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背景	
●ARDSに対する支持療法は進歩しているが、特に敗血症合

併患者では死亡率が依然として高い。     
N Engl J Med 2005;353:1685-93 

	

●炎症は細胞障害と細胞死を引き起こし、呼吸不全、その他の
臓器不全を起こす。炎症を抑制する治療はARDS患者の予
後を改善するかもしれない。 

Curr Med Chem 2008;15:1911-24	

 
 	

●いくつかの大規模な観察研究と小規模の無作為化試験、メタ
解析では、敗血症合併患者でスタチンを内服すると臨床結
果や検査所見が改善した。	



l  研究デザイン；二重盲検無作為化比較試験	
l  対象；細菌感染患者83人	
l  方法；シンバスタチン内服(初回40mg,維持20mg/day)群42人とプラセボ群41人を比較	

シンバスタチン内服群ではIL-6,TNFαが有意に低下	



l  研究デザイン；前向きコホート試験	
l  対象；1997年-2002年に敗血症で入院した5353人	
l  方法；スタチン内服群176人とスタチン非内服群5177人を比較	

敗血症患者の死亡率
はスタチン内服群によ
って短期的には変化
はないが長期的には
死亡率が低下する 

Crit Care Med.2006 pr;34(4):1080-6. 



l  研究デザイン；システマティックレビュー	
l  対象；1990～2007.12、RCTとコホートの敗血症患者	
l  方法；スタチン内服群とプラセボ群の比較	

敗血症患者ではスタ
チン内服群はプラセ
ボ群に比べ有意差
があり、効果が高い 

出版バイアスが原因か？ 
 
 
 

無作為化試験を行う必要	
が示唆された	



l  研究デザイン；システマティックレビュー	
l  対象；2013.9.1までに報告されていた5報RCT、650例の敗血症患者	
l  方法；スタチン内服群とプラセボ群の比較	

敗血症患者ではスタチン内服群とプラセボ
群の生存率にばらつきもなく有意差も認めない	



今回の研究の目的	

●敗血症合併の重症なARDS患者	

	

●スタチン内服を導入する	

	

●患者の死亡率が低下するかどうか	

	

●ICU入院期間、挿管期間の違い 



方法①	
【患者選択】	

　敗血症合併ARDSとして気管挿管されており，	

　人工呼吸管理の開始から24時間以内． 
	

1 .敗血症の診断 
   ACCP/SCCM Consensus Conference,1992 	

 の基準に基づく 
2 .ARDSの診断	

   American-European Consensus Conference 	

   (AJRCCM1994)の基準に基づく	



Rosuvastatin study 
除外項目	

①  ICU入室中にniacin,fenofibrate,cyclosporine,gemfibrozil,lopinavir, ritonavirを
内服、経口避妊薬、エストロゲン治療を受けている	

②  血管炎により瀰漫性に肺胞出血を起こしている 
③  慢性的にPaCO2>60mmHgの呼吸不全 
④  スタチンでアレルギーや大きな副作用がある 
⑤  ６ヶ月以内にCNS実質内出血が生じた患者 
⑥  睡眠時無呼吸症に対するCPAP/BIPAP以外の在宅呼吸器を使っている 
⑦  妊婦や授乳中患者 
⑧  NYHA class Ⅳの心不全患者 
⑨  ARDSプロトコールに従い、１回換気量6ml/kgで管理できない患者 
⑩  ランダム化の48時間以内にスタチンを内服してしまう、医師がスタチンの使用や

中断をしないで欲しいと判断する患者。CK、ASTorALTが正常値の5倍 
11  火傷が体表面積40%以上で認められる 
12  18歳以下 
13  甲状腺機能低下患者で甲状腺置換術以外で管理している 



方法②	
【研究デザイン】	

●多施設共同研究	

ARDS Clinical Trials Networkに属している44病院 
循環器、呼吸器、血液内科を有している施設	

	

●二重盲検無作為化比較試験	

	

●期間：2010年3月18日～2013年9月30日 
	

●途中で研究終了；有意な結果が得られなかった	



方法③	

【解析】	
●ロスバスタチン内服により死亡率が9％以上差がでる 
　 と仮定；プラセボ群の死亡率が24.9%なのでスタチ 
　 ン群が15.9%以下であれば有意な低下といえる	
 

●検出力92％、 α 0.05、 β 0.08の設定で計算	
   サンプルサイズ：745人(1000人予定だった)	
 

●盲検化：施設の薬剤師、薬物動態分析室、コーディネ
ートセンター長、情報安全監視委員だけが把握	

 

●解析法；ITT解析	



方法④	
	
【主要評価項目】	

60日死亡率(Kaplan-Meier， log-rank test)	
	

【二次評価項目】	
   	 	・ 28日間での	
	 	 	人工呼吸器を装着しなかった日数	
	 	 	ICUに滞在しなかった日数	
	 	 	臓器不全に陥らなかった日数	
	     ・ CRP値	



プロトコール	
SIRS 

①WBC>12000 or <4000 or 幼若>10% 
②BT＞38℃ or <36℃ 
③HR>90 bpm 

ALI 
①PaO2/FiO2≦300 
②胸部Xray上両側肺浸潤影 
③気管内チューブで陽圧換気を要する 
④左房圧上昇をの臨床所見がない or 
   肺動脈楔入圧≦18mmHg 

プラセボ 群 ロスバスタチン内服群 

Respiratory management 
the Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Network 

protocol of lower tidal volumes	

Fluid management 
a simplified version of the ARDS Network conservative approach 

・ SIRSの少なくとも1つ条件を満たす	
・ 感染疑いもしくは菌検出	
・ ALIが生じる72時間前 or 24時間後以内	
   に満たす	



プロトコール	
SIRS 

①WBC>12000 or <4000 or 幼若>10% 
②BT＞38℃ or <36℃ 
③HR>90 bpm 

ALI 
①PaO2/FiO2≦300 
②胸部Xray上両側肺浸潤影 
③気管内チューブで陽圧換気を要する 
④左房圧上昇をの臨床所見がない or 
   肺動脈楔入圧≦18mmHg 

プラセボ 群 ロスバスタチン内服群 

Respiratory management 
the Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Network 

protocol of lower tidal volumes	

Fluid management 
a simplified version of the ARDS Network conservative approach 

・ ALI基準を24時間以内に全て満たす	
・ ALI発症は 後の項目を満たしてから	
・ ALIが発症してから48時間以内に割り付け	
・ ①と②は28日以内に改善すること	



プロトコール	
SIRS 

①WBC>12000 or <4000 or 幼若>10% 
②BT＞38℃ or <36℃ 
③HR>90 bpm 

ALI 
①PaO2/FiO2≦300 
②胸部Xray上両側肺浸潤影 
③気管内チューブで陽圧換気を要する 
④左房圧上昇をの臨床所見がない or 
   肺動脈楔入圧≦18mmHg 

プラセボ 群 ロスバスタチン内服群 

Respiratory management 
the Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Network 

protocol of lower tidal volumes	

Fluid management 
a simplified version of the ARDS Network conservative approach 

・ 初回投与量40mg(4時間以内)	
・ 維持量20mg/day or 10mg※	
・ 内服が12時間以上遅れた場合	
     ➡ その日の内服はスキップ	
          翌日40mg内服	
※腎代替療法を受けていないCr2.8mg/dl	
   以上の患者では10mg/day内服	

☆投与量は今までのいくつかの研究を	
　 基に設定	
   ただし、スタチンの効果を示す研究だ	
   けでなく、有意な効果を示さないという	
　 結果の研究も含む	



プロトコール	
SIRS 

①WBC>12000 or <4000 or 幼若>10% 
②BT＞38℃ or <36℃ 
③HR>90 bpm 

ALI 
①PaO2/FiO2≦300 
②胸部Xray上両側肺浸潤影 
③気管内チューブで陽圧換気を要する 
④左房圧上昇をの臨床所見がない or 
   肺動脈楔入圧≦18mmHg 

プラセボ 群 ロスバスタチン内服群 

Respiratory management 
the Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Network 

protocol of lower tidal volumes	

Fluid management 
a simplified version of the ARDS Network conservative approach 

・ 挿管してから72時間以内に参加	
・ 呼吸管理と体液管理を割り付け後	
　それぞれ1時間、4時間以内に開始	

N Engl J Med 2000;342:1301-1308	



プロトコール	
SIRS 

①WBC>12000 or <4000 or 幼若>10% 
②BT＞38℃ or <36℃ 
③HR>90 bpm 

ALI 
①PaO2/FiO2≦300 
②胸部Xray上両側肺浸潤影 
③気管内チューブで陽圧換気を要する 
④左房圧上昇をの臨床所見がない or 
   肺動脈楔入圧≦18mmHg 

プラセボ 群 ロスバスタチン内服群 

Respiratory management 
the Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Network 

protocol of lower tidal volumes	

Fluid management 
a simplified version of the ARDS Network conservative approach 

・ 挿管してから72時間以内に参加	
・ 呼吸管理と体液管理を割り付け後	
　それぞれ1時間、4時間以内に開始	

Chest 2007;131:913-920	



プロトコール	

ロスバスタチン内服を中止する基準 
	

  ①CKが正常上限の10倍 
 

  ②ASTが正常上限の8倍 



結果（患者選択）	



結果（患者選択）	



結果（患者背景）	

一回換気量とCVPにわずかな差がある	
他の項目では患者背景は似ている	



結果（患者背景）	

ARDS診断基準を満たしてから48時間以内	
挿管してから72時間以内に割り付け	



結果(血中濃度)	

血中濃度10-70ng/mlの予定だったが 
平均7.3ng/mlと低値だった	



結果(主要評価項目)	

60日死亡率ではロスバスタチン内
服群とプラセボ群に有意差はない	



結果(二次評価項目)	

人工呼吸器から離脱、
ICUから帰室するまで
に要する日数に有意
差なし	

14日時点での臓器障害は	
心不全、凝固異常の頻度は有意差なし	
肝不全、腎不全の頻度に有意差有	

ARDS患者では，ロスバスタチン内服により	
肝不全、腎不全の頻度が増加．	



結果(二次評価項目)	

ロスバスタチン内服で	
CRPは有意に減少しない	



Discussion①	
結果に関与する要因を検討する.	

	

1.血中濃度10-70ng/mlの予定だったが平均7.3ng/ml 
　➡血中濃度は健康成人を対象とした研究を基に予測 
 　　内服量自体は今までのいくつかの研究(スタチン効 
　   果の有意差の有無に関わらない)よりも多く設定 
　　 用量増加により抗炎症作用が出現したかは不明確	

 
2.ロスバスタチンを選択 
　➡多剤よりも相互作用が少ない	



Discussion②	
 
3. 腎障害と肝障害に有意差を認めた 
　➡　①大きな差はない 

 　　②CK上昇群でASTも上昇 
　　筋破壊による可能性もあるが筋力を評価していない 
 
4. スタチン内服は有効性が認めらないと判断され 
　　途中で研究中止 



結論	

 
敗血症合併ARDS患者に対して 

ロスバスタチン内服によって 
 

死亡率は下がらない 
 

抗炎症作用も認めない 



私見	

１．CRPのみで炎症を評価してる 
抗炎症作用を評価するのであれば、その他の研究
で調べているマーカーで評価すべきなのでは？ 
 
２．スタチン内服量が不十分であった可能性がある 
飲み忘れを許容していることに加え、72時間時点で
抗炎症作用があるという報告があるため、飲み忘れ
をさせずに全体の血中濃度をあげ、死亡率の高い
初期の血中濃度をあげていれば、抗炎症作用や死
亡率に差がでたのではないか？ 



私見	

３．スタチンは敗血症患者の死亡率を下げない 
今までの研究結果よりも出版バイアスがかかってお
らず、今回の研究結果はより信頼がおけるのでは？ 

 
ただしdouble-blind RCTでスタチンの抗炎症作用 

が示されているので 
抗炎症作用を認めない今回の研究結果のみで 

敗血症合併ARDS患者で死亡率に有意差がないと   
評価するには不十分であると考えた 


