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  毎年、推定400万人の赤ちゃんは、人生の
最初の4週間（新生児期）に死亡する。 ほぼ
すべて（99％）の新生児死亡は、低所得およ
び中所得国で発生している。世界的に、新生
児死亡の主な直接原因は早産（28％）、重症
感染症（26％）、と窒息（23％）と推定される。 

  過去に新生児及び成人の重症感染症に対
する経静脈的免疫グロブリン(IVIG)投与の有
効性を検討する試験が行われてきた。 

  

 はじめに‥ 



Study1 

Polyclonal intravenous immunoglobulin for the treatment of 
severe sepsis and septic shock in critically ill adults 

: A systematic review and meta-analysis 
Crit Care Med 2007;35:2686-92 

目的：成人の重症敗血症もしくは敗血症性ショックに 

        対するIVIG投与の有効性を検討 

研究デザイン：メタアナリシス 

対象研究：1988～2006年に行われた14のRCT 

方法：成人の敗血症もしくは敗血症性ショックの患者 

         に対してIVIG投与を行った群とプラセボ群 

         を比較 
 

 



Primary outcome：敗血症による死亡率 

IVIG群で有意に敗血症による死亡率を低下させた 



Study1 

質の高い4試験ではIVIGは 

有意な死亡率低下を示さなかった 



Study2 

Intravenous immunoglobulin for treating sepsis, severe sepsis 
and septic shock 

Cochrane Database Syst Rev 2002;1:CD001090 

目的：敗血症もしくは敗血症性ショックに対する 

     IVIG投与の有効性を検討 

研究デザイン：メタアナリシス 

対照研究：1981～2007年に行われた42のRCT 

方法：敗血症もしくは敗血症性ショックの成人ま 

         たは新生児に対してIVIG投与を行った群 

         と無治療もしくはプラセボ群を比較 

 



Primary outcome：全死因死亡率(成人) 

成人においてはIVIG投与は有意に 

死亡率を低下させた 



Primary outcome：全死因死亡率(新生児) 

新生児においてはIVIG投与は有意な 

死亡率低下を示さなかった 



Study3 

Intravenous immunoglobulin for preventing infection  

In preterm and/or low birth weight infants 
                Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD000361 

目的：早産児及び低出生体重児に対する予防的IVIG 

     投与の有効性を検討 

研究デザイン：メタアナリシス 

対象研究：1986～2000年に行われた19のRCT 

方法：在胎37週未満の早産児もしくは出生時体重 

     2500g未満の低出生体重児に予防的にIVIG投 

         与を行った群と無介入もしくはプラセボ群を比較 

 



Primary outcome：重篤な感染症の発生率 

IVIG群で重篤な感染症の発生率が有意に低下した 



Secondary outcome：全死因死亡率 

全死因死亡率に関して 

IVIG群で有意な低下はみられなかった 



Study4 

Intravenous immunoglobulin for suspected or subsequently 
proven infection in neonates 

Cochrane Database Syst Rev 2010;3:CD001239 

目的：新生児感染症に対するIVIG投与の有効性を 

     検討 

研究デザイン：メタアナリシス 

対象研究：1988年～2004年に行われた10のRCT 

方法：生後28日未満の新生児の感染症が疑われる 

         患者に対してIVIG投与を行った群と無介入 

         もしくはプラセボ群を比較 
 

 



Primary outcome：全死因死亡率 

IVIG群で有意に全死因死亡率を低下させた 



古くから内因性免疫グロブリンが相対的に不足し
ている新生児のsepsisに対して経静脈的免疫グロ
ブリン製剤の投与が行われてきた。今までの小
規模比較試験ではその効果は否定的なもの、肯
定的なものが混在していた。成人では肯定的なも
のが多かったが、質の高いRCTでは否定的で
あった。 

 新生児でも大規模RCTを行い経静脈的
免疫グロブリン製剤のsepsisに対する効
果を検討した。 

背景 



方法 

多価免疫グロブリン製剤静脈内投与群（IVIG

群）とプラセボ群に無作為に割り付け、48時間間
隔を空けて2回点滴静注を行った。 

（IVIGは500mg/kgで投与した） 



対象 

9カ国の113病院で、重篤な感染症が疑われるも
しくは確定し、抗菌薬投与を受けている3493人 

3493人 

IVIG群 

1759人 

placebo群 

1734人 



Primary outcome 

2歳時の死亡率または重度な障害 

Secondary outcome 

・その後のsepsis発生 

・退院前死亡 

・生後28日時点での酸素投与 

・脳障害 

・肺炎（培養陽性） 
・壊死性腸炎（培養陽性） 



Patient Characteristic 



出生時体重、在胎期間、起炎菌など 

2群間でBaselineに有意差なし 



Results 



Primary outcomeの発生率に関して 

2群間に有意差なし 



Secondary outcomeの発生率に関しても 

2群間に有意差なし 



Primary outcome発生における 

患者base lineのサブグループ解析でも 

2群間で有意差は認めなかった 

出生時体重 

性別 

破水 

感染時期 

死亡リスク 

母児の絨毛膜 

    羊膜炎 

在胎週数 

 母体の 

CRP高値 



Conclusion 

 新生児sepsisの疑いまたは確定例に対して
経静脈的免疫グロブリン投与を行っても、
outcomeに対して有意な効果は示されなかっ
た。 



Discussion 



１、小差を際立たせるためには、より大きな研究が必要かもしれな 

    い。本研究ではパワー解析もしていない。トラネキサム酸の 

     有効性を示したCRASH-2(Lancet)ではnが2万人超だった。 
CRASH-2 Trial Collaborators: a randomised, placebo-controlled trial.  

Lancet 2010;376:23-32 
 

２、もし、sepsis発症早期にIVIGの効果があるとするならば、培養 

      結果を待つことは不利であるかもしれない。 
 

３、新生児感染症に対するIVIGのCochrane reviewでは、8カ国 

  10研究が含まれ、そのうち７研究378人の臨床的感染症疑い 

  の新生児で死亡率が改善し、7研究262人の感染症確定診断 

  群でも死亡率の改善をみた。 
Intravenous immunoglobulin for suspected or subsequently proven infection in neonates.  

Cochrane Database Syst Rev 2010;3:CD001239 

   
 

 



感染症疑い例 

IVIG群で全死因死亡率が有意に低下した 



感染症確定診断例 

IVIG群で全死因死亡率が有意に低下した 



→ しかし、本研究では、感染疑いの3493人でも確定診断の1461 

  人でもoutcomeの改善はみられなかった。 
 

4、では、予防的投与はどうか。敗血症のハイリスク群である早産 

     児及び低出生体重児に予防的投与を行った研究でも死亡率 

     の改善はみられなかった。 
Intravenous immunoglobulin for preventing infection In preterm and/or low birth weight infants 

Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD000361 
 

5、これまでの研究はrandomized、placebo-controlled、blindedさ 

  れていなかった。また、meta-analysesの結果の真偽を判断す 

    るときには、その中には質の様々な研究が含まれるということを 

    考慮しなければいけない。つまり、本研究はこれまでの研究より 

    nが多く、質が高いと言える。 
 

 



６、本研究の重要なポイントは、早期の死亡率同様に晩期の障害 

     （2年後）をも評価していることである。しかも、子供の認知能力 

     評価に両親へのアンケートに基づくPARCA-Rを使用した。これ 

     は点数化されるため、障害の程度をcutoff値で定められる。 
 

７、IVIG療法は、炎症によるサイトカインが早産児の脳や肺を障害 

    するのを抑制する可能性があると言われている。 
        Can polyclonal intravenous immunoglobulin (IVIG) limit cytokine mediated cerebral 

 damage and chronic lung disease in preterm infants?  

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004;89:F5-F8 

     しかし、本研究で中枢神経機能や２８日後の酸素依存率には差
がなかった。つまり、今回の研究ではIVIG療法の効果はこの面
からも否定的である。 



本研究の批判的吟味 
課題設定 感染症患者に対するIVIG投与による

死亡率改善 ○ 

研究方法 RCT ○ 

割付け方法 ランダム化 ○ 

割付の目隠し 二重盲検 ○ 

結果の評価 Follow upの期間・数は十分 

評価方法も妥当であった ○ 

2群間の差 Baselineに有意差なし。両群とも抗
生剤投与が行われたが、それ以外
の併用療法に関して記載なし △ 

対象患者数 3493人 これまでの研究よりは多い   
がパワー解析はなし △ 



本研究の批判的吟味 

結果は 1次、2次転帰とも2群間で有意差なし 
○ 

結果の正確さ Primary outcome 

Relative risk 1.00、95％CI 0.92-1.08 

○ 

臨床でのIVIG投与と 

本研究の結果との差 

様々な治療が敗血症に対して行わ
れており、その個々の有効性を評価
するのは困難  △ 

Outcomeの妥当性 1次転帰：死亡率、障害発生率 

2次転帰：様々な転帰を評価した ○ 

結果を受けて 

臨床への応用 

IVIG投与の有効性は否定的 

転帰を増悪させる結果はでなかった 

△ 



結語 

 致死率の高い新生児の敗血症に対して臨床
では様々な治療法が試みられており、その一
つとしてIVIG投与が挙げられる。理論的に有
効と考えられ、今までの研究で有効性を示唆
する結果が得られたものもあるが、今回の研
究ではその有効性は否定的であった。今後、
臨床でIVIG投与を行うべきか否かを十分に
考慮する必要があり、その有効性の更なる検
討が望まれる 。 


