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背景と方法
心停止後は体温管理療法（TTM）が推奨されていますが、エビデンスは
確実性が低く、最適な熱伝導方法は明らかになっていません。
オープンラベルの盲検アウトカムアセッサー試験では、心因性または原因
不明の院外心停止後の1900人の昏睡状態の成人を、後に0.33℃/hで復温
する目標体温33℃での低体温療法と発熱の早期治療を伴う平熱療法
（体温が37.8℃以上のトリガーに達したとき、37.5℃以下を達成するため
の体温管理療法を開始）のいずれかに、ランダムに割り当てました。 
介入期間は40時間続きました。患者が昏睡状態のままである場合、発熱
管理は両群で72時間実施されました。主要転帰は、6か月の全死因死
亡率でした。二次転帰には、6か月の機能的転帰（修正ランキンスケール
[mRS]）が含まれていました。事前定義されたサブグループ分析は、性別、
年齢、初期リズム、ROSCまでの時間、および循環ショックでした。
事前定義された有害事象は、肺炎、敗血症、出血、血行力学的障害を伴う
不整脈、および TTM装置関連の皮膚合併症でした。

結果
合計で、1850人の患者が分析の対象となりました。低体温療法群の患者
の95％が何らかの装置を使用してTTMを受け、平熱療法群の患者の
46％が装置を使用してTTMを受けました。約2/3は体表冷却装置に
よってTTMを受け、1/3 は血管内冷却装置でTTMを受けました。
 6か月で、低体温療法群の参加者の925人中465人（50％）が死亡したの
に対し、平熱療法群の925人中446人（48％）が死亡しました（低体温療
法群の相対リスク1.04; 95％C I、0.94～1.14; P = 0.37）。機能的転帰は
1747人の参加者で評価されました。低体温療法群の881人中488人
（55％）は、中等度またはそれ以上の重度障害（mRS≥4）で、平熱療法群は
866人中479人（55％）でした（低体温療法群の相対リスク1.00; 95％CI, 
0.92～1.09）。転帰は、事前定義されたサブグループで一貫していました。
血行力学的障害を伴う不整脈は、低体温療法群でより一般的でした
（24％対17％、P <0.001）。他の有害事象に有意差はありませんでした。

結論
低体温療法は、院外心停止後の昏睡状態の患者の平熱療法と比較して、
6か月の死亡率を減少させませんでした。

 

The TTM2-trial, results and insights

BACKGROUND AND METHODS 
Targeted temperature management (TTM) is recommended after 
cardiac arrest, but the evidence is of low certainty and the optimal 
mode of delivery is not known. 
In an open-label, blinded outcome-assessor trial we randomly 
assigned 1900 comatose adults after out-of-hospital cardiac arrest of 
a presumed cardiac or unknown cause, either to targeted hypothermia 
at 33 °C followed by controlled rewarming by 0.33 °C/h or to targeted 
normothermia with early treatment of fever (when body temperature 
reached the trigger of ≥37.8°C TTM was started to achieve ≤37.5°C).
The intervention period lasted for 40 h. Fever management was 
instituted in both allocation arms for 72 hours if patients remained 
comatose. The primary outcome was six-month all-cause mortality. 
Secondary outcomes included six-month functional outcome (modified 
Rankin Scale [mRS]). Predefined subgroup-analyses were sex, age, 
initial rhythm, time to return of spontaneous circulation, and circulatory
shock. Predefined adverse events were pneumonia, sepsis, bleeding, 
arrhythmia with hemodynamic compromise, and TTM-device-related
skin complications.

 
RESULTS
In total, 1850 participants were eligible for analysis. 
95% of patients in the hypothermia group received TTM with a device 
and 46% in the normothermia group. Approximately 2/3 received 
TTM by a surface device while 1/3 received intravascular TTM. 
At six months 465 of 925 (50%) of the participants in the hypothermia 
group had died, compared with 446 of 925 (48%) in the normothermia 
group (relative risk with hypothermia 1.04; 95% confidence interval 
[CI], 0.94 to 1.14; P=0.37). Functional outcome was assessed in 1747 
participants. 488 of 881 (55%) in the hypothermia group had moderately 
severe disability or worse (mRS≥4), compared with 479 of 866 (55%) in 
the normothermia group (relative risk with hypothermia 1.00; 95% CI, 
0.92 to 1.09). Outcomes were consistent in predefined subgroups. 
Arrhythmia with hemodynamic compromise was more common in 
the hypothermia group (24 versus 17%, P<0.001). 
There were no significant differences in other adverse events.

 
CONCLUSIONS
Targeted hypothermia did not decrease six-month mor tality 
compared with targeted normothermia in comatose patients after 
out-of-hospital cardiac arrest.
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