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本⽇の論⽂
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•概念
•病態⽣理
•分類
•治療
•テルリプレシンについて
•先⾏研究(2つ)



肝腎症候群
(Hepatorenal syndrome : HRS)



概念
• 進⾏肝硬変や肝炎において、肝不全が不可逆的に進⾏した時期に

発症することが多い、可逆性・機能性の腎機能障害

• 肝硬変患者での1年および5年での発症率は18%および39%

• 極めて重篤であり、約50%が発症後2週間以内に死亡する

• 感染症やアルブミン⾮投与下での腹⽔穿刺等による急な
⾎⾏動態変化がリスクとなる

⽇本消化器学会 肝硬変診療ガイドライン2020 改定第3版
J Gastroenterol Hepatol 2011;26(suppl 1):109-14
Gastroenterology 105: 229-236, 1993.



病態⽣理
• ⾨脈圧亢進により、⼀酸化窒素(nitric oxide:NO)を中⼼とした

⾎管拡張物質により末梢⾎管抵抗減弱、循環⾎漿量の低下が
起こる

• RAA系亢進や交感神経活性化等により腎⾎管が収縮し、腎⾎流が
低下することで腎機能の著しい低下が惹起される

• 近年の研究では、単に⾎⾏動態の障害を伴った機能的腎障害
というより、全⾝性炎症、酸化ストレス、胆汁酸塩関連の
尿細管損傷がその発症に⼤きく寄与する可能性が認識されてきた

Douglas A Simonetto et al. BMJ 2020;370:bmj.m2687



病態⽣理

Hani M.Wadei et al;Journal of Intensive Care Medicine,2011

有効循環⾎漿量↓

⾨脈圧亢進

交感神経系亢進バソプレシン放出

臓器⾎管拡張

NO↑

RAA系亢進

腎⾎管収縮

Na保持↑
⾃由⽔排泄↓

GFR↓

頻脈

⼼機能障害

ANP

圧受容体↑



Douglas A Simonetto et al. BMJ 2020;370:bmj.m2687

分類



従来のHRS分類

• 1型肝腎症候群（HRS-1）
2週間以内の経過で急激に腎機能が低下し、⾎清Cre値が2.5mg/dL
以上へ倍増もしくはCcrが20mL/min未満へ半減するもの

• 2型肝腎症候群（HRS-2）
緩徐に進⾏する腎機能障害で、腹⽔に対して利尿薬不応となるもの



従来のHRS-1

• 2週間以内の経過で急激に腎機能が低下し、⾎清Cre値が
2.5mg/dL以上へ倍増もしくはCcrが20mL/minへ半減するもの
• 2⽇間の利尿薬中⽌とアルブミン負荷により改善がない
•ショック状態ではない
•現在あるいは最近、腎毒性薬が使⽤されていない
•腎実質障害が認められない



現在の⽇本の肝腎症候群の診断基準
1. 腹⽔を伴う肝硬変である
2. ⾎清Cre値が1.5mg/dLを超える
3. 少なくとも2⽇以上の利尿薬中⽌と、アルブミンによる容量負荷に

よっても⾎清クレアチニン値が改善しない
4. ショック状態ではない
5. 現在あるいは最近、腎毒性薬が使⽤されていない
6. 腎実質障害が認められない

尿蛋⽩(>500mg/⽇)、顕微鏡的⾎尿(50/hpf以上)、
および超⾳波検査における腎の異常を腎実質障害とする

⽇本消化器学会 肝硬変診療ガイドライン2020 改定第3版



AKIの診断基準の改定に伴う
HRS診断基準の変更 2015

〈HRS-AKI (AKI:acute kidney injury)〉
• International Ascites Clubが定めた肝硬変患者における急性腎障害

のクライテリアに当てはまる
(48時間以内に⾎清Cre値が0.3mg/dL以上上昇もしくはベースライン
からの50%以上の上昇)
• 2⽇間の利尿薬中⽌とアルブミン負荷により改善がない
• ショック状態ではない
• 現在あるいは最近、腎毒性薬が使⽤されていない
• 腎実質障害が認められない



Douglas A Simonetto et al. BMJ 2020;370:bmj.m2687

変更のまとめ

HRS-1
・2週間以内で⾎清Cre値が≧2.5mg/dL
へ倍増

HRS-AKI
・48時間以内に⾎清Cre値が≧0.3上昇

or ベース値から≧1.5倍上昇

HRS-2
・緩徐な⾎清Cre値上昇

HRS-NAKI

・HRS-AKD
<3ヶ⽉の間、eGFR<60mL/min/1.73m2

・HRS-CKD
≧3ヶ⽉、eGFR<60mL/min/1.73m2



治療 〜ヨーロッパの治療指針〜
• 薬物治療
・テルリプレシン(±アルブミン)
・ノルアドレナリン(±アルブミン)
・ミドドリン＋オクトレオチド(±アルブミン)

• 経頸静脈肝内⾨脈⼤循環短絡術
(transjugular intrahepatic portosystemic shunts:TIPS)
• 腎代替療法(renal replacement therapy:RRT)
• ⼈⼯肝サポートシステム
• 肝移植あるいは肝腎同時移植

EASL Clinical Practice Guideline for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol (2018)



治療 〜ヨーロッパの治療指針〜
• 薬物治療
・テルリプレシン(±アルブミン)←⽇本/⽶国未承認
・ノルアドレナリン(±アルブミン) ←⽇本(/⽶国)での治療
・ミドドリン＋オクトレオチド(±アルブミン)←

• 経頸静脈肝内⾨脈⼤循環短絡術
(transjugular intrahepatic portosystemic shunts:TIPS)←⽇本は保険適応外
• 腎代替療法(renal replacement therapy:RRT)
• ⼈⼯肝サポートシステム
• 肝移植あるいは肝腎同時移植

EASL Clinical Practice Guideline for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol (2018)
Management of Adult Patients with Ascites Due to Cirrhosis: Update 2012
⽇本消化器学会 肝硬変診療ガイドライン2020 改定第3版

⽇本は保険適応外
⽶国での治療



• 合成バソプレシンアナログ
• V1レセプターに作⽤
• ⽇本では未承認

テルリプレシンについて

有効循環⾎漿量↓

⾨脈圧亢進
交感神経系亢進バソプレシン放出

臓器⾎管拡張

NO↑

RAA系亢進

腎⾎管収縮

Na保持↑
⾃由⽔排泄↓

GFR↓

頻脈
⼼機能障害

ANP

圧受容体↑収縮

腎⾎流改善

V1レセプター

Hani M.Wadei et al;Journal of Intensive Care Medicine,2011



先⾏研究



• Primary endpoint 有意差なし (25% vs 12.5%, p=0.093)

P 急性または慢性肝疾患でHRS-1を発症した成⼈患者 (n=112)
I テルリプレシンを最⻑14⽇間投与
C プラセボ

O 2回連続して⾎清Cre値≦1.5mg/dLが得られ、
14⽇⽬までに透析、死亡、HRS-1の再発がない

※両群ともにアルブミン併⽤を推奨



• しかし、⾎清Cre値≦1.5mg/dLとなる割合やベースラインから
の低下については有意差を認めた

(33.9% vs 12.5%, p=0.008、-0.7mg/dL vs 0mg/dL, p<0.009)

※HRS Reversal
⾎清Cre値≦1.5mg/dLへの改善



•テルリプレシン使⽤による⽣存率の改善は得られず
•いずれの群でもHRS Reversalを得た患者で90⽇⽣存率が改善した



• Primary endpoint 有意差なし (19.6% vs 13.1%, p=0.22)

• Cre値、CCr値は有意に改善
(-1.1mg/dL vs -0.6mg/dL, p<0.001 、23.0 vs 14.4, p<0.001)

P HRS-1を発症した腹⽔を有する成⼈肝硬変患者 (n=196)
I テルリプレシンを最⻑14⽇間投与
C プラセボ

O 腎代替療法や肝移植なく、治療期間中に２回連続
⾎清Cre値≦1.5mg/dL (=confirmed hepatorenal syndrome reversal)

※両群ともにアルブミン併⽤



※CHRSR  (confirmed hepatorenal syndrome reversal)
=腎代替療法や肝移植なく、治療期間中に２回連続⾎清Cre値≦1.5mg/dL

CHRSRを得たテルリプレシン群患者で有意に⽣存率は改善



先⾏研究 RCT2つのまとめ
• テルリプレシンはプラセボと⽐較し肝腎症候群の予後改善の結

果は出せていない

• HRS reversal（腎機能改善）した患者に限定するとプラセボと
⽐較し⽣存率に寄与する可能性が⽰唆された



先⾏研究2つのまとめ
•アルブミン使⽤について

OT-0401 REVERSE Study
推奨量 day1は100g

以降は治療終了まで25g/day

20-40g/day

平均投与量 テルリプレシン群：48.2g/day

プラセボ群：45.8g/day

テルリプレシン群：185.9g

プラセボ群：246.2g

平均投与期間 記載なし テルリプレシン群：3.9⽇

プラセボ群：5.1⽇

平均治療期間 テルリプレシン群：6.3⽇

プラセボ群：5.8⽇

テルリプレシン群：5.6⽇

プラセボ群：6.2⽇



背景のまとめ
• HRS治療において、末梢⾎管抵抗を上昇させ、腎⾎流を増加させる
テルリプレシンの有効性が期待されている

•⼩規模RCTで有効性が⽰されたテルリプレシンは、既にヨーロッパ
ガイドラインでは推奨されているが、⽶国FDAでは有効性と安全性
評価が不⼗分と判断され、未だ治療薬として認可されていない

• 3度⽬の第3相試験となる本研究でテルリプレシンの認可が期待
されている



本⽇の論⽂



PICO
P HRS-1を発症した成⼈患者(n=300)
I テルリプレシンを最⻑14⽇間投与
C プラセボ

O
14⽇までに２回連続して⾎清Cre値≦1.5mg/dL
治療完遂後10⽇間以上腎代替療法なし
治療完遂後10⽇間以上⽣存

※両群ともにアルブミン併⽤を推奨



Methods



研究デザイン
•第3相試験
•研究デザインは第2著者とスポンサー合同で作成
•統計学者はスポンサーで雇⽤

•ランダム化⼆重盲検プラセボ対照⽐較試験
•アメリカ合衆国とカナダの多施設（60施設）
• 2016年7⽉13⽇〜2019年7⽉24⽇に実施



Inclusion criteria

• 18歳以上

•腹⽔を呈する肝硬変患者

• 2週間以内で⾎清Cre値が≧2.25mg/dLへ倍増

•利尿薬中⽌かつアルブミン負荷開始の48時間以降、⾎清Cre値
の低下が20%未満で2.25mg/dL以上



Exclusion criteria
• ⾎清Cre値＞7.0mg/dL
• ランダム化前2⽇以内の4L以上の⼤量腹⽔穿刺
• 敗⾎症かつ/もしくはコントロール不良の細菌感染
• 2⽇未満の感染治療
• ショック
• 現在のまたは4週間以内の腎毒性薬剤や多量の造影剤使⽤
• 推定予後＜3⽇
• アルコール性肝障害を除く薬物、サプリメント、ハーブ、ウイルス性肝炎、毒物
による肝障害の合併

• ＞500mg/dayのタンパク尿



• 閉塞性尿路疾患や実質性腎疾患
• 顆粒検出や⾎尿
• 妊娠患者
• 重症⼼⾎管疾患
• 現在もしくは4週間以内の腎代替療法
• ランダム化前30⽇以内に他の治験に参加した患者
• ランダム化前30⽇以内にTIPSを受けた患者
• スクリーニング期間内の3⽇以上の昇圧薬使⽤
• 使⽤薬へのアレルギー

Exclusion criteria



ランダム化
•テルリプレシン+アルブミン群とプラセボ+アルブミン群に
2:1の⽐率で無作為に割り付け

• Includeから8時間以内に⾏われた

•層別因⼦
・⾎清Cre値(<3.4mg/dLまたは≧3.4mg/dL)
・登録前の⼤量腹⽔穿刺(無作為化前3~14⽇以内で≦4Lの穿刺)



介⼊
•テルリプレシンもしくはプラセボを最⻑14⽇間投与

•薬剤の投与間隔は5.5〜6.5時間毎

•アルブミン併⽤の有無や投与量は担当医により判断

•中⽌：腎代替療法、他の昇圧剤使⽤、TIPS、肝移植



Primary endpoint
• 14⽇⽬までに２回連続⾎清Cre値≦1.5mg/dL

• 治療完遂後10⽇間以上腎代替療法なし

• 治療完遂後10⽇間以上⽣存

→ verified reversal of HRS



Secondary endpoint
① 14⽇⽬または退院までの治療期間中に⾎清Cre値≦1.5mg/dL
→ HRS reversal

② HRS reversalを得て、30⽇⽬まで腎代替療法なし

③ SIRS合併患者におけるHRS reversal

④ verified reversal of HRSを得て、30⽇⽬までHRS再発なし



安全性の評価

•軽い有害事象は治療期間終了後7⽇⽬まで、

重篤な有害事象は治療期間終了後30⽇⽬まで集計

•死亡は初回投与後90⽇まで記録



統計解析
• ITT解析

• サンプルサイズは2つの先⾏研究から得たHRS reversalの
統合推定値をもとに計算
(テルリプレシン群:8.4%、プラセボ群:12.5%)

• 2:1のランダム化⽐率で、50%の患者が最⻑14⽇の計画された
治療期間を終えたもしくは退院した際、primary endpointに関する
両群間の有意差を90%検出するために必要なサンプルサイズは
300⼈と予測された



統計解析
• 同意撤回や退院で15⽇間の⾎清Cre値のデータがない場合、

multiple imputationを施⾏

• SAS software(ver.4)のthe PROC MI、PROC SURVEYFREQ、
PROC GENMOD、PROC MIANALYZEを使⽤

• 4つのsecondary endpointのmultiple testingを調整するために、
Hochberg procedureを使⽤



実際の流れ

スクリーニング
期間 薬剤投与期間 フォローアップ期間



スクリーニング期間

スクリーニング期間 薬剤投与期間

初
回
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与
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＆
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値
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定

8時間以内48時間以降2週間以内の経過で

⾎清Cre値≧2.25mg/dL

へ倍増

Include

・≧2.25mg/dL

・負荷前からの低下率が＜20%



薬剤投与期間

薬剤投与期間

初
回
投
与

テルリプレシン/プラセボを5.5〜6.5時間毎にボーラス投与(±アルブミン) 投与
終
了

・⾎清Cre≦1.5mg/dL確認後
24時間経過

or
・day14

day4
・⾎清Cre値が不変or増悪→中⽌
・⾎清Cre値の改善が＜30%→増量(1mg→2mgへ)

中⽌：腎代替療法、他の昇圧剤使⽤、TIPS、肝移植



フォローアップ期間

薬剤投与期間 フォローアップ期間

day30
(±10)

day60
(±14)

day90
(±14)

・Regimen完遂前に退院or撤回→その後の死亡率のみ集計
・verified reversal of HRSを得た患者→再発に関してモニター

⽣存、RRT、TIPS、肝移植について評価

初
回
投
与



Results



割り付け

テルリプレシン群199⼈ プラセボ群101⼈



患者背景

アルコールが
最多原因
65％

アルブミン値
やや⾼め

糖尿病が約3割弱、⾼⾎圧症が約3.5割



テルリプレシン群 プラセボ群

⼈数(割合) 165⼈(83%) 92⼈(91%)
平均投与期間 5⽇間 5.5⽇間

平均投与量 199.4±146.8g 239.5±183.6g

アルブミン使⽤について

※アルブミン投与量の推奨
→day1は1g/kg(最⼤100g)、以降は20-40g/day



Primary endpoint

verified reversal of HRSが得られた割合は、テルリプレシン群で有意に⾼かった

(32% vs 17% ; p=0.006)

※verified reversal of HRS

14⽇⽬までに２回連続⾎清Cre値≦1.5mg/dL

= 治療完遂後10⽇間腎代替療法なし

治療完遂後10⽇間⽣存



Secondary endpoint

① HRS reversalを得た割合

② HRS reversalを得て、30⽇⽬まで
腎代替療法なく経過した割合

③ SIRS合併患者でHRS reversalを得た割合

→テルリプレシン群で⾼い

verified reversal of HRSを得て、30⽇間再発なく
経過した割合 →有意差なし

①

②

③



追加のsecondary endpoint

Day 90 

・腎代替療法
→ 29% vs 39%

・肝移植
→ 23% vs 29%

・死亡
→ 51% vs 45%



90⽇⽣存率
全体 肝移植なし

有意差なし



事後解析

アルコール性肝炎、SIRS群ではテルリプレシンの効果がありそう?



安全性の解析

重症度に関わらず有害事象は、
テルリプレシン群で88%、
プラセボ群で89%発⽣



有害事象による永久中⽌

テルリプレシン群で⾼かった
(12% vs 5%)



⾼頻度の有害事象

有害事象 割合
腹痛 15％
嘔気 14％
下痢 11％
肝性脳症 11％
呼吸困難 10％



⾼頻度の死因
•薬剤投与期間中

• 90⽇まで

テルリプレシン群 プラセボ群
呼吸不全 3％ 0％

テルリプレシン群 プラセボ群
肝胆道系障害 22％ 27％
呼吸障害 11％ 2％
感染症 7％ 3％



14⽇までの有害事象による死亡

テルリプレシン群で
呼吸不全での死亡が多かった



結果のまとめ
• Verified reversal of HRSはテルリプレシン群で有意

• HRS reversalを得られた場合、30⽇間腎代替療法なく経過できた

• 90⽇⽣存率の改善なし

• テルリプレシンは初回投与から90⽇以内で呼吸不全を呈しやすく、
呼吸不全による死亡も多い



Discussion



Discussion
• HRS reversalを得た場合、30⽇間腎代替療法なく経過できた
→進⾏肝硬変患者において透析は⼤きな課題となるため、
臨床的に意味のある結果

•テルリプレシン群患者の90⽇⽣存率は改善せず
→呼吸不全による死亡が寄与した可能性



Discussion
•肝移植は依然としてHRS-1に対する唯⼀の根治的治療

•治療期間中のMELDスコアに差はないが、90⽇以内に肝移植を
受けた患者の割合はテルリプレシン群で低かった

→移植時のMELDスコアは集計されておらず、優先順位への影響

は不明だが、テルリプレシン群における呼吸器合併症と敗⾎症や

敗⾎症性ショックが肝移植を妨げた可能性はある



Discussion
• SIRS合併患者のHRS reversalはテルリプレシン群で有意に⾼い
• HRS-1の病因として炎症性サイトカインが⽰唆されている
→テルリプレシンにより⾨脈圧が低下することで、バクテリアル
トランスロケーションを減少させ、エンドトキシン⾎症や炎症性
サイトカイン産⽣を減らし、またテルリプレシンの⾎⾏⼒学的作⽤を
促進し得ると仮定



Limitations
•両群間の⽣存率の差を評価するには不⼗分

• 90⽇以降のフォローアップは⾏われていない



Conclusion
テルリプレシンは、HRS-1を発症した成⼈の⾮代償性肝硬変患者
において、腎機能を改善する点では有効

ただし呼吸不全など重篤な有害事象と関連



内的妥当性
•両群間の患者背景は重症度を含め差がない
•有効性の⽰されているアルブミン使⽤はプラセボ群でやや多い
→今回得られた結果はテルリプレシンによると考えて良いのでは
ないか



外的妥当性
•患者背景は⽇本における肝硬変患者の背景と概ね同等と考える

•⾎清Cre値＞7mg/dLや推定予後<3⽇の患者は除外されているが、
重症患者は含まれており、重症病棟で管理を要する患者に対しても
適応は可能と考える

•⽇本では未承認



私⾒
•研究デザインにスポンサーが関わっており、統計学者もスポンサー
により雇われている点はlimitationになり得る

•⾎清Cre値の測定間隔が2時間以上とあり、短い可能性がある

•本研究でのHRS-1の診断基準は、2週間以内の⾎清Cre≧2.25mg/dL
への倍増であり、診断・介⼊が遅れた可能性がある



私⾒

•以前の研究でも呼吸不全合併例はあり、今回呼吸不全が顕著と
なった原因として、ボリューム管理不⾜があった可能性がある

•テルリプレシン、アルブミンともに循環⾎漿量を増加させるため
ボリューム管理に留意が必要



18のRCT、1011⼈の患者

vs プラセボ vs ノルアドレナリン
HRS Reverse 39.8% vs 15.4% (RR=4.96) 53.5% vs 52.9% (RR=1.01)

Renal Function Change テルリプレシン群で6.48倍 60.3% vs 61.8% (RR=0.91)

Mortality 45.2% vs 55.7% (RR=0.63) 61.7% vs 62.0% (RR=1.05)

※HRS Reverse : ⾎清Cre値が1.5mg/dLへ低下

Renal Function Change : ⾎清Cre値＞1.5mg/dLだが、ベースラインからは50%低下



当施設では
有効循環⾎漿量を得るため、

•うっ⾎しない程度にアルブミン補充をする

•ノルアドレナリンを使⽤し適切な末梢⾎管抵抗を維持する


