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Introduction 
• 呼吸鎖あるいは酸素依存の反応に伴って、組織を
障害する可能性のある活性酸素（HO•、O2•、-
HO2•、HOOH、1O2）が発生している。（シン
プル生化学p123）(Oxidative stress is increased in critically ill 
patients according to antioxidant vitamins intake, independent of severity: a 
cohort study. Abilés J Crit Care. 2006;10(5):R146.) 

• 酸化ストレスの弊害：血管透過亢進、虚血性心疾
患、急性膵炎、ARDS・・・etc 
• 重症患者は相当量の酸化ストレスに曝されている。
（Oxidative stress in critically ill patients with systemic inflammatory response 
syndrome. Alonso de Vega JM Crit Care Med. 2002 Aug;30(8):1782-6） 



GSH：還元型グルタチオン、GSSG：酸化型グルタチオン、
GPX：グルタチオンペルオキシダーゼ、GR：グルタチオン還元

酵素、Glu：グルタミン、Gln：グリシン 
ROO・:アルコキシルラジカル、O2ー：スーパーオキシド 

OH・：ヒドロキシラジカル 
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http://www.iips.co.jp/rah/spotlight/kassei/husigi_3.htmより改変 



グルタミンの抗酸化作用についての論文 
• Glutamine supplementation in serious illness: A systematic 
review of the evidence *. 

•  Novak, Frantisek; Heyland, Daren;  MD, FRCPC; Avenell, Alison; MD, MRCP;  MRCPath, MB; BS, MSc; Drover, 
John;  MD, FRCSC; Su, Xiangyao 

•  Critical Care Medicine. 30(9):2022-2029, September 2002. 
 

集めた文献の条件 
research design:RCT 

population:外科手術後、重症患者 
intervention:グルタミンとプラセボ 
outcome:合併症、在室日数、死亡率 

•  グルタミン投与で 
感染合併と手術後入院日数の減少 
重症患者は合併症と死亡率低下 

死亡率 

14件のRCTをまとめた 
システマティックレビュー 



グルタミンの抗酸化作用についての論文 
• Glutamine supplementation in serious illness: A systematic 
review of the evidence *. 
•  Novak, Frantisek; Heyland, Daren;  MD, FRCPC; Avenell, Alison; MD, MRCP;  MRCPath, MB; BS, 
MSc; Drover, John;  MD, FRCSC; Su, Xiangyao 
•  Critical Care Medicine. 30(9):2022-2029, September 2002. 
 

感染症の合併 入院日数 



Antioxidantの効果について 
•  Antioxidant microonutrients in the critically ill:a systematic 
review and meta-analysis　 
Daren K. Heyland　Rupinder Dhaliwal　Ulrich Suchner　Mette M. Berger 
Intensive Care Med (2005) 31:327‒337　DOI 10.1007/s00134-004-2522-z 
 

•  ２１のRCT をまとめたメタ
解析。 

•  集めた文献の条件 
study design:RCT 
population:１８歳以上の重
症患者 
intervention:微量元素（セ
レン）やビタミンvsプラセボ 
outcome:死亡率、ICUや病
院の入院日数、感染症合併率、
他重症合併症 
 
結果： 死亡率低下、人工呼
吸器装着期間の短縮、 
感染症を減少させるがICU在
室日数に変化無し。 
ハイリスク患者では特に死亡
率を減少させる。 死亡率 



グルタミンは死亡率を下げるか？ 
•  Randomised trial of glutamine,selenium,or both,to　
supplement parenteral nutrition for critically ill patients. 
 BMJ 2011;342:d1542 

•  対象：48時間以上滞在見込みのICU患者 
•  ５０２人にグルタミン、抗酸化剤、両方、コントロールを７日間に渡って経静脈投与。 
•  Primary outcome:新規感染症 



グルタミンは死亡率を下げるか？ 

•  結果：抗酸化剤は（５日間以
上摂取した人を除き）新既感
染者を減らさない。 
グルタミンは５日以上摂取し
ていても新規感染者を減らす
効果は無かった。 
６ヶ月死亡率と在院日数はグ
ルタミンと抗酸化剤どちらも
影響が無かった。 

。 Randomised trial of glutamine,selenium,or both,tosupplement parenteral nutrition 
for critically ill patients. 
 BMJ 2011;342:d1542 

 



グルタミンと死亡率について、その他の文献 
•  Scandinavian glutamine trial:a pragmatic multi-centre 
randomised clinical trial of internsive care unit  
Acta Anaesthesiol Scand 2011;55;812-818 
 
グルタミンをICU入室患者に投与した所、ICU死亡率を下げたものの６ヶ月死亡率ではそう
ではなかった。SOFAscoreに変化は無かった。 

死亡率のITT解析 死亡率のper protocol 



グルタミンと死亡率についてその他の文献 

死亡率のITT解析 死亡率のper protocol解析 

Scandinavian glutamine trial:a pragmatic multi-centre randomised clinical trial of 
internsive care unit  

Acta Anaesthesiol Scand 2011;55;812-818 
 

グルタミンを４１３人のICU入室患者に投与した所、ICU死亡率を下げる可能性が示唆され
た。しかし、６ヶ月死亡率ではそうではなかった。SOFAscoreに変化は無かった 



重症患者のグルタミンの濃度について 
•  Plasma glutamine depletion and patient outcome in acute ICU 
admissions 
intensive Care Med(2011)27;84-90 
低グルタミン群の病院死亡率vs正常～高グルタミン 
６０％vs２９％、P=0.013 



今回の臨床試験の目的 

• 重症患者に対するグルタミンと抗酸化
剤での影響を再評価する。  
• 仮説「臓器不全のある重症患者は血漿
グルタミンが減少していて予後不良で
ある。グルタミンと抗酸化剤を投与し
たら、２８日死亡率は減少する。」 

 



Method 

• 2005年4月～2011年12月 
• カナダ、アメリカ、ヨーロッパのICU 
• 施設数４０ 



ランダム割付、盲検化 
 •  施設ごとに層別化し置換ブロック法で割り付けした。 

•  投与薬剤は現場スタッフには内容が判別できないよう
になっていた。通常栄養とは分けて投与された。 
•  死亡またはICU退室するまでの最大２８日間、継続し
て投与している。 
•  患者はCanadian critical carenutrition practice 
guidelineに基づいて栄養管理されていた。（研究目
的を除き） 
•  他の決定はICUteamが判断していた。 



投与方法 
•  無作為2×２要因試験 
•  グルタミン摂取群 
0.35g/kg/dayのジペプチドアラニルグルタミンを経静脈的に投与 
または 
42.５g/dayのアラニルグルタミンと30g/dayのグリシングルタミン
ジペプチドを経腸的に投与 

•  抗酸化剤摂取群 
500μgのセレンを経静脈的に投与 
または 
300μgのセレン＋２０mgの亜鉛＋１０mgのベータカロチン＋
500mgのビタミンE+1500mgのビタミンCを経腸的に投与 
 

•  両方とも投与された群。 
•  それぞれのプラセボ群、同様の経路で投与されている。 
 



Inclusion Criteria 
•  ICUに入院し人工呼吸器装着患者(>18歳以上) で急性疾患に
関連する２つ以上の臓器障害を持つもの。 
1) A PaO2/FiO2 ratio of <300; 
2) 2時間以上昇圧薬（ノルエピネフリン、エピネフリン、
バソプレシン、５μg/kg/min以上のドーパミン、50μg/
kg/minのフェニレフリン）が必要な低灌流 
3) 既知の腎疾患のない患者では、腎不全は血漿クレアチニ
ンが >171 μmol/L もしくは２４時間尿量が500ml以下 
(２４時間尿量が使えないなら４時間尿量が80ml以下)。 
既知の腎疾患（急性、慢性腎不全）のある患者は基準値か
ら>80 μmol/Lの、入院前からのクレアチニンの上昇、２
４時間尿量が500ml以下 ( 直前の４時間で８０ml以下)  
4)PLT< 50 x10^9/L. 



•  以下の項目に１つ以上ICUに入院当てはまれば除外した。 
1)ICU入室後24時間以上経過 
2)瀕死で４８時間以上ICUに滞在出来ると予想出来ない患者 
3)充分な積極的ケアへの合意欠如（最初の週で保留、撤回を予想
出来る） 
4)腸栄養への絶対的禁忌（ex胃腸穿孔、イレウス） 
5)重篤な脳障害が予想される 
　a,重傷 
   b.Grade4~5のくも膜下出血 
　c.挿管、意識障害のある脳卒中 
　d.心停止後で脳への無酸素障害が予測される 
6)抗けいれん薬を必要とする脳卒中 
7)肝硬変（ChildC） 
8)余命６ヶ月以内の悪性腫瘍患者、StageⅣのリンパ腫 
9) ルーチン待期的心臓手術（周術期で昇圧薬、IABP、心室補助
装置が必要） 
10)30%以上の熱傷患者 
11)体重50kg以下、200kg以上 
12)妊娠中、授乳中 
13)先のRCTに参加している 
14)ICU介入試験に参加している 
 

Exclusion Criteria 



Outcomeの設定 
•  primary outcomeは２８日死亡率。 
•  secondary outcomeはICU滞在日数、感染症
合併の有無、SOFAscore、人工呼吸器使用期
間、入院日数、抗菌薬の使用の有無、６ヶ月生
存率。 
• ３ヶ月、６ヶ月以内で退院した患者は電話で生
死確認した。 
• 北アメリカの７施設で登録された患者は初日に
採血され、４日目、７日目に血漿グルタミン濃
度とセレン濃度を計測している。 



Statistical analysis 
•  28日死亡率が３０％と仮定し、介入が相対リス
クを２５％減らして22.5%になるよう、80%検
出力を保証出来るよう１２００人登録した。 
•  p値は0.044未満で有意とした。 
• 無作為割付に基づきITTが行われた。。 
• 最低５日研究薬剤を投与した患者だけでefficacy 
analysisを行った。心血管機能異常の有無、研究
薬剤、相互作用についてロジスティック回帰分
析を用いた。 
• オッズ比と95%の信頼区間を28日の死亡率の比
較に用いた。 



Subgroups 
• 2つの臓器不全患者⇔3個以上の臓器不
全患者 
• APACHEⅡ27以上⇔APACHEⅡ26以
下 
• 敗血症⇔その他の疾患 
• 年代別 
• Charlson Comorbidity Index 0-1⇔ 
Charlson Comorbidity Index >1 







事前に設定された1200人が割り付けされた。 



28日死亡率 

グルタミンを摂った群と非摂取群のオッズ比 

抗酸化剤を摂った群と 
非摂取群のオッズ比 

グルタミンと抗酸化剤に相互作用は大して無かった
（P=0.49） 

有意水準（0.044）には至らず 
グルタミン摂取群は非摂取群に比べると28日死亡率が増加する傾向がある。 

抗酸化剤摂取群と非摂取群で差は無かった。 



subgroup　analysis 

どのsubgroupの２８日死亡率におい
てもオッズ比に有意差は無い 



28日死亡率追加 
グルタミンを摂った
群は非摂取群より２

８日 
死亡率が高い！ 

ICUからの生還日
数もグルタミン摂
取群が長い。 

抗酸化剤を摂った群
は非摂取群と２８日
死亡率に大きな差は

ない。 

ICUからの生還日
数も抗酸化剤摂
取群で差がない 



SOFAscoreの転帰 

臓器不全に関してもグルタミン群と非摂取群に大きな違
いは無かった。抗酸化剤においても同様。(指標について

語る) 



感染症合併率 

• ICU入室以降の感染発生においてもグルタミン群と非摂取群に違いは無
かった。抗酸化剤においても同様である。 



Adverse events 

• グループを通して有害事象の発生
する割合に違いは見られなかった。 

• high urea level 
（BUN140mg/dl以上）の頻度は
グルタミン群が非摂取群より高か
った（13.4%vs4% p<0.001） 



• 平均血漿グルタミン濃度は６６人の
subgstudy patientsで正常値以内であ
った。グルタミン摂取群は非摂取群にに
比べると４日目７日目でグルタミンlebel
が優位に上昇している。 

•  抗酸化剤摂取群は非摂取群にに比べると
４日目７日目でセレンlebelが優位に上昇
している。しかし平均セレンレベルはどの
グループでも、どの時点でも正常値以内で
あった。 

血漿GLN濃度／血漿selenium濃度 



Discussion 
• このRCTにおいてグルタミン群は、２
８日死亡率で統計学的有意差のない上
昇を認めた 
• 入院日数と６ヶ月死亡率（推定）が増
加した。またいずれのoutcomeでも効
果が無かった。 
• 抗酸化剤は研究結果に影響が無かった。 
• 事前に設定したsubgroupでも効果が認
められる群は見いだせなかった。 



Limitation 
 •  ①これまでに想定されていた有益性は規模の小さい、方法論的に

荒いメタ解析から出てきたものであったかもしれない。 
②過去の研究の患者に比べて、この研究の重症患者のグルタミン
摂取量は多かった。おそらく用量設定試験のデザインと規模の小
ささが問題であった。 
③この研究では経管と経腸どちらも使用した.（他の研究では片方
しか使っていない。） 
④多臓器不全やショック患者を対象としたが、他の研究ではその
ような患者は除外されていた。 
⑤ICU入室から２４時間以内に薬剤を投与しているが、他の研究
では経静脈的栄養が必要とされるような重症病気の遅い時期に投
与された。 
⑥患者のほとんどは経腸的に投与されていたが、先の研究では非
経口的に投与された。 



Limitationの続き 
⑦「グルタミンは血漿グルタミン濃度がすぐに低下するた
め、重篤患者に必須。更に血漿グルタミンの低下は死亡率
の増加に関わる。 」という前程であったが、結果実際測
定したグループの６６人でグルタミンに不足は無かった。 
⑧抗酸化剤に関してはどのsubgroupにおいても効果が見
られなかった。有効性の欠如を反映しているのかもしれな
い。研究対象患者特性の問題であったかもしれないし、量
と投与方法であったかもしれない。 
⑨南アフリカとヨーロッパで観察されたセレン欠乏は今回
の北アメリカで見られなかった。 



まとめ 
• 結論としては、非常に重症な多臓器不全
患者に対するグルタミンの早期投与は有
害であることを、このtrialは示した。 
• 重症患者の初期においてグルタミン不足
がないということは、「グルタミンは重
症患者で不足していて、即時に必要とさ
れる」というコンセプトに疑問を投げか
けるものであった。 
• Primary outcomeの２８日死亡率NNR
でいう 



Editorial 
• 今までの研究では盲験化が不十分であったり、
対象人数が不適切であったり、ITTに則ってい
なかったりと問題点があった。しかし今回の論
文は全ての要件を満たしている。 
•  1223人の2×2要因試験において、95%の信頼
区間で死亡率の差を７％出した。抗酸化剤は影
響が無い事がわかったが、グルタミンは予想を
裏切って6ヶ月死亡率で6.5%上昇している。 



Editorial 
•  筆者はこの結果を投与量の多さ、投与時期の早さが原
因と考えていた。 
→しかし今回のデザイン、実行、分析においても適切
に行われていた。仮説を設定する際の仮定そのものが
間違っていた可能性が高い。 
•  もしかすると重症患者における低グルタミンは、適応
の一つの形で有益な反応かもしれない。 
•  直感的にいいかもしれないと考える治療でも、本当に
有益かどうか検証する必要があるという事を示した。 



感想 

• 余計な事はしない。直感的 
• 将来、高グルタミン血症という言葉が
出てきてもおかしくないのかもしれな
い。これはグルタミンだけの話ではな
い。 


