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So many unanswered questions for
renal replacement therapy

• IRRT vs. CRRT
• Modality: CVVH, CVVHD, CVVHDF
• Pre-dilution or post dilution
• Drug for anticoagulation
• Membrane
• Dose: 20 ml/kg/hr, 35 ml/kg/hr, or more, or less?
• Non-renal indications (especially for sepsis)
• When to start?
• When to stop?
• Outcome prediction                                          etc.
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L/hr

Regional difference in choice of
CRRT dose (Qf + Qd)
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CRRT dose

Japanese dose: 15 - 24 L/day = 10.4 – 16.7 ml/kg/hr (60kg)

20ml/kg/hrJapan 35ml/kg/hr
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Anticoagulants for CRRT
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抗凝固剤に関する多施設RCT
ヘパリン vs. 低分子ヘパリン
ヘパリン vs. プロスタサイクリン
ヘパリン vs. ヒルジン
ヘパリン vs. クエン酸

×ヘパリン vs フサン
出血に関する観察研究のみ

ヘパリン　8/12　67%
低分子　　8/34　24%
フサン　　3/65　  5%

Evidence for anticoagulation
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慈恵のデータ
N=58, 181 filters

Limitation: Single center, no comparison
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•No diuretics: 400 mL/day 
•Se: 46.5%
•Sp: 80.9%
•NPV: 80.9%
•PPV: 76.5%

•Diuretics: 2300 mL/day
•PPV: 87.9%

Predictive ability of UO and creatinine

•AUROC
•0.671 with diuretics
•0.845 without diuretics
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JSEPTIC-CTG study 第二弾
CRRTについての多施設後ろ向き研究

目的
・(日本流の)low intensity CRRTは予後に影響するか？
・NafamostatによるCRRTの有効性／安全性
•CRRT中止時の尿量は離脱を予測するか？

収集項目
・患者背景・CRRT開始時
・CRRT施行中：最初の１週間 ・CRRT終了時
・アウトカム

•観察期間：１年
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研究の概要

• 参加施設：12病院、14 ICUs

• 観察期間：2010年1月~12月

• 研究期間：2011年8月~12月

• 症例数　：343例
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参加施設／研究者名
参加施設 研究者

1 関東労災病院救急科 永田 功
2 総合病院国保旭中央病院救急救命科 方山 真朱
3 聖マリアンナ医科大学病院救急医学 河原崎 宏雄
4 昭和大学藤が丘病院救命救急センター 難波 義知
5 東京慈恵会医科大学附属病院集中治療部 内野 滋彦
6 自治医大さいたま医療センター集中治療部 大沼 哲
7 沖縄県立中部病院内科 井澤 純一
8 京都府立医科大学附属病院集中治療部 徳平 夏子
9 武蔵野赤十字病院救命救急センター 安田 英人
10 兵庫医科大学病院集中医学科 竹田 健太
11 東京都立多摩総合医療センター腎臓内科 土岐 徳義
12 大阪大学附属病院集中治療部 宇治 満喜子
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1: Low-intensity CRRT
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1: Low-intensity CRRT

• Design: Multicenter retrospective observational study
(JSEPTIC), combined with previously conducted
multinational prospective observational study (BEST).

• Setting: Fourteen Japanese ICUs in 12 tertiary hospitals
(JSEPTIC) and 54 ICUs in 23 countries (BEST).

• Patients: Consecutive adult patients with severe AKI
requiring CRRT admitted to the participating ICUs in
2010 (JSEPTIC, N=343) and 2001 (BEST, N=1006).
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CRRT intensity (mL/kg/hour)
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Figure 2

CRRT intensity (mL/kg/hour)
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Conclusions
• Low-intensity CRRT was not related to hospital

outcome for patients with severe AKI.

• Several multivariable regression analyses
showed no intensity-outcome relationship.

• Since the lower limit of the standard is not
evidence-based, patients with severe AKI may
be adequately treated with less than 20 ml/kg/h
of CRRT.
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Where to submit?
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2: AKI severity score validation

      Internal validation        Average of external validation        JSEPTIC
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3: Nafamostat vs. Heparin
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1-‐specificity

False-‐posi/ve	  rate

1-‐specificity

False-‐posi/ve	  rate

(a) Without	  diure/cs

AUROC	  =	  0.848

(b)	  With	  diure/cs

AUROC	  =	  0.726

Urine output for successful CRRT discontinuation 

4: CRRT discontinuation



東京慈恵会医科大学集中治療部

5: Unnecessary CRRT?
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6: Epidemiology of Japanese

CRRT
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CTA PAN PMMA PS

7: Membranes
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8: How low is really low?
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• 全員が共著者

• 症例数の多い順に筆頭著者

JSEPTIC-CTG study 第二弾
CRRTについての多施設後ろ向き研究



東京慈恵会医科大学集中治療部

おしまい。

目標

今年中に、すべて投稿！


