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Introduction
・急性期のショックを脱し，臓器灌流は保たれている
ものの⽬標⾎圧達成のために昇圧剤を要する患者がいる
・様々な病因の“⾎管⿇痺”による低⾎圧がある

→ 本態は体⾎管抵抗の低下

Critical Care (2018) 22:174 



カテコラミン投与のデメリット
不整脈，四肢末端の虚⾎，⼼筋酸素消費量の増⼤，
免疫調整能⼒低下，腸管蠕動低下，中⼼静脈の必要性

Journal of Critical Care 57 (2020) 148–156. 

catecholamine-sparing agents
・使⽤開始から4時間以降にNAd換算量で50%以上の
カテコラミン投与量を減らせる薬剤

・バソプレシン，コルチコステロイド，アンギオテンシンⅡ等
Pharmacotherapy 2019 Mar;39(3): 382–98. 

Chest 2018;154(2):416–26. 

カテコラミン投与量を減らせないか︖



経⼝α1アゴニスト
代謝活性物のdesglymidodrineがα1受容体を刺激
腸管から迅速に吸収，bioavailability 93%
代謝活性物の半減期3-4時間，腎排泄
適応︓起⽴性低⾎圧，透析時，肝腎症候群，頸動脈ステント時の低⾎圧
禁忌︓尿閉，褐⾊細胞腫，甲状腺中毒症

Journal of Critical Care 57 (2020) 148–156. 

ミドドリン midodrine

起⽴性低⾎圧患者では有意に⾎圧上昇
Ø ミドドリン単回内服投1時間後の収縮期⾎圧上昇を報告した研究
Ø 内服10mgで平均34mmHg、20mgで平均43mmHg上昇

Neurology 1998;51(1):120–4 



ミドドリンの有害事象と安全性

・反射性徐脈
▶圧受容体を介した迷⾛神経反射によって発⽣
▶ 投与後72時間で15%の患者にHR≦50/minの無症候性徐脈あり
・仰臥位⾼⾎圧
・その他︓⽴⽑/悪寒/シバリング，尿閉/排尿障害，感覚障害

Crit Care Med 2018; 46:e628–e633. 

・⾎液脳関⾨を超えない︓中枢神経に悪影響が出ない
・腸管への作⽤が少ない

Pharmacotherapy 2019;39(5):544–552. 

有害事象

安全性

Neurology 1998;51(1):120–4 
JAMA. 1997;277(13):1046-1051.



Journal of Critical Care (2013) 28, 756–762. 

Surgical ICU⼊室後
24h以上の昇圧剤投与以外は
ICU退室基準を満たした18歳以上
ミドドリン内服前後の昇圧剤投与
変更量を検討

⼩規模前向き観察研究

年齢65歳，APACHE Ⅱ 18，n=20
ミドドリン投与前昇圧剤

3⽇
フェニレフリン換算41.0μg/min

v



⼩規模だが前向き研究の実現可能性，
ミドドリンの昇圧剤減量における有⽤性を⽰唆

Journal of Critical Care (2013) 28, 756–762. 

1時間あたりに変更した
昇圧剤の減量速度が上昇

ミドドリン前 内服開始後

-0.62±1.40μg/min/h

-2.20±2.45μg/min/h
p=0.012

昇圧剤投与速度
の変化量

最初の4dose内服の間



Crit Care Med 2018; 46:e628–e633. ⽶国単施設後向きcase series / n=1,119
ICU⼊室後ミドドリンを使⽤された18歳以上
投与24時間後のMAP，昇圧剤使⽤量，合併症
について検討

昇圧剤使⽤例群昇圧剤⾮使⽤例群

⼼臓外科術後 37%
内科 36%
⾎管/胸部外科術後 12%
外傷 7%

他CCU，神経ICU



72時間以内に
・無症候性徐脈が15%
・腸管虚⾎が0.18%
総じて有害事象発⽣はわずか

ICU患者でのミドドリン使⽤の安全性も⽰唆された

ü 昇圧剤使⽤者数減少
ü 昇圧剤使⽤者で投与量減少
ü 昇圧剤未使⽤者では平均動脈⾎圧上昇

ミドドリン投与開始24時間後



改善しつつあるショック患者における，昇圧剤補助薬として
のミドドリンの有効性を検討した，3つのコホート研究の
Systematic review & Meta-analysis

① n=275 敗⾎症性ショック 昇圧剤+ミドドリン vs 昇圧剤のみ
② n=188 術後あり 様々なショック 昇圧剤+ミドドリン vs 昇圧剤のみ
③ n=2070 術後あり 様々なショック 昇圧剤+ミドドリン vs 昇圧剤のみ

Journal of Intensive Care Medicine 2020, 35(11) 1209-1215.

①

②

③



ショック後患者に対するミドドリン使⽤の初のメタ解析
ミドドリンの有⽤性は明確とならなかった

点滴昇圧剤の投与期間に有意差なし

ICU滞在期間に有意差なし

いずれの解析結果も異質性が⾼かった



ここまでのまとめ

・メタ解析では，ミドドリンの使⽤⽅法，有⽤性について
⼀貫した結果が得られなかった

・カテコラミン⻑期使⽤のデメリットを改善すべく
catecholamine-sparing agentsの報告が増える中，内服薬
のミドドリンにも関⼼が⾼まった

・観察研究により，ICUでのミドドリン投与が昇圧剤投与量
を減らしうる可能性，またその安全性が⽰唆された



Intensive Care Med (2020) 46:1884–1893. 

今回の論⽂

Placebo
経⼝ミドドリン

24h以上vasopressorを使⽤し，なおも点滴単剤vasopressorを要する
18歳以上のICU患者

P︓

I︓
C︓
O︓ Primary︓Vasopressor中⽌までの時間

Secondary︓
ICU退室状態までの時間，
ICU/⼊院期間，ICU再⼊室



Design
多施設⼆重盲検無作為化⽐較試験
コンピュータによって1:1にランダム割付
2012.10〜2019.6
アメリカ2施設とオーストラリア1施設



Inclusion
低⾎圧を呈する18歳以上のICU患者
24h以上vasopressorを使⽤し，単剤で下記の
投与量を要している
（ただし2剤以上使⽤しても，減量して1剤になれば組み⼊れ）

フェニレフリン <100mcg/min
ノルアドレナリン <8mcg/min
メタラミノール <60mcg/min

Vasopressor



Exclusion

不⼗分な組織酸素供給（臨床判断）
循環⾎液量減少性ショック，副腎不全による低⾎圧
肝不全，CKD(⾎清Cr>2mg/dL)，甲状腺中毒，急性尿閉
重度の(EF<30%)器質的⼼疾患，徐脈（<50/min）
褐⾊細胞腫(臨床判断)，妊婦 (18-55歳は尿妊娠反応陰性を確認)
研究登録以前のミドドリン内服，ミドドリンアレルギー
他のtrialに参加中，経⼝/経腸投与ができない



Intervention / Comparison

ミドドリン20mg or placebo 8時間毎に内服
その他標準治療として必要な薬剤は継続

試験薬は，介⼊終了条件を満たすまで継続



Outcome
Primary outcome︓
試験薬開始〜静注vasopressor終了までの時間(h)
⼀時的な中⽌を考慮し24hの中⽌をもって終了とした

Secondary outcome︓
ICU退室基準を満たすまでの時間(day)
ICU滞在および⼊院期間(day)
⼊院中のICU再⼊室率



ランダム割付

ミドドリン20mg 8時間毎

Placebo 8時間毎

Vasopressor終了

24h

Primary outcomeの
達成を確認

内服開始

10mg8時間毎
→ 5mg8時間毎

→ 終了

Primary outcome

✔Primary outcome発⽣
✔有害事象発⽣

✔ICU退室
✔開始基準を上回る昇圧剤使⽤量

＜介⼊終了条件＞



Safety endpoints

⾼⾎圧（収縮期⾎圧が事前⽬標の20%を上回る）
徐脈（事前⽬標の20%を下回る）
循環動態的に影響する頻脈

（収縮期⾎圧の20%以上の低下を来たす）



統計解析〜サンプルサイズ〜
先⾏研究をもとに，
「両群間でvasopressor終了時間に6時間の差が

あれば臨床的にも意義があると考察」

J Crit Care. 2013;28(5):756-762.

効果量

そのために各群50例が必要と計算され，
脱落などを⾒越し，120例を⽬標サンプルサイズに

αエラー︓0.05，検出パワー︓80%



統計解析

Modified intention-to-treat︓
治験薬を1回でも内服した患者は全例解析

t test / Mann-Whitney U test
χ2test / Fisher exact test
95%信頼区間 両側 p<0.05を統計学的有意
Stata version 15



・感度分析
▶ 施設及び登録年によって層別化解析
▶ 試験薬⾎中濃度を考慮した解析

・オピオイドの腸管蠕動抑制による薬剤吸収遅延の可能性考慮
→ 試験薬開始24h以内のオピオイド投与有無，その量を評価し解析

・サブグループ解析
Primary outcomeについて負の⼆項回帰モデルを適合
治療グループとサブグループ間の相互作⽤項を解析

・Time-to-event解析
Kaplan-Meier曲線，log-rank test

Post hoc analysis





530例 適正を評価

68例ミドドリン群
66例:割付通り内服

2例:内服前にvasopressor終了

68例placebo群
66例:割付通り内服

2例:内服前にvasopressor終了

136例 ランダム割付

213例 適正

179例 コンセント

139例 組み⼊れ

→ 317例

→ 40例

→ 3例

→ 34例



317例 除外
193例:組み⼊れ基準満たさず
124例:除外基準に該当

34例 “not approached”

40例 37例:ICの辞退
3例:不適と判明

3例:コンセント後不適と判明



317例 除外
193例:組み⼊れ基準満たさず
124例:除外基準に該当

34例 “not approached”

40例 37例:ICの辞退
3例:不適と判明

3例:コンセント後不適と判明

166例 vasopressor24h以上要さず
68例 多剤/多量

36例 慢性腎不全
27例 肝不全
24例 組み⼊れ前のミドドリン投与
20例 不適切な組織酸素化
16例 経腸投与不可
13例 重度の器質的⼼疾患

11例 主研究者の裁量
9例 臨床チームによる拒否
7例 緩和/CMO

etc.

etc.

etc.



年齢は70歳弱，BMIが27-29と⾼値，APACHEⅡは14程度



術後が6割強，敗⾎症は2割
ベースラインのMAPが75前後と⾼め
ノルアドレナリンは3割で，試験薬開始時0.06γ程度
メタラミノールが約半数



腎障害，肝障害なし
Hbも10g/dL程度
乳酸1.2 vs 1.4(mmol/L)

平均値(SD)
中央値 (IQR)

ベースライン L/D



循環パラメータ

MAPは24h後にミドドリン群1.3 vs placebo群1.5mmHg上昇
Vasopressorは両群とも0.02γ減量

Day1の輸液量は
1000mL弱



Vasopressor終了までの時間
に両群で有意差なし
ミドドリン群23.5(10,54)h

vs Placebo群22.5(10.4,40)h
(difference, 1h; 95%CI-10.4 to 12.3h; p=0.62) 

Primary outcome

割付けからの時間(h)

Vasopressor
終了率



いずれのsecondary outcomeも両群で有意差なし

試験薬の使⽤期間
ミドドリン群42.2h (23.5-71.3) vs placebo群47.5h (34.1-72.4)

中央値 (IQR)

Secondary outcome



割付けからの時間(h)

ICU退室率 退院率
Post-hoc Time-to-event解析

p=0.59 p=0.52

いずれも両群間で有意差なし



Per-protocol 解析

ミドドリン群1例で試験薬投与と同時にvasopressor開始
Placebo群3例でvasopressor投与してない状態で試験薬開始

Post hocで上記4例を除いたper protocol解析
→ Primary outcomeに有意差なし

ミドドリン群23.7h(11.5-54) vs Placebo群22.5h(11-47)

(difference, 0.7h; 95%CI-10.8 to 12.1h; p=0.79) 



※ ICU⼊室理由によるサブグループでは有意な交互作⽤なく，
それ以上の解析は⾏われず

Post hoc サブグループ解析

硬膜外⿇酔︓14.8h(5.5, 21.5) vs 33.1h(20.4,47) p=0.045

(p for interaction=0.71 and 0.066)

ミドドリン群でvasopressor終了までの時間が有意に短縮



Post hoc 感度分析
・多施設かつ⻑期間を要したため，施設ごと及び組み⼊れ年で層別化
・試験薬⾎中濃度の適切な上昇を考慮し，以下に分けて解析
①2dose以上内服した例
②Vasopressor終了までに2dose以上内服した例
③Vasopressor終了まで内服続けた例

→ いずれもprimary outcomeに有意差なし

Post hoc 解析〜オピオイド〜
・腸管からの吸収遅延を考慮し，試験薬開始〜24hまでのオピオイド
投与量を評価 → 両群でオピオイド使⽤量に差なし
・オピオイド使⽤/⾮使⽤に分けてprimary outcomeを解析→ 有意差なし



Adverse events 有害事象
全発⽣率に有意差なし

20(30.3%) vs 17(25.8%)  p=0.56

~⾎圧⾼値~
7(10.6%) vs 3(4.6%) p=0.19

~徐脈~
5(7.6%) vs 0 p=0.02

ミドドリン群で有意に多い

〜⼼房細動〜
3(4.6%) vs 1(1.5%) p=0.31



Discussion
・初の多施設前向き盲検化⽐較試験
・適正化基準が広い → 背景疾患が多様
・データ⽋損がない

圧受容体反射による徐脈イベントが増加
過去の研究でも指摘されていた点
適切な治療域コントールが難しい可能性
モニタリングのために結局ICU滞在となってしまう可能性

Chest 2017,152(4):A418. 



Limitation

・組み⼊れ基準を広く設けたが，結果的に背景疾患が様々で
「⾎圧低下」のメカニズムが異なってしまう
・既にミドドリンを投与された患者が除外(選択バイアス)
・事前に⽰されたサブグループ解析でない
→ 「硬膜外⿇酔」患者で解析上の有意差出たが，

under powerであり結論づけることはできない
・アメリカ，オーストラリアのhigh-income地域



結 論

ICUで遷延する低⾎圧に対するミドドリンの効果を
検討した初のRCT

Vasopressor投与期間やICU滞在/⼊院期間の短縮に
有意差は⾒られず，徐脈が増加した



私⾒・批判的吟味



対象患者について
・多剤/⾼⽤量vasopressorを要しても減量の過程で組み⼊れ

→ 状態が改善している可能性

・除外基準「不⼗分な組織酸素供給（臨床判断）」は不明確
また，肝不全，CKD，EF<30%器質的⼼疾患患者の除外

ICUではあるが臓器障害の少ない⽐較的軽症な患者が対象
ミドドリンを⽤いずともvasopressor終了できた可能性

・試験薬開始時のMAPがそれぞれ75.9 vs 72.8mmHg
ノルアドレナリン0.06γ程度の使⽤

・APACHEⅡ 14，SOFA3~5程度



Vasopressorのdose

Vasopressorは体重を考慮した投与単位である，
γ=mcg/kg/minを⽤いるのが⼀般的とされる

本研究では絶対量を組み⼊れ基準に設けたが，
体格の異なる患者に応⽤してよいのか不明である

ミドドリン開始のタイミングについて
⼀定の⾒解が得られない



今回のPrimary outcome

「Vasopressor終了までの時間」

・その後vasopressorが必要になった場合の⾔及がない

・他の重要な治療介⼊に関する⾔及がない
⼈⼯呼吸器，CRRT，PCPS，IABP，持続脳波など

・Vasopressor投与によるデメリットの直接的な評価でない

限定的な代替アウトカムであり，実臨床で対峙する
プロブレムを評価しきれるか検討の余地がある



“Vasoplesia”のメカニズム

本研究では術後の患者が66%
硬膜外⿇酔患者ではvasopressor期間が有意に短縮

術後の⾎管拡張と敗⾎症などによる⾎管拡張は，
病態が異なると考えられ，背景疾患を限定した使⽤
であれば効果が期待できる可能性

Critical Care (2018) 22:174 



単施設後向き観察研究
NY 三次教育施設

CHEST 2016; 149(6):1380-1383 

P 敗⾎症性ショックで24h以上昇圧剤を
使⽤し，安定してきている患者 (n=275)

I 昇圧剤＋ミドドリン(10mg8h毎〜)
C 昇圧剤のみ
O 昇圧剤投与期間，ICU滞在期間などミドドリンあり vs なし

年齢︓69.3歳 vs 65歳，APACHE Ⅳ︓82.6 vs 84.3
⼈⼯呼吸器︓68.1% vs 75.7%，ステロイド︓26% vs 28.6% 

肺炎・尿路感染が8割，他に腹腔内，⽪膚，医原性，髄膜炎



ミドドリンあり なし p値
平均昇圧剤期間(⽇) 2.9 3.8 <.001
昇圧剤再開(%) 5.2 15 .007
平均ICU期間(⽇) 7.5±5.9 9.4±6.7 .048

クレアチニンもミドドリン群で低値 (0.5 vs 0.8mg/dL, p=0.048)

単施設後向き観察研究という制限はあるが，
敗⾎症性ショックから改善しつつある患者でミドドリンにより
昇圧剤の減量やICU期間短縮，腎障害を防ぎうる可能性



私 ⾒
ICUで遷延する低⾎圧に対するミドドリンの有効性は，
RCTを⽤いても⽰されなかった

患者背景，⾎管⿇痺の病態を限定すればミドドリンの
効果が得られる可能性がある
しかし，徐脈などの合併症には注意が必要である

ミドドリン開始基準，臓器不全のあるより重症な患者
への使⽤に関しては依然明確な結果が出ていない


