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Introduction 

遺伝子組み換えヒト活性型プロテインC 

 

活性型ドロトレコジンα 

（drotrecogin alfa [activated]）（DrotAA） 
 

2001年 severe sepsisに有効として発表された． 



遺伝子組換えヒト活性型プロテインC 

 
・過剰凝固の抑制：第Va因子、第Ⅷa
因子を抑制し、血栓生成を阻害 
 

 

・抗炎症作用：TNF-α、IL-1、IL-6産生
抑制、HMGB-1の抑制 

 
 

・線溶系抑制の拮抗：PAI-1を抑制 

 

 

 

 



重症敗血症を対象にした遺伝子組換えヒトActivatedProteinC

の臨床試験にてその有用性を証明した. 

Method： 
1998年7月～2000年6月 

Randomaized,double-blind,placebo-controlled trials. 

11か国 164施設 

1690人対象 

NEJM 2001 ;344(10):699-709  



Baselineは同じ 

 

DrotAA群  ：850人 

Placebo群：840人 

 



Result： 
  診断後24時間以内 

  DrotAA 24μg/㎏/hr，96時間投与． 

  28日後の時点における死亡率は 

  DrotAA群24.7％ Placebo群：30.8％ （p=0.005） 
 

サブ解析の結果では、DrotAAの有用性が高いのは、APACHE II 

スコアが25以上の重症例であった． 
   



Conclusion: 

DrotAAを用いた群で 

28日目の時点での死亡率が低かった． 

 

よって，severe sepsisの患者の死亡率を下げる 

のならば， DrotAAを投与すべきである． 



 

重症敗血症の早期症例臨床試験 

（臓器障害が一つの臓器のみ、またはAPACHE IIスコアが25未満） 

   DrotAAの有効性が見られず、2,640例登録された時点で中断 

28日後の死亡率：DrotAA群 18.5％、Placebo群 17％、p=0.34；  

薬物投与期間中の高度出血: DrotAA群 2.4％、Placebo群 1.2％、p=0.02 

 

臓器障害が軽度の場合，死亡率の低下を認めなかった． 
 
 

Drotrecogin alfa (activated) for adults with 

severe sepsis and a low risk of death  

N Engl J Med. 2005; 353: 1332-41  



• 小児を対象とした臨床
試験においても、
DrotAAの有用性は示
されなかった． 

Drotrecogin alfa (activated) in children with severe sepsis 

: a multicentre phase III randomised controlled trial.  

Lancet. 2007; 369(9564): 836-43  



SSCG 

 2004年・2008年 

Intensive Care Med (2008) 34:17–60 Crit Care Med 2004：32 3：858-873 





Method 

Patient 

-2008年3月～2011年8月 

-ヨーロッパ，アメリカ，オーストラリア，ニュージーランド，イン
ドにある208施設 

-27816人の患者の中から1697人を抽出． 

  DrotAA群：852人，Placebo群：845人 

・Multicenter trial 

・Randomized 

・Double-blind(patients,investigators,clinicians,and the sponsor) 

・Placebo-controlled 



Primary outcome 



Method 
ランダム化二重盲検プラセボ対象多施設共同研究で1697人登録。 

Inclusion： 

sepsisがあること 

shockがあること 

hypoperfusionがみられること 

‐sepsisの定義は感染徴候と2つ以上の全身性炎症所見を認めること 

‐hypoperfusionの定義は代謝性アシドーシス（base deficit, ≥5.0 mmol per liter; venous  

  bicarbonate,<18 mmol per liter;or lactate, >2.5 mmol per liter）、 

  あるいは腎・肝不全の存在とした。 

‐shockの定義は過去の定義に準じ、基本的にノルエピネフリン換算で最低5μg/minを要するものと 

  している。 



Method 

Exclusion 

 
-Coexisting illness with 

 a high risk of death 

-18歳未満 
-妊産婦 
-出血傾向 
-30日以内の 
 DrotAA投与歴あり 
-IC不可，参加拒否など 
-ICU管理されていない 



Method 

DrotAA群 :DrotAAを24 μg/kg/hr+0.9％生理食塩水 

プラセボ群 :0.9％生理食塩水 

        96 時間投与した．  

 

 

他の全ての治療に関してはその施設の医師に任せた． 

 

 



Statistical Analysis 

・本研究の患者のDrotAA群とplacebo群の28日死亡率
の差が7％，検出力を80％，有意水準0.05と設定したた
め，1500人の参加が必要であった． 

中間解析にて750人の患者の死亡率が30未満の場合
sample sizeの増加を考慮． 

（実際，中間解析にて死亡率27.6％でありsample 
size:1696人に増加した） 

 
  



Outcome 

ｰPrimary outcome 

• 28日死亡率 

 

ｰSecondary outcome 

• 90日死亡率 

• 臓器障害の程度：APACHⅡ，SOFAscore 

 

• 重篤な有害事象 

• 治療期間中の出血イベント 

• 28日時点での頭蓋内出血・脳梗塞 

 



RESULT 

Baselineはほぼ同じ． 



28日，90日死亡率は有意差なし． 

 



Result 

Secondary outcome； 

 

90日死亡率，Subgroupでも両群の有
意差を認めなかった． 



Resultのまとめ 

• 28 日死亡率，90 日死亡率に２群間で有意
差は認められなかった ． 

 

• また死亡リスクが高い患者など，事前に定義
したサブグループでも同様に，死亡率に有意
差は認められなかった． 



Limitation 
• 凝固・炎症反応を検証するためのデータを採取して
いない． 

 

 

• 2001年のPROWESS Studyと比べてPlacebo群の
死亡率が低かった． 

    今回のPlacebo群の死亡率は最近のデータと比 

    較してほぼ差はなかった 
  →PROWESS studyのplacebo群の死亡率が高くなるようなバイ
アスがあったのか？ 

 



Discussion 

• 死亡率はどのsubgroupに分けても有意差なか
った． 

 

• DrotAAはlow risk of deathのSevere sepsisで
あっても小児であっても死亡率は減少させない
．そして今回high risk of deathでも死亡率の減
少は認めなかった. 

 

 

 



Discussion 

• なぜPROWESS studyと今回のstudyの死亡
率に差があるのかは分からない 

 

 しかしDrotAAの投与によって死亡率が減少し
たのではないことが証明された． 



Editorial 
 

2001年のPROWESS studyでは死亡率低下が示され，
Sepsisでは微小血管に抗凝固作用が重要であると尤もら
しい有用性を説いていた． 

 

 

2005年のwith a low risk of deathの論文や 

2007年のin children with severe sepsisの論文では 

全く死亡率を低下させなかったというstudyが公表された
が、 

DrotAAを認可するよう支持してるFDA（the Food and 
Drug Administration）の委員の一部の反対意見によって
注目を浴びなかった． 

 
 

 



Editorial 

 

PROWESS studyというたった一つの大規模
臨床試験の結果が，Eli Lilly社によって 

例えば広告会社を使って薬剤の有用性を宣伝
したりと 

大きく市場を左右し，2001年から10年間この論
争を長引かせていた． 

 



Editorial 

 

 

これを機にしっかり製薬会社との関係性につい
て考えるべきではないか． 

 

 


