
播種性血管内凝固症	  
(DIC	  ;	  disseminated	  intravascular	  coagula6on)	  	  

	

慈恵ICU勉強会	  
2015.5.12	  

齋藤慎二郎	

1	  



はじめに	

JSEPTIC 簡単アンケート第 27	  弾:感染に起因する DIC	  (2013	  年 5	  月実施)	

重症患者を診療する機会のある医師192名からの回答	

感染に起因する DIC	  と言う病態について、どうお考えですか?	

治療は不要と考えているが約半数	
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本日の内容	

1.  DICとは	  
2.  敗血症とDIC	  
3.  診断	  
4.  治療	  
5.  DICと血小板/FFP輸血	
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Disseminated	  intravascular	  coagulaIon	  (DIC)とは	  
歴史	

1979年	

日本では旧厚生省の研究班より“厚労省DIC診断基準”の原型が報告	

1970年代	

凝固線溶系の検査が可能になり各国で診断方法の研究。Colman,	  Minnaらが最初の診断基準を報告 (Am	  J	  Med	  1972	  ;	  52	  :	  679-‐89)	  	

1951年	

Schneider が播種性血管内凝固症という病名を初めて提唱	  	  (Surg	  Gynec	  Obst	  1951	  ;	  92	  :27)	  	

1919年	

Obata が胎盤早期剥離では出血とともに微小血管に多数の血栓が認められると報告	  (J	  lmmunol	  1919	  ;4	  :111)	

1901年	

DeLee が胎盤早期剥離の患者では出血傾向が強いことを報告 　(Am	  J	  Obstet	  1901	  ;44	  :785)	  	
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日本はDIC研究先進国	

•  実験的DICに関する2人の日本人	  
! 草間滋 (1876-‐1936年)： DICの原因としての菌血症	  
! 小畑惟清 (1883-‐1962年):	  子癇の病態研究と組織因子インヒビ

ター (TFPI)発見の先駆け	  

•  厚生省研究班の貢献	  
! 1977年以来DICは厚生省の特定疾患に指定され研究班が作ら

れた	  
! 疫学、診断基準、薬剤の治験が全国規模で進んだ。DIC治療

薬の認可多数	  

•  ちなみに集中治療関連主要３雑誌のうち 	  “Disseminated	  
intravascular	  coagulaIon”で過去10年検索すると36件ヒッ
トし、そのうち14件が日本からの報告	  
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Disseminated	  intravascular	  
coagulaIon	  (DIC)とは	

•  全身的な凝固活性の亢進によって、血管内でフィブリン塊が
形成され、最終的に小中の血管の閉塞をきたす病態	

1. 血管の閉塞により、臓器血流が減少し多臓器不全を引き起こす。	  
2. 血小板と凝固因子の消費により出血傾向をきたす。	

N	  Engl	  J	  Med	  1999;341:586-‐592.	
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破砕赤血球	 微小血管内に充満するフィブリン	

N	  Engl	  J	  Med	  1999;341:586-‐592.	
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凝固系	

線溶系	  

抗凝固系	

N	  Engl	  J	  Med	  1999;341:586-‐592.	
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血栓止血誌 20:77-‐113,	  2009	

線溶能による	  DICの病型分類	
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Crit	  Care	  Med	  2001;	  29:1164–1168	

凝固と線溶のバランスと臓器不全	

研究デザイン：ケースコントロール研究	  
対象：一つの大学病院の内科で診断と治療がなされた69人のDIC患者。うち31人
の多臓器不全患者を含む。	  
方法：多臓器不全を持つ患者とない患者で凝固と線溶に関わる因子比較。	  

•  多臓器不全患者；心、肺、肝、消化管、脳の少なくとも２つの障害部位を
持つ患者	  
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TAT:	  thrombin-‐anIthrombin	  
complex、凝固活性の指標	  
PIC:	  	  plasmin-‐2	  plasmin	  inhibitor	  
complex、線溶亢進の指標  	

多臓器不全あり	

多臓器不全なし	

MOF(-‐)	MOF(+)	

tPA:	  Issue	  plasminogen	  acIvator	  anIgen	  
PAI:	  plasminogen	  acIvator	  inhibitor	  anIgen	

凝固活性と線溶亢進のバランスが多臓器不全の有
無に関係することを示唆している？	
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DICが起こりうる状態	

•  Sepsis	  
•  Trauma	  

a.  Serious	  Issue	  injury	  
b.  Head	  injury	  
c.  Fat	  embolism	  

•  Cancer	  
a.  骨髄増殖性疾患	  
b.  固形癌	  

•  産科合併症	  
a.  羊水塞栓症	  

b.  胎盤早期剥離	  
•  血管疾患	  

a.  巨大血管腫	  
b.  大動脈瘤	  

•  毒素（例：ヘビ毒、薬物、
アンフェタミン）	  

•  免疫反応	  
a.  重症アレルギー	  
b.  輸血性溶血反応	  
c.  移植後拒絶反応	  
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敗血症とDIC	
•  DICを引き起こす疾患としては最も頻度が高い	  
•  敗血症患者の25-‐50%に合併する	  
•  炎症性サイトカインによって、凝固系の亢進と線溶系の抑制

がかかる	  

敗血症でのTissue	  Factor(TF)	  
pathway	  

! Monocyteと血管内皮細
胞、その他リン脂質がTF
となる	  

! TF-‐第VII因子が第X因子
を活性化	  

! 第X因子がThrombinを
活性化	  
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CHEST	  2005;	  128:2864–2875	

CoagulaIon,	  anIcoagulant	  mechanisms,	  and	  fibrinolysis	  in	  sepsis	

長方形 ： 非活性化酵素	  
楕円 ： 活性化酵素	  
円 ： 非酵素副因子	  
菱形 ： 抑制因子	  
	  
	

PC	  inhibitor	

α1-‐	  anItrypsin	

C4-‐binding	  protein	

	  plasmin	 α1-‐anIplasmin	

矢印は変換	  
点線は抑制	

fibrin	  monomers	

FDP	
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Immunothrombosisという概念	

微生物が体内に侵入した際のもともと備わっている免疫反応の一環として血
栓が生じる。生体防御反応の一つ。	

① NETsが直接第XII因子を活性化。	  
② NETsがVon	  willebrand	  因子と結合し血小板を活性化。	  
③ NETsの構成成分であるヒストンが凝固活性を持つ。	  
④ NETsの構成成分である好中球エラスターゼが抗凝固因子を不活化。	  

PAMP:	  病原体関連分子パターン,	  DAMP:	  ダメージ関連分子パターン,	  PRR:	  パターン認識受容体,	  PDI:	  protein	  
disulphide	  isomerase	  ,	  H:	  ヒストン,	  NETs:	  Neutrophil	  extracellular	  traps	  

Nat	  Rev	  Immunol	  2013;13:34-‐45	
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さらに病原体を封じ込め、処理。全身への拡散を防ぐ。	

この反応が局所から全身へ波及すると DICへ発展する。抗凝固
療法はこの生体防御反応を邪魔する可能性もある。	

Nat	  Rev	  Immunol	  2013;13:34-‐45	
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JAMA.	  1995;273:117-‐123	

•  目的：感染に伴うSIRSの疫学。	  
•  研究デザイン：多施設、ProspecIve	  cohort	  Study	  
•  対象：SIRSの基準を2つ以上満たす,	  2527人の患者。	  
•  方法：患者を28日間追跡して、sepsis、 severe	  sepsis、sepIc	  shockそして

多臓器不全への段階的な進行の頻度を調査。	  

SIRSとDICの関係	
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SIRS	  →	  Sepsis	  →	  Severe	  sepsis	  →	  SepIc	  shockへと進行する
に伴ってDICの合併率が上昇する。	

この凝固活性の異常亢進がコントロールができれば敗血
症患者の転機を改善できるかもしれない	 18	



診断	

•  DIC診断のGold	  standardは存在しない	  
•  Laboratory	  tests	  	  
•  3つの診断基準	  
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DIC診断のGold	  standardは存在しない	

•  ISTH＊の診断基準の評価では何をGold	  standardとしたか。
（例として）	

Crit	  Care	  Med	  2004;	  32:2416	  –2421	

"  extensive	  series	  of	  coagulaIon	  tests	  	  
#  トロンビン生成（prothrombin	  fragment	  F1,2	  とthrombin-‐anIthrombin	  

[TAT]	  complexes	  	  
#  soluble	  fibrin	  
#  coagulaIon	  factors	  VII	  and	  V	  	  
#  anIthrombin	  and	  protein	  C	  	  

" 多臓器不全の有無	  
" 出血傾向の有無	  
" 上記2項目からの2人のexpert	  opinion	  （止血学と集中治療学）	  

20	＊　InternaIonal	  society	  of	  thrombosis	  and	  heamostasis	



Laboratory	  tests	  	

$ Screening	  assays	  (global	  coagulaIon	  tests)	  	  
•  prothrombin	  Ime	  (PT),	  fibrinogen,	  platelet	  count,	  	  
fibrin-‐	  related	  markers	  (FRMs)	  など	  

$ anIthrombin	  (AT)	  and	  protein	  C	  (PC)	  	  
•  本来の抗凝固作用の指標	  

$ その他予後との関連性が指摘されてるもの	  
•  ADAMTS-‐13	  acIvity	  	  
•  soluble	  thrombomodulin	  	  
•  plasminogen	  acIvator	  inhibitor-‐1	  (PAI-‐1)	  
•  von	  Willebrand	  factor	  (vWF)	  
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3つの診断基準	

•  厚生労働省	  DIC	  診断基準	  
•  Overt	  DIC	  診断基準	  
•  急性期	  DIC	  診断基準	

現在国際的な雑誌に公表されているガイドラインで紹介されているもの	
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厚生労働省	  DIC	  診断基準	

•  the	  Japanese	  Ministry	  of	  Health,	  Labor	  and	  Welfare	  
(JMHLW)	  により作成	  

•  1976年に作成、1988年に改定	  
•  国内で最初のDIC診断基準	  
•  本来DICは基礎疾患に合併するものであるが、基礎

疾患の有無に配点を行っている	  
•  出血症状の有無の判断が医師により異なる	  
•  線溶亢進型の診断に優れる	  
•  敗血症ではスコアが過小評価される可能性あり	  
•  配点の重みや項目はエキスパートオピニオンによる	  
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Overt	  DIC	  診断基準	

•  国際学会（InternaIonal	  Society	  on	  Thrombosis	  and	  

Haemostasis	  (ISTH)	  ）より発表された初めてのDIC診

断基準	  

•  厚労省DIC診断基準と同様の検査項目	  

•  基礎疾患が必須	  

•  フィブリン関連マーカーの閾値が設定されていない	  

•  日本以外の国からの報告でよく用いられる。	  

•  感度が低く、特異度が高い	
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急性期DIC 診断基準	

•  日本救急医学会(the	  Japanese	  AssociaIon	  of	  Acute	  
Medicine	  (JAAM)	  )により作成	  

•  2003年に多施設後ろ向きデータによる検証を経て原案
が提示。その後多施設前向きの症例集積による検証を
経て原案を修正し2005年に公表	  

•  	  SIRSスコアを使用	  
•  敗血症DICに多い線溶抑制型をターゲットに含む	  
•  その分感度が上がるが特異度が下がる	  

(Clin	  Appl	  Thromb	  Hemost.	  2007;13:172-‐81,	  Thromb	  Haemost.	  2011;105:40-‐4)	  

•  多臓器障害や死亡の予測に優れる	  
(Crit	  care	  2013;	  17:	  R111)	  

•  産科領域や外傷急性期の有用性	  
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日救医会誌	  2007;	  18:	  237-‐72	  	29	



•  研究デザイン：part	  of	  a	  
mulIcenter	  prospecIve	  
survey	  of	  severe	  sepsis	  

•  対象：15のICUに入院した重
症敗血症患者624人	  

•  方法：day1とday4のDIC	  
scoreと28日死亡と院内死亡
との関連を調査	

結果：524人の重症敗血症患者のうち292人が	  JAAM基準でDICと診断された。	
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注：ここでは JAAM	  DIC	  患者はovert	  DIC基準を満たさずJAAM基準のみ満たす患者	

JAAMとISTH診断基準の比較	

•  JAAM	  DIC診断基準はISTH	  DIC基準で
DICと診断された患者を全て含む	  

•  Non-‐survivorの中にはISTHの診断基準
で拾いきれなかった患者が結構いる	  

•  ISTH	  診断基準をGold	  standardとすると
特異度は65%	  

31	



岩井先生の研究	

Thromb	  Res	  2010;	  126	  :	  217–221	

•  目的： 急性期DIC診断基準のexternal	  validaIon	  	  
•  研究デザイン：単施設 prospecIve	  observaIonal	  study	  
•  対象：2007年に慈恵医大のICUに入室した患者（24時間以上滞在、16歳以上） 	  
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急性期DIC診断基準で診断されたDICは28日死亡率と関連が
なかった。	  
DICと診断された患者の死亡率が他の報告よりも低い。	  
患者背景によっては予後との関連が変わる可能性を示唆。	  
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•  日本血栓止血学会でも現在DIC診断基準を作成中。
急性期だけではない高度な炎症を伴わないDICを
含む広範囲の診断での有用性を期待	  

•  DICの診断のGold	  standardが存在しないなかで各
診断基準を比較することは意味がないとも指摘さ
れている	  

各診断基準に関しての詳しい解説は	  
INTENSIVIST	  2015; 7: 231-‐239　特集　ICUで遭遇する血液疾患	  
播種性血管内凝固症候群 –	  各診断基準の特性と治療薬の動向	  –	  
早川　峰司先生の章を参考	   34	



治療	

•  各国のDICガイドライン	  

•  主な抗凝固療法	
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各国のDIC治療ガイドライン	  
	

•  英国DICガイドライン（2009,	  一部2012改定）	  
	  Br	  J	  Haematol	  2009;	  145:	  24,	  Br	  J	  Haematol	  2012;	  157:	  493	  

•  日本版DIC治療エキスパートコンセンサス（2010,	  一部2014追補）	  	  
日血栓止血会誌　2009;	  20:	  77,	  同誌	  2014;25:	  123	  

•  イタリアDICガイドライン（2011）	  
Tromb	  Res	  2012;129:e177	  	  	  

•  国際血栓止血学会(ISTH)ガイドライン（2013）	  
J	  Trombo	  Haemost	  2013;	  11:	  761	  
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	  J	  Thromb	  Haemost	  2013;	  11:	  761–7.	
英国、イタリア、日本のガイドラインの比較と乖離の是正を目的として報告	

伊	英	 日	

のちに日本では2014年の追補でrhTMがB1で推奨	 37	



主な抗凝固療法	

• ヘパリン	  

• アンチトロンビン製剤	  

•  トロンボモジュリン製剤	
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ヘパリン	
•  これまでDICに対するヘパリンの効果を検討したRCTは

なく、有効性を示唆するいくつかの報告があるのみ	  

XPRESS	  Study:	  活性化プロテインCはヘパリンとの併用で予後改善効果がなくなると
の可能性が指摘され行われた、ヘパリン併用の安全性を検討した重症敗血症患
者1940人の大規模RCT（ヘパリン併用群	  vs.	  placebo併用群）	

この研究のサブグループ解析	

ベースにDVT予防のヘパリン投与が行われていた患者はプラセボ群では割り付け後中止	

割り付け後にヘパリンを中断した
患者は死亡率が高かった。	

予防的ヘパリン投与を継続することの重要性を示唆する結果	
39	



Lancet	  2004;	  363:	  1721–23	  

重症敗血症患者を対象としたNatural	  anIcoagulant	  の大規模RCT	  
　ーコントロール群のヘパリンの効果ー	  

コントロール群内ではヘパリン投与を受けた人（敗血症の治療と関連のないヘパリ
ン投与）の方が死亡率が低い	

コントロール群	

ヘパリンあり	 ヘパリンなし	

前述のDICガイドラインでは推奨（DICに対する治療）の根拠とされているがいずれもエ
ビデンスレベルとしては弱い	
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	  Crit	  Care	  Med	  2015;	  43:511–518	
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•  サンプルサイズの小さい研究が多く異質性は過小評価
される	  

•  paIent	  locaIon	  （ICU、救急、病棟）が異なると予想され
る死亡率も異なる	  

•  Study間のoverall	  mortality	  が12%-‐40%と幅が広いと全
体の解釈が困難	  

•  ほとんどのStudyがrisk	  of	  bias	  を評価できなかった	  

このEditorialの結論：Severe	  sepsisへの治療としてのヘパリンの使用効果はさら
なる研究結果が出るまでわからない。	  
ヘパリンの安全性と効果の大規模RCTをデザインする機は熟したのではないか	

Crit	  Care	  Med	  2015;	  43:694	
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アンチトロンビン製剤	
the	  KyberSept	  Trial	  

JAMA	  2001;	  286:	  1869-‐78	

アンチトロンビン製剤に関する最もエビデンスの高い大規模RCT	  
•  研究デザイン：Double-‐blind,	  placebo-‐controlled,	  mulIcenter	  phase	  3	  clinical	  trial	  

19カ国、211施設	  
•  対象：重症敗血症患者　2314人	  
•  方法：AT	  III投与群　（30000	  単位/４日間）　vs.	  プラゼボ群で２８日死亡率を比較	  

	  
結果	  

•  28日死亡率は2群間で差がなかった。（38.9%	  vs.	  38.7%,	  p=0.94）	  
•  ヘパリン併用ではアンチトロンビン投与群で有意にに出血イベントが多かった。	  

しかしDIC患者に限定したものではない。投与量が日本に比べ極端に多い。
（日本では4500単位/３日間）	
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the	  KyberSept	  Trialのサブ解析	

J	  Thromb	  Haemost	  2006;	  4:	  90-‐7	

ヘパリン非併用の患者に限定してDICの有無でoutcomeを検討	

DIC患者ではATIII投与を受けた患者のほうが予後が良かった。	  

ただし、事後に設定されたPost-‐hocの解析であり、可能
性を示したにすぎない	 44	



国内の敗血症性DICに対する多施設RCT	

Crit	  Care	  2013;	  17:	  R297	  	

•  研究デザイン：国内13施設、mulIcenter	  open-‐label	  RCT	  
•  対象：ATIII活性50-‐80%の敗血症性DIC患者60人	  
•  方法：ATIII投与群（30単位/kg/day,	  3日間） vs.	  コントロール群でday3でのDIC離

脱率を比較	  

DICの離脱率は高かった。	  
しかし、予後の改善は認め
られなかった。	  
Minor	  Bleeding率は変わら
ず、major	  bleedingは認めな
かった。	
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アンチトロンビン製剤	

•  敗血症患者に関しては言えば大規模RCT及びこれまで報
告されてきたシステマチックレビューの結果よりATIIIの使
用を推奨する根拠は乏しくむしろ有害かもしれない。	  

•  ただし、DIC患者に限定すると現時点ではその有効性を検
討する研究が少なく今後の研究結果が待たれる。	

Cochrane	  Database	  Syst	  Rev	  2008;	  CD005370	
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トロンボモジュリン	

トロンボモジュリンと活性化プロテインC	

•  トロンボモジュリンはトロンビン
と結合して、プロテインCを活性
化プロテインCに変化させる。活
性化プロテインCは強い抗凝固
作用と抗炎症作用を持つ。	
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慈恵ICU勉強会2012/7/31渡邉 /河野	

NEJM 2012, 366:2055-2064	

活性化プロテインC製剤の敗血症性ショック患者に対する
有効性はPROWESS-‐SHOCK 試験によって否定され、現在市
場から完全に撤退。	  

活性化プロテインC製剤	

しかし、この製剤もAT-‐IIIと同じように対象患者が敗血症性
ショック患者であり、DIC患者ではない	
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PROWESS	  trialのサブ解析	

J	  Thromb	  Haemost	  2004;	  2;	  1924–33	

PROWESS	  trial:	  1690人の重症敗血症患者を対象としたPROWESS-‐SHOCK	  trialが
発表されるまで活性化プロテインC製剤の有効性の根拠となっていた大規模RCT	  

•  PROWESS	  trialは対象が重症
敗血症患者であったが、サブ
グループ解析でDICの有無で
治療効果を比較した。	  

•  参加の時点でovert	  DIC患者は
29%(454/1568人）含まれてい
た。	  

•  治療とプラゼボ群でDIC患者の
重症度は類似。	
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ちなみにDIC	  scoreが上昇すると死
亡率も上昇	

12.5	  %減	  

5.0	  %減	  

有意差は認めなかったが、DICのある患者ではない患者に比べて治療による28日死亡率の
減少傾向が認められた。	

ATIIIと同様、DICの患者に限定すれば、活性化
プロテインC製剤が有効性を示す可能性は残る。	

　しかし、市場から消えてしまった薬なのでこれ
以上の検討できない。	  
　それでは活性化プロテインC製剤と類似する作
用機序を持つ遺伝子組換えヒトトロンボモジュリ
ン製剤はどうか。	
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トロンボモジュリン	

•  トロンビンと結合してプロテインCを活性化。活性化プロテイン
Cよりも出血性合併症が少ない可能性。	  

•  プロテインC以外の抗炎症作用と抗凝固作用が報告されてい
る。基礎研究レベル。	  

•  国内での第III相試験の結果よりDIC離脱率と出血症状の消
失率に改善が認められ、日本では臨床使用が認可されてい
る。	  

	  
      いずれも臨床で質の高いエビデンスはない。	  
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海外第II相試験	

Crit	  Care	  Med	  2013;	  41:2070–2079	

•  研究デザイン：Phase	  2b,	  internaIonal,	  mulIcenter,	  double-‐
blind,	  randomized,	  placebo-‐controlled,	  parallel	  group,	  
screening	  trial.	  233	  施設、17カ国	  

•  対象：敗血症でDICの疑いのある患者 (total	  750人）	  
•  方法：トロンボモジュリン（ART-‐123	  0.06	  mg/kg/d,6日間）群	  vs.	  
placebo	  群の28日死亡率を比較	  	  
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なるべく	  overt	  DIC患者を多く含むよう段階的にスクリーニングのカットオフ値を変更	

全体の中で overt	  DIC患者は約13%だった。	 53	



結果	  
•  ART-‐123投与群で有意差は認めない

ものの28日死亡率が低い傾向
(ART-‐123	  vs.	  Placebo	  ,17.8	  %	  vs.	  
21.6%)	  

•  サブグループ解析でISTH	  DIC	  score	  
≥5では死亡率に違いが認められな
かった。	  

•  サブグループ解析では呼吸か循環不
全がある、かつPT-‐INR	  >1.4　かつ血
小板　30-‐150	  x	  109/Lのグループで最
も利益が認められた。	  
→　ART-‐123	  vs.	  Placebo	  ,26.3%	  vs.	  
38.2%	  

全体としての効果は非常に弱いという結果になったが、あらかじめ設定していた基
準の	  “suggesIve”	  level	  of	  evidenceに達したため第III相試験へ。	 54	



•  日本を含まない23カ国の参加	  
•  対象はDICではない。	

第2相試験の結果から充分な
Powerを示すには本来数千
人の参加者が必要	

推定登録者８００人	
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治療のまとめ	

•  すべてのガイドラインに共通する治療は原疾患の治療である。	  

•  DIC治療に関する大規模RCTはないため強く推奨される治療

法はない。	  

•  重症患者管理の進歩により重症敗血症患者の死亡率はここ

数年低下傾向にあり単一の補助的治療の効果を大規模RCT

で示すのは難しいと推測される。	  

•  トロンボモジュリンはこれまでのRCTの結果より有害性は指摘

されていたないが効果は大規模RCTの結果が出るまでは不

明である。	
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臨床病理レビュー2011;	  147:	  216-‐221	  	

ヘパリン類で数千円-数万円、合成プロテアー ゼ阻害薬では約10万円、AT III製剤は25
万- 57万円、TM製剤は45万円程度になる。	
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DICと血小板/FFP補充療法	

•  輸血の適応について	  

各ガイドラインではどうか？	  

•  DICとvWF	  

•  抗DIC作用	  

エビデンスはどの程度あるのか？	  
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BriIsh	  Commiwee	  for	  Standards	  in	  
Haematology	  (BCSH)	  	  

Br	  J	  Haematol	  2009;	  145:	  24–33.	

•  ラボデータの数字のみで適応を
決めるべきではない	  

•  ラボデータで血小板 5万未満あ
るいは凝固能の低下があり、出
血あるいは出血リスクの高い
（術後や観血的主義前）場合に
考慮する	  

•  出血のない患者に対する予防
的投与は推奨されない。	  

•  血漿輸血が凝固活性をさらに刺
激するというエビデンスはない。	  

適応について	
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the	  Japanese	  Society	  of	  Thrombosis	  and	  Hemostasis	  (JSTH)	

Thromb	  Res	  2010;	  125:	  6–11.	

血栓止血誌 	  
20:77-‐113,	  2009	  
より抜粋	  
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Thromb	  Res	  2012;	  129:	  e177–84.	

	  J	  Thromb	  Haemost	  2013;	  11:	  761–7.	

血小板輸血	  
•  AcIve	  bleedingに対しては5万/

μL未満の場合	  
•  ハイリスクの場合は2万/μL未

満の場合	  
FFP	  

•  AcIve	  bleeding があり、かつラ
ボデータ異常が認められる時	
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輸血の適応についてのまとめ	

•  DIC患者に限定した予防的投与の研究はなく、最新の各種
輸血ガイドラインを参考に輸血を行うのが無難	  

•  基本的にはラボデータのみで輸血の判断を行わない	  

•  輸血によってさらに凝固活性が亢進して臓器障害を進行さ
せるといった研究は現時点ではない	

血小板の予防投与に関しては、先日アメリカ輸血銀行協会(AABB)からガイドライ
ンが公表された。骨髄抑制患者では1万/μLが出血性合併症予防の適応として推
奨されている。	  
(ICU勉強会を参照)	  
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DICとvWF	

ICUとCCU	  2013;37(4):275	

ADAMTS-‐13はフォンウィルブランド因子(VWF)	  分解酵素で,異常高分子VWFマルチマ
ー(UL-‐vWFM-‐M)を分解する。敗血症では好中球は好中球エラスターゼを産生し,好中
球エラスターゼは ADAMTS-‐13を非特異的に分解する.	  重症敗血症では血小板凝集
作用の強いUL-‐vWFM-‐	  Mが存在するTTP様病態となり,血小板数は異常低値となる	
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Blood.	  2006;107:	  528-‐534	

109人の敗血症性DIC患者のADAMTS13活性とCrの関係を調査した研究	
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Thromb	  Res	  2009;	  124:	  598–602	

94人のsuspected	  DIC患者のADAMTS13活性とDICスコアの関連	

DICスコアが高くなるとADAMTS13活
性が低下	 65	



抗DIC作用	

•  理論的には	  

" 凝固因子対抗凝固因子バランスの補正	  

" 活性化された凝固因子やpro-‐inflammatory	  cytokinesの希釈あるいは

除去	  

" 活性化protein	  C	  pathway	  の回復	  

" anIthrombin,	  ADAMTS13,	  	  補体の補充	  

•  一方で	  

# 輸血本来の合併症	  

#  ‘‘add	  fuel	  to	  the	  fire’’	  （例：TTP,	  しかしDICに対しては臨床的にも、研究

室レベルでも証明されていない。Am.	  J.	  Hematol.	  87:S56–S62,	  2012.	  ）	  
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抗DIC作用	

•  外傷患者では、FFP/RBC率が高い方が予後が良い。	  
Ann	  Surg2008;248:447–58、J	  Trauma.	  2011;71:S358–63.	  	  	  

→死亡率が凝固因子の補正と関連がない。	  
Am	  J	  Clin	  Pathol.	  2011;136:364–70.	  	  

	  
% FFPによる血管内皮の保護作用。	  

"  syndecan-‐1	  （血管内皮傷害時に上昇するプロテオグリカン）の
減少。	  

Shock.	  2013;40:195–202.	  
% FFPによるADAMTS-‐13の補充。	  

"  ADAMTS-‐13とvon	  Willebrand	  factorのDICとの関係。	  
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研究デザイン：predefined	  post-‐hoc	  sub-‐study	  of	  a	  mulIcenter　RCT	  
対象：FFPが予防投与された出血のない重症患者33人。投与前のINRが1.5-‐3.0の患者。	  
方法：FFPの投与前後で血管内皮状態のパラメーター(vWF-‐ag,	  Factor	  VIII,	  ADAMTS13,	  
Syndecan-‐1	  )を比較。	  

結果：ADAMTS13は増加し、vWFは減少した。 
血管内皮のの傷害のパラメータと言われる
Syndecan-‐1は有意に減少した。	  
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J	  Pediatr	  1982;	  100:	  445–448.	  研究デザイン：単施設RCT	  
対象：DICと診断された新生児33人	  
方法：交換輸血群、FFP/PLT輸血、コントロール群の3群に割り付けを行い生存率を比較。	  
	  

DICの診断:	  (1)	  	  PLT	  <	  100,000/mm	  3,	  (2)	  APTT>	  90	  seconds	  (3)	  PT	  raIo	  >	  1.5	  ,	  (4)	  Fbg<	  
150	  mg/dl,	  (5)	  RBC	  fragments	  on	  peripheral	  blood	  smear,	  (6)	  absence	  of	  significant	  liver	  
disease,	  and	  (7)	  no	  improvement	  in	  coagulaIon	  tests	  following	  the	  administraIon	  of	  1	  
mg	  vitamin	  K.	

抗DIC作用を比較検討した研究は小規模な３つのRCTだけ。	  	  
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結果	

治療は各群12時間ごとに基準が続く限り継続された。	

結果：各群で死亡率、DICの離脱、離脱までの期間はほぼ同じ。	
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ProphylacIc	  Platelet	  AdministraIon	  During	  Massive	  Transfusion	  
A	  ProspecIve,	  Randomized,	  Double-‐Blind	  Clinical	  Study	

Comparison	  of	  solvent/detergent-‐inacIvated	  plasma	  and	  
fresh	  frozen	  plasma	  under	  rouIne	  clinical	  condiIons.	

Infusion	  Therapy	  and	  Transfusion	  Medicine	  2000,	  27,	  144–148.	

	  Annals	  of	  Surgery	  1986,	  203,	  40–48.	

研究デザイン：単施設RCT	  
対象：後天性の凝固障害（DIC,	  希釈,	  多発外傷,	  体外循環）患者40人	  
方法：solvent/detergent	  virus-‐inacIvated	  plasma	  vs.	  FFP	  
	  
結果：　両群でmarkers	  of	  acIvated	  coagulaIon	  に有意差なし	  
対象がDIC患者だけではない。	  

研究デザイン：単施設	  double	  blind	  RCT	  
対象：大量輸血を受けた患者33人	  
方法：血小板輸血群	  vs.	  FFP輸血群。微小血管出血の予防効果を比較。	  
	  
結果：両群で微小血管出血の発生頻度に有意差なし。	  
対象がDIC患者ではない	  

抗DIC作用に関するその他の研究	
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それでは血漿交換の比較はないか？	

Plasma	  exchange	  as	  rescue	  therapy	  in	  mulIple	  
organ	  failure	  including	  acute	  renal	  failure	

Crit	  Care	  Med	  2003;	  31:1730	  –1736	

研究デザイン：単施設後ろ向き観察研究	  
対象：DICかつ多臓器不全（少なくともAKIは含む）と診断され、血漿交換を受けた
患者	  
方法：対象患者76人の記述統計、過去の文献との予後の比較。	

Blood	  Purif	  2000;	  18:	  149	  –155	
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Crit	  Care	  Med	  2008;	  36:2878	  –2887	

目的：	  
1) 血小板減少関連多臓器不全(TAMOF)をもつ小児患者は

ADAMTS-‐13が減少しているか。	  
2)  ADAMTS-‐13活性が血小板減少やVWF抗原と関連がある

か。	  
3)  ADAMTS-‐13活性減少を認め死亡してしまった患者はオー

トプシーでVWFリッチな微小血栓をもつのか	  
4) 血漿交換はADAMTA-‐13を補充し、臓器不全を改善させる

のか。	  
方法：２つの研究を実施	  

1.  First	  study:血小板減少関連多臓器不全(TAMOF)をもつ小
児患者のDay1の血清を採取。	  

2.  Second	  study:	  Open-‐label	  RCTを実施。	  
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First	  study	

•  	  TAMOFで亡くなっ
た患者の微小血
栓。VWFは茶色に
染まっている部分。	

脳	 腎	 肺	

•  血小板減少がある患者では
ADAMTS-‐13の値が低い患者が多く、
VWFの値が高い患者が多い。	  

•  凝固が正常でADAMST-‐13が十分
あって、VWFが低い患者は４％し
かいない。	
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•  ADAMTS-‐13の活性が高いほどVWFが低く
なる。	  

•  ADAMTS-‐13の活性が高いほど血小板数
は多い。	   75	



Crit	  Care	  Med	  2008;	  36:2878	  –2887	
おそらく、DIC患者における血
漿交換の唯一のRCT	

研究デザイン：単施設Open-‐label	  RCT	  
対象： 小児病院のorgan	  failure	  index	  (OFI)	  ≥3, 血小板	  
< ︎100,000/mm3	  患者10人	  
（サンプルサイズとして20人が予定されていた。）	  
方法：PEx	  治療群	  VS.	  	  Standerd	  治療群	  	  	  	  
PExの治療プロトコール：14日間or	  OFI<2まで毎日施行。	  
	  
•  両群の患者全員が血液培養で陽性。抗菌薬投与された。	  
•  治療前のPRISM,	  PELOD,	  PEMOD,	  OFI	  scores	  は両群で有意

差なし。（詳細の記載なし）	  
	  

Second	  Study	  
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当初20人のサンプルサイズが予定さ
れていたが、予め決められていた10
人終了時の中間解析の結果	
	  
•  PELODがPEx群で28日間にわたり

低い。	  
•  PEx治療中のADAMTS13	  AcIvityが

有意に高い。	  
•  28-‐day	  survival	  はPEx群で有意に

改善。	  
(1	  of	  5	  with	  standard	  therapy,	  5	  of	  5	  
with	  PEx	  protocol,	  p	  <	  0.05,	  Fisher’s	  
exact	  test).	  
	  
この結果を受け試験は終了。	  

研究の規模が小さいが小児では血漿交換がADAMTS13活性を高め予後改善傾向を示
した可能性がある	
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DICと血小板/FFP補充療法のまとめ	

•  輸血の適応はDICに限定しない輸血のガイド
ラインに従うのが無難	  

•  DICとADAMTS13やVWFの関連が指摘されて
いる。血小板輸血が臓器不全を悪化させると
いう臨床データはないが可能性としては残る	  

•  FFPには抗DIC作用があると言われているが
確固たるエビデンスは現時点ではない	
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本日のまとめ	

1.  日本ではDIC研究が盛んに行われてきたという歴史が
あり、DIC診療において諸外国と異なる環境がある	  

2.  敗血症性DICにはImmunothrombosisという新しい概念
が存在する	  

3.  各診断基準の有用性が比較検討されているがGold	  
standardは存在しない	  

4.  大規模RCTで患者の予後を改善させることを証明した
治療法はない	  

5.  輸血適応に関して、明確な根拠となりうる研究はない	  
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