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◆◆慢性Ｃ型肝炎患者における
RG-101 の安全性、忍容性、および抗ウイルス効果◆◆
【背景】 miR-122 は C 型肝炎ウイルス(HCV)複製の重要な宿主因子である。この研究の目的は、
様々な遺伝子型の慢性 C 型肝炎ウイルス感染患者において、miR-122 拮抗作用の肝細胞標的 N アセ
チルガラクトサミン結合オリゴヌクレオチド(a hepatocyte targeted N-acetylgalactosamine
conjugated oligonucleotide)である RG-101 単回投与の安全性、忍容性、薬物動態、および抗ウイル
ス効果を評価することとした。
【方法】 この無作為化二重盲検プラセボ対照多施設第 1B 相試験では、患者を無作為に RG-101 ま
たはプラセボへと割り当てた(7：1)。我々は、少なくともスクリーニングの 24 週前にジェノタイプ
１、３または４の慢性 HCV 感染と診断されたインターフェロンαをベースとする治療を受けたこと
がないか治療後に再発した男性と閉経後または子宮摘出女性(18－65 歳)を試験に登録した。重感染
(B 型肝炎ウイルスまたは HIV 感染)、非代償性肝疾患の兆候、または肝細胞がん既往のある患者は
除外した。無作為化は the SAS procedure Proc Plan を用いて独立した非盲検の統計学者により行わ
れた。第１コホートは 2mg/kg の RG-101 皮下注またはプラセボのいずれかを１回投与され、第２コ
ホートでは 4mg/kg の RG-101 皮下注またはプラセボを１回投与された。無作為化後、患者は８週間
(全患者)および 76 週間(ウイルス量のリバウンドのない患者で、プラセボ群へと無作為化された患者
を除く)まで追跡調査された。
主要目的はRG-101 の安全性と忍容性であった。
この試験はEudraCT、
ナンバー2013-002978-49 に登録された。
【結果】 2014 年６月４日から 2014 年 10 月 27 日までの間に、我々は 32 名の患者を登録し、慢
性 HCV ジェノタイプ１(n=16)、３(n=10)、または４(n=6)感染であった。第１コホートでは、14 名
の患者が無作為に 2mg/kg の RG-101 投与群へ、また患者２名が無作為にプラセボ群へとそれぞれ
割り付けられ、第２コホートでは 14 名の患者が無作為に 4mg/kg の RG-101 投与群へ、２名の患者
が無作為にプラセボ群へとそれぞれ割り当てられた。全体として、RG-101 を投与された患者 28 名
のうち 26 名で少なくとも１つの治療に関連した有害事象が報告された。第４週の時点で、RG-101
を 2mg/kg または 4mg/kg 投与された患者におけるベースラインからのウイルス量減少の中央値はそ
れぞれ 4.42(IQR 3.23－5.00)および 5.07(4.19－5.35)log10 IU/mL であった。３名の患者は RG-101
単回投与後 76 週間、検出不可能な HCV RNA レベルであった。12 週時点またはそれ以前のウイル
ス量のリバウンドは耐性の出現と関連しており、これは HCV ゲノムの 5’ UTR にある miR-122 結
合領域の置換と関連していた。
【考察】 この研究では、肝細胞標的 N-アセチルガラクトサミン結合抗 miR-122 オリゴヌクレオチ
ドである RG-101 の 2mg/kg または 4mg/kg 単回投与は十分な忍容性があり、４週間以内にすべての
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治療患者で相当量のウイルス量減少をもたらし、３名の患者において 76 週間持続するウイルス学的
応答を示していた。
(389；709-17：Meike H. van der Ree et al：FEBRUARY 18,2017)

◆中等度細気管支炎に対する高流量加温加湿酸素
vs 標準低流量鼻カニューラ酸素療法(HFWHO RCT)◆
【背景】 細気管支炎は乳幼児における最も一般的な肺感染症であり、治療は呼吸困難や低酸素症の
管理が中心となる。高流量加温加湿酸素(high-flow warm humidified oxygen：HFWHO)を用いるこ
とが多くなってきているが、無作為化試験による厳正な研究は行われていない。我々は、HFWHO
が呼吸補助を増強することにより酸素吸入の離脱時間を短くするかどうか調査することを目的とし
た。
【方法】 このオープン第４相無作為化比較対照試験において、我々はオーストラリアのニューサウ
スウェールズにあるジョン･ハンター病院の救急部門もしくはジョン･ハンター小児病院の医療部門
を受診した中等度細気管支炎の 24 ヵ月未満の小児を集めた。患者たちは、不透明で密封された封筒
を用いて HFWHO 群(空気酸素比 1:1 の最大流量 1L/kg/分で 20L/分を上限、結果として最大吸入酸
素濃度[fraction of inspiratory oxygen：FiO2] 0.6)あるいは標準治療群(乳幼児経鼻カニューラによ
る低温酸素 100%、低流量から最大 2L/分)のいずれかへとブロックサイズ４で無作為に割り振られ
(1:1)、誕生時の在胎月齢によって階層化された。主要アウトカムは無作為化から最後の酸素治療使
用までの時間とした。無作為割り付けされた小児はすべて、一次および二次安全性解析に含まれた。
こ の 試 験 は the Australian New Zealand Clinical Trials Registry 、 ナ ン バ ー
ACTRN12612000685819 に登録されている。
【結果】 2012 年７月 16 日から 2015 年５月１日までの間に、我々は 202 名の小児を無作為に
HFWHO 群(101 名)または標準治療群(101 名)のどちらかへと割り当てた。離脱時間の中央値は標準
治療群で 24 時間(95%CI 18－28)、HFWHO 群で 20 時間(95%CI 17－34)だった(生存分布における
差異のハザード比[HR]0.9 [95％CI 0.7－1.2]；log rank p=0.61)。HFWHO 群(14 名[14％])では標準
治療群(33 名[33％]；p=0.0016)に比べて治療失敗となった小児が少なく、これらの小児のうち
HFWHO 群の方が標準治療群よりも治療失敗に至るまでにより長期間サポートされていた(HR
0.3；95%CI 0.2－0.6；p<0.0001)。標準治療群で治療失敗となった小児 33 名のうち 20 名(61％)は
HFWHO によって救護されていた。標準治療群の小児 12 名(12％)が集中治療施設への転室が必要で
あったのに対して、
HFWHO 群では 14 名(14％)だった(差異 －１%；95%CI －７ to 16；p=0.41)。
４つの有害事象が発生し(HFWHO 群で酸素飽和度の低下と濃縮吸入、標準治療群で酸素チューブの
断線２例)、どの例も試験からの脱落には至らなかった。酸素に関連した重篤な有害事象は起こらな
かった。二次有効性アウトカムは結果のセクションで報告する。
【考察】 HFWHO は標準治療に比べて有意な酸素吸入時間の減少には繋がらず、中等度の細気管
支炎における基礎疾患の経過を HFWHO の早期使用では修正できないことを示唆している。
HFWHO は高コストの集中治療を必要とする小児の割合を減らすために救援治療としての役割があ
るのかもしれない。
(389；930-39：Elizabeth Kepreotes et al：MARCH 4,2017)
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◆病室の強化消毒と多剤耐性菌や C difficile の保菌
および感染(the

Benefits of Enhanced Terminal Room Disinfection study)◆

【背景】 入院患者は、環境表面の不十分な消毒により多剤耐性菌や Clostridium difficile に感染し
得る。我々は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(meticillin-resistant Staphylococcus aureus)･バンコ
マイシン耐性腸球菌(vancomycin-resistant enterococci)･ C difficile ･多剤耐性アシネトバクター
(multidrug-resistant Acinetobacter)の保菌や感染について病室の消毒(患者が入院していた病室の
消毒)における３つの強化消毒法の有効性を判定した。
【方法】 我々は、
米国南東部の９つの病院において、
実用的クラスター無作為化交差試験を行った。
標的とする微生物に感染またはコロニー形成した患者が退院した病室を、４つの方法(①標準法[C

difficile 以外には第４級アンモニウム消毒剤、C difficile には漂白剤を使用]；②紫外線[C difficile 以
外には第４級アンモニウム消毒剤＋殺菌紫外線{UV-C}ライト、C difficile には漂白剤＋UV-C を使
用]；③漂白剤；④漂白剤＋UV-C)のうち 1 つで最終的に消毒した。目標とされた病室に次に入院し
た患者を曝露された患者と見なした。すべての消毒方法を７ヵ月ずつ４つ連続して各病院で行った。
消毒方法の順序は各施設を無作為に割り付けた(1:1:1:1)。主要アウトカムは、曝露された患者での標
的とする微生物すべての感染またはコロニー形成の発生率と、
包括解析集団において曝露された患者
の C difficile 感染率とした。この試験は ClinicalTrials.gov、ナンバーNCT01579370 に登録されて
いる。
【結果】 31226 名の患者が曝露され、21395 名(69％)がすべての試験対象患者基準を満たした。そ
のうち 4916 名は標準法群、5178 名は UV-C 群、5438 名は漂白剤群、5863 名は漂白剤＋UV-C 群
だった。標準群では、曝露期間 22426 日の間に 115 名で主要アウトカムがみられた(51.3 例/10000
曝露日)。標準法に紫外線殺菌を追加すると、曝露患者での標的微生物による感染･保菌の頻度は有意
に低下した(n=76；33.9 例/10000 曝露日；相対リスク[RR]0.70、95％CI 0.50－0.98；p=0.036)。漂
白剤群(n=101；41.6 例/10000 曝露日；RR 0.85、95％CI 0.69－1.04；p=0.116)または漂白剤＋
UV-C 群(n=131；45.6 例/10000 曝露日；RR 0.91、95％CI 0.76－1.09；p=0.303)では、曝露患者に
おける主要アウトカムにおいて統計的な低下は見られなかった。同様に、曝露患者での C difficile
感染の頻度は、
漂白剤による消毒に UV-C を加えても変化はみられなかった(n=38 vs 36；30.4 例 vs
31.6 例/10000 曝露日；RR 1.0、95％CI 0.57－1.75；p=0.997)。
【考察】 汚染された健康管理環境は病原菌保菌の重要な感染源となり、病室の強化消毒はこの危険
性を減少させる。
(389；805-14：Deverick J.Anderson et al：FEBRUARY 25,2017)

◆禁煙サービス利用促進のための個別のリスク情報と
入門セッションの有効性(Start2quit)◆
【背景】 国民健康保険(National Health Service)の禁煙サービス(Stop Smoking Services：SSSs)
は喫煙者の禁煙を支援しているが、参加率は低く、最近では減少傾向を示している。我々は、SSSs
への参加において２つの要素からなる個別介入の有効性を評価することを目的とした。
【方法】 我々は、イギリスで 18 の SSSs においてこのランダム化比較試験を行った。現在も喫煙
している者(16 歳以上)が 99 の一般診療所での診療記録から割り出され、それぞれの一般開業医によ
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り参加を促された。同意が得られて禁煙意欲のある過去 12 ヵ月以内に SSS に参加していない者を、
各人に合わせたリスクを示す手紙と地域の SSS によって運営されている義務ではない入門セッショ
ンへの参加案内を受け取る群(介入群)、あるいは地域の SSS を通知する標準的で包括的な手紙を受
け取る群(対照群)のいずれかへと、コンピューター処理の置換ブロック(ブロックサイズ５)無作為化
法により振り分けられた(3：2)。ランダム化は性別によって層別化された。個別の手紙と入門セッシ
ョンへの案内状を受け取る参加者をマスキングすることはできなかった。
個別の手紙は研究助手によ
って作成されたが、研究チームの残りの者はグループの割り当てをマスクされた。一般開業医、実務
スタッフ、SSS のアドバイザーは患者の割り当てを知らされていなかった。主要評価項目は、ラン
ダム化から６ヵ月以内に SSS コースの初回セッションへ参加することとした。我々は、包括解析に
よって解析した。この試験は Current Controlled Trials、ナンバーISRCTN 76561916 に登録され
ている。
【結果】 2011 年 1 月 31 日から 2014 年 7 月 12 日までの間に、参加者の募集、ベースラインデー
タの収集、介入の提供、および参加者の追跡調査が行われた。我々は、喫煙者 4384 名を介入群
(n=2636)または対照群(n=1748)へと無作為に割り当て、4383 名の参加者が包括解析集団に含まれた。
SSS コースの初回セッションへの参加率は、
対照群よりも介入群の方が有意に高かった(458 [17.4％]
vs 158 [9.0％]参加者；未補正オッズ比 2.12 [95％CI 1.75－2.57]；p<0.0001)。
【考察】 入門セッションの案内状と一緒に個別のリスク情報を提供することは、サービスを受ける
ための標準的で一般的な案内状と比較して SSS への参加オッズが２倍以上となった。この結果は、
地域サービスを体験する機会と組み合わせたより先回り的なアプローチが、
治療の受け入れに対する
患者側の垣根を下げ、取り組む者を増やす高い可能性をもっていることを示している。
(389；823-33：Hazel Gilbert et al：FEBRUARY 25,2017)
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