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症例
【症例】不安障害で精神科通院中の67歳女性 

【病歴】元喫煙者。1か月前から増悪する呼吸困難で
救急外来を受診。レントゲンで右肺野の半分以上が
透過性低下あり、超音波で多量の右胸水を認めた。
検査及び症状緩和目的にドレーン留置を検討した。 
【現症】不安で看護師の手を握っている。 
血圧 126/100mmHg, 脈 112/分, 呼吸数 30回/分,  
SpO2 88%(室内気)→94%(N2L). 



症例のまとめ

• 救急外来を受診した患者に安全に胸腔ドレーンを
挿入したい。不安が強そうであり、処置時の鎮痛
鎮静を併用したい。



EBM の 5 steps

Step1: 疑問の定式化(PICO)

Step2: 論文の検索

Step3: 論文の批判的吟味

Step4: 症例への適応

Step5: Step1-4の見直し
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Step1: 疑問の定式化

P：救急外来における処置時の鎮痛鎮静として 
I ：ケタミン及びプロポフォールの2剤併用することは 
C：プロポフォール単剤で使用することに比べ 
O：安全に処置ができるのか？ 

Clinical questionは「治療」に該当。 
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Step2:論文の検索
• Clinical Keyで[procedural sedation and analgesia, ketofol, emergency ]
をキーワードに、検索を行った。 

• 2016年に発行されたRCTを見つけた



Step2:論文の検索

Annals of Emergency Medicine 2016; 68(5): 574-582.e1.
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Step1: 疑問の定式化
論文のPICO

P：救急部において、救急科医が施行する処置時の鎮痛鎮静で 
 I：ketofol(ketamine 100mg/10ml+propofol 100mg/10ml)を 
     使用する場合は 
C：Propofol(propofol 200mg/20ml)を使用する場合と比較して 
O：呼吸器合併症が少ないか 



論文の背景

• 救急部において、必要な処置を安全に行う際に処置時の鎮痛鎮静　　　
（以下, PSA）で使用される鎮静薬としてpropofol・ketamineの　　
比較検討に関する報告では、各々の安全性の確率はなされている。 

• Ketamineは麻薬指定になり現場の使用頻度は少なくなってきている
が、近年、ketamineとpropofolを同時に使うketofolという用法が、
両者の欠点を相殺できるとして注目されている。 

• PSAにおけるKetofolの有効性については過去にも示されているが、
ketofolの優勢な点については示されていない。

Ann Emerg Med. 2012;59:504-512.  
Ann Emerg Med. 2011;57:435-441.  

Ann Emerg Med. 2007;49:23-30.  
Acad Emerg Med. 2011;18: 237-245.  

Acad Emerg Med. 2010;17:604-611.  



処置時の鎮痛鎮静(PSA)について 

• PSAで使用する鎮静薬はそれぞれの特徴で状況に応じて選択される。
Propofolの特徴としては循環・呼吸抑制、制吐作用があり、ketamineが
それに拮抗する作用がある。

プロポフォール ケタミン
気道反射抑制 あり なし
呼吸抑制 あり なし
循環抑制 血圧低下 血圧上昇、頻脈
消化器症状 制吐作用あり 催吐作用あり
鎮痛作用 なし あり
中枢神経作用 入眠・不動 悪夢、不穏・体動
小児への使用 あり

禁忌・注意 卵・大豆アレルギー
血管痛あり

頭蓋内圧上昇
気道刺激な処置



• ハイリスク患者への処置の際に、PSAを実施する場合、以下のことを
評価し、処置の緊急度などと天秤にかける。

嘔吐・誤嚥のリスク
(絶食時間、食道・胃の解剖異常、腹圧上昇など)

患者の全身状態　
気道確保の困難さ

処置の緊急度　
患者満足度　
安全性

処置時の鎮痛鎮静(PSA)について 



方法

・研究デザイン　 
ランダム化、ダブルブラインド試験 

・期間・対象 
　期間：2013年4月から2015年4月　 
　施設：オーストラリアの3つの病院(救急患者の年間受け入れが 
　　　　それぞれ5万人規模の地域病院, 6万人規模の市中病院,  
　　　　7.6万人規模の三次救急病院) 



1. 18歳以上 

2. 救急科医が、強い疼痛を伴う処置が必要で深い鎮静を
要すると判断する場合

Patient: Inclusion criteria



Patient: Exclusion criteria

1. 患者に同意を得られない 

2. 妊婦 

3. ケタミン、卵、大豆アレルギーを持つ 

4. 意識レベルが低下しているもしくは頭蓋内圧上昇がある 

5. 未治療の高血圧がある(血圧＞160/90mmHg) 

6. 大動脈瘤、症候性虚血性心疾患、亜急性期心筋梗塞の既往がある 

7. 全身状態が不良である(ASA-PS Ⅳ以上)



Intervention/ 
Comparison 

鎮静薬の組成は以下の通り： 

体重に合わせた初期投与量を投与し、目標となる深い鎮静を得られるまで、
60秒以上あけて追加投与し、得られたところで処置を開始する。 
(Table E1参照) 

★深い鎮静の定義；患者が閉眼して声かけに反応しない 
★バイタル及び鎮静の深さは3分毎に専門看護師が評価・記載する。 
（処置完了及び処置後患者と適切な意思疎通ができることを確認するまで) 

Ketofol群 ketamine 100mg/10ml+propofol 100mg/10ml
Propofol群 propofol 200mg/20ml



• 結果収集はPSA実施医や専門看護師がした。 
• カルテとは別に報告用紙に結果が記された。 
• 処置が失敗した場合、その原因が鎮静不十分によるものか処置自体の問題な
のかはPSA実施医が判断した。 

• 処置完了後30分は覚醒時せん妄の評価を行った。言語コミュニケーションが
成立したところで、患者に処置時及び終了後の疼痛のレベルについて聞いた。

• 退室基準を満たす(Table E4における
スコア7点以上)までにかかった時間
も記録された。



Outcomes 
Primary outcome：呼吸に関する合併症；低酸素血症(SpO2 <93%), 低換
気(呼吸数8回/分以下), 無呼吸(カプノグラフィーで15秒以上波形がフラッ
ト), 喉頭けいれん, 誤嚥(改善しない低酸素血症及びレントゲンで肺浸潤
影を認める), 緊急処置を必要とする(酸素流量の増量, 気道確保のための
頭位変換, エアウェイの使用, 用手換気, 気管挿管)[Quebec criteria] 

Secondary outcomes：低血圧(収縮期血圧90mmHg未満) , 患者の満足度 

Exploratory outcomes：嘔吐, 誤嚥, 平均鎮静薬投与量, 平均鎮静時間, 覚
醒時せん妄の頻度, 患者の記憶, 患者の疼痛評価, 医師の満足度 

Primary 低酸素血症(SpO2 <93%)
低換気(呼吸数8回/分以下))
無呼吸(カプノグラフィーで15秒以上波形がフラット)
喉頭けいれん
誤嚥(改善しない低酸素血症及びレントゲンで肺浸潤影を認める)
下記のような緊急処置を必要とする場合
　酸素流量の増量, 気道確保のための頭位変換, 
　エアウェイの使用, 用手換気, 気管挿管

Secondary 低血圧(収縮期血圧90mmHg未満) 
患者の満足度



Statistical analysis 
• 本研究の呼吸器合併症の頻度はオーストラリアの救急部における　　　　
過去2年間の合併症率を参考にして、推定された。 

• 95%(αエラー5%), 90%(βエラー10%)の両側検定をした際に、　　　　　
本研究のprimary endpoint である呼吸器合併症の減少を20%から10%へ　
減少できると証明するのに必要なサンプル数は526人と見積もられた。 

• ITT解析が行われた。 

• 結果は、χ2検定 or Fischer’s 正確検定で解析され、95%CIで報告した。 

• 結果はMicrosoft Excelで解析された。

Anna Emerg  Med.2007; 49:23-30. 
EmergMed Australas.2011; 23: 458-465.



倫理的配慮
• 全ての患者にInformed Consent を得ている。 

• 倫理委員会の承認を得ている。



Step3: 論文の批判的吟味

①結果は妥当か
介入群と対照群は同じ予後で開始したか
　患者はランダム割付されていたか 
　ランダム割付は隠蔽化されていたか 
　既知の予後因子は群間で似ていたか 
研究の進行とともに予後のバランスは維持されたか
　研究はどの程度盲検化されていたか 
研究完了時点で、両群は予後のバランスが取れていたか
　追跡は完了しているか 
　患者はランダム割付された集団において解析されたか 
　試験は早期中止されたか 
サンプルサイズは十分か



介入群と対照群は同じ予後で開始したか

ランダム割付は隠蔽化されていたか 
→Web でランダム割付された。

患者はランダム割付されているが、 
割り付けた後に4+14 人が脱落が 
多かったが、ITT解析であるため 
これらによる影響はない

ランダム化される前に、 
437人が除外されているが、 
そのうち68人は医師の判断で、 
166人は原因が明記されていない



既知の予後因子は群間で似ていたか

□患者背景（年齢、体重、処置前の疼痛スコア、処置前の収縮期血圧、
処置前3時間絶食）において2群間に大きな差はない 
▲ASA-PS分類(I～III)はリスクとして知られているが、 
    ASA-PS分類別での層別化がされていない

介入群と対照群は同じ予後で開始したか



□処置の内容, 患者の併存疾患（虚血性心疾患, 高血圧, 糖尿病,  
てんかん, 気管支喘息）においても大きな差はない。 
　▲処置の緊急度が層別化されていない　 
　▲喘息患者にketamineを使うのか疑問である

介入群と対照群は同じ予後で開始したか
Table 1.　続き



□鎮痛薬に使われたオピオイド（モルヒネかフェンタニル） 
使用症例の割合, 使用量において大きな差はない 
□処置時の鎮静に用いる鎮静薬（propofolかketofol）の　　 
合計投与量の中央値に大きな差はない

介入群と対照群は同じ予後で開始したか
Table 1.　続き



□追跡は完了している　 
□ITT解析されている 
□早期中断されていない 
□サンプル数は計算されている

研究完了時点で、両群は予後のバランスが取れていたか

研究の進行とともに予後のバランスは維持されたか
どの程度盲検化されていたか

Patient ◯
Clinician ◯

Data collectors ×
Adjudicators of outcome ×

Data analysis 未記載



Step3: 論文の批判的吟味

②結果は何か

治療効果の大きさはどれくらいか

　RRR, ARR, NNTはそれぞれどれくらいか 

治療効果の推定値はどれくらい精確か

　上記それぞれの95%CI区間の範囲は適切か・広すぎないか



結果 
を解釈する前に 

• オーストラリアの救急診療ではPSA施行時には予防的に酸素投与を
すること、及び疼痛が強い症例に関してはオピオイドの投与による
疼痛コントロールを先行することが慣例とされており、本研究でも
PSA実施前の上記の介入は許容した。 

• 結果的には、両群とも同程度の酸素投与量及びオピオイド使用量　
であった。



結果　Primary outcome
治療効果の大きさはどれくらいか



呼吸器合併症が
生じ、かつ

呼吸管理を要した
　

呼吸器合併症は生じ
たが対応は不要ある
いは呼吸器合併症は
ないが対応が必要

Ketofol 21 274 295
Propofol 27 269 296

RR 0.78 (95%CI; 0.45 to 1.35)

RRR 0.22 (95%CI; -0.35 to 0.55)

ARR 0.02 (95%CI; -0.02 to 0.06)

NNT 50 (95%CI; -41.7 to 15.6)

• Ketofolを使うことで呼吸器合併症が生じ、かつ呼吸管理を要する
リスクを22%減らし得るが、有意差なし。 

• Ketofolを使うことで呼吸器合併症が生じ、かつ呼吸管理を要する
頻度を2.0%減らし得るが、有意差なし。 

• PSAを50回行う場合、1回は呼吸器合併症の発生を予防しうるが、
有意差なし。

【呼吸器合併症が生じ、かつ呼吸管理を要した症例について】



✴呼吸器合併症の内容✴ 
• ketofol群の方が低換気になる症例が多い
傾向にある(prop. vs ket. 4%vs 9%)が、
有意差は不明。 

• 低酸素血症、無呼吸はpropofol群に多い
傾向にあるが、有意差は不明。 

• 気道閉塞、喉頭けいれん、誤嚥となった
症例はなかった。

✴実際に施行された呼吸管理の内容✴ 
• 酸素流量の増量、気道確保やデバイスの使用、用手換気の実施については

propofol群の方が多い傾向にあるが、有意差は不明。



結果 Secondary outcomes



• Ketofolを使うことで低血圧リスクが87%減少する 
• Ketofolを使うことで低血圧が7.1%減少する 
• PSAを14回行う場合、1回は低血圧の発生を予防しうる

低血圧
あり

低血圧
なし

Ketofol 3 278 295
Propofol 24 268 296

RR 0.13 (95%CI; 0.04 to 0.41)

RRR 0.87 (95%CI; 0.96 to 0.59)

ARR 0.07 (95%CI; 0.04 to 0.10)

NNT 14 (95%CI; 9.61 to 26.47)

【低血圧について】

【患者の満足度について】 
• 両群とも患者満足度は高かった(と本文に記載あり)



結果を言葉にする
• 深い鎮静深度のPSA施行時に、Ketofolを選択することで

Propofolよりも何らかの呼吸器合併症を50回のうち1回は　　
予防し得るが、有意差はなかった。 

• 低血圧のイベントを14回のうち1回は予防し得ることが
示唆された。 

• 患者の満足度はどちらを使っても同じくらい十分である。
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Step4:症例への適用

論文の結果が症例に適用できるか吟味する

結果を患者のケアにどのように適用できるか
研究患者は自身の診療における患者と似ていたか 
患者にとって重要なアウトカムはすべて考慮されたか 
見込まれる治療の利益は、考えられる害やコストに見合うか



研究患者は自身の診療における患者と似ていたか

• Inclusion criteriaを満たし、Exculsion criteriaを満たさない。 

•しかし、膿胸ドレナージにおけるPSAとしては、目標の鎮静　
深度が「深い鎮静」である必要はないかもしれない。 

• ASA-PS IIIの患者であり、PSA実施に際しては合併症のリスクは
高いと考える。

患者にとって重要なアウトカムはすべて考慮されたか
• PSAを施行する際に、呼吸器合併症のリスクが低く、　　　
呼吸管理的措置が必要となることができるだけ少ないように、
処置を安全に行いたい。



見込まれる治療の利益は、考えられる害やコストに見合うか
• ketofolのメリット： 
呼吸器合併症の頻度は変わらないが、低血圧の頻度は低い。 
但し、propofol群での低血圧イベントは多くの場合self-limiting 
(と本文discussion中に記載)であり、臨床的意義はないかも　　　
しれない 

• ketofolのデメリット： 
ketamineは麻薬伝票を出さないといけない　 
ketamineとpropofolを混合する手間がある 

• 薬価 
ketamine 20ml 705円         (ketofol 20ml 720円相当) 
propofol  20ml 734円
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Step5: Step1-4の見直し

Step 1：
救急外来にて、処置時の鎮静で深い鎮静を要する患者において、
用いる鎮静薬をketofolにした方がpropofol単剤にするより安全に
処置が行えるのか疑問に思った 

Step 2：
Clinical Keyで検索し, 2016年のrandomised double-blind clinical 
trial を選択した  



Step 3：
鎮静薬がPropofol群とKetofol群での、呼吸器合併症の発症リスクの
ITT解析では有意差はなかった。 
手技失敗例は1例のみpropofol群で認められたが、両群で差はない
ものと思われた(本文記載)が、本研究では手技に伴う合併症率に　
ついての検討はなされていなかった。 
本試験では処置前の血圧が収縮期血圧120～140mmHg台であり、　　　
処置前の低血圧患者での有用性は示されていない。 

Step4： 
本症例では深い鎮静を得るために、Propofolでもketofolでもあまり　
問題ない



論文のまとめ
• 救急外来でのPSAで深い鎮静を得るためにPropofol を使用しても

ketofolを使用しても呼吸器合併症の発症率に有意差はない。 

• Ketofolはpropofol単剤に比べて低血圧が起こりにくいことが示唆
された。



臨床に選択したマネジメント

• ketofolでPSAを実施した。呼吸状態の変化はなく、
血圧低下も見られなかった。 

• 処置は問題なく終了できた。



Take Home Message

• 救急外来において処置時の鎮痛鎮静に使用する鎮静薬は
propofol単剤でもketofolでも呼吸器合併症リスクはあまり　　
大きさな差はない 

• 低血圧患者に対しての使用薬剤については今後検討する　　　
余地がある


