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背景



プロバイオティクス

腸内フローラのバランスを改善することによって

宿主の健康に好影響を与える⽣きた微⽣物
( Kanamori Y et al, JPS, 2004. / Yakult, ヤクルト中央研究所 特集コンテンツ, 2021. /公益財団法⼈ 腸内細菌学会, ⽤語集, 2019. )



ディスバイオーシス

( Paul E. Wischmeyer et al, COCC, 2016. / Ahmad Ud Din et al, B&P, 2021. )

ディスバイオーシス

抗菌薬投与

ビフィズス菌減少

感染症、多臓器不全等



効果

【消化器疾患】

【動脈硬化】

【腫瘍】

【感染症】

【アレルギー】

( 橋詰直樹等, ⽇本静脈経腸栄養学会雑誌, 2018. / Kanamori Y et al, JPS, 2004. / Ahmad Ud Din et al, B&P, 2021. )



( Kanamori Y et al, JPS, 2004. / 橋詰直樹等, ⽇本静脈経腸栄養学会雑誌, 2018. )

3歳 成人

ディスバイオーシス 腸管吸収能を賦活化

⼩児の腸内環境 【同様の細菌叢】

【腸内細菌】

【シンバイオティクス療法】



腸管感染における腸内細菌の病原菌の定着阻止効果、

腸内環境の是正を目的として古くからプロバイオティクスが用いられている。

( ⽥中芳明等, 栄養2, 2016. )

( 鎌⽥信彦等, 実験医学, 2016. / 清⽔健太郎等, ⽇静脈経腸栄会誌, 2016. / 中野雄⼆郎等, 臨床と研究, 2016. )

腸内細菌叢のバランスに構造異常が起こると、宿主の恒常性が崩れ、

消化管疾患を惹起させ、肥満やアレルギー性疾患などの慢性疾患にも深く関わっている。

健常な人の消化管には約1000種類、100-1000兆個の腸内常在細菌が生息している。これらの細菌は

腸管免疫の分化、成熟に必要であり、宿主が分解、生合成できない栄養素の供給源となっている。



⼈⼯呼吸器関連肺炎
（VAP : Ventilator-Associated Pneumonia）

定義：気管挿管による人工呼吸開始48時間以降に新たに発症する院内肺炎
発生機序：鼻腔、口腔咽頭細菌が気管チューブ外側からカフをすり抜けて進入し、末梢気道に播種

( 国⽴⼤学病院集中治療部協議会ICU感染制御CPG改訂委員会, ICU感染防⽌ガイドライン, 2013. )

( Mahul P et al, ICM, 1992. / 丸川征四郎編著, ICU におけるオーラルケア: ⼝腔ケアのスタンダード確⽴をめざして, 2000. )



適切な予防策の適用によりVAP 発生を予防することが重要とされる。

( 院内感染対策サーベイランス 集中治療室部⾨, 2017年年報, 2018. )

( 国⽴⼤学病院集中治療部協議会ICU感染制御CPG改訂委員会, ICU感染防⽌ガイドライン, 2013. )

VAPを合併すると死亡率増加や在院日数延長が報告されている。

VAPは、本邦の ICU では最も多い感染症で、

尿路感染症やカテーテル関連血液感染症の約2倍。



( Kanamori Y et al, IJPP, 2006. / Priyam Batra et al, JIC, 2020. )

プロバイオティクス
VAPへの効果

【VAP発生率】

【小児気切】

【人工呼吸器期間】

【ICU滞在期間】

【院内死亡率】
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TimeOutcome

Intervention Control

Population

プロバイオティクス投与 2回/日
退室するまで or 最大7日間 介入なし

2011年11月〜2013年7月

インド, 第三次医療教育病院, PICU

12歳以下, 人工呼吸器管理48時間以上

150人の小児患者

VAP発生率



研究デザイン

Open label randomized

controlled trial (RCT)

(non-blinded, non-placebo)

Evidence hierarchy 



環境：インド, 第三次医療教育病院, PICU

期間：2011年11月〜2013年7月

(選択基準)

対象期間にPICUへ入室、12歳以下、人工呼吸器管理が48時間以上

(除外基準)

13歳以上の患者、免疫不全、麻痺性イレウス、消化管出血の患者



研究対象

I C

Intervention
プロバイオティクス投与 2回/日

退室するまで or 最大7日間

Control

介入なし

75人(50%) 75人(50%)

選定対象：150人

O

P

70人(49%) 72人(51%)

3人死亡4人死亡
1人脱落

解析対象

適格対象
426人



アウトカム
VAP発生率

人工呼吸器管理開始 or 抜管から48時間以降に見られた新たな肺炎

または以下3点のうちのどれかに発展するレントゲン写真の浸潤
定義

（米国胸部専門医学会による定義を行えない検査を抜いて一部修正して使用。）

肺膿瘍の形成を⽰すレントゲン所⾒

発熱、⽩⾎球増多症、化膿性気管吸引物>2つ

⾎液 or 胸⽔培養が痰培養と同様の細菌(+)

3日目 or 臨床的疑い時に提出



アウトカム

人工呼吸器期間

ICU滞在期間

入院期間

死亡率

年齢、性別

人工呼吸器有無

PRISM score
人工呼吸器使用理由

2回以上の挿管

デバイス、吸引

人工呼吸器期間
経管栄養開始までの時間

サブアウトカム 基礎データ 院内感染リスク要因



ランダム化

②① ④③ ⑥⑤

1歳以下 1〜5歳 5〜12歳

階層化

ランダム化



介入群

対照群

33億CFU/カプセル
混合プロバイオティクス

2回/日
ミルク or 5%ブドウ糖5mL
退室するまで or 最大7日間 介入なし

介入方法



結果



結果



結果



結果



結果

• ICU滞在期間、入院期間、人工呼吸器期間も同様に有意に短かった。

• 再挿管、長期間のデバイス留置、人工呼吸器期間の長期化は院内感染のリスク要因として挙げ

られた。



重症小児患者のVAPにおける

プロバイオティクスの役割を調査した

初めての研究となった。

結果



• 気道消化管での病原性細菌の移動を防ぐことは、ICUにおける院内感染を防ぐ

上で重大な戦略となるため、プロバイオティクスの治療的役割が見られる。

• 成人同様、VAPに対する効果が見られたが、VAP発生率が本研究において高

かったのは診断基準の影響が考えられる。

• 本研究に比して、先行文献ではVAPに対するプロバイオティクスの効果は決定

的ではないとしている報告もある。小児と成人においては腸内環境が異なる場

合があることが影響していると考えられる。

議論



• VAP発生率が先行文献に比して高かったのは、本研究で修正使用された診断
基準の影響が考えられる。

→アウトカムへの影響

私見



• プロバイオティクスの効果は一定数報告されているがエビデンスとし

て推奨されるものではなくスタンダードプロトコルにはなっていない。

• 小児、成人ともにVAP診断のゴールドスタンダードがない

PICUでプロバイオティクスの消化器症状以外への
臨床活用を進めるためにはVAPの診断の

ゴールドスタンダードを確立し、更なる精度の高い研究が必要。

まとめ



THANK YOU

( Yakult, ヤクルト中央研究所 特集コンテンツ, 2021. )


