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本日の文献

Hypoxemia, Bradycardia, and Multiple Laryngoscopy Attempts during 
Anesthetic Induction in Infants; A Single-center, Retrospective Study

Anesthesiology 2019; 131:830–9



背景

小児の挿管は時にChallengingである

挿管のMultiple attemptと低酸素血症・徐脈の間に関連があるという報告

Souza Nd, Carvalho WB: Complications of tracheal intubation in pediatrics. Rev Assoc Med Bras 2009; 55:646–50

Fiadjoe JE, et al.Airway management complications in children with difficult tracheal intubation from the Pediatric 

Difficult Intubation (PeDI) registry: A prospective cohort analysis. Lancet Respir Med 2016; 4:37–48



目的

仮説：

健常な乳児への全身麻酔下での挿管の際にMultiple laryngoscopy 
attemptを実施した場合、低酸素血症または徐脈の頻度が増加する

目的：

①乳児への全身麻酔導入の際のMultiple attemptの頻度を明らかにする

②Multiple attemptに伴う低酸素血症と徐脈のリスクを明らかにする



Methods

研究デザイン

期間：過去1年9か月間

対象：麻酔導入時に気管挿管を受けた乳児

方法：麻酔記録システムから情報を抽出

• 挿管をAttemptした回数

• 麻酔導入開始～終了の間に発生した有害事象の頻度

（徐脈・低酸素血症）

これらの情報から下記を算出

①Multiple attemptの発生率

②Single attemptとMultiple attemptの2群間での有害事象の頻度の比較



補足：研究デザイン

• 介入研究

• 観察研究

• コホート研究

• 症例対照研究

• 横断研究

• 前向き研究

• 後ろ向き研究



補足：研究デザイン

介入研究

〇因果関係の証明に有用

×リスク要因の可能性がある要因に曝露させることは倫理的でない

×大部分の人は食事や行動を長期間他人から制約されることに

しり込みする

→リスクの評価には不向き

観察研究

＝起こった事象を観察するだけ

〇リスクの評価に有用



補足：研究デザイン
前向き

〇ふつうは医療記録上捉えることのできない要因を評価可能

〇曝露の有無とその程度を標準的な方法で測定可能

×対象イベントを経験する数以上の症例を登録する必要

×コスト・時間がかかる

×疾患と比較的少数の要因への曝露との関係しか評価できない

後ろ向き

〇時間・費用面で効率的、比較的容易に実施可能

×データが残っていない項目は検証不可

×曝露の有無とその程度の測定は標準化されていないことが多い



補足：研究デザイン

コホート研究

調査開始の時点で、あるリスク要因を持っている集団と持たない集団

に分けて追跡し、その後に発生するアウトカムの発生率を比較

要因あり

要因なし

アウトカム

過去 未来



補足：研究デザイン

症例対照研究

すでにある疾患を発症している群と発症していない群を抽出して、
それぞれの群の中でリスク要因の有無を調べ、群間を比較

疾患あり

疾患なし

要因の有無

過去 現在



補足：研究デザイン

横断研究

ある集団をある一時点でのみ調べ、リスク要因の有無と疾患の

有無を同時に調査する方法

Aさん Bさん Cさん

調査の時点での 要因と疾患の有無



補足：研究デザイン

コホート研究

〇発生率を直接測定するための唯一の方法

〇曝露と多数の疾患との関連性を評価可能

×交絡とその他のバイアスが入りやすい

症例対照研究

〇まれな疾患、発症に時間のかかる疾患の検証に向いている

〇頻度の多い疾患でなければ相対リスクの推定が可能

△常に後ろ向き研究

×選択バイアスのリスク大

横断研究

×曝露と疾患発症の前後関係が不明



Methods

研究デザイン

過去の1年9か月間に麻酔導入時に気管挿管を受けた乳児を対象

麻酔記録システムから情報を抽出

• 挿管をAttemptした回数

• 麻酔導入開始～終了の間に発生した有害事象（徐脈・低酸素血症）

これらの情報から下記を算出

①Multiple attemptの発生率

②Single attemptとMultiple attemptの2群間での有害事象の頻度の比較



Method

Setting

• フィラデルフィア小児病院

• 手術室・透視室・日帰り手術室

• 2015年1月24日～8月1日の間

• 大半で緩徐導入を実施



補足：内的妥当性と外的妥当性

内的妥当性

＝正確性（Accuracy）

＝対象となった患者集団において、研究結果はどれだけ正確か？

外的妥当性

＝普遍性

＝研究結果が、ほかの状況でも当てはまるか？

Souza AC et al. Psychometric Properties in Instruments Evaluation of Reliability and Validity. 

Epidemiol Serv Saude. 2017;26(3):649-659. 



補足：内的妥当性

http://atmos.northernvermont.edu/



補足：内的妥当性と外的妥当性

内的妥当性

＝正確性（Accuracy）

＝対象となった患者集団において、研究結果はどれだけ正確か？

外的妥当性

＝普遍性

＝研究結果が、ほかの状況でも当てはまるか？

Souza AC et al. Psychometric Properties in Instruments Evaluation of Reliability and Validity. 

Epidemiol Serv Saude. 2017;26(3):649-659. 



補足：バイアス

バイアスの存在は内的妥当性を損なう

選択バイアス

サンプリングする集団に偏りがある

比較される集団が異なる

出典：東北電力ネットワーク



補足：バイアス

バイアスの存在は内的妥当性を損なう

測定バイアス

用いる測定方法が異なる

・検者、主観、器材

・想起バイアス（患者、質問者）

・誤分類（misclassification）

https://my.illinoisstate.edu/



補足：交絡
交絡因子

曝露と関連し、疾患に影響するが、曝露と疾患を繋ぐ連鎖の一部
ではないもの

片方の集団に交絡因子の有無が偏ると、結果を誤って解釈する

交絡の制御

・ランダム化

・限定

・マッチング

・層別化

・標準化

・多変量調整 出典：東北電力ネットワーク



補足：バイアスと交絡（＝系統的誤差）

出典：大阪大学 腎臓内科



Method

Setting

• フィラデルフィア小児病院

• 手術室・透視室・日帰り手術室

• 2015年1月24日～8月1日の間

• 大半で緩徐導入を実施



Method

Participants

• 生後12か月以内の新生児・乳児

• ASA I or II

• 全身麻酔下で選択的に気管挿管を受けた

• 喉頭鏡（マッキントッシュ・ミラー・Wis-Hipple）を使用

• 期間中に同一患者が2回以上麻酔を受けた場合は初回のみ採用

• 除外：緊急症例、元々低酸素血症がある（<90%）、CHD、difficult 
airwayの歴がある、LMA症例、経鼻挿管、ビデオ喉頭鏡使用



Method

変数

• Primary outcome：

低酸素血症（最低1分以上持続するSpO2<90%の低下）

徐脈（新生児<100bpm, 乳児<80bpm）

• Demographic data（共変数）：

年齢、体重、身長、ASA status、麻酔実施場所、術前SpO2

• Intraoperative record：

attemptの回数、喉頭展開法（喉頭鏡、ビデオ喉頭鏡、気管支
ファイ バー）、経時記録（導入開始～終了までの各種イベント）

• Postanesthesia documentation：

吸入エピネフリンの使用、PACU退室後の酸素使用の有無



結果のまとめ

全体の発生率

• Multiple Attempt 16%

• 低酸素血症 35%

• 徐脈 9%

Multiple Attemptと低酸素血症は関連あり

低酸素血症は徐脈のリスクを上げる

LocationやStaffing modelと低酸素血症は関連なし





筆者たちのDiscussion

• Multiple Attemptと低酸素血症の発生に関連がある

→挿管に時間がかかることは低酸素血症のindicatorになる

• Multiple attemptsは有害である

• 初回Attemptでの挿管成功を目指すべき



Limitation

測定バイアス

・バイタル測定エラー

・SpO2の記録は1分に1
回だけ

・挿管前のSpO2低下も
データに含まれる

（誤分類）

選択バイアス

・前投薬

・前酸素化

・投薬のタイミング

・投薬量（鎮痛・鎮静）

交絡

・挿管換気困難因子

例）顔貌異常

染色体異常

・麻酔担当医の経験



私見

• Multiple Attemptと低酸素血症の前後関係がわからない

• 患者のバックグラウンドがASA以外不明

• バイアスが取り除かれていない

→内的妥当性が不十分

→実臨床への活用には時期尚早

• 研修医と専門医ではマスク換気の質も異なる

→研修医を多く含んだ状況と小児麻酔専門医が行う状況では異なっ
た結果が出る可能性

→外的妥当性はその都度要検討



私見

デザインを改良して次のステップへ

• 前向き研究

• 観察者を設定

• 交絡因子を事前に抽出

• 挿管前の酸素化の時間・投薬の量・条件を設定

• 染色体異常や顔貌、SASのデータを収集

• 挿管者・マスク換気担当者を固定



因果関係の説明
Hill’s Criteria



① Correct temporal sequence（正しい時間関係）（絶対に必要）
暴露⇒結果の順序（時間的順序）が証明されている

（複数の喉頭展開の前に、麻酔薬の投与に伴う徐脈は起こっていなかったのか？）

② Strength of the association（関連の強さ）
暴露とアウトカムの関連性が強い（OR、RRが高い）ほど因果関係に近い

③ Consistency of the association（一貫性）
異なる研究対象、研究デザインにおける研究で同様の結果が出る

④Dose-response relationship（容量反応関係）
ある危険因子への暴露量が多いほど、アウトカムの発症も多い

（１＜２＜３回の喉頭展開の順で、酸素低下、徐脈の発生頻度が上昇する）

⑤Biological plausibility （生物学的妥当性）
現時点で分かっている生物学的なメカニズムで、危険因子がアウトカムを

起こす説明ができる（無酸素化が低酸素を起こす）



⑥ Experimental evidence（実験的証拠）
バイアスや交絡の入る可能性が低いデザイン（質の高いRCT）は、危険因子とアウトカ
ムの因果関係を強める

⑦ Specificity （特異性）
あるアウトカムの関連が、特定の危険因子のみにより起こり、他の危険因子で認めら
れない（例：酸素化の低下と、喉頭展開の関連は特異的ではない。酸素化の低下は複
数の喉頭展開以外でも起こる：困難気道、肺の状態が悪い、換気不十分など）

⑧ Coherence（整合性）
危険因子とアウトカムの関係が、現時点で知られている生物学的な知識や医学的常
識に反しない

⑨ Analogy（類似性）
他にも類似した危険因子とアウトカムの関係がある
例：妊娠中にサリドマイドに暴露すると、先天奇形が起こる

妊娠中に風疹に暴露すると、先天奇形が起こる
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