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Introduction
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1.アルコール関連の問題について
-⽤語の整理, unhealthy alcohol useの定義, alcohol use disorderの定義, 疫学

2.アルコール離脱症候群(AWS: alcohol withdrawal syndrome)について
-発症機序, 診断基準, 最終飲酒からの時間経過と症状の関係, CIWA-Ar, PAWSS, 
ベンゾジアゼピン(BZD)を⽤いた治療, BZDの害

3.バクロフェンについて
-薬剤の特徴, 本邦での使⽤状況, 諸外国(特にフランス)での使⽤状況, 

アルコールリスクの⾼い患者への使⽤(摂取抑制効果, AWS抑制効果)
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アルコール関連問題の分類︓⽤語の整理
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酒量による分類 世界保健機関：ICD-10(11) ⽶国精神医学会：DSM-Ⅴ

アルコール依存症
alcohol dependence

hazardous use

harmful use
錯綜した
概念領域 alcohol abuse

正常飲酒

binge drinking

heavy 
drinking

unhealthy alcohol use
(= Risky/at-risk use)

alcohol use
disorder(AUD)

酒量

厚⽣労働省ホームページ e-ヘルスネット［情報提供］を参考に作成：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-06-003.html

⼤酒家

JAMA. 2018;320(18):1899-1909. Screening and Behavioral Counseling Interventions to Reduce Unhealthy Alcohol Use in Adolescents and Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement



unhealthy alcohol use︓定義
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アルコール摂取量で定義される
男性：14単位/週以上,  ⼥性 or 65歳以上の男性：7単位/週以上
アルコール1単位の定義(⽶国基準)：
約12〜14gの純アルコールを含む飲料1杯に相当

ビール： 12オンス(=360ml)
ワイン： 5オンス(=150ml)
80度の酒：1.5オンス(=45ml) 

※アルコール1単位に相当する
アルコール量の定義は各国で異なる

⽸ビール2本(1本)を毎⽇⽋かさず
飲む⼈、というイメージ



アルコール使⽤障害(AUD︓Alcohol Use Disorder)

alcohol abuseの質問票 alcohol dependenceの質問票

⾝体的危害のリスク(飲酒運転、機械の操作、⽔泳)

⼈間関係のトラブル(家族や友⼈)

役割の失敗(家庭、仕事、学校の規律違反)

法律違反(逮捕等の法律問題)
1つでも該当する場合, alcohol abuseあり

いずれの場合も依存症状の評価に進む

過去12ヶ⽉間に, 飲酒に関連して
以下のようなイベントを繰り返していないか

過去12ヶ⽉間に下記に該当するイベントがないか

飲酒の減量や中⽌ができない(繰り返し失敗)

飲酒量制限が守れない(繰り返し失敗)

耐性の発現(同様の効果を得るための必要量が増える)

離脱症状(震え、発汗、吐き気、不眠など)

⾝体的,⼼理的問題があるにも関わらず飲酒を継続した

1⽇のうちで飲酒にかける時間が⻑い

重要であった活動や楽しいと思っていた活動に
時間を割くことが少なくなった
3つ以上に該当する場合, alcohol dependenceあり
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アルコールの疫学
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⽶国国⽴アルコール乱⽤・アルコール依存症研究所(NIAAA)によると,
⽶国では18歳以上の成⼈のうち1,410万⼈がアルコール使⽤障害
(AUD)を患っていると推定される。また, アルコール関連の原因で年間
約8万8,000⼈が死亡していると推測されている。

本邦では⽣活習慣病のリスクを⾼める量(男性≧40g/⽇, ⼥性≧20g/⽇)
を飲酒している⼈の割合は, 男性14.9％, ⼥性9.1%と報告されている。

The National Survey on Drug Use and Health: 2019. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. 
Published September 11, 2020. Accessed November 23, 2020.

厚⽣労働省ホームページ 令和元年 国⺠健康・栄養調査結果の概要 より



ICUにおけるアルコールの害
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ICUに⼊院する患者の10〜33％がアルコール使⽤障害(AUD)を罹患
しているとされ, それに伴い死亡率が2倍になると推定される。

ICUではAUDの有無に関わらず, NIAAAの推奨量を超える
アルコール摂取(unhealthy alcohol use)は死亡リスクの上昇と
⼈⼯呼吸器装着期間延⻑に関連している。

特にアルコール離脱症候群(AWS)を発症すると, 鎮静管理など治療
が複雑となり, 転機不良のリスクが⾼くなる。

Data Brief. 2019 Jul 8;25:104231. Pharmacokinetic data on high dose baclofen administration in unhealthy alcohol user in the ICU

Lancet. 2006 Dec 23;368(9554):2231-42. Alcohol abuse in the critically ill patient

JAMA. 2021 Feb 23;325(8):727-729.   Baclofen to Prevent Agitation Caused by Alcohol Withdrawal in the ICU



ICUにおけるアルコール離脱症候群(AWS)

10

⼀般のICU患者におけるAWSの有病率は0.5〜8％であったが、
アルコール関連の⼊院患者では最⼤52％に達していた。

unhealthy alcohol userはagitationの⾼リスク患者とされているが、
具体的にどのように鎮静管理を⾏うべきかは定まっていない。

Intensive Care Med. 2013 Jan;39(1):16-30. Alcohol withdrawal and delirium tremens in the critically ill: a systematic review and commentary

J Intensive Care Soc. 2019;20(3):208-215. 
The influence of alcohol abuse on agitation, delirium and sedative requirements of patients admitted to a general intensive care unit
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アルコール離脱症候群(AWS)︓発症機序
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アルコールの作⽤部位：アルコールには特異的な受容体は存在しない。

アルコールはGABAA作⽤(抑制性)を促進 , NMDA作⽤(興奮性)を抑制する。

⻑期間のアルコール摂取の影響：GABAA受容体ではdown regulationが, 

NMDA受容体ではup regulationが⽣じる。

突然アルコールを中断すると：

GABAA作⽤は低下, NMDA作⽤は亢進する。

つまり, 興奮性の中枢神経活動が亢進する。

⇒これに伴う症状を呈するのがアルコール離脱症候群(AWS)である。

慢性アルコール摂取患者で鎮静が
効きづらいことってありますよね…

抑
制 興

奮GABAA

NMDA



AWS︓診断基準(DSM-5)

13Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders,5th ed.(DSM-5)

① ⼤量かつ⻑期間にわたっていたアルコール使⽤の中⽌または減量
② 以下のうち2つ以上が、①のあと数時間〜数⽇以内に出現する
・⾃律神経興奮症状
・⼿指振戦の増悪
・不眠
・悪⼼・嘔吐
・⼀過性の幻覚(視覚,触覚,聴覚)
・精神運動興奮
・不安
・てんかん⼤発作
③ ②が⽇常⽣活・⾝体機能に障害を及ぼす
④ 他の疾患で説明できない
※⼤量飲酒の定義：純アルコール量で平均60g/⽇を超える飲酒



AWS︓最終飲酒からの時間経過と症状

6時間 12時間 24時間 48時間最終飲酒 72時間

早期離脱症候群

⼩離脱症状
振戦,下痢,嘔吐,発熱,頻脈,⾎圧上昇

後期離脱症候群

アルコール幻覚症
視覚,聴覚,感覚性の幻覚症状

アルコール離脱痙攣発作
強直間代発作

アルコール離脱せん妄
(振戦せん妄:Delirium tremens)
せん妄,幻覚,錯乱•興奮,振戦

発熱,発汗過多,頻脈,⾎圧上昇

96時間
14



CIWA-Ar︓AWSの重症度評価スケール

15Br J Addict. 1989 Nov;84(11):1353-7. 
Assessment of alcohol withdrawal: the Revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for alcohol scale (CIWA-Ar)

嘔吐 振戦 発汗 不安 焦燥感
0 なし なし なし なし なし
1 軽度嘔気

嘔吐なし
軽度：視診

では感じない,
触診で感じる

⼿掌が
湿潤

軽度の不安
あり

活動性は
やや増加

4 むかつき
を伴う
間⽋的
嘔気

中等度：
上肢伸展で
確認できる

前頚部に
滴状の

発汗あり

中等度不安,
不安ありと
推察できる

そわそわ
している

7 持続的
嘔気,

頻回嘔吐

⾼度：上肢
伸展でなくて
も確認できる

全⾝の
⼤量発汗

あり

パニック
状態と

同程度の
不安状態

うろうろ
している,
のたうち
まわる

頭痛 ⾒当識障害 聴覚障害 視覚障害 触覚障害
0 なし なし なし なし なし
1 ごく

軽度
⽇付,場所,⼈
を連続して

答えられない
軽度の

⽿障りな⾳
ごく軽度
の光過敏

軽度のか
ゆみ,灼熱
感,しびれ

2 軽度 2⽇以内の
⽇付間違い

中等度の
⽿障りな⾳

軽度の
光過敏

中等度の
上記症状

3 中等度 3⽇以上の
⽇付間違い

⾼度の
⽿障りな⾳

中等度の
光過敏

⾼度の
上記症状

4 やや
⾼度

⼈×or
場所× 軽度の幻聴 やや⾼度

の幻視
軽度の

体感幻覚
5 ⾼度 中等度の

幻聴
⾼度の
幻視

中等度の
体感幻覚

6 ⾮常
に⾼度 ⾼度の幻聴 ⾮常に⾼

度の幻視
⾼度の

体感幻覚
7 極めて

⾼度
持続性の
幻聴

持続性の
幻視

持続性の
体感幻覚

・上記10項⽬から(⾎圧,脈拍,体温は含まれない)
重症度を評価する：診断を⽬的としたものではない
・治療⽅針を決定するために有⽤である。

<10:very mild, 10-15:mild, 16-20:modest, >20:severe



PAWSS︓AWSの重症化予測スケール
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Part C：臨床的な証拠による 各1点
9.来院時の⾎中アルコール濃度が＞200mg/dLであったか？
10.⾃律神経興奮証拠(例：脈拍 120/分以上, 振戦, 発汗, イライラ, 吐き気など)があるか？

満点は10点。陽性所⾒の数が多いほどAWSが進展するリスクが⾼くなる。
4点以上の場合、中等度〜重度のAWSの発症リスクが⾼いことが⽰唆される。

Part A：前提条件 どちらかの質問の答えが「はい」の場合、テストを続⾏する。
1. 過去30⽇以内に任意の量のアルコールを摂取したことがあるか？

または ⼊院時に⾎中アルコールが陽性であったか？
Part B：患者からの聞き取り
2.今までにアルコール離脱症状を経験したことがあるか？
3.今までにアルコール離脱けいれん発作を経験したことがあるか？
4.今までに振戦せん妄を経験したことがあるか？
5.今までにアルコールのリハビリ治療を受けたことがあるか？
6.今までにブラックアウトを経験したことがあるか？
7.最近90⽇間にアルコールと他の鎮静薬(BZD系やバルビツール系等)を併⽤したことがあるか？
8.最近90⽇間にアルコールと他の乱⽤物質を併⽤したことがあるか？



ガイドラインの推奨：AWSの種々の治療ガイドラインでは, 共通して
ベンゾジアゼピン(BZD)を薬物治療の第⼀選択薬としている。
作⽤機序：BZDはアルコールのGABA増強効果を代⾏することより, 
離脱症状を緩和する。

製剤：ジアゼパム,ロラゼパム,クロルジアゼポキシド,オキサゼパム(国内承認未)

の4剤がAWSへの有効性についての研究で頻⽤されてきた。

17

AWSの治療︓ベンゾジアゼピン(BZD)

使い分けの⼀例)
・ジアゼパムはロラゼパムより作⽤発現が早い：迅速な治療⽬的にはジアゼパム > ロラゼパム
・ロラゼパムはジアゼパムより半減期が短く, 肝障害のある患者でも代謝が保たれることが多い

：予防⽬的の場合で, 肝障害がある場合や過鎮静を懸念する場合にはロラゼパム > ジアゼパム



AWSの治療︓ BZDの投与⽅法
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①症状対応法(symptom-triggered therapy)
頻回にCIWA-Arによる評価を⾏い,それに応じて適宜投与する⽅法
②固定期間法(fixed schedule therapy)
固定した⽤量を投与し,⽤量を漸減していく簡便な⽅法
•①と②を⽐較した研究では, ①の⽅が治療期間が短縮し,
全体のBZDの投与量も少なくなるという報告がある。

• ⼀⽅で, 外来患者や, スタッフのトレーニングが不⼗分な場合等で
CIWA-Arによる評価が⾏えない場合には②が有⽤である。

Arch Intern Med. 2002 May 27;162(10):1117-21. Symptom-triggered vs fixed-schedule doses of benzodiazepine for alcohol withdrawal: a randomized treatment trial



AWSの治療︓BZDの使⽤例
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治療⽬標：AWSを早期に認識し, アルコール離脱せん妄に⾄らせない！
1. 痙攣や振戦せん妄がある場合：BZD急速投与(例:ジアゼパム5-20mg iv)

2. CIWA‒Ar 8~10点以上の場合：BZDを投与(例:ジアゼパム5-10mg iv)して
1時間後にCIWA‒Arを再評価し, 8~10点未満になるまで繰り返す。
その後4~8時間おきに評価するが, 症状の悪化があれば BZDの1回投与量を
増量するなどの⽅法を検討する。

3. CIWA‒Ar 8点未満の場合：基本的にBZDの投与は不要。
AWSの発症リスクが⾼い場合(PAWSS≧4など) や, 
頻回な症状フォローが困難な場合はBZD予防投与も許容される。



BZDはAWSの絶対的な第⼀選択薬か︖
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過鎮静：⼈⼯呼吸器装着期間・ICU滞在期間延⻑の可能性
せん妄誘発リスク：BZDは重症患者のせん妄の重⼤な危険因⼦である
肝代謝：肝障害(アルコール性肝硬変等)のある患者では使いにくい
依存性：アルコールとBZDの両者乱⽤は⾼率に報告されている
再飲酒：BZDに飲酒⾏動の抑制効果は⽰されていない
(医療スタッフへの負担：CIWA-Arによる頻回な評価は負担が⼤きい)
①過鎮静やせん妄発症のリスクが低く,②肝障害があっても使いやすく,
③依存性が低く,④飲酒⾏動の抑制効果のある, AWS治療薬が望まれる
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薬理作⽤：中枢神経系の抑制性伝達物質であるγ-アミノ酪酸(GABA)の

誘導体である。GABAB受容体に作⽤しGABAと同様の作⽤を発現する。
排泄：主に腎臓から排泄される
中枢移⾏性：⽔溶性のため, ⾎液脳関⾨(BBB)を通過しにくい。
副作⽤：頻度の⾼いもの(各1-2%程度)としては
精神神経症状(眠気,頭痛等),  消化器症状(悪⼼,
⾷欲不振等),  全⾝症状(脱⼒感,ふらつき等)
が挙げられる。

バクロフェン︓薬剤プロフィール

バクロフェンの構造式
GABA

腎機能低下の際には過量投与に注意が必要

GABAの構造に類似



バクロフェン︓本邦での使⽤状況
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適⽤疾患：下記疾患による痙性⿇痺(痙縮)
脳⾎管障害、脳性(⼩児)⿇痺、痙性脊髄⿇痺、脊髄⾎管障害、頸部脊椎症、後縦靱帯⾻化症、
多発性硬化症、筋萎縮性側索 硬化症、脊髄⼩脳変性症、外傷後遺症(脊髄損傷、頭部外傷)、
術後後遺症(脳・脊髄腫瘍を含む)、その他の脳性疾患、その他のミエロパチー

⇒本邦においては, バクロフェンの⽤途は痙縮の症状緩和⽬的の
内服投与および重度痙縮に対する持続髄注投与が中⼼となっている。

⽤法⽤量：標準⽤量は30mg/⽇を1〜3回に分けて投与
(年齢、腎機能、症状等に応じて適宜増減)

※アルコール依存症・アルコール離脱症候群の治療薬としての適⽤はない



バクロフェン︓重度痙縮に対するITB療法

24第⼀三共株式会社:ITB 療法ウェブサイト，医療機関情報：https://www.itb-dsc.info

適応：他の治療が無効な重度痙縮に対する治療として
バクロフェン髄注療法(ITB療法)が効果を⽰している。

髄注の有⽤性：髄腔内に投与することで
経⼝の1/100程度の投与量でも劇的な
痙性の改善を得ることができる。
腰部の髄腔内に投与された場合は
頭蓋内にはほとんど移⾏しないため、
眠気等の精神神経系の副作⽤が少ない。

2006年4⽉ ⽇本でも保険医療として認可

https://www.itb-dsc.info/


バクロフェン︓フランスでの使⽤状況
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2005年:アルコール依存症のフランス⼈医師であるOlivier Ameisen博⼠
が⾃⾝の治療に⾼⽤量バクロフェン(270mg/⽇)を使⽤して
アルコール渇望の低下と不安の緩和が得られたことを報告した。

2013年:フランスのアルコール依存症専⾨医296名を対象に⾏った調査
では221名(74.6%)がアルコール使⽤障害(AUD)の患者の治療に
バクロフェンを使⽤している(off-label使⽤)と回答した。

→以降, フランスでは⾼⽤量バクロフェンがアルコール依存症の治療薬として定着することとなった

PLoS One. 2014 Jun 2;9(6):e98062. Off-label baclofen prescribing practices among French alcohol specialists: results of a national online survey. 

本⽇の⽂献(BACLOREA)の実施国

Alcohol Alcohol. 2005;40(2):147-50.Complete and prolonged suppression of symptoms and consequences of alcohol-dependence using high-dose baclofen: a self-case report of a physician



バクロフェン︓フランスでの使⽤状況
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2014年：AUD患者に上限 300mg/⽇の使⽤を⼀時的に承認

(2016年：本⽇の論⽂(BACLOREA)開始 バクロフェン 150mg/⽇)

2018年：AUD患者の2nd-line治療として上限 80mg/⽇の使⽤を認可
Evaluation of the Use of Baclofen in the Treatment of Patients With Alcohol Dependence.   Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé; 2018. 

本⽇の⽂献(BACLOREA)の実施国

フランス医薬品規制当局(ANSM)の承認⽤量

ANSM (2014)  Recommandation Temporaire dʼUtilisation (RTU) du baclofène dans le traitement de lʼalcoolo-dépendance Vol. 2014.



アルコール⾼リスク患者へのバクロフェンの有⽤性

27

アルコール摂取抑制効果

アルコール離脱症状抑制効果



アルコール⾼リスク患者へのバクロフェン使⽤︓⽣理学的根拠
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主に2つの機序が関与していると推測されている。

①ドパミン放出抑制作⽤：アルコール摂取抑制効果
バクロフェンはドパミン(報酬系の中⼼的役割を担う) の放出を
抑制することにより報酬系を調節する。

②部分置換作⽤：アルコール摂取抑制効果, 離脱症状抑制効果
バクロフェンがGABAB受容体に作⽤して, アルコール作⽤を部分的に
置換することによりアルコール欲求およびを離脱症状を抑制する。

Adv Pharmacol. 2010;58:373-96. GABAB receptors in addiction and its treatment

J Psychopharmacol. 2012 Feb;26(2):205-12. Substitution therapy for alcoholism: time for a reappraisal?



アルコール⾼リスク患者へのバクロフェン使⽤︓歴史

29

バクロフェンのアルコール摂取抑制効果

バクロフェンのアルコール離脱症状抑制効果

2000
Colombo et al. Addolorato et al.

症例
報告

2000

動物
実験

Caputo et al.
2002

RCT

2000

動物
実験

Colombo et al.
2006

Addolorato et al.

BZD対照
RCT

Addolorato et al.

症例
報告

2002

⾼⽤量
RCT

低⽤量
RCT

軽症
AWS
RCT
中等症
AWS
RCT



バクロフェンのアルコール摂取抑制効果︓歴史
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バクロフェンのアルコール摂取抑制効果

バクロフェンのアルコール離脱症状抑制効果

2000
Colombo et al. Addolorato et al.

症例
報告

2000

動物
実験

Caputo et al.
2002

RCT

2000

動物
実験

Colombo et al.
2006

Addolorato et al.

BZD対照
RCT

Addolorato et al.

症例
報告

2002

⾼⽤量
RCT

低⽤量
RCT

軽症
AWS
RCT
中等症
AWS
RCT



バクロフェンのアルコール摂取抑制効果︓動物実験
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動物実験
ラットを対象として, バクロフェンは⽤量依存性(3mg/kgまで)に
アルコール摂取⾏動を抑制する。

アルコール使⽤障害の様々な動物モデルを対象として, バクロフェンは
アルコール摂取⾏動の獲得および維持、禁酒期間後のアルコール摂取量
増加の抑制に有⽤である。

Front Neurosci. 2014 Jun 6;8:140. GABAB receptor ligands for the treatment of alcohol use disorder: preclinical and clinical evidence.

Psychopharmacology (Berl). 2003 May;167(3):221-4. Baclofen suppresses motivation to consume alcohol in rats.
Alcohol Clin Exp Res. 2000 Jan;24(1):58-66.  Ability of baclofen in reducing alcohol intake and withdrawal severity: I--Preclinical evidence



バクロフェンのアルコール摂取抑制効果︓RCT(低⽤量)
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1st.Author
年度

国
介⼊
期間
(週)

対象患者 患者数
I：バクロフェン

C: プラセボ

⽤量
(mg/⽇)

1.Addolorato et al.,
2007

伊 12 アルコール依存症
アルコール性肝硬変

I :42
C:42

30

2.Garbutt et al.,
2010 ⽶ 12 アルコール依存症

外来患者
I :40
C:40

30

3.Hauser et al.,
2017 ⽶ 12 AUD患者

慢性C型肝炎
I :88
C:92

30

4.Morley et al.,
2018 豪 12 アルコール依存症

アルコール性肝障害
I:36/35

C:33
30/75

各研究でバクロフェンの有⽤性については相反する結果が⽰された。
バクロフェンの中枢移⾏性の低さから, ⾼⽤量バクロフェン

に期待が寄せられ, ヨーロッパを中⼼に追試が⾏われることとなった。

primary 
outcome

断酒達成率

⼤量飲酒の
⽇数の割合
断酒した

⽇数の割合
再飲酒までの
期間等複合

結果

介⼊群で有意に
断酒達成率が⾼い
2群間で有意差なし
重篤な有害事象なし
2群間で有意差なし
介⼊薬の忍容性は良好
介⼊群(30,75mgとも)
で有意に良好な結果



バクロフェンのアルコール摂取抑制効果︓RCT(⾼⽤量)
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⾼⽤量でもバクロフェンの⼀貫した有⽤性は⽰されなかった。
Secondary outcomeでアルコール消費量の減量効果やアルコール欲求の軽減効果
が⽰されたり, サブ解析で飲酒量がより多い患者を対象とすると有意に断酒達成率
が改善した, という報告もあり、有⽤性については未だ決着がついていない。

1st.Author
年度

国
介⼊
期間
(週)

対象患者 患者数
I：バクロフェン

C: プラセボ

⽤量
(mg/⽇)

5. Müller et al.,
2015

独 20 アルコール依存症
外来患者

I :28
C:28

270

6.Beraha et al.,
2016 蘭 16 アルコール依存症

外来患者
I:31/58

C:62
30/150

7.Reynaud et al.,
2017 仏 26 アルコール依存症

外来/⼊院患者
I :155
C:155

180

primary 
outcome

断酒達成率等
の複合

再飲酒までの
期間

連続20週間の
禁酒率

結果

介⼊群で有意に断酒達成
率が⾼く,断酒期間も⻑い

3群間で有意差なし
軽度の有害事象多い
2群間で有意差なし

アルコール消費量は減少傾向



バクロフェンのAWS抑制効果︓歴史

34

バクロフェンのアルコール摂取抑制効果

バクロフェンのアルコール離脱症状抑制効果

2000
Colombo et al. Addolorato et al.

症例
報告

2000

動物
実験

Caputo et al.
2002

RCT

2000

動物
実験

Colombo et al.
2006

Addolorato et al.

BZD対照
RCT

Addolorato et al.

症例
報告

2002

⾼⽤量
RCT

低⽤量
RCT

軽症
AWS
RCT
中等症
AWS
RCT



バクロフェンのAWS抑制効果︓動物実験, 症例報告
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動物実験
バクロフェンは⽤量依存性にラットのアルコール離脱症状を抑制した。

症例報告
重度のAWSを呈した(CIWA-Ar≧20), 5名のアルコール依存症患者を対象
として, バクロフェン30mg/⽇の投与すると、全例で速やかに
AWS症状の改善およびCIWA-Arスコアの低下が確認された。

Alcohol Clin Exp Res. 2000 Jan;24(1):58-66.   Ability of baclofen in reducing alcohol intake and withdrawal severity: I--Preclinical evidence

Am J Med. 2002 Feb 15;112(3):226-9.   Rapid suppression of alcohol withdrawal syndrome by baclofen



バクロフェンのAWS抑制効果︓RCT

36

AWS(〜中等症)の治療としてバクロフェンはBZDに⾮劣性の可能性あり
(ただし,いずれも⼩規模で質の低い研究であり, こちらも有⽤性は確⽴していない)

1st.Author
年度

国
介⼊
期間
(⽇)

対象患者 患者数
I：バクロフェン

C: 対照群

⽤量
(mg/⽇)

8.Addolorato et al.,
2006 伊 10

アルコール依存症
CIWA-Ar≧10
外来患者

I :18
C:19

(ジアゼパム)
30

9.Lyon et al.,
2011 ⽶

最短
3⽇

AWS既往orリスク
AWS発症,⼊院患者

CIWA-Ar≧11

I :40
C:40

(プラセボ)
30

10.Jhanwar et al.,
2014 印 10

アルコール依存症
AWS発症,⼊院患者
(平均CIWA-Ar 12)

I :24
C:24

(ジアゼパム)
20

11.Girish et al.,
2016 印 9

アルコール依存症
AWS発症,⼊院患者
(平均CIWA-Ar 24)

I:30
C:30

(CHLOR)
30

primary 
outcome

CIWA-Arスコア
(Day1,2,3,4,5,10)

CIWA-Arスコア,
Rescue BZD
使⽤イベント

CIWA-Arスコア
(Day 1-10, 15)

CIWA-Arスコア,
Rescue BZD
使⽤イベント

結果

2群間でCIWA-Ar
スコアに有意差なし
明らかな副作⽤はなし
CIWA-Arスコアは有意差
なし, Rescue BZD使⽤

は介⼊群で有意に少ない

2群間でCIWA-Ar
スコアに有意差なし
副作⽤も有意差なし
CIWA-Arのうち,agitation
とanxietyでCHLORに軍配
⇒BZDへの⾮劣性は⽰せず

※CHLOR:クロルジアゼポキシド



わかっていないこと
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• AWSのリスクが⾼い患者のうち, 重症度の⾼い患者(ICU患者,
挿管患者)では, バクロフェンのAWS予防/治療効果があるか？

•バクロフェンにはCIWA-Arの項⽬のうち, agitationに関連する
イベントの抑制効果があるか？



仮説

38

AWSのリスクが⾼いICU患者(挿管患者)に対してバクロフェン
を使⽤することで下記の様なメリットが得られるのではないか？

-agitationに関連するイベントの減少, それに伴う予後改善
-⼈⼯呼吸器装着期間短縮, それに伴う院内肺炎減少
-BZDや抗精神病薬の使⽤量減量, それに伴う医原性有害事象減少



BACLOREAの背景︓まとめ
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バクロフェンのアルコール摂取抑制効果

バクロフェンのアルコール離脱症状抑制効果

2000
Colombo et al. Addolorato et al.

症例
報告

2000

動物
実験

Caputo et al.
2002

RCT

2000

動物
実験

Colombo et al.
2006

Addolorato et al.

BZD対照
RCT

Addolorato et al.

症例
報告

2002

⾼⽤量
RCT

低⽤量
RCT

本⽇の論⽂
BACLOREA

軽症
AWS
RCT
中等症
AWS
RCT

BZDの懸念

AWSの発症リスクが⾼い, 
重症患者(ICU,挿管)に対する
⾼⽤量バクロフェンによる

agitation関連イベント抑制効果?

せん妄発症リスク
肝障害では使いにくい
依存性が強い

2021
Vourcʼh et al.



本⽇の論⽂︓BACLOREA study
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PMID: 33620407



本論⽂のPICO
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BACLOREA study

P
18〜80歳
24時間以上の⼈⼯呼吸器管理が予想される
unhealthy alcohol useの基準を満たす患者

I ⾼⽤量バクロフェン内服 150mg/⽇(腎機能に応じて⽤量調整)
C プラセボ内服投与
O 治療期間中の患者あたり1件以上のagitation関連イベント

(計画外抜管,デバイス抜去,ベッド転落,脱⾛,⾃傷他害等)



Methods

42



Design/Setting

43

•⼆重盲検プラセボ対照無作為化⽐較試験
•期間：2016年6⽉〜2019年2⽉
•多施設：フランスの⼤学病院と地区病院の18の内科・外科ICU



Informed consent
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•書⾯によるインフォームドコンセントが⾏われた。
• 患者が同意能⼒を⽋いている場合は、患者の親族に同意を求めた。
親族が不在の場合は, 暫定的に組み⼊れできることとした。
• 患者の⾝体能⼒が回復次第, 研究スタッフまたは医師が患者に試験

の内容を伝え, 書⾯による同意を求めた。
•同意が得られなかった場合, 治療は中⽌された。



Inclusion criteria
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①年齢：18〜80歳の患者
②挿管患者：24時間以上の⼈⼯呼吸器管理が予想される
③多量飲酒：unhealthy alcohol useの基準を満たしている
(アルコール摂取量：基本は挿管前に本⼈から聴取, できなければ近親者から聴取 or 診療記録を参照)

※Inclusion criteriaの変更
円滑な患者組み⼊れのため, 最初の5⼈を組み⼊れた後に下記変更あり
①年齢上限を70歳→80歳へ
②予想される⼈⼯呼吸器装着期間を48時間→24時間へ

飲酒量によるリスク患者拾い上げ



Unhealthy alcohol use︓定義(再掲)

46

アルコール摂取量で定義される
男性：14単位/週以上、⼥性 or 65歳以上の男性：7単位/週以上
アルコール1単位の定義(⽶国基準)：
約12〜14gの純アルコールを含む飲料1杯に相当

ビール： 12オンス(=360ml)
ワイン： 5オンス(=150ml)
80度の酒：1.5オンス(=45ml) 

⽸ビール2本(1本)を毎⽇⽋かさず
飲む⼈、というイメージ



アルコール使⽤障害(AUD:Alcohol Use Disorder)(再掲)

alcohol abuseの基準 alcohol dependenceの基準

⾝体的危害のリスク(飲酒運転、機械の操作、⽔泳)

⼈間関係のトラブル(家族や友⼈)

役割の失敗(家庭、仕事、学校の規律違反)

法律違反(逮捕等の法律問題)
1つでも該当する場合, alcohol abuseあり

いずれの場合も依存症状の評価に進む

過去12ヶ⽉間に, 飲酒に関連して
以下のようなイベントを繰り返していないか

過去12ヶ⽉間に下記に該当するイベントがないか

飲酒の減量や中⽌ができない(繰り返し失敗)

飲酒量制限が守れない(繰り返し失敗)

耐性の発現(同様の効果を得るための必要量が増える)

離脱症状(震え、発汗、吐き気、不眠など)

⾝体的,⼼理的問題があるにも関わらず飲酒を継続した

1⽇のうちで飲酒にかける時間が⻑い

重要であった活動や楽しいと思っていた活動に
時間を割くことが少なくなった
3つ以上に該当する場合, alcohol dependenceあり

47



Exclusion criteria ①
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• ICU⼊院前にバクロフェンの投与を受けていた患者
• バクロフェンに対する過敏症が知られていた患者
•妊娠していた患者
• 治療抵抗性てんかん or 過去6ヵ⽉間にてんかん発作の既往がある患者
•ポルフィリン症の患者
• セリアック病の患者
•パーキンソン病の患者
•熱傷治療のために⼊院していた患者
•最近の脳梗塞 or 脳出⾎による脳損傷があった患者



Exclusion criteria ②
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•最近または以前に四肢⿇痺 or 対⿇痺を有していた患者
• ⼊院前後に⼼停⽌を起こしていた患者
• ICU⼊院時に既に気管切開が⾏われていた患者
• 無作為化前に7⽇間以上の⼊院期間があった患者
•精神障害(認知症, 統合失調症, 双極性障害, 重度のうつ病など)を

有していた患者
•予後不良による医療制限を受けていた患者
•経腸的治療が48時間以上受けられない場合
•健康保険に加⼊していない場合



Randomization
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• 無作為に介⼊群(バクロフェン)と対照群(プラセボ)に1：1 割付

• independent research unit at the University Hospital of Nantes
によりコントロールされた(webベースの中央割付)

• コンピュータによるブロックランダム化(ブロックサイズ：4)



Blinding
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盲検化の対象：患者, 治療担当医師, 統計担当者, データ安全性モニタ
リング委員会のメンバーは割り付けについて盲検化されていた
介⼊群：薬剤カプセル(乳糖と配合されたバクロフェン 50, 20, 10mg）
対照群：3種類のマッチングプラセボ(乳糖)
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Day1
50-150mg

loading

投与終了のタイミング
①15⽇間投与 or 15⽇⽬までに抜管・気切した場合
→eGFRに基づいて3〜6⽇間かけて試験薬を漸減
②ICUから退室となった場合
→その時点で(漸減せずに)投与中⽌

Day2〜15
50-150mg/⽇ 分3

52

タイムライン・⽤量調整アルゴリズム

Day1

eGFR

に
応
じ
た
⽤
量
調
整

Day2 Day15

ICU

⼊
室

Primary outcomeの観察期間 = 治療期間

Day3とDay10にバクロフェンの
⾎中濃度測定(結果はブラインド)



薬剤の使⽤制限

53

AWSの予防・治療⽬的含め, あらゆる薬剤が
担当医(集中治療医)の裁量で使⽤可能

バクロフェンとの併⽤禁忌薬(アカンプロサート, ナルトレキソン, ナルメフェン,
ジスルフィラム,リチウム, 抗パーキンソン薬)のみ使⽤禁⽌



鎮静深度⽬標

54

両群とも看護師主導の鎮静プロトコールを⽤いて浅い鎮静レベル
(Richmond Agitation Sedation Scale(RASS) ー2〜+1)を⽬標とした
具体的な鎮静薬調整(製剤選択, ⽤量調整等)については規定なし

⽇集中医誌 2014;21:539-579.  ⽇本版・集中治療室における成⼈重症患者に対する痛み・不穏・せん妄管理のための臨床ガイドライン



agitationの診断・治療
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agitationの診断：
Riker Sedation-Agitation Scaleを使⽤

せん妄の評価：
評価に関する規定はなし
(CAM-ICU,ICDSCによる評価はプロトコルに記載なし)

agitationの治療：
担当医の裁量に委ねられた

⽇集中医誌 2014;21:539-579.  ⽇本版・集中治療室における成⼈重症患者に対する痛み・不穏・せん妄管理のための臨床ガイドライン



抜管後のアルコール離脱症状の評価
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抜管後のアルコール離脱症状の評価：CIWA-Arを使⽤
嘔吐 振戦 発汗 不安 焦燥感

0 なし なし なし なし なし
1 軽度嘔気

嘔吐なし
軽度：視診

では感じない,
触診で感じる

⼿掌が
湿潤

軽度の不安
あり

活動性は
やや増加

4 むかつき
を伴う
間⽋的
嘔気

中等度：
上肢伸展で
確認できる

前頚部に
滴状の

発汗あり

中等度不安,
不安ありと
推察できる

そわそわ
している

7 持続的
嘔気,

頻回嘔吐

⾼度：上肢
伸展でなくて
も確認できる

全⾝の
⼤量発汗

あり

パニック
状態と

同程度の
不安状態

うろうろ
している,
のたうち
まわる

頭痛 ⾒当識障害 聴覚障害 視覚障害 触覚障害
0 なし なし なし なし なし
1 ごく

軽度
⽇付,場所,⼈
を連続して

答えられない
軽度の

⽿障りな⾳
ごく軽度
の光過敏

軽度のか
ゆみ,灼熱
感,しびれ

2 軽度 2⽇以内の
⽇付間違い

中等度の
⽿障りな⾳

軽度の
光過敏

中等度の
上記症状

3 中等度 3⽇以上の
⽇付間違い

⾼度の
⽿障りな⾳

中等度の
光過敏

⾼度の
上記症状

4 やや
⾼度

⼈×or
場所× 軽度の幻聴 やや⾼度

の幻視
軽度の

体感幻覚
5 ⾼度 中等度の

幻聴
⾼度の
幻視

中等度の
体感幻覚

6 ⾮常
に⾼度 ⾼度の幻聴 ⾮常に⾼

度の幻視
⾼度の

体感幻覚
7 極めて

⾼度
持続性の
幻聴

持続性の
幻視

持続性の
体感幻覚

<10:very mild, 10-15:mild, 16-20:modest, >20:severe

・抜管後7⽇⽬まで評価
・患者がICUから退室した場合は終了
・精神状態が安定しない場合は評価せず



Primary outcome
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治療期間中の患者あたり1件以上のagitation関連イベント

agitation関連イベントの定義
・計画外の抜管
・ライン, カテーテル, ドレーンの⾃⼰抜去
・ベッドからの転落
・ICUからの脱⾛

(医師の指⽰に反してまたは医師の診察を受けずに離れること)
・抑制装置の取り外し
・⾃⼰攻撃性, または医療スタッフに対する攻撃性



58

・1〜28⽇⽬までの患者あたり1件以上のagitation関連イベント
・催眠薬や抗精神病薬の迅速投与(静注・筋注)を要するagitation
・抜管または気管切開後1〜7⽇⽬までのCIWA-Arスコア
・抜管後48時間以内の再挿管
・28⽇⽬までの再挿管
・気管切開
・⼈⼯呼吸器装着期間
・最初の28⽇間の⼈⼯呼吸器フリー⽣存期間
・ICU内感染：尿路感染症, カテーテル感染症, 菌⾎症, 院内肺炎

agitation
関連

抜管失敗

呼吸器期間

感染

Secondary outcome ①



Secondary outcome ②
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・ICU滞在⽇数
・病院⼊院⽇数
・ICU死亡
・病院死亡
・28〜90⽇⽬までの死亡
・28⽇⽬までのICU内のagitationと死亡の複合
・ICU内での向精神薬(BZD, 抗精神病薬, モルヒネ)の累積投与量
・1〜28⽇⽬までのRiker Sedation-Agitation Scaleスコア
・1〜28⽇⽬までの患者あたりの有害事象有害事象

死亡関連

鎮静管理

滞在⽇数



Adverse Eventsによる薬剤中断・終了基準
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薬剤投与中断基準：以下に該当する場合は⼀時中断とした
1.(腎代替療法を⾏わずに)eGFR<15mL/分/1.73 m2 に低下した場合
2.AST, ALT≧基準範囲の20倍以上 に上昇した場合
3.⼼拍数≦50/分 に低下した場合

薬剤投与終了基準：以下に該当する場合は投与終了とした
1.アレルギー症状,  2.⽚側性 or 両側性瞳孔散⼤,  3.発作(痙攣),
4.脳卒中,  5.⼼拍数<35/分,  
6.覚醒遅延(他の鎮静剤/鎮痛剤の中⽌から72時間後に開眼しない)



Adverse Events/Adherence

61

adverse eventsの観察期間：治療終了の10⽇後まで

バクロフェン⾎中濃度解析： 3つの参加施設で(⼀部の患者から)
無作為化後3⽇⽬と10⽇⽬に⾎液サンプルを採取し,Nantes⼤学の
薬理学研究室で分析した

アドヒアランス：
プロトコルで規定された投与量に対する, 実際の投与量の⽐率と定義
患者毎に毎⽇, 0％〜100％で評価された❓



Adherence = 実際の投与量/プロトコルで規定された投与量

62全員の実際の投与量の和/全員のプロトコルで規定された投与量の和=540g/960g=56.3%

(患者ごとに, 毎⽇評価した) Adherenceの平均 = 566.66…%/900%=63.0%

DAY1

A
50 50 50
○ × ○
66.7%(=100g/150g)

DAY2 DAY3
50 50 50 50 50 50
○ ○ ○ × × ×

100% 0%

B
30 20 50 30 20 50 30 20 50
○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ×
80%(=80g/100g) 100％ 20%(=20g/100g)

C
20 20 30 20 20 30 20 20 30
× ○ ○ ○ ○ × ○ × ○
71.4%(=50g/70g) 57.1%(=40g/70g) 71.4%(=50g/70g)

患者ごとに

毎⽇評価

eGFR 95

eGFR 65

eGFR 45



Sample size
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参考とした先⾏研究： ICUにおけるagitation関連イベントが
リスクの低いアルコール使⽤者では31％で, unhealthy alcohol user
では42％で発⽣したことを報告したコホート研究を参考とした

サンプルサイズ計算：バクロフェン群でagitation関連イベントの
15％減少を検出するため, αerror 5%, βerror 20%(power 80%)として

→必要サンプルサイズは314⼈と算出された
中間解析：最初の157⼈の患者がランダム化された後の中間解析では,
サンプルサイズの追加は不要と判断された

Impact of Alcohol Use Disorder and Agitation-related Adverse Events on Patientʼs Outcome in the ICU and the Following One Year after Admission.
Anaesth Crit Care Med J. 2020;5(1). 000170.



Statistical analysis ①
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“施設”をランダム効果とする調整 logistic回帰モデルを⽤いて解析
⽋損データの扱い：多重代⼊法を⽤いて対応した

感度分析①:死亡とagitationを競合イベントとする解析
-sub-distribution hazard functionに基つぐCox回帰モデル(Fine-Gray解析)

感度分析②:死亡患者では1件以上のagitation関連eventがあったする解析
Per-protocol解析：Adherence<100%, 同意撤回, 2度 inclusionされた,

アルコール摂取量を過⼤評価した例を除外した解析

Primary outcome：intention-to-treat(ITT)解析

Primary outcomeの感度分析/Per-protocol解析



Statistical analysis ②
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⽋損データの扱い：代⼊は⾏われなかった
※多重性のため, 95％信頼区間の調整は⾏われなかった
outcome別の解析⽅法(施設をランダム効果とする調整あり)：
-カテゴリー変数(死亡率など) ： logistic 回帰モデルを⽤いて解析
-縦断データ ：線形混合効果モデルを⽤いて解析
-呼吸器装着期間, ICU/病院滞在期間 ：time-to-event analysis

(死亡を競合イベントとして考慮(Fine-Gray回帰モデル))
-agitation関連イベント ： Poisson回帰モデルを⽤いて解析

Secondary outcome



Statistical analysis ③

66

•全ての検定は両側検定とした
• P<0.05を統計的に有意とみなした
• Secondary outcomeにおいて, 正規分布変数は平均値とSDで⽰され, 
⾮正規分布変数は中央値と四分位範囲で⽰された
•統計ソフトはSAS software version9.4(SAS Institute)を使⽤した



Results
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Patient flowchart ①
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①18〜80歳で, 
②24時間以上の⼈⼯呼吸器管理が予想され,
③unhealthy alcohol useの基準を満たす

： 2146名

unhealthy alcohol useの基準を満たさない： 13099名

unhealthy alcohol useの基準
アルコール摂取量が
・男性では14単位/週以上
・⼥性 or 65歳以上の男性では7単位/週以上
(1単位=アルコール量 12〜14gに相当)



Patient flowchart ②
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259名：最近の脳卒中、くも膜下出⾎、頭部外傷
259名：ICU⼊室前 or ⼊室後の⼼停⽌
238名：研究チームメンバーが登録に参加できない
208名：無作為化前に7⽇間以上⼊院している
154名：患者または近親者による試験参加辞退
138名：予後不良による医療制限
122名：難治性てんかん
86名：薬剤の経腸投与が禁忌
85名：精神疾患(認知症, 統合失調症, 双極性障害, 重症うつ)
74名：ICU⼊室前のバクロフェン投与
53名：他の臨床試験への参加
51名：ICU⼊室時に既に気管切開されている
38名：ポルフィリン症, セリアック病, パーキンソン病
27名：四肢⿇痺または対⿇痺
22名：健康保険に加⼊していない
16名：⼊院時の熱傷
2名：γヒドロキシ酪酸を含む個⼈的治療



Patient flowchart ③
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バクロフェン群 プラセボ群

314名がランダム化

同意撤回： 1名

経腸経路使⽤不可
： 1名

2度のICU⼊院で
登録された：1名

Per-protocol解析

ITT解析



Characteristics ①
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年齢:57歳
男性が8割

SAPSⅡ:48前後

アルコール摂取量:5-6単位/⽇程度

AWSの既往:18%程度

SOFA:8前後

Alcohol abuse:60%程度

Alcohol dependence:60-80%程度

肝硬変:10-15%程度



Characteristics ②
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基礎疾患が原因で⼊院：79%程度

ARDS：20% 強

敗⾎症性ショック：20% 弱

その他：
意識障害, 多発外傷, overdose, 膵炎等



Primary outcome︓ITT analysis
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adjusted OR  0.58 [95% CI, 0.34-0.98]
Absolute difference -9.93%  (<15%)

バクロフェン群で
1件以上のagitation関連イベントを
⽣じた患者が有意に少ない結果



Primary outcome︓Per-protocol analysis
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除外の
内訳

アドヒアランス<100％
異なる⼊院で2回inclusionされた
同意を完全に撤回した
アルコール摂取量を過⼤評価(組み⼊れ基準を満たさず)

①
②
③

①unadjusted OR 0.37 [95% CI, 0.15-0.93]
②adjusted OR 0.37 [95% CI, 0.15-0.94]
③死亡とagitationを競合イベントとした場合
adjusted sub-distribution HR 0.36 [95% CI, 0.17-0.79]

Per-protocol analysisでも
バクロフェン群の優位性が⽰された



Primary outcome︓Sensitivity analysis
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感度分析①:死亡とagitationを競合イベントとする解析
；adjusted sub-distribution HR：0.62 [95% CI, 0.40-0.96]

感度分析②:死亡患者ではagitation関連イベントがあったとする解析
；adjusted OR：0.88 [95% CI, 0.56-1.38]

感度分析②ではバクロフェン群の優位性は統計的に有意でなかった



Primary outcome︓agitation関連イベント詳細
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計画外抜管
ライン, カテーテル, ドレーンの⾃⼰抜去

ベッドからの転落
ICUからの脱⾛

抑制装置の取り外し
⾃⼰攻撃性, または医療スタッフに対する攻撃性

治療期間中のagitation関連イベント
全イベントのうち

計画外抜管は, 
各群22.2% vs 25.3%

“抑制装置の取り外し”以外の項⽬は⼀貫してバクロフェン群で少ない

デバイス抜去は, 
各群46.6% vs 53.2%



Secondary outcome ①
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患者あたり1回以上の
agitation関連イベント

総agitation関連イベント数(回)

⼈⼯呼吸器装着⽇数
ICU滞在⽇数
病院滞在⽇数

再挿管(≦48hr)
気管切開
ICU内感染

agitation関連イベント or 死亡

死亡

⼈⼯呼吸器フリー⽣存⽇数

agitationに対する
催眠薬or抗精神病薬の使⽤

〜28⽇⽬のイベント



Secondary outcome ②
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CIWA-Arスコア

肺炎
カテーテル感染

尿路感染
菌⾎症

ICU死亡
90⽇死亡
院内死亡

ICU感染：詳細

CIWA-Arスコアは
各⽇, 群間差なし

肺炎およびその他の感染も
群間差なし

死亡関連outcomeも
群間差なし



鎮静深度
Day1のRASSスコア

Day1では両群とも75%程度の患者で, RASS-5〜-3の深鎮静管理がされている。

バクロフェン群で鎮静深度が深い傾向

Day1〜28のSASスコア

バクロフェン群の⽅が, 深い鎮静管理(SAS 1〜3)であった期間が有意に⻑かった。
79



鎮静・鎮痛︓製剤選択
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〜28⽇⽬の製剤選択day1の製剤選択

バクロフェン群とプラセボ群で明らかな製剤選択の偏りはなし



鎮静・鎮痛︓各薬剤の使⽤量
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鎮痛薬の投与量 mg/day

鎮静薬の投与量 mg/day

プロポフォール

フェンタニル

バクロフェン群でプロポフォールの使⽤量が少ない傾向

バクロフェン群でフェンタニルの使⽤量が少ない傾向



Adverse Events
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⼀時的な薬剤投与中断を要した有害事象 薬剤投与終了を要した有害事象

投与中⽌が必要な有害事象：バクロフェン群 23名(14.6％), プラセボ群 7名(4.5％)

そのうち覚醒遅延がバクロフェン群 14名(8.9％), プラセボ群 3名(1.9％)を占めた。

腎障害

徐脈
徐脈

痙攣発作



Adherence
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介⼊(治療)期間：バクロフェン群平均7⽇, プラセボ群平均8⽇

アドヒアランスの平均 (スライド63参照)：バクロフェン群 91％, プラセボ群 92％

プロトコルを100％遵守した患者割合(⼀度でもプロトコル通りでなければアウト)
：バクロフェン群 33.6％, プラセボ群 44.3％



安全性︓バクロフェンの⾎中濃度

84

3⽇⽬(n=33) ： 中央値 425ng/mL, 最⾼値 966ng/mL
10⽇⽬(n=15)：中央値 201ng/mL, 最⾼値 933ng/mL
⇒全ての患者で毒性濃度(1100ng/mL)を下回っていた。

本試験でのバクロフェン投与プロトコルの安全性が⽰唆された



Resultsのまとめ
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⼈⼯呼吸器管理を要するunhealthy alcohol use患者に対して, 
⾼⽤量バクロフェンはagitation関連イベントを有意に抑制した。

(想定した検出⼒は⽰せず)
• バクロフェン群では, 死亡率はプラセボ群と有意差なく, 
呼吸器装着⽇数やICU滞在⽇数はむしろ有意に延⻑した。
• バクロフェン群では鎮静深度が深く, 覚醒遅延により薬剤終了基準を
満たす症例がプラセボ群より多かった。

•覚醒遅延以外に特異的な有害事象なし。⾎中濃度は中毒期には達さず。

Primary outcome

Secondary outcome

安全性



Discussion
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Strength
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①新規性：バクロフェンのICUでのagitationイベントの減少効果を
検証した初めてのRCTである
②デザイン：⼆重盲検無作為化⽐較試験である
③アドヒアランス：プロトコルに対するアドヒアランスは⽐較的⾼い
④安全性：深鎮静に伴う覚醒遅延以外に特記すべき有害事象はなし



Limitation ①
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①データ⽋損：2名の患者で主要評価項⽬のデータが⽋損していたが,
多重代⼊法によって処理された。 ⇒内的妥当性への影響
②せん妄誘発の可能性：バクロフェンはGABAアゴニストであるため
重症患者のせん妄を増加させる懸念あり。 ⇒安全性への懸念
③経腸投与禁忌の患者を除外：バクロフェン内服投与のプロトコル
であるため上記患者を除外して患者選定した。 ⇒外的妥当性への影響
④挿管患者を対象：⾮挿管患者に対するバクロフェンのagitation関連
イベント予防効果は不明。 ⇒外的妥当性への影響



Limitation ②
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⑤中年男性が⼤半：本試験の組み⼊れ患者は男性 8割, 平均年齢 57歳
の集団であった。 ⇒外的妥当性への影響
⑥アルコール摂取量(申告制)による組み⼊れ：申告量の信頼性は担保
されておらず,正確なリスク層別でない可能性。⇒内的妥当性への影響
⑦agitationに対するmanagementがプロトコル化されていない：
agitationのmanagementは担当医の裁量に任されており, バイアスが
⽣じる可能性あり。 ⇒内的・外的妥当性への影響
⑧せん妄評価の規定なし：CAM-ICUやICDSCを⽤いた評価の規定なし。
agitationが過活動性せん妄に起因するか不明。 ⇒内的妥当性への影響



Conclusion
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⼈⼯呼吸器管理を要するunhealthy alcohol use患者に対して, 
⾼⽤量バクロフェンはプラセボと⽐較して
agitation関連イベントを抑制した。

ただし, ⾼⽤量バクロフェンは鎮静深度を深め, 
呼吸器装着期間やICU滞在期間を延⻑する可能性がある
ことに注意が必要である。



私⾒
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批判的吟味︓内的妥当性
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ランダム化, 隠蔽化, マスキング？

ベースラインは同等か？

ITT解析がされているか？

脱落・⽋損の影響はどうか？

サンプルサイズ計算は妥当か？

意図した集団が
組み⼊れられているか？

知りたいoutcomeに
なっているか？

agitation関連イベントは患者の転機や医療スタッフへの負担に
直結するため, 意義のあるoutcome設定となっている。

バクロフェン群で①やや重症度が⾼く, ②肝硬変患者が多く, 
③アルコール依存患者が多い傾向だが, 概ね同等。

2名のみの脱落(同意撤回, 経腸投与困難)があったが,
多重代⼊法で対応している。

飲酒量によるcriteriaでagitation⾼リスク患者の組み⼊れを図り, 
AWS既往18%程度,アルコール依存症 60-80%程度の集団となった。
実臨床に近いリスク評価だが, 結果的にagitation発⽣率は低かった。

OK(⼆重盲検プラセボ対照無作為化⽐較試験)

agitationの発⽣率 42%,絶対リスク減少率(ARR) 15%と仮定
して, サンプルサイズを算出したが, プラセボ群でのagitation発⽣
率 29.7%,絶対リスク減少率 9.93%となり,検出⼒不⾜となった。
→agitation発⽣率 or ARRの⾒積もりに問題あり？

OK



批判的吟味︓外的妥当性
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•多施設であるがフランス単⼀国での研究である
(フランスの特徴：バクロフェンの使⽤実績あり, ベースの飲酒量が多い)
• 中年男性の割合が多い
• agitationに対する予防や治療が標準化されていない
• バクロフェンの投与量が現在の推奨量(80g/⽇)より多い
(⽇本では適⽤なし)
•挿管患者のみを対象とした
•経腸投与不可の患者を除外した



本論⽂の解釈
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•バクロフェンがagitation関連イベントを有意に抑制することが
⽰されたのは, ⾮常に意義のある結果である。

• しかし, バクロフェンの鎮静効果により「agitationイベントが
マスクされていただけ」という可能性も否定できない。

• agitation抑制に伴って期待された, 死亡率減少は⽰されず,
⼈⼯呼吸器装着期間やICU滞在期間はむしろ延⻑する結果となった。
⇒臨床的な有⽤性は⾒出しにくい結果であった。



今後の展望
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•バクロフェンの効果を最⼤化し, 有害事象を最⼩化するような患者
選定やバクロフェンの⽤量決定のために, 追試に期待したい

üバクロフェンの効果がより期待できる患者に限定した検証
-飲酒量だけでなくPAWSS等を⽤いた, AWS重症化リスクの⾼い患者の選定

ü本研究で問題となった“覚醒遅延”を回避するための検証
-低⽤量バクロフェンの使⽤
-“symptom-trigger法” のような, 症状や鎮静深度に応じたバクロフェンの使⽤


