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敗血症に対する

ビタミンC+チアミン+ヒドロコルチゾン
〜VICTAS trial〜



本日の論文

JAMA. 2021;325(8):742-751. 



背景

•敗血症は死亡率が20～30%と高い
•年間600億ドル医療費がかかっている
•生存退院したとしても、QOLが低下する
•効果が認められた治療が「早期の抗菌薬」、「補液」、
「Hemodynamic support」、「感染源の治療」

• それ以外がない
•近年ビタミンC、チアミンの有効性が提唱されている
• しかもコストは小さい





ビタミンCの生理学的機能

•酸化ストレスによる細胞障害から細胞を保護
•好中球の走行能や貪食能を増強
•敗血症による血管透過性を軽減 (動物実験)



チアミン

•敗血症患者の 1/3 がチアミンが欠乏（地域によって異なる）
•敗血症による臓器障害は酸素運搬能の低下のみが原因ではない
• ミトコンドリアの代謝能が重要視されている
•敗血症性ショックでミトコンドリアの機能を増加、死亡率を低下 (動物実験)

J Thorac Dis. 2020 Feb; 12 ()Suppl1): S78-83



ステロイド

•敗血症に対するステロイド投与の有効性は示唆

• ヒドロコルチゾンはビタミンCの細胞内取り込みを増加させ作用を増強
Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 12. Art. No.: CD002243.

















RCTではどうか？



死亡率に有意差なし

1例も行われず中止

それぞれの介入についてのRCT







P : 敗血症によるARDS患者（N=167）
I : ビタミンC 50mg/kgを6時間おき
C : プラセボ
O： SOFA score、CRP、トロンボモジュリン





Primary outcomeで
ないので鵜呑みにで

きない



Dr.Marikのプロトコール同様
ビタミンC+チアミン+ヒドロコルチゾンを

併用することでどうか？





P : 敗血症性ショック患者（N=216）
I : ビタミンC（1.5g 6時間おき）＋チアミン（50mg 6時間
おき）＋ヒドロコルチゾン（50mg 6時間おき）
C : ヒドロコルチゾン（50mg 6時間おき）
O： 7日目時点での昇圧剤非使用生存期間











VITAMINS trialのlimitation

• プラセボを用いないオープンラベル研究
•死亡率をprimary outcomeとしたものではなく、サンプルサイズ不足
の可能性

•敗血症診断から薬剤投与開始まで12時間かかっている
• ビタミンCの投与量はCITRIS-ALI試験より少ない（200mg/kg/day vs 

6g/day）



ビタミンC+チアミン+ステロイド併用療法の
結論を下すには

ハードアウトカムを目的とした
より大規模な二重盲検RCTが求められた



本日の論文

JAMA. 2021;325(8):742-751. 



目的

•敗血症患者に対しビタミンC、チアミン、ヒドロコルチゾンを投与するこ
とにより、 Ventilation and Vasopressor Free Days (VVFDs)が短縮
することを証明



P : 敗血症による呼吸不全もしくは循環動態破綻患者
I : ビタミンC、チアミン、ヒドロコルチゾン
C : プラセボ
O： Ventilation and Vasopressor Free Days (VVFDs)



Method



デザインと場所

•研究デザイン：多施設共同ランダム化比較試験
•場所：アメリカの43の大学病院と非大学病院



対象(Inclusion)
• 18歳以上で敗血症もしくは敗血症ショックとなり、呼吸不全、もしくは
循環動態が破綻した患者

1. 血液培養を採取し、1回以上抗菌薬が投与
2. ICU入室
3. 呼吸不全もしくは循環動態破綻
呼吸不全: PaO2/FiO2 ≦300 もしくは SpO2/FiO2≦315 であり
人工呼吸器管理、Noninvasive positive pressure ventilation 
(NPPV)、Nasal high flow (40L/min 以上で、FiO2が40%以上)のい
ずれかを使用

循環動態が破綻: 細胞外液を1l以上投与して、MAP 65以上に保つの
に昇圧剤が必要



対象(Exclusion)
• 18歳未満
•体重が40kg 未満
• VICTASに参加したことがある
• ランダム化の時点で呼吸不全、循環動態破綻が改善
•呼吸不全、循環動態破綻の原因が敗血症以外の疾患
• ランダム化の24時間以上前に呼吸不全、循環動態破綻
•治療の制限 (Do Not Intubationなど)
• ランダム化の時点で入院期間が30日以上
•慢性的な低酸素血症で在宅酸素や在宅人工呼吸器を使用
•慢性的な心血管機能不全で在宅で機械的サポートや昇圧剤を使用



対象(Exclusion)
• ビタミンC、チアミン、ステロイドにアレルギーか使用禁忌
•割り付けまで24時間の間にビタミンCを1g以上接種
•予後が30日以内と予測される（癌や神経変性疾患）
•腎結石の存在
• シュウ酸尿管結石の既往
•妊婦、授乳中
•受刑者
•他の研究に参加
•本人や身寄りが研究に同意しない、同意できない



割り付けの方法

•臓器障害の種類ごとにランダム割り付け
•介入群とコントロール群 = 1 : 1 



介入方法

• ⼆重盲検
• ビタミンC (1.5g)、チアミン (100mg)、ヒドロコルチゾン (50mg)
→ビタミンCは30分以上かけ投与
→ヒドロコルチゾンとチアミンは急速静注
★⼊室後6時間ごとに16回（96hr以上かけて）投与

• 介⼊期間中にステロイド（ヒドロコルチゾン 200mg以上）投与
→盲検化されたヒドロコルチゾン(介⼊)とプラセボ(コントロール)を除く
→介⼊期間中に担当医が必要と判断したステロイドを中⽌
→盲検化されたプラセボとヒドロコルチゾン再開



Outcome
• Primary 
VVFDs

• Secondary outcome
30日以内の死亡率

• Exploratory outcome
ICU : 死亡率、滞在日数、譫妄や昏睡ではない日数、
割り付け後30日以内のRRTを使用していない日数、SOFA score (割
り付け前24時間以内 vs Day4)



Ventilation and Vasopressor Free Days(VVFDs)

•割り付け後30日以内の人工呼吸器、昇圧剤から離脱している日数
•割り付け後、5日に離脱し、再開なし = 25 VVFDs
•割り付け後、5日に離脱し、10日目に再開し15日目に離脱 = 15 VVFDs
•人工呼吸器、昇圧剤を使用しながら退院、転院、死亡＝ 0 VVFDs





Outcome
• Long term outcome
割り付け後180日後に電話でフォロー
神経心理学に関する質問

180日以内に死亡→死亡日を尋ねる

•介入による合併症
腎盂腎炎

溶血

アレルギー反応

刺入部の変化

Taichman DB, et al. Respir Res. 2005;6(1):39.



Sample size
• VVFDｓに関する先行研究がない

★中間解析

ベイズ推定を用いて研究を継続を決定

A: 100～400人→100人ごとに中間解析
B: 500～2000人→500人ごとに中間解析

• VVFDs 1.5日が意味のある差
•死亡率で20％改善が意味がある



なぜベイズ推定

•先行研究がない場合、適切なサンプルサイズの決定が難しい
•介入試験で決定したサンプルサイズが集まるまで時間がかかる
•介入に効果があると中間解析でわかるとうれしい

•事後確率を求める
→手元にあるデータから結果が確信できる程度を検証する



ベイズ推定
𝑃𝑃VVFD (current N)
中間解析までの目標のVVFDs達成している確率

𝑃𝑃VVFD (Max N)
中間解析から2000人集めてVVFDs達成する事後確率

𝑃𝑃mort (current N)
中間解析までの目標の死亡率を達成している確率

𝑃𝑃mort (Max N)
中間解析から2000人集めて目標の死亡率を達成する事後確率



A: 100~400 人

• 100人ごとに中間解析

中断の基準: 死亡率が改善している
𝑃𝑃mort (current N) > 90 %



B: 500～2000人

• 500人ごとに中間解析
•中断の基準
1. これ以上集めても達成できる見込みがない
𝑃𝑃VVFD (Max N) < 0.1

2. 現時点で十分な成功確率
𝑃𝑃VVFD (current N)と𝑃𝑃mort (current N) > 0.95

3. VVFDｓが十分な成功確率で死亡率が達成できる見込みがない
𝑃𝑃VVFD (current N)> 0.95 かつ𝑃𝑃mort (Max N)<0.1



統計解析手法

•連続変数に対してはWilcoxon singed rank test
(1-sided p value < 0.022)
•順序変数に対してはχ square test
(1-sided p value < 0.024)



感度分析

•有意水準を 0.05以下とし下記を行った
1. Per-protocol analysis （介入を最低4回）
2. 割り付けから30日以上入院している患者のみ
3. 担当医がステロイドが必要と考えた患者をプラセボ群から除去



調整解析

• “病院”をランダム効果
• VVFDｓ、死亡率:順序ロジスティックス解析 (Logit link function)



Result



501人集めたところ資金提供者
が資金提供を中断。

研究の続行ができなくなった。





昇圧剤使用は8割
呼吸サポートは6割
（そのうち挿管は7割）

→比較的軽症？



敗血症診断から治療薬投与まで約15時間である





結果

• Primary outcome VVFDS
介入群vs コントロール群
= 25 days [IQR, 0-29 days] vs 26 days [IQR, 0-28 days]  
Median difference in VVFDs = -1 (95%CI -4 to 2; P =.85)

• Secondary outcome 死亡率
介入群vs コントロール群=22% vs 24% (P= 0.73)



結果

• 180日死亡率
介入群vs コントロール群
=40.5% vs 37.8% 
(difference, 2.7%;        
95% CI, −11.3% to 5.8%,              
P = 0.57)



SOFAスコア含め
いずれのアウトカムも

改善なし



感度分析

★Per protocol analysis
VVFDs
介入群 ｖｓ コントロール群: 26 (IQR, 0-29) vs 26 (IQR, 0-28)
Median difference 0 (95% CI: -3~2, P= 0.62) 

Mortality
介入群 ｖｓ コントロール群: 18% vs 22% (P = 0.35)

180日以内死亡率
介入群 ｖｓ コントロール群: 40% vs 37% (P = 0.38)



感度分析

★割り付けから30日以上入院している患者のみ
★担当医がステロイドが必要と考えた患者をプラセボ群から除去

上記二つ感度分析ともにVVFDｓと30日以内の死亡率、180日以内の
死亡率に有意差はなかった



調整解析 （病院をランダム効果）

•VVFDｓ
OR  1.26 (95%CI 0.93-1.77, P= 0.17)
•死亡率
OR 0.78 (95%CI 0.42-1.18 P= 0.36)



相互作用

体重においてのみ
Primary outcomeと
相互作用が認められた



相互作用

体重が少ない患者で
治療効果があり？



結果のまとめ

•出資者が断念したため研究が中断
• N=500人の時点で𝑃𝑃VVFD (Max N)= 0.307
• VVFDs と30日以内の死亡率、180日以内の死亡率の改善はなし
•感度分析でも改善なし
•調整解析でも改善なし



Discussion



• VVFDｓ、30日以内の死亡率、探索的研究で有意差がなかった
•調整解析、感度分析 を行ったが有意差なし
→途中で終わったので検出力が足りない。

•今回の研究は今まで結果と似ている
ACTS trial →SOFA score と死亡率を改善しなかった
VITAMINS trial→ 生存期間改善や昇圧剤離脱期間の短縮を認めなかった

CITRIS-ALI study→死亡率を改善した
→VICTAS trial に比べビタミンCの投与量が多い
VICTAS vs CLITIS = 1.5g vs 50mg/kg
→投与量が足りなかった可能性



Limitation

1. サンプルサイズ不足
2. ビタミンCの投与量が少ない可能性
3. 医師の判断でステロイドが投与できている (感度分析で除去している)
4. 対象を敗血症に伴う循環、呼吸不全に絞っている
5. 介入開始までに中央値14.9時間かかっている



結語

•敗血症に伴う呼吸不全、循環不全がある患者にビタミンC、チアミン、
ヒドロコルチゾンを投与してもVVFDｓは短縮しなかった

• しかしながら試験が中断したため検出力が低い



My opinion
• 今回の研究が途中で中断したことで否定も肯定もできないが、いずれのアウトカ
ムも良い傾向さえ認められない

• 種々の論文が出版されたが効果が不明瞭
→敗血症患者に投与するメリットは薄いのではないかと考える

• 今回の研究では”体重”が相互作用の可能性がある
• 枯渇しているであろう患者に有効？？

• 投与量と、敗血症診断から投与までの時間についての課題は残る

• 現状、ノルアドレナリン抵抗性の敗血症性ショックにヒドロコルチゾン投与は行っ
ているが、ビタミンCとチアミンをルーチンに併用することはしない





研究の中断

• 2013年 12％が中断 (906/7646)


