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【主訴】  なし	

【現病歴】	

高血圧症と脂質異常症で、当院外来に通院中であった。	

担当医の異動に伴い、本日より主治医が変更となった。	

【既往歴】高血圧症、脂質異常症	

【薬剤歴】アムロジピン5mg、バイアスピリン100mg	

	

症例　73歳男性	



高血圧、脂質異常症の既往がある73歳男性	
	

外来患者さんの引き継ぎとなり、診察を行った。	
ところが、薬剤歴の中にバイアスピリンを内服していた。 
	

前医に問い合わせしたところ、高齢であり高血圧と脂質
異常症があるので、バイアスピリンは予防的に内服させ
ていたことがわかった。	

症例のまとめ&経過	



疑問	

バイアスピリンは、脳梗塞や心筋梗塞の	
一次予防に有効なのだろうか？	



Up to dateを調べてみた	

9つのCVDの一次予防に関する研究から、アスピリンは、初回の心
筋梗塞を減少させるが、致死的脳卒中や心臓死は減らさなかった。	
個々の患者のCVDリスクと出血リスク評価に基づいて、判断する必
要がある。	

曖昧な表現で、よく分からない	



CVDの一次予防に対する、低用量アスピリンの有効性を評価するため6つの試験のメタ
解析を行った。(95000人以上の男女を対象)	
低用量のアスピリンは、非アスピリンと比較して、重症な血管イベントを12％減少させた。	
(年間イベント率は、アスピリン群0.51%、非アスピリン群0.57%,P=0.001)	
しかし、この有意差は非致死的心筋梗塞が、20%減少したことが大きく影響していた。	
またアスピリンは、対照と比較して主要な消化管出血や頭蓋外出血を増加させた。	
 (年間増加は、アスピリン0.10%，対照群0.07%; P < .001)	

Up to dateを調べてみた	

Lancet. 2009;373(9678):1849.	

Arch Intern Med. 2012;172(3):209.	

さらに、その後３つのCVDの一次予防に関する研究が発表されたために、それらを含めた	
メタ解析が行われた。(95000人以上の男女に、さらに6000人を追加) 
結果は、前回と同様であった。	

PRIMARY PREVENTION OF CVD	
Meta-analyses	

有効性もあるが、出血の有害事象もみられた	



FDAでも、一次予防としてのアスピリン使用を推奨していない	



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(PICO)	

×  P：高血圧の既往がある73歳日本人男性	

×  I：アスピリンを内服した場合	

×  C：プラセボ	

×  O：脳梗塞・心筋梗塞によるが減少するか	

治療の論文を検索する	



Step2　論文の検索	

×  Pub Medを使用	

×  aspirin /primary prevention /Japaneseで検索	

×  1番目に出てくる	





Step3　批判的吟味	

JAMA evidence	

「Users’ Guides to the Medical Literature」	

を参考に批判的吟味を行った。	



論文の背景	

•  世界保健機関（WHO）は、心血管疾患による世界の年間死亡率は2030年までに2500万
に近づくと推定している。	

•  日本では心血管疾患の最近の研究で、1960〜2000年まで喫煙率が低下し、高血圧の
コントロールが大幅に改善した。この期間に脳卒中発生率の減少傾向が鈍化し、心筋
梗塞の発生率は変化していない。	

•  2030年までに日本の人口の32％が65歳以上になると推定されており、アテローム性動
脈硬化症の予防は、日本の重要な公衆衛生上の課題である。	



論文のPICO	
×  P (Patient)	

2005年3月～2007年6月までに、開業医を受診したアテローム性疾患
がない60-85歳の日本人で、高血圧、脂質異常症、糖尿病とスクリー
ニングで診断された患者 	

×  I (Intervention)	

アスピリン100mg内服 	

×  C (Comparison)	

アスピリン服薬なし 	

×  O (Outcome)	

心血管系の死亡（心筋梗塞、脳梗塞、他の心血管系） 
非致死的脳卒中（はっきりしない脳血管障害を含む梗塞/出血）非致
死的心筋梗塞が減少するか	 
	



論文のPICO	
P (Patient)	

Inclusion criteria	

スクリーニング時に以下のいずれかを満

たすもの	

①日本高血圧のガイドライン基準	

　　SBP≥140mmHgまたはDBP≥90mmHg	

②脂質異常症 

　　総コレステロール≥220mg/ dl以上 

　　LDLコレステロール≥140mg/ dL以上 

　　HDLコレステロール<40mg/ dL以上 

　　TG≥150mg/ dL	

③糖尿病 

　　空腹時朝血糖≥126mg/ dL以上 

　　随時血糖≥200mg/ dL未満   or	

　　75 gOGTTで2時間後血糖≥200mg/ dL	

　　HbA1c≥6.5％	



論文のPICO	

P (Patient)	

exclusion criteria	

①冠動脈疾患・脳血管疾患の既往（TIAを含む）	

②手術や介入が必要なアテローム性動脈硬化症	

③心房細動（確定または疑われる）	

④消化性潰瘍または出血傾向がある患者(von Willebrand病など） 

　　血液異常を有する患者（凝固因子欠乏症など）	

⑤アスピリン喘息・アスピリンorサリチル酸に過敏症の既往歴がある	

⑦抗血小板薬、抗凝固薬内服、またはNSAIDs長期的内服中	

⑧抗血小板薬（チクロピジン・シロスタゾール・ジピリダモール・トラピジ　　	

　　ルなど）、抗凝固薬（ワルファリンなど）の使用が登録後に禁止	



論文のPICO	

I (Intervention)	

アスピリン100mg＋他の必要な薬剤は継続投与	

C (Comparison)	

アスピリン服薬なし＋他の必要な薬剤は継続投与	



論文のPICO	

O (Outcome)	

Primary outcome	

心血管系の死亡（心筋梗塞、脳梗塞、他の心血管系）	

非致死的脳卒中（はっきりしない脳血管障害を含む梗塞、出血）	

非致死的心筋梗塞 	 	

Primary outcome	



論文のPICO	

①  心血管疾患による死亡	
②  非心臓の原因による死亡	
③  非致死的脳卒中（虚血性または出血性）	
④  非致死的心筋梗塞、TIA、狭心症、手術や介入を必要とする動

脈硬化性疾患	

⑤  輸血または入院を必要とする重大な頭蓋外出血	

Secondary outcome	



論文のPICO	

倫理的配慮の記載もされている	



１：結果は妥当か	

ランダム割り付けされている	
ランダム割り付けが隠蔽化されている	

介入群と対照群は同じ予後で開始したか	



ベースラインは2群間で同等であった	

１：結果は妥当か	



１：結果は妥当か	

×  ランダム化割り付けされているか？	

×  コンピューター割り付けでランダム化されている	

×  隠蔽化もされている	

×  全ての患者の転帰が結果に反映されているか	

×  修正ITT解析されている	

×  脱落率は10.5%	

	



１：結果は妥当か	

l  盲検化されているか？	

日本薬事法でプラセボによる盲検化が認められなかった	

l  サンプル数は計算されているか？	

10000人のサンプルが必要と計算されている	

l  試験は早期中止されているか？	

中止された（これ以上継続しても有意差がでないと判断） 
Follow up期間　5.02年(四分位範囲, 4.55–5.33) 	

	



アスピリン群	
56+137=193人	

アスピリンなし群	
56+151=207人	

Primary outcome	

2：結果は何か	



イベントあり	 イベントなし	 合計	

アスピリン群	 193人	 7027人	 7220人	

アスピリンなし群	 207人	 7037人	 7244人	

合計	 400人	 14064人	 14464人	

治療効果の大きさはどれくらいか	
追跡期間：5.02年	
アスピリン群の発症率=193/7220=2.67%	
アスピリンなし群の発症率=207/7037=2.86%	
RRR=93.3%	
ARR=0.19	
NNT=526	

Primary outcomeの発症率の比較	

2：結果は何か	



有効性副次評価のうち、非致死的心筋梗塞とTIAのみに有意差あり	

重篤な頭蓋内出血のハザード比は、1.85(95%CI:1.22-2.81,p=0.004)　	

2：結果は何か	



出血あり	 出血なし	 合計	

アスピリン群	 62人	 7158人	 7220人	

アスピリンなし群	 34人	 7210人	 7244人	

合計	 96人	 14368人	 14464人	

有害事象の大きさはどれくらいか	
アスピリン群の発症率=62/7220=0.86%	
アスピリンなし群の発症率=34/7244=0.47%	
ARR=0.39	
NNH=256	

重篤な出血の発症率の比較	

NNH/NNT ratio=は256/526=0.486＜１	

有益性よりも害の方が多いという結論になる！	

2：結果は何か	



Step4　症例への適用	

患者のベースラインと本論文のベースラインを比較	
•  73歳男性	
•  高血圧、脂質異常症の既往	
	

その他の除外基準は含まれていない	
本論文の要件を満たしている	



本症例の経過	

バイアスピリンを内服することによる、長所・短所を	
本人・家族を含めて話し合いをし、バイアスピリンは内服
を中止する方針となった。	



Step5　1-4の見直し	

高血圧、脂質異常症の既往がある73歳男性	
	
バイアスピリンを内服することの長所・短所を考えると	
今回の文献から、NNH/NNT比=0.486と１以下であり	
有害事象の方が多いと考えられる。	
	

この論文の内容を適応するに当たって、
他に考慮すべきことは？	



脱落率が高い？	

Lost to follow-up	
アスピリン群:791人	
アスピリンなし群:753人	
が追跡不能となっている。約10%	

→ここで脱落率ということに着目すると、	
アスピリンのアドヒアランスは結構悪い！	
	
アスピリン群は、5年後には76％まで低下	
アスピリンなし群は、10％がアスピリン内
服を開始している	
	
これを「脱落」と考えると、上記の追跡不
能の患者数も含めて、追跡率はさらに	
悪くなる	



アスピリンは、「虚血性」の疾患の「予防」に使用される薬剤	
今回の研究は、アスピリンの一次予防に関する研究なので	
Primary outcomeに、脳出血・SAHを入るべきではない！	
	
つまり、Primary outcomeにアスピリンで「予防できる疾患」と
アスピリンで「発症率が上がりそうな疾患」の両方が含まれ
ており、致死的・非致死的心筋虚血か脳梗塞の予防という
観点でNNTを計算すべきではないかと考えた。	
	
またNNHについても、「輸血もしくは入院が必要な出血合併
症」だけではなく、「脳出血・SAH」も合併症として加えて再度
計算してみた。	

Outcomeの設定は正しいか？	

Primary outcome	
心血管系の死亡（心筋梗塞、脳梗塞、他の心血管系）	
非致死的脳卒中（はっきりしない脳血管障害を含む梗塞、出血）	
非致死的心筋梗塞	



Outcomeの設定は正しいか？	

アスピリン群	
2+7+40+83+20+3	
=155人	

アスピリンなし群	
7+9+31+94+38+5	
=184人	

Primary outcome	

Primary outcomeを脳出血・SAHを除いた、致死的・非致死的心筋虚血
か脳梗塞に絞って検討した	



Outcomeの設定は正しいか？	

イベントあり	 イベントなし	 合計	

アスピリン群	 155人	 7065人	 7220人	

アスピリンなし群	 184人	 7060人	 7244人	

合計	 339人	 14125人	 14464人	

治療効果の大きさはどれくらいか	
アスピリン群の発症率=155/7220=2.15%	
アスピリンなし群の発症率=184/7037=2.61%	
ARR=0.46	
NNT=217	

Primary outcome変更後の発症率の比較	



アスピリン群	
5+2+23+8=38人	

アスピリンなし群	
5+4+10+4=23人	

NNHについても、「輸血もしくは入院が必要な出血合併症」だけではなく	
「脳出血・SAH」も合併症として加えて再度計算した。	

アスピリン群 62人	

アスピリンなし群 34人	

合計	
アスピリン群　　100人	
アスピリンなし群　57人	



Outcomeの設定は正しいか？	

出血あり	 出血なし	 合計	

アスピリン群	 100人	 7120人	 7220人	

アスピリンなし群	 57人	 7187人	 7244人	

合計	 157人	 14307人	 14464人	

有害事象の大きさはどれくらいか	
アスピリン群の発症率=100/7220=1.39%	
アスピリンなし群の発症率=57/7244=0.79%	
ARR=0.6	
NNH=167	

重篤な出血の発症率の比較	

NNH/NNT ratio=は167/217=0.77＜１	

やはり、有益性よりも害の方が多い結果に！	



まとめ	

×  アスピリンを処方する場合は、投与することの 
長所・短所を考慮する必要がある	

×  日本人を対象とした本研究では、追跡期間5.02年で 
アスピリン内服とアスピリン内服なしでは有意差はなく、
NNT526であった	

×  また輸血が必要な重篤な出血に関しては、アスピリン内服
はアスピリン内服なしと比較して有意に増加しており、
NNH256	

×  NNH/NNT比=0.486と１以下であり、「心血管リスクが低リス
ク患者」に、アスピリンを内服することは、有害事象の方が
利益よりも上回る	


