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Case

• 25年来のコントロール不良な糖尿病のある63歳女性

•食思不振、下肢浮腫、大量腹水の精査加療目的に入院

• NASH (nonalcoholic steatohepatitis)からの肝硬変と診断

•上部消化管内視鏡検査で食道静脈瘤を認めた

•利尿薬（フロセミド＋スピロノラクトン）投与で腹水は減少傾向
だったが、糖尿病性腎症の合併もあり腎機能は徐々に増悪

•利尿薬増量での腹水コントロールが難しい状況であった



フロセミド 40mg/日＋スピロノラクトン 50mg/日で治療していたが、

血清Cre 2.08mg/dl、eGFR 19.4と腎機能の悪化を認めた

腹水のマネジメントについて、消化器内科へコンサルト

→ トルバプタン（サムスカ®）の使用を勧められた

肝硬変による腹水に対するトルバプタン使用

についてUpTodateで検索してみた



Vasopressin receptor antagonists

Multiple vasopressin antagonists (vaptans) are primarily used in the treatment of 
heart failure. However, they have been studied in cirrhosis, though their efficacy in 
the treatment of diuretic-resistant ascites is unclear. One of the largest trials 
included 1200 patients with uncomplicated ascites as well as difficult-to-treat ascites. 
Patients treated with a vasopressin antagonist (satavaptan) had higher mortality 
rates than those who received placebo, and there was no clinical benefit with regard 
to the ascites.

Another vasopressin antagonist, tolvaptan, has been associated with liver injury and 
should not be used in patients with liver disease.

→日本以外ではトルバプタンが推奨されていないことが分かった

Ascites in adults with cirrhosis : Diuretic-resistant ascites



日本の肝硬変診療ガイドラインでは

→ 日本ではトルバプタンの使用が推奨されている



Clinical Question

症例の患者にトルバプタンは有用なのだろうか？

日本以外で肝疾患に対して推奨されないトルバプタンが

なぜ日本では推奨されているのか？



EBMの実践 5 STEP

STEP 1 疑問の定式化 （PICO）

STEP 2 論文の検索

STEP 3 論文の批判的吟味

STEP 4 症例への適用

STEP 5 Step 1-4の見直し
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STEP 1 疑問の定式化 （PICO）

Patient 肝硬変、難治性腹水の患者

Intervention トルバプタンは

Control 他の利尿薬と比較して

Outcome 腹水のコントロールに有用か？
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STEP 2 論文の検索
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論文の背景

• 肝性浮腫に対しての従来治療は、アルドステロン拮抗薬とループ利尿薬の併用である

• 従来治療で浮腫の管理が難しい症例は通常、血清Alb値や血清Na値が低く、フロセミ
ドの効果があまり期待できない上に、低Na血症や腎障害といった薬物有害反応の危
険からフロセミドの増量もしづらかった。

• トルバプタンはアルギニンバソプレシンV2受容体拮抗薬で、従来治療へのトルバプタ
ン追加は、Naを排泄しないで利尿が得られるため、肝性浮腫の治療に期待された。

• 肝硬変に対するトルバプタンの適正な使用量を見出すための先行研究※1で最適とさ
れた7.5mg/日を用いて、従来治療へのトルバプタン追加が肝性浮腫に有用かどうか
の確認を行った。

※1 Hepatol Res 2013;doi:10.1111/hepr.12099.



論文のPICO

Patient 肝硬変による腹水に対して

従来治療※を7日間行った患者

Intervention 従来治療へトルバプタンを追加

Control 従来治療へプラセボを追加

Outcome baselineからの体重変化

※従来治療：ループ利尿薬とアルドステロン拮抗薬の併用療法



•日本の80の治験施設で2010年3月～2011年8月に行われた

•従来治療での標準的な1日の利尿薬使用量

フロセミド40mg/日以上＋スピロノラクトン25mg/日以上

または

フロセミド20mg/日以上＋スピロノラクトン50mg/日以上

※ループ利尿薬はフロセミド換算、アルドステロン拮抗薬はスピロノラクトン換算

• この治験はClinicalTrials.gov, number NCT 01050530に登録された。

従来治療7日間

治療前観察期間
3日間

治療期間
7日間

治療後観察期間
14日間

従来治療継続



Inclusion Criteria

• CT検査で1L以上の腹水がある

•朝食前の体重が治験薬開始前の2-3日間で横ばい(±1kg)



Exclusion Criteria

•肝性脳症（昏睡度分類Ⅱ度以上）

•脈管浸潤している肝細胞癌

•新しい治療法（詳細不明）を受けた、食道あるいは胃静脈瘤

•直腸静脈瘤による痔出血

• アルブミンを含む血液製剤の使用



Intervention

•従来治療は治験薬の開始7日前から量を変更しない

•従来治療に

トルバプタン7.5mg 1日1回朝食後を追加して7日間投与



End Point

• Primary endpoint

baselineの体重からの変化

• Secondary endpoint

①腹囲の変化

②ＣＴによる腹水量の変化

③下肢浮腫の改善率

④腹水に関連する臨床症候の改善率

（膨満感、食思不振、不快感、臥位での圧迫感、呼吸困難）



倫理的配慮

• ヘルシンキ宣言と標準的治療法ガイドライン等に則って行われ、プ

ロトコールは各治験施設の施設内倫理委員会で承認された。

•全ての患者は書面によるインフォームドコンセントが得られた。



妥当性の検討

•介入群と対照群は同じ予後になっているか
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＝baseline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)

•研究完了の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



介入群と対照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

This multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study was

conducted at 80 trial sites in Japan between February 2010 and August 2011.

→ ランダム化されている

• ランダム化割り付けは隠蔽化(concealment)されていたか

A randomization code was pre-assigned to each trial drug, and each patient was 

assigned a treatment code corresponding to each trial drug code by the trial drug 

allocation manager from the contract research organization for the registration center.

→ 上記記載はあるが、隠蔽化されたという明らかな記載はない



•既知の予後因子は群間で似ていたか＝baselineは同等か

There were no significant 

differences in patient demographics 

and clinical characteristics between 

the two groups.

→ 2群間で差はなかった

ただし、個別に比較してみると有意差は

ないがChild分類や下肢浮腫の程度、

原疾患には差があるように思われる。



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)

This multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study was

conducted at 80 trial sites in Japan between February 2010 and August 2011.

→ 二重盲検試験

※ All patients, trial personnel, investigators and the sponsor were masked

to treatment allocation throughout the trial.

※sponsor：大塚製薬（サムスカの販売元）



研究完了の時点で両群は予後のバランスが取れていたか

•追跡は完了しているか＝追跡率・脱落率はどうか

187人のうち、23人がランダム化の前に脱落

（12.3%）

164人のうち、治験開始前にトルバプタンに

割り付けられた2人が脱落（1.2%）

162人のうち、18人が治験開始後に脱落（11%）

→ プラセボ：10人 トルバプタン：8人

追跡率 87.8%



•患者はIntention to treat解析されたか

Analyses were performed on the full analysis set (FAS).

→ ITTではなく、FASを使用

•試験は早期中止されたか

早期中止されていない



Primary Outcome

baselineの体重からの変化量は

トルバプタン群 －1.95kg (SD 1.77)

プラセボ群 －0.44kg (SD 1.93)

→両群の差(－1.51kg)は統計学的に有意

(p<0.0001)

BL : baseline、FDD : final dosing day



Secondary Outcome

① baselineからの腹水量の変化は

トルバプタン群 －191.8ml (SD 690.8)

プラセボ群 －492.4ml (SD 760.3)

→両群の差(－300.6ml)は統計学的に有意

(p=0.0093) Fig.(a)

② baselineからの腹囲の変化は

トルバプタン群 －3.38cm (SD 3.56)

プラセボ群 －1.11cm (SD 3.67)

→両群の差(－2.27cm)は統計学的に有意

(p=0.0001) Fig.(b)



③ baselineからの下肢浮腫の改善率は

トルバプタン群 54.8%

プラセボ群 28.3%

→両群の差(26.5%)は統計学的に有意(p=0.0168) Fig.(c)

※評価の方法
1.  観察者が下肢浮腫の重症度を
「なし」、「軽度」、「中等度」、「重度」で評価

2.  下肢浮腫の変化率を以下で評価
「著明に改善」 ： 完全消失または2グレード以上の改善

「改善」 ： 完全消失を除いて、1グレード以上の改善
「不変」
「悪化」 ： 1グレード以上の悪化



④ baselineからの腹水に関連する臨床症候の改善率は

トルバプタン群では、膨満感、不快感、臥位での圧迫感、呼吸困難は

プラセボに比較して有意に改善した



論文の結果のまとめ

• Primary Outcome

トルバプタンはプラセボと比較して

体重が1.51kg減少

→ 腹水量の減少は300.6ml。体重が1.5kg減ったのは、水分以外に筋肉量などの減少

も含んでいるかもしれない。

• Secondary Outcome

トルバプタンはプラセボと比較して

腹水が300.6ml減少 ＝ コップ 1杯分

腹囲が2.27cm減少 ＝ ベルトの穴 1個分

下腿浮腫が26.5%減少 ← 定量評価が困難で尺度が不明確

腹水に関連する臨床症候（膨満感、不快感、臥位での圧迫感、呼吸困難）が有意に改善



•血清Alb値での層別解析

base lineからの体重の変化量は

血清Alb値< 2.5g/dlで

トルバプタン群 －2.19kg(SD 2.03)

プラセボ群 －0.45kg(SD 2.20)

→ 両群間で有意差がある(p=0.0163)

血清Alb値に関わらず、プラセボ群と比較してトルバプタン群で
有意にbase lineからの体重減少を認めた。



Adverse event

有害事象の発生率はトルバプタン群とプラセボ群でほぼ同等
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症例への適応

論文の患者と症例の患者に大きな違いはないか？

・Exclusion Criteriaは1項目該当

→ アルブミン製剤を投与していた

・論文の患者との比較

論文の患者の平均 症例

年齢 68歳(中央値) 65歳

base lineの体重 59.4kg 74.8kg※

血清Alb値 2.81g/dl 2.1g/dl※

血清Cre値 0.99mg/dl 1.92mg/dl※

スピロノラクトン使用量 55.2mg/day 50mg/day

フロセミド使用量 64.5mg/day 40mg/day

症例の方が
腎機能が悪く
血清Alb値が低い

※トルバプタン投与直前の値

論文の原疾患は
大半がC型肝炎



臨床的に重要なことが吟味されているか？

•一般に、腹水を伴う肝硬変患者への利尿薬投与は予後改善に寄与しない

QOLの改善が主な目的

•論文で示された腹水を伴う肝硬変患者へのトルバプタン投与の意義は？

Primary Outcomeの体重減少は代用Outcomeで、患者にとって利益のあるOutcome

であるかは不明。

Secondary Outcomeの腹水量減少は体重減少よりは臨床症状の改善に繋がる指標で

あるかもしれないが、腹囲の減少や下腿浮腫の改善、腹水に関連した臨床症候の改善

の方が患者にとってはメリットとなるため、臨床的にはより重要



治療利益が治療による害・コストを上回るか？

・治療による害

トルバプタン群のdrop outは8名

（プロトコル違反 1名、有害事象 6名、医師の決定 1名）

プラセボ群のdrop outは10名

今回の論文での有害事象の発生率はトルバプタン群とプラセボ群でほぼ同等

・治療のコスト

トルバプタンには後発薬がなく、7.5mgの製剤は1錠 1280.8円

→ 1か月(28日間)で10,758.72円/月（3割負担）と高額

治療利益がコストを上回るかどうかは、症例毎に大きく異なると思われる
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本人が一番困っていること

↓

「おなかが張って食事が食べられない」

「おなかが張って動きにくい」



実際の治療

• 論文患者との違いは結果にどう影響するだろうか？

Exclusion Criteriaでアルブミン投与患者を省いた理由について記載はないが、より重症な患者を

除外したかった可能性がある。また、本症例は低Alb血症に加えて腎機能障害も認めており、論

文の患者の中でもより重症な患者に位置する。

→ この患者にとってのトルバプタン投与のメリットは

・血清Alb値によらず有意に体重減少が得られる

・プラセボと比較して有害事象発生率を上昇させない

また、患者の一番の希望は腹満からの食思不振や体動困難であり、腹囲の減少などの腹水

に関連した臨床症候の改善は患者にとって有用と考え、論文の症例と同等の効果が得られる

かはわからなかったが、トルバプタンを投与することとした。
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STEP 5 STEP1～4の見直し

• Clinical Questionから問題を定式化して文献を検索した。ガイドラインの引用文

献を利用することで短時間で文献を検索することができた。

• 論文の評価としては、臨床的に有用と思われる結果がSecondary Outcomeの

一部であることや定量的に評価しづらい指標であることは注意しなければなら

ない。また、治療期間が7日間と短く、長期的な効果が不明である。

• 実際の症例とは血清Cre値や血清Alb値の違いがあるため、直接的な比較は困

難であるが、トルバプタンの使用で得られる効果は限定的であることは理解し

ながらも今回はトルバプタンを使用した。



治療後の経過

• 論文の患者よりも血清Cre値が高く、血清Alb値が低いため、トルバプタン開始

前にフロセミド 20mg/day単独へ利尿薬を減量し、アルブミン投与を行った。

（※スピロノラクトンは血清K値が上昇傾向であったため中止）

• 3.75mg/dayから開始して7.5mg/dayまで増量。尿量はほとんど変化しなかっ

たが、開始1-2週間は血清Cre値が横ばいのまま体重を維持できた。

臨床症候としては腹満感や圧迫感が増悪することなく横ばいで経過

• しかし3週目より徐々に体重が増加し腹部の緊満が増悪。

→ フロセミドの増量や腹水穿刺で対応せざるを得なかった。



•肝硬変患者の難治性腹水に対して用いられる一般的な治療の比較

治療方法 単価 28日分の医療費(3割負担)

利
尿
薬

サムスカ 7.5mg/日 1,280.8円 10,758.72円

フロセミド 40mg/日
＋

スピロノラクトン 50mg/日

フロセミド 先発薬：14円、後発薬：6.3円
先発薬：509.04円
後発薬：105.84円

スピロノラクトン 先発薬：46.6円、後発薬：6.3円

腹水濾過濃縮再静注法(CART) 64,100円＋手技：41,600円 63,420円注1

腹水穿刺 2,300円 1,380円注1

腹腔-静脈シャント(P-Vシャント) 67,300円 20,190円注2

注1) 腹水穿刺、CARTは1か月に2回施行した際の医療費
注2) P-Vシャントは初回の医療費



•日本の肝硬変診療ガイドラインでは

だが、引用されている論文を読んでみると、実際に患者へメリットがあるのは、

Secondary Outcomeの一部のみ。

•従来の利尿薬治療と比較すると

1か月の医療費は21倍（後発薬と比較すると101.7倍）と高額

→ 実際に使用する際には費用対効果を考えて使用すべき



まとめ

肝硬変による難治性腹水に対して、従来の利尿薬治療にトルバプタン追加により

・体重を1.5ｋｇ程度減少させる。

・腹水を300ｍｌ 腹囲を2ｃｍ程度減少させ、

腹水に関連した自覚症状を改善させうる。

・ただし費用対効果も考慮し、適応をよく検討するべき。


