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68歳女性 ADL自立

【主訴】腹痛

【現病歴】来院日に下腹部痛と数回嘔吐を認め、ERを受診

した。精査の結果CTで胃から小腸にかけて広範囲に腸管拡

張を認め、小腸閉塞（Small Bowel Obstruction：以下

SBO）と診断し入院となった。

【既往歴】帝王切開術後、子宮筋腫術後、

癒着性イレウス(保存的治療6回・手術0回) 

【内服薬】センノシド(12)2T1x、マグミット(330)3T3x

症例



【身体所見】
Vital sign：体温36.9℃、血圧122/60mmHg、心拍数
90bpm、呼吸数18/分、SpO2 97%（RA）

腹部：膨隆・軟 蠕動音：高調、亢進 圧痛あり
tapping painなし

【検査】一部のみ抜粋

WBC 11050/μL BUN 32mg/dL CRE1.25mg/dL

CRP 0.49mg/dL 乳酸 13.5mg/dl

入院時現症



腹部単純CT検査

画像検査

腹部単純X線



【症例に対する評価】

腹部手術の既往があり、癒着性腸閉塞を繰り返し

ている症例。

今回も癒着性腸閉塞の診断であったが、いつもよ

り疼痛が強いと訴えており除痛と早期回復を望ん

でいた。



【臨床的疑問】

１、SBOに対して、経鼻胃管を初期に挿入する

ことはよくあるが、初期からイレウス管を選択

することで治療効果に差があるのか？

２、イレウス管の方が、疼痛や症状の改善が

速くなるということがあるのか？
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✓Step 3 論文の批判的吟味
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✓Step 5 Step 1-4の見直し
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【臨床的疑問】

P  癒着性イレウスの患者
I ileus tube挿入
C NG tube挿入
O 疼痛の改善が早くなるか
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PubMedで検索
Ileus tube Small bowel
obstructionで検索
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What is known

– 癒着性イレウスによる消化管減圧は最も効果的な治療である

– 1930年以降Ileus tubeが誕生し、いくつかの論文ではIleus
tubeの有効性が検証されてきた

– しかし前向き無作為化試験の結果、Ileus tubeとNGTの比較で減
圧、外科へ移行、死亡率には差がなかったと報告があった

– 日本で2003年以降親水性トリプルルーメンのIeus tubeが誕生
し、内視鏡下での短時間挿入が可能になった

What is unknown

– 新しいileus tubeでのrandomised controlled studyはない

【論文背景】



P 2007-2011年の中国の大学病院、付属病院含む

多施設で臨床上またはCTやレントゲンでSBOと診断

され、消化器内科/外科に入院した患者 186人

I Ileus tube挿入

C NG tube挿入

O 腹痛改善までの時間
腹部画像の改善までの時間
Labo dataの改善（WBC、CRP、ESR）
初日ドレナージの排液量
手術の割合

（Primary outcomeとSecondary outcomeは区別されていない）

【論文のPICO】



Patient inclusion(entry) criteria

①臨床症状と身体的徴候でSBOと診断した

②少なくとも2人の放射線科医によりCT、レントゲンで

SBOと判断された

③発症から12時間以内に対象施設に入院した



Patient exclusion criteria

①内視鏡禁忌の場合

②術後に生じた麻痺性イレウスや悪性腫瘍

③他院で加療をされた後の症例

④緊急手術を要する場合

1. 急あるいは突然の腹痛
2. 腹膜刺激症状
3. 非対称性腹部緊張
4. 腸管ループあり
5. ショック
6. 絞扼性イレウス疑い



Intervention & Comparison

I： CLINY Ileus tube(300cm 16Fr Create 
Medic, Tokyo, Japan)を十二指腸下行部まで挿
入し前方バルーンを20ml蒸留水注入し固定、その
後は蠕動運動による推進による

C： NGT (110cm 16Fr Terumo Medic, 

Hangzhou,China)を胃に45-55cmで留置

＊72時間で改善なければ外科手術を推奨



Outcome

Table1参照



Side Effect

• 今回のStudyでは大きな合併症はなかったが内
視鏡下でのイレウスチューブ挿入は操作による
穿孔や出血、誤嚥性肺炎や人工呼吸器の使用例
などの合併リスクがあるだろう。



倫理的配慮

倫理委員会の承認を得ている

患者からは、インフォームド・コンセン
トは得られている



結果は妥当か
介入群と対照群は同じ予後で開始したか

隠蔽化もされている

隠蔽化されているかランダム割り付けされているか

ランダム化もされている



Baselineは同等か

大差なし



研究の進行とともに
予後のバランスは維持できていたか

研究はどの程度盲検化されていたか

→Not double-blinded

※イレウス管の挿入とNGチューブの挿入であるため、患者・医師とも盲検化は困難



研究の完了の時点で両群は
予後のバランスがとれていたか？

追跡率＝100%

Intension to Treat解析は？
→記載なし

試験は早期中止されたか？
→されていない



症例数は十分か？

サンプルサイズは計算されている
両群48人ずつの症例数を予定した

今回症例数が186人で、計算されたサンプルサイズを超え
ていたため、症例数は十分にあると判断した



Limitation

ランダム化されているがダブルブラインドに
はならないこと

Ileus tubeによる治療成功を評価するための、
明確な基準がない

Ileus tubeとNGTは挿入方法が異なり、Ileus 
tubeを留置するときには苦痛を伴う



Outcomeについて

Table1参照

Clinical
Characteristics

Ileus tube
(n=96)

NGT group
(n=90)

P Value OR
(95%Cl)

48hでの症状改善 95.8 (92/96) 46.7 (42/90) <0.01 26.29
(8.90-77.66)

手術移行率 10.4 (10/96) 53.3 (48/90) <0.01 0.10
(0.05-0.22)

癒着性SBOに対
する効果率

95.8 (24/25) 31.6 (12/38) <0.01 52.00
(6.28-430.67)

総合効果率 89.6 (86/96) 46.7 (42/90) <0.01 9.83
(4.53-21.33)
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研究患者は自身の患者と似ていたか？

Inclusion criteriaは満たしており、
Exclusion criteria に該当するものはなかった。

当院ではIleus tubeの留置に関しては消化器
内科医の判断となっており、手技も下行脚

留置にはなっていない。



患者にとって重要なアウトカムは
全て考慮されたか？

早く疼痛を改善したいという患者の希望
に合致している

内視鏡的合併症については詳しく説明し
たが手技上の不快感については詳細には
説明しなかった

→患者の希望との不一致の可能性



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？

コストについては、新型Ileus tube が
NG tubeより論文上は4000元（約
6.3万円）高い

当院では3.7万円＋手技点数は6100円

NGTは496円
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Step1～4の見直し

• Step 1 疑問の定式化
SBOの患者に対する治療（Ileus VS NG 
tube）における疑問を、PICOに定式化でき
た

• Step 2 論文の検索
短時間でPICOに一致した文献を検索できた

• Step 3 論文の批判的吟味
JAMA user’s guideを用いて論文の内的妥当
性を検討した。盲検化がされていないため、
バイアスが入る余地があると考えた。



Step1～4の見直し

• Step 4 症例への適応
Ileus tubeはNGよりも早期回復、手術へ
の移行を回避できることから患者の「早く
苦痛を緩和して欲しい、退院したい」と
いったニーズにはあっていた

• 今回Ileus tubeは250cm挿入しており、論
文よりも深部挿入となっており苦痛、誤嚥
などの手技リスクは高かった可能性あり



論文の結果を踏まえて総括

実際の日本のPracticeに合致した内容の論
文であったか

→日本のtubeを使用しており、機材に関して
は問題なかった

自分達のPracticeをどのように変えるか？

→苦痛、治療期間、手術移行、手技へのリス
クを意識したtube選択を検討していく



• 入院後初日にIleus tube挿入（250cm）
を行った。初日の排液は1700ml/日で
あった

• 第2病日にはレントゲン上で確認しガス像
はほぼ消失、排ガスや排便も認めた為、
クランプを施行した。

• 第3病日にIleus tube造影後抜去を行った。
経過は良好であった。

症例経過



まとめ

癒着性腸閉塞に対するIleus tubeとNG tube

の治療効果の違いについて検証した

疼痛の改善は明らかにIleus tubeの方が速く

なるため、NG tubeで改善に乏しい症例、疼

痛や腹部膨満感が強い症例は、早期にIleus 

tubeの内視鏡下挿入を検討してもよいかもし

れない


