（29 多い～679 多い）

RR：相対リスク
1．95%CI が広い．

CQ13-06：成人
患者に対するスタチンとプラセボの比較
CQ13-06：成人 ARDS
ARDS 患者に対するスタチンとプラセボの比較
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

非直接性

非一貫性

不精確さ

その他
の要因

8 スタチン

プラセボ

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１

ランダ
2

ム化比

深刻でない

深刻 1

深刻でない

深刻 2

なし

較試験

165/638
(25.9%)

166/646

5 少ない/1000

(25.7%)

（93 多い～75 少ない）

19.0%

RR 0.98

4 少ない/1000

⨁⨁◯◯

重

(0.71～1.36)

（68 多い～55 少ない）

低12

大

9 少ない/1000

45.0%

（162 多い～131 少ない）

重篤合併症

ランダ
2

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

較試験

深刻 2

なし

32/289
(11.1%)

23/310

27 多い/1000

(7.4%)

（23 少ない～124 多い）

2.0%

24.0%

RR：相対リスク
1．I2 高値．
2．症例数が少なく 95%CI が広い．
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RR 1.36

7 多い/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.69～2.67)

（6 少ない～33 多い）

中2

大

86 多い/1000
（74 少ない～401 多い）

CQ13-07：成人
ARDS患者に対するサーファクタントとプラセボの比較
患者に対するサーファクタントとプラセボの比較
CQ13-07：成人 ARDS
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の
要因

サーファク
タント

プラセボ

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

質

要
度

死亡（短期）（注１

ランダ
9

深刻 1

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻 2

なし

較試験

436/1455
(30.0%)

438/1439

6 少ない/1000

(30.4%)

（27 多い～37 少ない）

19.0%

RR 0.98

4 少ない/1000

⨁⨁◯◯

重

(0.88～1.09)

（17 多い～23 少ない）

低12

大

9 少ない/1000

45.0%

（41 多い～54 少ない）

重篤合併症

ランダ
6

ム化比

深刻でない

非常に深刻 3

較試験

深刻でない

深刻 2

なし

333/1409
(23.6%)

271/1392

86 多い/1000

(19.5%)

（2 少ない～212 多い）

2.0%

24.0%

RR 1.44

9 多い/1000

⨁◯◯◯

重

(0.99～2.09)

（0 少ない～22 多い）

非常に低 2 3

大

106 多い/1000
（2 少ない～262 多い）

RR：相対リスク
1．Blind に high risk of bias 多い．
2．症例数が少なく 95%CI が広い．
3．I2 高値．

10
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CQ13-08：成人
ARDS
患者に対する活性化プロテイン
C とプラセボの比較
CQ13-08：成人 ARDS
患者に対する活性化プロテイン
C とプラセボの比較
質の評価
研
究
数

患者数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

研
研究（注１ バイアスの
死亡（短期）
究
デザイン
リスク
数

非一貫性
質の評価

非直接性

非一貫性

非直接性

不精

その他

確さ

の要因

活性化プロ
プラセボ
テイン 患者数
C

不精

その他

活性化プロ

確さ

の要因

テイン C

死亡（短期）（注１

ランダ
2

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験
ランダ
2

ム化比
較試験

7/70

7/70

重

相対
（95% CI）
相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

12/76

57 少ない/1000
（150 多い～125 少ない）

ム化比

深刻 2

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

深刻 2

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験
ランダ
ム化比
較試験

14/70

質

要
度

68少ない/1000
少ない/1000
57

⨁⨁⨁◯

重

中1

大

RR 0.64

162
少ない/1000
68 少ない/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.21～1.95)

（428多い～150
多い～356少ない）
少ない）
（181

中1

大

162 少ない/1000

20/76

（105 多い～150 少ない）

RR 0.78

58
4 少ない/1000

⨁⨁◯◯

重

(0.43～1.40)

（105
少ない）
（8多い～150
多い～11 少ない）

低 12

大

RR 0.78

4 少ない/1000
53
少ない/1000

⨁⨁◯◯

重

(0.43～1.40)

（8 多い～137
多い～11 少ない）
（96
少ない）

低 12

大

RR：相対リスク

53 少ない/1000

24.0%

1．症例数が少なく 95%CI が広い．

度
重

（181多い～125
多い～150少ない）
少ない）
（150

(26.3%)

2.0%
24.0%

(20.0%)

要

RR 0.64

（428 多い～356 少ない）
58 少ない/1000

20/76
2.0%
(26.3%)

14/70
(20.0%)

質

(0.21～1.95)

45.0%

ランダ

絶対
効果（95% CI）

(15.8%)

45.0%
19.0%

(10.0%)

重篤合併症

2

プラセボ

12/76
19.0%
(15.8%)

(10.0%)

重篤合併症

2

効果

CQ13-08：成人 ARDS 患者に対する活性化プロテイン C とプラセボの比較

（96 多い～137 少ない）

2．Selection, blind にバイアスを多く含む．
RR：相対リスク
1．症例数が少なく 95%CI が広い．
2．Selection, blind にバイアスを多く含む．

CQ13-09：成人 ARDS 患者に対する N-アセチルシステインとプラセボの比較
質の評価

患者数

効果

CQ13-09：成人
ARDS
患者に対する
N-アセチルシステインとプラセボの比較
CQ13-09：成人 ARDS
患者に対する
N-アセチルシステインとプラセボの比較
研
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

研
研究（注１ バイアスの
死亡（短期）
究
リスク
デザイン
数

非一貫性
質の評価 非直接性

不精確さ

非直接性

不精確さ

非一貫性

その他
の要因
その他
の要因

N-アセチ

ルシステ
プラセボ
患者数
イン
N-アセチ
ルシステ
イン

死亡（短期）（注１

ランダ
4

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験
ランダ
4

ム化比
較試験

34/90
(37.8%)
34/90
(37.8%)

RR：相対リスク

RR：相対リスク
1．症例数が少なく 95%CI が広い．

11
11

（95% CI）

絶対

重
質

効果（95% CI）

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

40/90

49 少ない/1000

(44.4%)

（111 多い～164 少ない）

要
度
重

質

要
度

40/90
19.0%
(44.4%)

RR 0.89

49
21少ない/1000
少ない/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.63～1.25)

（111
少ない）
（48多い～164
多い～70 少ない）

中1

大

19.0%
45.0%

RR 0.89

21
49少ない/1000
少ない/1000

⨁⨁⨁◯

重

(0.63～1.25)

（48 多い～70
（113
多い～167少ない）
少ない）

中1

大

45.0%

1．症例数が少なく 95%CI が広い．
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プラセボ

相対

49 少ない/1000
（113 多い～167 少ない）

CQ13-10：成人
ARDS患者に対するケトコナゾールとプラセボの比較
患者に対するケトコナゾールとプラセボの比較
CQ13-10：成人 ARDS
質の評価

患者数

効果
重

研
究
数

その

研究
相対
ケトコナ
バイアスの ARDS 患者に対するケトコナゾールとプラセボの比較
CQ13-10：成人
非直接性
不精確さ
他の
プラセボ
非一貫性
デザイン

リスク

要因

質の評価

絶対

（95% CI）

ゾール
患者数

質

要
度

（95% CI）
効果

重
（注１
死亡（短期）
研
研究
バイアスの
究
デザイン
リスク
数

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の
要因

ケトコナ
ゾール

プラセボ
40/117

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）
7 多い/1000

(34.2%)
死亡（短期）（注１
ランダ
1

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻

1

なし

較試験
重篤合併症

重篤合併症
ランダ
1

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験

ム化比

RR 1.02

45.0%
19.0%

41/117
(35.0%)

25/117

7 多い/1000多い）
（53 少ない～87
（96 少ない～157 多い）

RR 1.02

9 多い/1000
4 多い/1000多い）
（126 少ない～207
（53 少ない～87 多い）

(0.72～1.46)

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

43 多い/1000多い）
（126 少ない～207

(17.1%)

（44 少ない～191 多い）

較試験
RR：相対リスク

24.0%
2.0%

25/117
(21.4%)

1．症例数が少なく 95%CI が広い．

度

⨁⨁⨁◯

重

中1

大

⨁⨁⨁◯

重

中1

大

⨁⨁⨁◯

重

中1

大

⨁⨁⨁◯

重

中1

大

質

要

9 多い/1000

45.0%
20/117

2.0%
20/117

(21.4%)

4 多い/1000

(0.72～1.46)

RR 1.25
(0.74～2.12)

(17.1%)

ランダ
1

19.0%
40/117

要

（96 少ない～157 多い）

(34.2%)

ランダ
1

41/117
(35.0%)

質

RR 1.25
(0.74～2.12)

5 多い/1000
43 多い/1000
（5 少ない～22
多い）
（44 少ない～191 多い）
60 多い/1000
5 多い/1000多い）
（62 少ない～269
（5 少ない～22 多い）
60 多い/1000

24.0%

（62 少ない～269 多い）

RR：相対リスク
1．症例数が少なく
95%CI が広い．
CQ13-11：成人
ARDS
患者に対するリゾフィリンとプラセボの比較
質の評価

患者数

効果

CQ13-11：成人
ARDS 患者に対するリゾフィリンとプラセボの比較
研 CQ13-11：成人 ARDS 患者に対するリゾフィリンとプラセボの比較
その
究
数

研究

バイアスの

デザイン

リスク

非一貫性
非直接性
質の評価

不精確さ

他の
要因

リゾフィ

プラセボ
リン 患者数

相対

（95% CI）

重
絶対

度

効果（95% CI）

重
研
研究（注１ バイアスの
死亡（短期）
究
デザイン
リスク
数

その
非一貫性

非直接性

不精確さ

他の
要因

死亡（短期）（注１
ランダ
1

ム化比

深刻でない

深刻でない

深刻でない

深刻 1

なし

較試験

ム化比

リン

37/116
(31.9%)

プラセボ

相対

絶対

（95% CI）

（95% CI）

29/119

76 多い/1000

(24.4%)

（32 少ない～239 多い）

19.0%
29/119

RR 1.31
(0.87～1.98)

59 多い/1000
76 多い/1000多い）
（25 少ない～186
（32 少ない～239 多い）

RR 1.31

140 多い/1000
59 多い/1000多い）
（59 少ない～441
（25 少ない～186 多い）

(24.4%)

ランダ
1

リゾフィ

深刻でない

深刻でない

深刻でない

較試験
RR：相対リスク

深刻 1

なし

37/116
(31.9%)

1．症例数が少なく 95%CI が広い．

45.0%
19.0%

45.0%

2．データなし．

(0.87～1.98)

質

要
度

⨁⨁⨁◯

重

中1

大

⨁⨁⨁◯

重

中1

大

140 多い/1000
（59 少ない～441 多い）

RR：相対リスク
1．症例数が少なく 95%CI が広い．
2．データなし．
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10 Evidence-to-Decision

10．Evidence-to-Decision テーブル

推奨判断基準の評価テーブル
推奨判断基準の評価テーブル
CQ13：成人 ARDS 患者において，下記の薬剤を使用するべきか
（吸入一酸化窒素，吸入 β2 刺激薬，静注 β2 刺激薬，顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF），
プロスタグランジン E1，スタチン，サーファクタント，活性化プロテイン C，N-アセチルシステイン，
ケトコナゾール，リゾフィリン）
集団：成人 ARDS 患者
介入：吸入一酸化窒素，吸入 β2 刺激薬，静注 β2 刺激薬，顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF），プロスタグランジン E1，スタチン，
サーファクタント，活性化プロテイン C，N-アセチルシステイン，ケトコナゾール，リゾフィリンのいずれかを使用
基準

問

その問題は
優先順位が
高いです
か？

題

より重篤な問
題や緊急性
のある問題
は，より優先
順位が高くな
る
全体的なエ
ビデンスの
確信性はど
れですか？

主要なアウト
カムに置く価
値の大きさ
は，人によっ
てばらつきま
すか？

その治療の利益と害

予想される
効果は大き
いですか？

予想される
害は小さい
ですか？

効果は害よ
りも大きいで
すか？

判定

◯高い
●おそらく高い
◯わからない
◯おそらく低い
◯低い
-----------------◯一概には言えない

◯高
◯中
◯低
●非常に低
-----------------◯研究なし

1)

ARDS の本態は肺胞領域の非特異的炎症による透過性亢進型肺水腫である ．その病態には，肺
胞上皮傷害，低酸素性肺血管攣縮による肺血管抵抗上昇，換気・血流比不均衡，肺胞サーファクタ
2)
ント機能不全など様々な因子が関与しているため，肺血管拡張作用を有する吸入一酸化窒素 ，肺
3-6)
，肺胞マクロファージ・肺胞上皮細胞成長作用
水腫軽減作用を有する吸入および静注 β2 刺激薬
7, 8)
， 抗炎症作用を有するプロスタグ
を有する顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）
9, 10)
11, 12)
13, 14)
ランジン E1
，HMG-CoA 還元酵素阻害薬スタチン
，抗真菌薬ケトコナゾール
，リ
15, 16)
17, 18)
，抗凝固作用と抗炎症作用を併せ持つ活性化プロテイン C
，抗酸化作用を有す
ゾフィリン
る N-アセチルシステイン，肺胞サーファクタント機能不全を改善させるサーファクタント補充など，様々
な治療法が検討されてきた．これらの薬剤は，本邦で容易に入手可能なもの，入手困難なもの，安価
なもの，高価なもの，安全性が確立しているもの，していないものと様々であるが，有効な治療法が極
めて限られている ARDS 治療の現状を考えると，この問題の優先度はおそらく高い．
関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値および結果のまとめについては前項の 9．エビ
デンス・プロファイルを参照されたい．

◯ばらつきは小さい
◯たぶんばらつきは
小さい
◯ばらつきは大きい
かどうか不明
●たぶんばらつきは
大きい
◯ばらつきは大きい
◯大きい
◯中程度
◯小さい
◯わずか
-----------------●一概には言えない
◯わからない
◯わずか
◯小さい
◯中程度
◯大きい
-----------------●一概には言えない
◯わからない
◯効果は大きい
◯たぶん効果は大きい
◯わからない
◯たぶん害は大きい
◯害は大きい
-----------------●一概には言えない
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追加
事項

リサーチエビデンス

資源利用

コストやリソ
ースなどの
必要とされる
資源は少な
いですか？

◯少ない
◯たぶん少ない
◯わからない
●たぶん多くを必要
とする
◯多くを必要とする
-----------------◯一概には言えない

吸入一酸化窒素，吸入 β2 刺激薬は吸入により使用するため，特別な資器材が必要である．静注 β2
刺激薬，プロスタグランジン E1，活性化プロテイン C，N-アセチルシステイン，リゾフィリンは静脈注射
で投与が可能であるため，必要な資器材はわずかである．顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子
（GM-CSF）は皮下・静脈注射で投与が可能であるため，必要な資器材はわずかである．スタチンは
内服で使用が可能であるため，必要な資器材はほとんどない．サーファクタントは気管内投与で使用
が可能であるため，必要な資器材はほとんどない．ケトコナゾールは経胃，経十二指腸，経空腸的に
投与が必要であるため，特別な資器材が必要である．さらに，いずれの薬剤も以下の薬剤価格分の
追加費用が必要である．
吸入一酸化窒素
吸入 β2 刺激薬
静注 β2 刺激薬
GM-CSF
プロスタグランジン E1
スタチン
サーファクタント
活性化プロテイン C
N-アセチルシステイン
ケトコナゾール
リゾフィリン

（本邦では保険適応外）
（本邦では保険適応外）30 円/日
（本邦では保険適応外）160 円/日
（本邦では未発売）
（本邦では保険適応外）約 10,000 円/日
（本邦では保険適応外）110 円/日
（本邦では保険適応外）92,000 円/日
（本邦では保険適応外）1,280,000 円/日
（本邦では静注用製剤は未発売）
（本邦では未発売）
（本邦では未発売）

◯コストは利益よりも小 有効性が示されていないので，薬剤にかかる費用の分だけコストが大きくなる．
さい
増加するコス ◯たぶんコストは利益よ
トは効果から
りも小さい
害を引いた
◯わからない
正味の利益
●たぶんコストは利益よ
りも大きい
に比べて小
◯コストは利益よりも大
さいです
きい
か？
-----------------◯一概には言えない

公平さ

医療上の不
公平への影
響はどうでし
ょうか？
健康格差を
減らす政策
やプログラム
はより優先さ
れる

受け入れ

その選択肢
は主要なス
テークホルダ
ーに受け入
れられます
か？

◯不公平になる
●たぶん不公平になる
◯わからない
◯たぶん公平になる
◯公平になる
-----------------◯一概には言えない

吸入一酸化窒素は特別な医療施設・医療資器材を必要とする．吸入 β2 刺激薬は特に人工呼吸中に
おいては特別な医療資器材を必要とする．顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF），Nアセチルシステイン，ケトコナゾール，リゾフィリンの 4 薬剤は本邦で販売されていない特殊な薬剤で
ある．サーファクタントは成人領域では通常使用しない薬剤である．活性化プロテイン C は汎用されて
いない特殊な薬剤である．以上の理由により，これら 8 薬剤が医療上の不公平へ与える影響はおそ
らく不公平になると推測される．
静注 β2 刺激薬，プロスタグランジン E1，スタチンの 3 薬剤は特別な医療施設・医療資器材を必要とし
ないため，医療上の不公平へ与える影響はおそらく公平になると推測される．

◯受け入れられる
◯たぶん受け入れら
れる
◯わからない
◯たぶん受け入れられ
ない
◯受け入れられない
-----------------●一概には言えない

吸入一酸化窒素は保険適応外であり，かつ特殊な資器材を要する．顆粒球・マクロファージコロニー
刺激因子（GM-CSF），静注 N-アセチルシステイン，ケトコナゾール，リゾフィリンの 4 薬剤は本邦で販
売されていない特殊な薬剤である．サーファクタント，活性化プロテイン C の 2 薬剤は極めて高価で汎
用されていない薬剤である．以上の理由により，これら 7 薬剤は主要なステークホルダーにおそらく受
け入れられないであろう．
吸入 β2 刺激薬は一般的に広く使用されている薬剤であるが，特に人工呼吸中においては特別な医
療資器材を必要とするため，主要なステークホルダーに受け入れられると一概には言えない．
静注 β2 刺激薬は集中治療領域では汎用性の高い薬剤であるが，厳重な循環モニタリングを必要とす
るため一般病棟では使用を避けられる可能性がある．主要なステークホルダーへの受け入れは不明
である．
プロスタグランジン E1，スタチンの 2 薬剤は一般的に広く使用されている薬剤であるため，主要なステ
ークホルダーにおそらく受け入れられるだろう．

実現可能性

その選択肢
をとることは
現実的に可
能ですか？

◯可能
◯たぶん可能
◯わからない
◯たぶん困難
◯困難
-----------------●一概には言えない

プロスタグランジン E1，活性化プロテイン C は静脈注射で使用可能な薬剤である．スタチンは内服で
使用可能な薬剤である．これら 3 薬剤は，いずれも特別な医療施設・医療資器材を必要としないた
め，現実的に実現可能である．
静注 β2 刺激薬は静脈注射で使用可能な薬剤であるが，シリンジポンプ等を必要とする可能性もあ
る．このため，すべての一般病床で使用可能か否かは不明である．
吸入一酸化窒素は特殊器具によって吸入使用可能な薬剤である．吸入 β2 刺激薬は特に人工呼吸中
においては特別な医療資器材を必要とする．このため，これら 2 薬剤はすべての施設で可能な治療
法ではない．
サーファクタントは気管内投与が必要な薬剤であるため，十分な呼吸管理・呼吸モニタリングを行うこ
とができる施設に使用は限られる．すべての施設でサーファクタントを選択することはおそらく実現困
難である．

14
顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF），N-アセチルシステイン，ケトコナゾール，リゾフ
ィリンの 4 薬剤は本邦で販売されていない特殊な薬剤であるため，実現はおそらく困難である．
注 1：死亡（90 日以内の死亡の内，各研究内で主たるアウトカムとして扱われたもの）．
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G: その他のバイアス）
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パブリックコメント
● 2016 年 4 月 18 日から 5 月 13 日までの期間，日本呼吸器学会/日本集中治療医学会/日本呼吸療法
医学会の各ホームページにてパブリックコメントを募集した．その結果，21 名の方からパブリックコ
メントの投稿があった．うち回答が不完全なもの，語句の間違いなどの指摘を除き，重要と思われるコ
メントとそれに対する回答を以下に記載した．掲載は投稿順ではなく，Part 1 から Part 2 そして全般
にわたるコメントの順に記載した．

１．第 3 章「基礎疾患」
SIRS は APACHE DB から作り出した，リサーチエントリークライテリアです．臨床での判断に
使うクライテリアではないと思います．その点を日本人の多くが勘違いしています．

回 答

重要なご指摘ありがとうございます．この点については日本人ばかりではなく世界的

にもその傾向があると考えます．その点を勘案し内容に修正を加えさせていただきました．SIRS
に関する記述については多くを修正しました．

２．第 3 章「基礎疾患」
sepsis は，新定義の記載がありますが，要約部分には記載がなく，むしろ要約部分に新定義の記
載をした方が良いのではないでしょうか．

回 答

新しい定義は 2016 年になって報告されたものであり，今回は出版の時期も勘案して

紹介するにとどめました．次期改訂までにその評価が定まるかと存じます．上記 1 の指摘にも繫が
るものと考えております．要約に新しい定義を記載しました．

３．第 3 章「基礎疾患」
「狭義の誤嚥性肺炎」は，感染が原因であって，化学性肺炎は「誤嚥性肺臓炎」ではないでしょ
うか．

回 答

ご指摘の考え方もあるかも知れませんが，胃内容物が下気道に入るためには必ず上気

道を通る訳ですから，多かれ少なかれ上気道に存在する微生物が下気道に入ると考えます．
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４．第 4 章「発症機序と病態生理」 2 ARDS の病態生理 b. 換気力学の変化
肺コンプライアンスの低下のみならず，胸壁コンプライアンスの低下も出うる点を言及するのが
良いと思います． 肺コンプライアンスの低下のみに言及しているのは，pulmonary ARDS を主に
想定しているためと思われますが，extra pulmonary ARDS の症例もあり，その病態では，胸壁を
広げることにより肺容量を改善させるために，高めの気道内圧を使用する可能性があります．こう
いった病態があることにも，言及していただければありがたく存じます．

回 答

「呼吸器の設定に際しては，胸郭の硬さや可動性なども考慮する」という文言を加え

させていただきました．

５．第 9 章「治療：呼吸管理療法」 2 ARDS に対する換気設定の概念 a. FIO2 と PEEP の設定
「調節換気時の PaO2 は平均気道内圧に相関するため」との記載がありますが，これは断定できな
いと思います．多発する局所的な無気肺をもつ病変では，平均気道内圧を上昇させても，含気のあ
る肺容量が得られないこともあり，その際には，気道内圧を上昇させても，PaO2 が改善しないこ
とも多々あります． それから，
「脳圧の上昇が問題となる症例では，PEEP 上限を低く設定する」
という表現も断定的なような気がします．高い気道内圧を用いないと肺容量が得られない肺では，
気道内圧を高くしても中心静脈圧の上昇に結び付かないことがよくあります．ARDS 症例では，
PEEP を上昇させても，それによって脳圧が上昇するという 1 対 1 の関係ではないはずです．「脳
圧の上昇が問題となる症例では，PEEP によって得られる肺容量改善の効果と中心静脈圧上昇を含
む循環動態の変化とのバランスによって，適切な PEEP の設定を考えることになる」といった表現
が良いように思います．

回 答

非常にレベルの高いご指摘と存じます．2 つの指摘のうち前者ですが，現在でも

ARMA study の FIO2/PEEP table などが臨床現場では使われています．この観点から，
「調節換気
時の PaO2 は平均気道内圧に相関するため」は必ずしも間違いではないと我々は考えます．もちろ
んご指摘のような要素が例外的にあることは承知していますが，ここではシンプルに述べさせてい
ただきたいと考えます．脳圧と PEEP の関係を指摘される後者については非常に示唆に富むご意見
ですので，ほぼご提案通りに書き改めました．

287

６．第 9 章 「治療：呼吸管理療法」
細かい点ですが，
「陽圧人工呼吸」は「機械的換気」あるいは「人工換気」
，陽圧換気でも陰圧換
気でも，経壁圧が同じなら損傷は同じでしょうから，
「陽圧」はいらないのではないでしょうか．
また「換気様式」と「換気モード」という言葉が混在していますが，モードと様式は同じ意味では
ないでしょうか．

回 答

言葉の使い方については混乱があることを認めます．ただし様式，モードという 2 つ

の言葉が国内では別のものとして扱われていることが多く，それに今回は従っております．今後の
改訂で用語についても議論を重ねてまいります．

７．第 9 章 「治療：呼吸管理療法」
ARDS 診療ガイドライン，興味深く拝見させていただきました．構成から細部に至るプロセスま
で記載され，客観性に優れるもので，大変勉強になりました．Part 1 の p. 83『c. その他の換気条件』
の中で，
『 1）吸気酸素分画』です．PaO2 55 ～ 80mmHg を維持しながら血液ガス分析を行うとあり
ます．FIO2 を 0. 05 ～ 0. 1 刻みに下げるためには，頻回の血液ガス分析を行わなければならないと誤
解を招きませんでしょうか？

頻回採血によるスタッフの作業負荷や医療資源，血液損失という点

を考慮すると，SpO2 も指標として併記するのが，より現実的な管理方法を思います．海外のガイ
ドラインでも SpO2 88 ～ 92% を目標とし FIO2 を規定するという表現を見かけます．日々，ARDS
診療に携わるスタッフであれば FIO2 調整の意図は理解できるのですが，そうでない方には 15 ～ 30
分ごとに血液ガスを提出しなければならない
（must），FIO2 変更には血液ガスが必須と感じられます．
より適正に FIO2 を設定するのは，適正 PEEP 模索の速度にも影響を及ぼすかと思います．

回 答

しっかりとしたエビデンスには欠けるのですが，Part 1 の記載はあくまでも narrative

review (expert opinion) であるという前提で「臨床現場ではこの PaO2 値を踏まえ SpO2 ≧ 90 を目
安として管理し，必要に応じて適宜 PaO2 を確認する」という文言に変更させていただきました．
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８．第 10 章「治療：薬物療法，その他」
Part 1 の 10 治療：薬物療法における好中球エラスターゼ阻害薬の summary が“……使用を考慮
してもよい．……発症早期の使用が有用である．”と記載され，Part 2 の CQ11 の同推奨文“使用
しないことを提案する．
”と明らかに乖離しています．Part 2 は SR に基づいた根拠ある推奨文です
ので，Part 1 の文章を Part 2 に合わせる必要があると思われます．薬物療法（ステロイド，好中球
エラスターゼ阻害薬）など同じ事柄の評価が Part 1 と Part 2 の両方で異なるメンバーで行われて
いるため，記載されている内容のニュアンスも多少異なります．1 つのガイドラインの中でなぜ同
じ事柄を Part 1 と Part 2 の両方で，しかも異なるメンバーで評価されたのか，読者の立場からは
わかりにくく感じました．

回 答

この部分については，3 名の方から同様のご意見が寄せられました．今回は初めての

試みも多かったのですが，国内で 2 つのガイドラインが存在することを避けるため 2 つの診療ガイ
ド ラ イ ン 作 成 委 員 会 が 途 中 か ら 合 流 し ま し た． そ の 結 果，Part 1 は narrative review (expert
opinion) という従来の形を踏襲しております．ここで述べられた意見は国内での多くの施設が現在
採用している実態をお示しするものです．一方，Part 2 は GRADE を採用した厳密な systematic
review の結果に基づいたものです．特に後者は観察研究をも排除して RCT だけを取りあげており
ます．その結果，好中球エラスターゼ阻害薬について現在まで積み重ねられた RCT の結果では，
使用すべきとの推奨はできないという結論がパネル会議で採用されております．しかしながらこれ
はあくまでも指針であって使うなという強圧的なものではありません．一方ステロイドに関しては，
Part 2 においてもその推奨が二転三転しております．しかし協議の結果，少量投与に関しては効果
があると結論せざるを得ない結果が得られ，最終的に使用することを提案するという結論になって
おります．これも今後の RCT の結果によって大きく変化する可能性を秘めております．
たしかに今回は２つのグループが寄り合って narrative review と systematic review を別々に記
載したため読者にとってはわかりにくい結果となったことは否めません．しかしながら今回はこの
ような記載を訂正せず，お互いの意見を掲載することをお認めいただければ幸いです．実態として
本邦では，使用派と非使用派に分かれていることもご勘案ください．
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９．第 10 章 - ４

その他の治療 a. ECMO

「結果は，6 ヵ月後の重篤な機能不全のない生存率が，従来の呼吸管理群では，47％のところ，
ECMO 群の生存率では，63％と優位に予後を改善していた」との記載がありますが，この後に，
「実
際に ECMO 群に割り当てられた 85 名中 17 名に ECMO が適応されなかったこと」との記載がある
ように，
「ECMO 群」と呼ぶと，誤解を招くと思います．本文中でも，patients allocated to consideration for treatment by ECMO とあるように，彼らも ECMO 群とは呼んでいません．「ECMO 治療
を考慮して ECMO 可能な施設で管理をした群」とするのが良いと思います．「ECMO そのもので
はなく ECMO センターに速やかに搬送することが救命率を高めたという意見も根強い」という記
載は，その通りだと思います．それらを文章中，分割しないで述べるのが良いと思います．

回 答

ご指摘ありがとうございます．分割は校正の都合上困難でしたので，群名については

ご指摘通りに変更し，2 つの分かれた文章はお互いに参照するように記述を改めました．

10．CQ5
「中等度以上の ARDS には高めの PEEP を用いることを提案する」とありますが，これを基礎知
識なしに読む人にとって，
「低め」と「高め」がどの程度のレベルを示すのかがわからないと思い
ます．
「低め」と「高め」がどの程度のレベルなのかを示す必要があると思います．

回 答

ご指摘に従い，ARMA study の FIO2/PEEP table を CQ5 の記載中に取り入れました．

11．CQ7
腹臥位について，サブグループ分析の結果は取り入れるべきではないと思います．

回 答

今回，サブグループ解析をするかどうかパネル会議で議論した結果サブグループ解析

を行っております．PROSEVA 研究もサブグループ解析から得られたヒントを用いて重症者を対象
とした RCT を施行しており，必ずしも「べきではない」と断言できるものではないと考えます．
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12．CQ10
「水分を制限した管理を行うことを提案する」とありますが，「水分を制限した管理」とは具体的
に何なのかが示されていません．これも，このガイドラインを使用する人にとっては，
「水分を制
限する」とは何なのかが明示されないと，「水分を制限した管理」が意図するところが見えないと
思います．

回 答

現時点では推奨できる具体的な管理方法はないと言えます．したがって付帯事項に「現

時点では日々の水分バランスをできるだけオーバーバランスにしない管理が勧められる」という文
言を付けさせていただきました．

13．CQ12
ステロイド投与に関して開始時期が大きく異なる研究をまとめて評価しています．現在の推奨で
はどのタイミングで使用すべきか迷うのではないでしょうか．

回 答

ご指摘通りです．ただ解説中にも Meduri らも 14 日以降にステロイドを開始した場

合死亡率を悪化させる可能性があるとして早期の投与を示唆していると紹介しておりますが，現時
点において開始時期を明示することは困難と考えます．

14．全般について
一言で言えば，このガイドラインを臨床医がどれほど利用するかは疑問である．ガイドラインは
いかに厳密に作っても，診療の場で活用されなければ，意味がない．ガイドライン作成の正当性 /
正統性がいかに手続き的に担保されようとも，臨床医が気軽に読んで，内容が間違いなく理解され，
即戦力になるものでなければ，作った価値がない．

回 答

ご指摘の点，我々も十分認識しております．しかしながらこのような試みすらこれま

で本邦医科系ではほとんどなされておらず，まずは形から入らせていただいた次第です．多くの反
省点もありますが，次へ繫がるよう努力してまいります．
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15．全般について
SR における膨大な調査・解析とともに，CPG における GRADE の採用というすばらしい業績と
思いました．

回 答

ありがとうございます．今回は多くの皆様の惜しみない協力によりなんとか完成にこ

ぎつけております．参加したメンバーの多くは全くの素人であったため，多くの失敗も経験してお
ります．いずれにしろ次の改訂ではさらに役立つガイドラインを目指すべく参加メンバー全員が心
を一にしておりますので，どうか暖かく見守っていただきますようお願い申し上げます．

16．その他
パート２中に頻出する確信性（confidence）という文言は，最近，確実性（certainly）という言
葉に置き換えられることとなりました．今回はこの改訂に間に合わなかったため確信性という文言
をそのまま使用することとしました．
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