
JHOSPITALIST network

「重症患者への
グルタミン投与」

2016年11月7日
神戸大学医学部医学科 6回生 川並 剛
監修 神戸大学医学部附属病院総合内科 森 寛行

A Randomized Trial of Glutamine and 
Antioxidants in Critically ill Patients



【症例】 35歳 日本人女性

【現病歴】神経性食指不振症の10年以上の病歴あり。

低体重および低血糖による意識障害のため緊急入院。

身長155cm 体重23kg    BMI 9.6

肝機能異常や肺炎を合併してICU管理となった。

慎重に投与カロリーを増量したが、経腸栄養を行うと

頻回の下痢をおこしカロリーアップ困難。

止痢剤やC.difficile腸炎へのempiric治療、成分栄養投与

でも下痢は改善せず。

栄養サポートチームから、グルタミン・食物繊維を含有

した栄養療法の提案をうけた。



症例の疑問点のまとめ

重症の神経性食思不振症患者で、下痢を繰り
返している場合、グルタミンを投与すること
で、下痢の状態、栄養状態、生命予後に良い
影響はあるだろうか？



EBMの実践 5 steps

Step1 疑問の定式化（PICO）

Step2 論文の検索

Step3 論文の批判的吟味

Step4 症例への適用

Step5 Step1-4の見直し



Step1 疑問の定式化 患者のPICO

Patient：
神経性食思不振症の患者。肝障害・肺炎
合併しICUで集中治療中に難治性の下痢。

Intervention：経腸栄養にグルタミン追加

Comparison：通常の経腸栄養のみ

Outcome：下痢、死亡率の改善

「治療」の論文を検索する
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Step2 論文の検索

UpToDate 利用
「Glutamine nutrition」で検索

重症患者における栄養補給：経腸栄養の章
Glutamineの項目の引用論文



N Engl J Med 2013;368:1489-1497 April 18,  
PMID: 23594003

多施設 二重盲検 ランダム化比較試験
カナダ、米、欧の40施設
期間 2005年4月-2011年12月
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背景

今回の試験では２×２の４群に分けて、抗酸化剤と
グルタミンの効果を検討する。

メタ解析では、重症患者へのグルタミンと抗酸化剤に
より生存率が改善する可能性が示唆されたが、その後
の大規模試験では改善が認められなかった。

重症患者では酸化ストレスが強く、多臓器不全の
発生も多い

Crit Care Med. 2002 Aug;30(8):1782-6
Am J Crit Care. 2002 Nov;11(6):543-51

Crit Care Med. 2002 Sep;30(9):2022-9
BMJ 2011;17:1542-1542



論文のPICO

P :人工呼吸器管理中のICU入室患者で、
多臓器不全を呈している

I : 標準の経腸栄養に加え、グルタミン、
抗酸化剤のいずれか、または両方を投与

C : 標準の経腸栄養に加えプラセボを投与

O : 28日後死亡率



Inclusion criteria

18歳以上で、ICUでの人工呼吸器管理患者

急性の病態による多臓器不全（2項目以上を
満たす）を呈する
・PaO2/FiO2比 ≦ 300
・循環不全（2時間以上カテコラミン投与）
・急性腎傷害または慢性腎疾患の急性増悪
・血小板数 ≦ 50000/μｌ



Exclusion criteria1

・ICU入室後24時間以上既に経過
・48時間以内の死亡が予測される
・積極的治療に同意がない
・経腸栄養の絶対的禁忌（腸管破裂、
腸閉塞など）
・重度の後天的脳障害（重度外傷
Grade4 5のクモ膜下出血など）
・抗痙攣薬が必要なてんかん発作



Exclusion criteria2

・Child Cの肝硬変
・悪性腫瘍で生命予後6か月以下の予測
・待機的心臓手術
・面積30％以上の熱傷
・体重50kg以下または200㎏以上
・妊婦または哺乳中

・本試験または他のICU関連介入試験
に以前参加



Intervention

グルタミン

経静脈的に 0.35g/kg/day（理想体重）
＋

経腸的に 30g/dayのグルタミン



Intervention

抗酸化剤

経腸的に
セレニウム 300μg
亜鉛 20mg
βカロチン 10mg
ビタミンＥ 500mg
ビタミンＣ 1500mg



Comparison

グルタミン プラセボ

抗酸化剤
Gln
＋

抗酸化剤

プラセボ
＋

抗酸化剤

プラセボ
Gln
＋

プラセボ

プラセボ
＋

プラセボ

グルタミンとプラセボ 抗酸化剤とプラセボ の組み合わせ
4群での比較



28日後死亡率

Outcome

Primary outcome



倫理的配慮

研究倫理委員会の承認
患者または代諾者の書面による同意あり

ICUs in participating countries after approval by local jurisdictional and 
institutional research ethics boards. Written informed consent was obtained 
from all patients or their legal representatives before enrollment.



介入群と対照群は同じ予後で開始したか
患者はランダム割り付けされていたか
ランダム化割り付けは隠蔽化(concealment)されていたか
既知の予後因子は群間で似ていたか=base lineは同等か

研究の進行とともに、予後のバランスは維持されたか
研究はどの程度盲検化されていたか(一重～四重盲検) 

研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか
追跡は完了しているか＝追跡率・脱落率はどうか
患者はIntention to treat解析されたか
試験は早期中止されたか

結果は妥当か



患者はランダム割り付けされていたか

ランダム化されている。

介入群と対照群は同じ予後で開始したか

Using a factorial design, we randomly assigned patients to receive glutamine 
supplementation (0.35 g per kilogram of body weight per day intravenously 
according to ideal body weight, provided as 0.50 g of the dipeptide alanyl-
glutamine [Dipeptiven, Fresenius Kabi] per kilogram per day given 
intravenously and 42.5 g of alanyl-glutamine and glycine-glutamine 
dipeptides, which provide 30 g of glutamine, per day given enterally) or 
matching placebo solutions. 



介入群と対照群は同じ予後で開始したか

ランダム化割り付けは隠蔽化
(concealment)されていたか

concealmentされている。
Web-based systemにより割り付け
各施設の薬剤師のみ割り付けを認識

Study-group assignments were concealed and stratified according to 
site with the use of permuted blocks of random size and a secure 
central Web-based system



既知の予後因子は群間で似ていたか
=base lineは同等か 有意な差なし

介入群と対照群は同じ予後で開始したか

there were 1218 patients in the final intention-to-treat analysis. 
There were no significant differences in baseline characteristics 
among the four groups 







研究の進行とともに、予後のバランスは維持されたか

研究はどの程度盲検化されていたか

二重盲検

スタディの対象の治療以外は等しく治療
されているか？

栄養はCanadian clinical practice 
guidelines for nutrition supportに沿っ
て行う。それ以外の治療は標準化し、
ICUチームの判断に任せる



予め計算されたサンプル数が集められている

症例数は十分か

assuming a 28-day mortality of 30%, we 
planned to enroll 1200 patients who could be 
evaluated in order to provide 80% power if 
either intervention (or both interventions) 
resulted in a 25% relative risk reduction, to 
22.5%. 



研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか

追跡は完了しているか
＝追跡率・脱落率はどうか

1223人中 1218人が解析
追跡率 99.6％



研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか

患者はIntention to treat解析されたか

Intention to treat解析された

there were 1218 patients in the final intention-to-treat analysis. 
There were no significant differences in baseline characteristics 
among the four groups 



研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか

試験は早期中止されたか

早期中止されていない



治療効果の大きさはどれくらいか
RRR・ARR・NNTはそれぞれいくらか

治療効果の推定値はどれくらい精確か
上記それぞれの95%CI区間の範囲は適切か・広すぎないか

結果は何か



治療効果の大きさはどれくらいか

RRR・ARR・NNTはそれぞれいくらか

グルタミン投与群
オッズ比 1.28（95%CI 1.00-1.64）

抗酸化剤投与群
オッズ比 1.09（95%CI 0.86-1.40）

ARR NNTの
記載なし



治療効果の大きさはどれくらいか

グルタミン投与は

・重症患者の28日後死亡率を改善しない

・有意差はないが、死亡率上昇の傾向

・死亡率のオッズ比は

良くて同等

悪くて1.64倍に増加
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論文の結果が症例に適用できるか

結果を患者のケアにどのように適用できるか
研究患者は自身の診療における患者と似ていたか
患者にとって重要なアウトカムはすべて考慮されたか
見込まれる治療の利益は、考えられる害やコストに見合うか



研究患者は自身の診療における患者と似ていたか

研究の患者に比べ 若年。
人工呼吸未使用のため
inclusion criteriaをみたさない
低体重はexclusion criteriaに抵触



患者にとって重要なアウトカム
はすべて考慮されたか

死亡率については評価されているが、
下痢や栄養状態について記載なし

重篤な有害事象は、各群間で有意差なし
グルタミン投与群で、BUN上昇が増加

There were no significant differences in rates of serious adverse events 
across groups (P=0.83) . 

The frequency of high urea levels (>50 mmol per liter) was higher 
among patients who received glutamine than among those who did not 
(13.4% vs. 4.0%, P<0.001).



見込まれる治療の利益は、考えられる害やコストに見合うか

医薬品として
Ｌ－グルタミン顆粒99%「ＮＰ］

1g中 Lグルタミン990mg 6.4円/g
マーズレンＳ配合顆粒

1g中 Lグルタミン990mg 14.7円/g
添付文書の用量で投与すると、グルタミンとして2g/日程度
胃潰瘍・十二指腸潰瘍としての適用

製品として
シングラフィー（グルタミン＋プロバイオティクス＋食物繊維）
１包中 Lグルタミン 6.7g 250-310円/包 約40円/g

使用方法の用量で投与すると、グルタミンとして20mg/日
その際のコストは750-900円/日程度になる。
安価ではない。



実際の治療

・患者背景やグルタミン投与法に相違点が多
く論文の結果を直接適用は困難。

・下痢のマネジメントに難渋していたため、
経腸投与のみでグルタミン投与を行ったが期
待した下痢の改善効果は得られず。早期に投
与を中止した。
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Step5 1-4の見直し

臨床上の疑問から出発し、問題を定式化し
て文献を検索した。

二次文献を利用することで、短時間で文献
に到達することができた。実際の患者と論文
の患者には多くの相違点がある。

論文結果の直接的な適用は困難。他の手段
で管理困難な下痢に難渋していたため、経腸
投与のみでのグルタミン投与を試みたが効果
は得られず早期に中止した。



重症患者へのグルタミン投与は
死亡率を改善しない。
悪化させる可能性あり。
ルーティーンには推奨できない。

論文のまとめ


