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Background| 目的	
	

•  EPO投与は①神経保護作用，②造血促進作用による脳組織
への酸素供給の改善，の２つの点から外傷性脳損傷患者に
対して有益である可能性が指摘されていた．	

•  これら各々の作用を分析するには，EPO投与の有無，輸血閾
値の違いによる変化を組み合わせた研究が必要であると考え
られた．	



Background | EPOの神経保護効果	
	

•  EPOは細胞外のsignal-regulated kinasesや
phosphotidylinositol 3-kinaseを活性化し，酸素や栄養，growth 
factorの喪失やカイニンへの曝露による神経細胞のアポトーシ
スを阻止する（ラット）．	

Proc Natl Acad Sci U S A. 2001;98(7):4044-4049.	

•  外因性のEPO投与はサイトカインの分泌を阻害し，実験的に
傷害を与えた脳細胞において強力な抗炎症作用・抗アポトー
シス作用をもつ（ラット）．	

J Exp Med. 2003;198(6):971-975.	



Background | EPO投与の有効性	

•  致死的多発外傷患者においてEPO投与は29日後，42
日後の生存率を改善させる．	

J Trauma. 2008;65(2):285-299.	

	

•  Severe TBI患者において，ESA（Erythropoiesis 
Stimulating Agent）投与群が非ESA投与群に比して
SICU入室期間は同等であったが，入院期間延長，院
内死亡率は有意に低かった．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

Ann Surg. 2010;251(1):1-4.	

	



Background	  | 輸血閾値	
•  Hb＜9g/dLの重症患者においてrestrictive strategyとliberal strategyに分

けて管理した結果，APACHE Ⅱスコア≦20の患者，55歳以下の患者で
はrestrictive strategyで30日死亡率，院内死亡率が有意に低かった．　　　　　　　　　　　　　　　　                   	

      （restrictive strategy：輸血によってHb＞7 g/dLに保つ，liberal strategy：Hb＞9 g/dL以上に保つ）	

NEngl J Med. 1999;340(6):409-417.	
	

•  中等症以上の閉鎖性頭部外傷患者をrestrictive strategyとliberal 
strategyの2群に分けて管理した結果，30日間，60日間の死亡率，多臓
器不全の発生率，ICU入室期間，在院期間に有意差なし．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

     （restrictive strategy：輸血によってHb＞7 g/dLに保つ，liberal strategy：Hb＞10 g/dL以上に保つ）	

Neurocrit Care. 2006;5(1):4-9.	
	

•  救急室に搬送されたGCS≤8，非ショック患者について，来院時Hb >10g/
dLの患者では，輸血によって28日生存率，無ARDS生存率，6ヶ月後の
GOSE，MODs scoreが悪化した．	

J Trauma Acute Care Surg. 2013;75(1):8-14.	



Background | EPO投与の安全性	

•  18歳以上のMCA領域の新規脳梗塞の発症後６時間以内の患者
に対し，40,000単位のEPOまたはplaceboを24時間毎に3回投与し，
神経学的予後・安全性を比較．	

•  ITT(Intention To Treat)/PP(Per Protocol)を用いて解析．	
•  rtPAを行った群，行わなかった群に分けて比較．	



Background | EPO投与の安全性	

•  脳梗塞患者において，EPOの使用は神経学的予後
を悪化させる傾向がある．	



Background | EPO投与の安全性	

•  EPOの使用は有意に死亡率を増加させた．	



Background | EPO投与の安全性	

•  EPOの使用は重症合併症を増加させる傾向がある．	



Background | EPO投与の安全性	

•  2009年にStrokeに掲載された，脳梗塞患者における
EPO投与の有効性を検討した研究において，本研究と
類似したEPO投与レジメンを用い，同レジメンにおいて
EPO投与が有害であるという報告が出された．	

•  この結果を踏まえ，本研究においては研究が一時中断
され，EPO投与レジメンが変更されるとともに，EPO投与
の無益性を証明する研究デザインへと変更された．	



Method | Blinding	

試験薬	  
（EPO	  or　PLACEBO）	

輸血閾値	

研究者	 盲検化	 盲検化なし	

治療者	 盲検化	 盲検化なし	

結果評価者	 盲検化	 盲検化	



Method | Study Intervention	

INITIAL DOSAGE REGIMEN	

EPO(500IU/kg) /同量のNS i.v.	

+ 2 回の追加投与(24時間/48
時間後)	

	

《Epo1 regimen》	 《Epo2 regimen》	

INITIAL DOSAGE REGIMEN	

EPO(500IU/kg) /同量のNS i.v.	

	

2 ADDITIONAL DOSES	

週1回，2週間の投与で終了*	

	

2 ADDITIONAL DOSES	

週1回，2週間の投与で終了*	

	
*Hb >12g/dlまたは1.0g/dl以上の上昇がみられた場合，ADDITIONAL DOSESは中止した．	

	

研究期間：2006年5月～2012年8月	

2009年，EPO投与に対してnegativeな報告があり，EPO1regimenからEPO2regimenへ変更．	

	

	



Method | Study Intervention	
《Transfusion Thresholds》	

•  the acute postinjury recovery period（ICPモニタリ
ングや人工呼吸器管理が不要になるまで）におい
て，赤血球輸血によって割り当てられた輸血閾値
を維持する（trigger< 7 g/dL or 10 g/dL）．	

•  活動性の出血がある患者においては，どちらの輸
血閾値群においても血行動態が不安定となったと
きの輸血を可とした．	



Method | Outcome Measures	
《primary outcome》	

•  Glasgow Outcome Scales（GOS）を使用して測定．	

•  GOSの項目をfavorable，unfavorable outcomeに二分．	
favorable outcome：good recovery（正常生活に復帰），moderate disability（日常生活は自立）	

unfavorable outcome：severe disability（介護に依存した生活），vegetative（植物状態），dead（死亡）	

	

•  transfusion thresholdに関してはsafety outcomes（生
存率，ARDSの合併率，感染症[肺炎，菌血症，尿路感
染症，脳室炎]）も検討．	

	



Method | Outcome Measures	

•  GOSに対するprespecified covariates
としてInjury Severity Score (ISS)，
IMPACT probabilityに関してロジス
ティック回帰分析を行った．	

	
•  IMPACT probability	
来院時における 
神経学的予後（GOS）の予測因子	
右図のスコアをもとに6ヶ月後のGOSを
予測する．	  



Method | Outcome Measures	

DRS：重症頭部外傷の評価尺度	

GCS（上下逆数）	

Feeding	

Toileting	

Grooming	

Dependence on others	

Psychosocial adaptability	

を合わせた0-30点で点数化	

高いほど高度機能障害	

	

《secondary outcome》	
mortalityとDisability Rating Scale（DRS）について	



Method |  
Sample Size and Power Calculation	

Erythropoietin Analysis	

•  EPOの投与量変更に伴い，優越性試験から無益性試験に変更．	

•  プラセボ群のfavorable outcomesの割合を30%と仮定．	

•  Epo2群におけるfavorable outcomesの割合がプラセボ群に対して20%以上高
い場合を有意とする．	

•  Sample Size ：Epo2群62名，プラセボ群100名	

•  検出力：91%（α=0.15）	

Transfusion Threshold Analysis	

•  輸血閾値7 g/dLのfavorable outcomesの割合を40%と仮定．	

•  輸血閾値10 g/dLのfavorable outcomesの割合が閾値7 g/dL対して20%以上
高い場合を有意とする．	

•  Sample Size ： 10 g/dLとした群100名7 g/dLとした群100名　	

•  検出力：80%（α=0.05）	

	

	



Result | Patient Population	

200名が割り付けされた．	



Result | Randomization	

EPO1regimen	 EPO1regimen	EPO2regimen	 EPO2regimen	placebo	 placebo	



Result | Patient Characteristics	

EPO投与群に対して，プラセボ群では来院前の低酸素血症の合併率が有意に高かった．	  
他の項目に関してはEPO投与群間で有意差を認めなかった．	



Result | Patient Characteristics	

輸血閾値を7g/dLとした群に対して，10g/dLとした群における来院時の硬膜外血腫の合併率は有意に高かった．	  
他の項目に関しては輸血閾値群間で有意差を認めなかった．	



Primary Outcome | GOS	

•   Epo1， Epo2群のいずれの投与方法であっても，EPOによる治療は無益で
あった．	

•  輸血閾値群間で有意差を認めなかった．	



•  IMPACT probability，ISSに加
え低酸素血症の有無（Epo2
群間で違いがあった為）で調
整するも，GOSに影響を与え
ないことが分かった．	

Primary Outcome | GOS	



•  IMPACT probability，ISSに加え硬膜外血腫の有無（輸血閾値2
群間で違いがあった為）で調整するも，GOSに影響を与えない
ことが分かった．	

Primary Outcome | GOS	



Secondary Outcome | DRS	

•  6ヶ月後のDRSはEpo1群/Epo2群においてプラセ
ボ群との間に有意差を認めなかった．	

（Epo1群:5,IQR,1.25-12.75 ,P= .52 vs placebo,Epo2群:7,IQR,4-12 ,P= .97 
vs placebo,プラセボ群:6.5,IQR,3-18.75）	

	

•  輸血閾値を7 g/dL，10g/dLに設定した両群におけ
る6ヶ月後のDRSに有意差はなかった．	

（7 g/dl群:5,IQR,2.25-9.75 vs 10g/dl群:8,IQR,4-17 ,P= .06）	



Secondary Outcome | Mortality	

Epo1，Epo2群の両群にお
いて死亡率はプラセボ群

と有意差なし．　　　　　　　　　　　
（Epo1 vs placebo; P= .75, 
Epo2 vs placebo; P= .25）	

Kaplan-‐Meier	  Survival	  Curves	  for	  the	  ErythropoieFn	  Dosing　Regimen	  
Groups	



Secondary Outcome | Mortality	

輸血閾値で分けた2群
間で，死亡率に有意差
なし（P= .72）．	

	

Kaplan-‐Meier	  Survival	  Curves	  for	  the	  Hemoglobin	  Transfusion	  Threshold	  
Groups	



Secondary Outcome | ARDS	

•  輸血閾値とARDSの発症には明らかな相関関係はみられなかった．	

	



Secondary Outcome | Infection	
	

•  感染症の罹患者数は	

    輸血閾値を7 g/dLとした群では27/99名	

    輸血閾値を10 g/dLとした群では36/101名	

　 ２群間で有意差なし．	

    （95%CI for difference in proportions, −0.22 to 0.05,    P = .26）	

	



Secondary Outcome | 
Thromboembolic Events	

•  輸血閾値を10 g/dLとした群で血栓塞栓症が，EPO投与群
でDVTが多く見られたため，これらについて追加で分析．	

•  血栓塞栓症の発生率は輸血閾値を10 g/dLとした群で有
意に高かった．	

（22 patients [21.8%] vs 8 patients [8.1%] with the transfusion threshold of 7 g/dL; 
OR, 0.32 [95% CI, 0.12-0.79], P = .009）	
	

•  受傷後30日間の中枢型DVTの発生率はEpo2群でプラセ
ボ群に対して有意に高かった．	

（OR, 13.7 [95% CI, 1.76-619.09]; P = .003）	
	

•  心血管系合併症の発生率はEpo1群でプラセボ群と比較し
て有意に高かった．	

（OR, 10.6 [95% CI, 1.89-109.9], P = .002）	



Limitation	
•  比較的大きな違いをもって有意差としたため，favorable outcomes

の小さな増加を無視してしまっている可能性．	

•  たった2施設のみ．	

•  6年もの期間がかかっている．	

•  動物実験ではEpo1群のレジメンが有効であるとされ，本研究でも
Epo1群ではoutcomeが良い傾向．	

•  輸血閾値を10 g/dLとしても長期予後を改善せず，血栓塞栓症の
合併症が増加した．	

Discussion	



私見	

•  EPO/placeboを投与された上で輸血閾値の研究が行
われており，輸血閾値に関する研究はこれらの薬剤
投与に修飾されている可能性がある．	

•  本来はEPOの効果について研究する目的であったが，
途中で輸血閾値の設定が主目的に替わっており，そ
れによって統計手法が複雑になっている印象がある．	

•  輸血閾値に関しては，7g/dLと9g/dLの2群を研究した
先行論文によって7g/dLが選択されているが，この数
値がベストであるとは限らないが、現時点では7g/dL
を輸血閾値とするしかなさそう．	


