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症例 

施設入所中の80歳男性 
既往歴：COPD，脳梗塞 
現病歴： 
2日前から38℃台の発熱，来院前日より咳嗽，
膿性痰が出現したため救急要請された 
 

身体所見：体温38.2℃，血圧130/80mmHg， 
心拍数100/分，呼吸数20/分，SpO2 94%(RA) 
右下肺野でcoarse crackles聴取 



症例 
WBC 10,000μL, Neu80%, BUN 24mg/dL,  
Cre 0.6mg/dL, CRP 18mg/dL, Glu 100mg/dL 
pH 7.45, PaCO2 30mmHg, PaO2 70mmHg 

胸部X線：右下肺野に浸潤影あり 
喀痰培養：Streptococcus pneumoniae 2+ 
尿中抗原：未提出 血液培養：陰性 

CURB-65 2点の肺炎と診断 
 
1週間の抗菌薬治療で症状改善したため， 
退院となった 



顛末 

元気な姿で退院される患者さんを見送っていた
ところ，上級医から 

「そういえば，あの人ワクチン接種して
たっけ？」 
「肺炎球菌ワクチンって2種類あるんだ
けど違い分かる？」 
「今度までに調べといてよ．」 



症例の疑問 

 肺炎球菌ワクチンの 
プレベナー®とニューモバックス® 

の2種類は何が違うのか. 
 

 肺炎球菌ワクチンは 
本当に効果があるのか. 
 



肺炎球菌ワクチンの一般的知識 



一般事項 

 一般的に考えられていること 
 

ニューモバックスは高齢者や免疫機能の低下 
した者の肺炎に対する予防効果はない。 

 
 

The Pink Book: Course Textbook - 12th Edition Second Printing (May 2012) 
Pneumococcal disease 



ニューモバックス® PPSV23 

 高頻度にみられる23種類の 
莢膜型の肺炎球菌を型別に培養・増殖 

 各々の型から抽出精製した 
莢膜ポリサッカライドを混合した液剤 

 「侵襲性肺炎球菌感染症にのみ効果あり、 
カバー範囲広い」 

ニューモバックス®添付文書参照 
 



プレベナー® PCV13 

13種類の血清型の肺炎球菌の 
莢膜ポリサッカライドを抽出精製 

 莢膜ポリサッカライドを 
無毒性ジフテリア毒素と結合 

 アジュバントであるリン酸アルミニウム 
に吸着させて不溶性とした不活化ワクチン 

 「肺炎にも効くがカバー範囲は狭い」 

プレベナー®添付文書参照 
 



2つのワクチンの比較 

UpToDate® Pneumococcal vaccination in adults. last updated: Mar 19, 2015. 

PPSV23 
ニューモバックス® 

PCV13 
プレベナー® 



ワクチン接種スケジュール 

MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014; 63:822. 

米国Advisory Committee on Immunization  Practices; ACIP 



ワクチン接種スケジュール 

日本呼吸器学会呼吸器ワクチン検討WG委員会／日本感染症学
会ワクチン委員会の合同委員会「65歳以上の成人に対する肺炎
球菌ワクチン接種に関する考え方」 



閑話休題 



STEP1 疑問の定式化(PICO) 
STEP2 論文の検索 
STEP3 論文の批判的吟味 
STEP4 症例への適応 
STEP5 STEP1-4の見直し 
 

EBMの5STEP 



STEP1 疑問の定式化 

P 施設入所中の高齢者 

I 肺炎球菌ワクチン(PPSV23)接種 

C PPSV23未接種 

O 死亡率 



STEP2 論文の検索 

 



 



 
 
 
 
 
BMJ 2010;340:c1004 PMID:20211953 
 



論文のPICO 

P 1,006人の老人ホーム入居者 

I PPSV23の投与 (n=502) 

C プラセボの投与 (n=504) 

O 肺炎の発症率 (非肺炎球菌も含む) 



論文の背景 

 老人ホーム入居者の肺炎死亡率は高い 
 ワクチン接種率が5%未満になるとアウトブ

レイクが起こる 
 それにも関わらず，PPSV23接種率は低
い 

 施設入居者を対象にPPSV23の有効性を示
したエビデンスはない 

 エビデンスがあれば接種率の向上が期待で
きる 
 



研究デザイン 

 多施設，前向き，ランダム化，プラセボ対照
二重盲検比較試験 

 対象：1,006人の施設入居者 
 介入群： PPSV23 0.5mL筋注 
 対照群： 生食 0.5mL筋注 
 観察期間： 

2006/3/8(~2007/1/25) – 2009/3/31  
最低26ヶ月 
 
 



研究デザイン 

診断方法 

 
 
 

 

毎週老人施設で医療診察 
呼吸器症状があれば 
担当の医師に連絡 
 胸部画像撮影 

(70%は胸部CT) 
 血液培養，喀痰培養， 

尿中抗原 
毎月肺炎や他の疾患の 
治療歴がないか確認 

 

フォロー方法 

 
 
  

肺炎：呼吸器内科専門医 
 臨床症状 
 CXRで新規浸潤影 

肺炎球菌性肺炎 
 血液培養 
 胸水 
 喀痰 
 肺炎球菌尿中抗原 

 
 



研究デザイン 

 



エンドポイント 

1次エンドポイント 
肺炎および肺炎球菌性肺炎

の発症率 

2次エンドポイント 肺炎による死亡数 



対象患者 

Inclusion Exclusion 
老人ホーム入居者 
 (日本の地方) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

易感染者 
骨髄腫 
悪性疾患 
好中球 <1.0x109/L 
低γグロブリン血症 
 HIV感染患者 
移植患者 
透析患者 

コンプライアンス不良が予測 
指示に従えない人 

既に肺炎球菌ワクチン接種 
ワクチンにアレルギー 

 
 
 



Baseline Charcteristics 



倫理的配慮 

対照群はワクチン未接種状態 
肺炎球菌ワクチンは日本で普及していない 
参加者は毎週診察を受ける 
そもそもワクチンの効果は証明されていない 
Informed Consentは近親者から取得している 

倫理的課題は克服できている 



結果 



1次エンドポイント：発症率 

肺炎球菌性肺炎だけでなく 
                          肺炎全体の発症率を下げた 



肺炎球菌性肺炎無発症期間 

©2010 by British Medical Journal Publishing Group 



肺炎無発症期間 

©2010 by British Medical Journal Publishing Group 



2次エンドポイント：死亡率 

©2010 by British Medical Journal Publishing Group 



2次エンドポイント：死亡率 

肺炎球菌性肺炎の死亡率は減少した 
肺炎全体での死亡率に有意差はなかった 



論文の批判的吟味 



①結果は妥当か 
 
②結果は何か 
 
 



①結果は妥当か 



患者はランダム割り付けされていたか 
隠蔽化されていたか 

  Vaccine and placebo were presented in 
identical single dose syringe and needle 
combinations, labelled with sequential study 
numbers only. 

 A statistician who was not on the study team 
carried out the randomisation using a random 
number table, and numbered the containers. 

 
ランダムに割り付けられている 
割り付けは隠蔽化されている 



Baseline Characteristics 

両群の特性はほぼ同等 



どの程度盲検化されたか 

 患者   ◯ 
 介入者(治療者) ◯ 
 outcome評価者 ◯ 
 data解析者  ◯ 
 

四重盲検 



追跡率，脱落率，ITT解析 

追跡率100%，脱落率0% 
エンドポイントはITT解析されている 



サンプルサイズ 

3年間で感染防御効果を約50%と推定 

 検出力80%，有意水準<5%と設定 

 必要な症例数は合計700 

実際のサンプル数 1,006 
結論を出すには充分数 



②結果は何か 



治療効果の大きさはどれくらいか 

ARR 
絶対リスク減少 

NNT 
治療必要数 

RR 
相対リスク 

RRR 
相対リスク減少 

肺炎 8.1% 
(=20.6%-12.5%) 

12.3 
(=100/8.1) 

0.61 
(=12.5/20.6) 

0.39 
(=1-12.5/30.6) 

肺炎球菌
性肺炎 

4.5% 
(=7.3%-2.8%) 

22.2 
(=100/4.5) 

0.38 
(=2.8/7.3) 

0.62 
(=1-2.8/7.3) 



老人ホーム入居者にPPSV23を接種すると  

26ヶ月の観察期間で 

12.3人に対し1人肺炎の発症が減少， 

39%発症率が減少 

22.2人に対し1人肺炎球菌肺炎の発症が減少， 

62%発症率が減少 
 
 
 



死亡率に有意差がないのはなぜか 

考えられる理由 

 フォロー方法の問題 

 サンプルサイズの問題 

 死亡原因の問題 
 



フォロー方法の問題 

 毎週の診察 
 入念な呼吸器症状の観察，拾い上げ 

早期治療介入により 
アウトカムに差が出にくい 



サンプルサイズの問題 

 サンプルサイズは，1次エンドポイントで 
有意差を出すために設定 

死亡率で有意差を出すには 
もっと大きなサンプル数必要 



死亡原因の問題 

肺炎球菌肺炎による死亡が減った分， 
他の原因による死亡が増えた 

 



症例への適応 



患者にとって重要なアウトカムはすべて考慮さ
れたか 
肺炎の発症率，死亡率を考慮 

研究患者は自身の診療における患者と似てい
るか 

施設入居中の日本人男性，肺炎発症予防目的 



 
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 
ニューモバックス® 4,835円 
10-20人の接種で1例の肺炎を減らすことが可能 
肺炎の入院治療 入院期間I(9日) 3623点 



STEP5 STEP1-4の見直し 

論文にたどりつくまでに多大な時間を 
使っていないか？ 

すぐに見つかった 
 

時間を費やし過ぎてはいないか？ 

問題ない 
 

自分の価値観を押し付け過ぎてはいないか？ 

問題ないと思われる 



論文のまとめ 

 施設入居者を対象とした 
   肺炎球菌ワクチンのRCT 

 1次エンドポイント：肺炎発症率 
 2次エンドポイント：肺炎死亡率 
 結果 
肺炎の発症率は下がった 
肺炎の死亡率は変わらなかった 



選択したマネジメント 

 結果として, 肺炎の発症率は下がったが死
亡率は変わらなかった 
 

 退院後の外来で 
肺炎球菌ワクチンの接種を勧めたが, 
 

 本人より「考えてみる」とのことで外来で経過
観察となった 
 



おわりに 

 日本の高齢者では 
PPSV23(ニューモバックス®) が定期接種 

 今後，PCV13 + PPSV23の2種接種が 
スタンダードになる可能性あり 

 PPSV23の接種で 
施設入居者の肺炎発症率を減少 NNT=12 

 肺炎での死亡率減少については不明 
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