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INTRODUCTION 



15-30歳 

死亡、機能障害 No.1 

 



急性期病床退室時 

10-15% 植物状態 

 

 

 

１年以内に意識を回復する：予後良好 

1ヶ月経過時点で
植物状態 
約50% 



Amantadine hydrochloride 
NMDA antagonist 

Indirect dopamine agonist 

頭部外傷後の遷延性意識障害に 
投与されている薬 



RCTはあれど… 
小さい 







重症頭部外傷患者に 

 アマンタジンを投与するのは 

   アマンタジンを投与しないのと比べて 

    機能障害の回復を早めるか 



METHODS 



Patients 

Inclusion 

• 11病院/3カ国
（US,Germany,Denmark） 

• 16-65歳 閉鎖性脳損傷 

• 受傷から4-16週経過 

• 通常の入院リハビリテー
ション 

• 植物状態 

• Minimally conscious state 
DRS>11 

Exclusion 

• 受傷前から脳機能障害あり 

• 状態が不安定 

• 妊娠中 

• GFR<60の腎機能障害 

• １ヶ月以内に痙攣の既往 

• アマンタジンアレルギー 

割り付けの際の層別化 
✓意識レベル 
vegetative state vs minimally conscious state 
✓受傷から登録までの期間 
28-70days vs 71-112days      



Sample Size 

DRS score -0.3pts/w or -1.2pts/4w
80%powerで検出 
未知の副作用を90%powerで検出、副作用
全体を±10%で検出 

Estimated sample size 
N=184 



U.S. Department of Education Office of Special Education and Rehabilitative Services 
400 Maryland Ave., S.W.Washington,  DC  20202-7100 



Treatment procedures 
Day1 –Week 2 100mg twice daily 

 ベースラインからDRS score 2点以上の低下がない場合 
 
 

Week 3    150mg twice daily 
 
 

Week 4   200mg twice daily  
ASSESSMENT 

 
 

  …washed out… 
  Week 6 終了 

 

増量 

増量 

tapered over 2-3days 



Disability Rating Scale (DRS) 

GCS（スコアの大小逆） 

Cognitive understanding（食事、排泄、整容） 

Degree of assistance and supervision required 

Employability 

Scores: 0-29 

 

点数が大きいほど高度の機能障害 



CRS-R 

 6 behavioral benchmarks 

 

Vegetative state 

Minimally conscious state 

からの回復を定量化 



DRS vs CRS-R 
http://www.tbims.org/combi/crs  



OUTCOMES 

  

4週間でのDRS score改善率 

 

Primary Outcome 

Durability of the treatment effect  
Amantadine中止後の変化も見るために6週まで観察 
Subgroup analysis  
登録時の意識レベル 
受傷から登録までの期間 



RESULTS 





Baselineは同じ 



併用薬：AnticonvulsantsはAH群が、narcotic analgesic agentsはplaceboが多かった。 



Faster recovery 
-0.24pts/w P=0.007 







「植物状態のまま」が少ない 



Recovery ♬ 



Slower recovery 
-0.14pts/w  

P=0.02 (between groups) 

Improvement 
-0.44pts/w P<0.001  

(w5 to 6) 



2weeks washed outでrecoveryの差が小さくなった… 



Median # of adv. events 
 2 /patient 
 
Incidence of adv. events 
No significant difference 
P>0.20 



> 4週間のアマンタジン投与中は機能回復は早まった 

> 持続的な指示動作、理解可能な会話、疎通良好なyes-
no会話、機能的作業も改善しそう 

> 受傷してから時間が経っていても効果がありそう 

> Vegetative StateでもMinimally conscious stateでも効果
がありそう 

> 投与をやめると機能回復のペースは落ちて差がなくな
る 

> 6週間、アマンタジン投与による副作用は増えなかった 

> 200mg〜400mg/dayは安全に投与できそう 

Results まとめ 



Amantadine 

From: 
http://www.cellsignal.com/reference/ pathw
ay/images/Dopamine_Parkinsons.jpg 

http://www.cellsignal.com/reference/
http://www.cellsignal.com/reference/
http://www.cellsignal.com/reference/
http://www.cellsignal.com/reference/


Dopaminergic Projections 

Adapted from NIAAA at 
 www.niaaa.nih.gov/Resources/GraphicsGallery/EndocrineReproductiveSystem/LengthwiseView.htm 

Extra Pyramidal Symptoms 

Efficiency of information processing, attention, and wakefulness 

inhibits the secretion of prolactin 

emotion, sensory perception, and memory 

http://www.mdconsult.com/books/linkTo?type=external&externalUrl=http://www.niaaa.nih.gov/Resources/GraphicsGallery/EndocrineReproductiveSystem/LengthwiseView.htm&eid=4-u1.0-B978-0-323-04743-2..50042-1--f13&isbn=978-0-323-04743-2


入院リハビリテーション患者（選択バイアス） 

 よくなることが予想されている？ 

非白人が少ない（選択バイアス） 

 一般化？ 

通常のリハビリテーションの効果から区別できな
い（単独の効果か？シナジーか？） 

 リハプログラムは施設まかせ。（交絡バイアス） 

Limitations 



治療/評価期間が短い 
 長期予後？ 
 追加治療が加わる可能性があるため、デザイン的に難しい。 

向精神薬の併用 

 Amantadineを阻害/placeboに効果する方に働く 

脳波測定をしていない 

 Subclinical seizureはAmantadineによる回復を阻害する方に働く 

 

Limitations (続) 



CONCLUSIONS 



頭部外傷後の遷延性意識障害の急性期リハビ
リ期間にアマンタジンを投与すると回復が加
速される。 

長期予後を改善するのか、一時のみの改善な
のかは不明。 

医療費/入院リハビリ期間の短縮という面では
アマンタジン投与はよさそう。 



病態別効果 

投与量、期間、開始のタイミング 

非外傷性脳損傷 

Further Research… 



✓Multicenter 

✓Sample size 

✓Placebo-controlled 

✓Randomised/ concealed 

 

 

✓Stratification 

✓Blinded (patient, 
medical staff, 
assessment ) 

✓ITT 

お作法。 
















