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症例例 　62歳⼥女女性
【主訴】発熱、呼吸苦
【現病歴】
⾼高⾎血圧で近医通院中のADL⾃自⽴立立した⽅方。
来院5⽇日前より咽咽頭痛、咳嗽があったが、
2⽇日間程度度で⾃自然に軽快した。
来院前⽇日より38.8℃の発熱と湿性咳嗽を
伴うようになったため、当院救急外来を
受診した。
【既往歴】⾼高⾎血圧
【処⽅方薬】アムロジピン5mg1T1X朝



胸部レントゲン	

Consolidationあり



肺炎の診断
・発熱、咳嗽、喀痰の臨臨床症状
・バイタル：体温38.2℃、脈拍88回/分
⾎血圧138/76mmHg、呼吸数26回/分、SpO2  97%
（RA）
・⾎血液検査：WBC12560/μl、CRP8.7mg/dl
・喀痰培養と⾎血液培養2セットは提出済み
⇛ 　市中肺炎の診断
CURB−65は1点（呼吸数のみ）
⾼高齢でもあり、⼊入院加療療の⽅方針とした



指導医とのやりとり	

•  指導医	  
「重症度は軽症だね。市中肺炎で一般病棟へ
の入院患者なので、サンフォードではβラクタム
＋マクロライドか、キノロンを推奨しているね」	  
•  研修医	  
（でも、大葉性肺炎で、細菌性が疑わしい状況
なのに、非定型肺炎のカバーって必要なのか
な・・・？）	



Up  to  Dateでは

Treatment  of  community-‐‑‒acquired  pneumonia  in  adults  who  require  
hospitalizationより

Βラクタム
 　第3世代以上のセフェム系
（CTRX、CTX、Ceftaroline）
 　カルバペネム系
（Ertapenem）
 　ペニシリン系（ABPC/SBT)

マクロライド
（AZM、CAM、EM）

Or
テトラサイクリン
（DOXY）

原因微⽣生物が特定されていない状況では経験的治療療
を⾏行行うことが推奨される（⾮非ICU病棟）
以下のレジメンはIDSA/ATS  guidelines（2007）による

フルオロキノロン単剤
（LVFX、MFLX）OR	



⽇日本のガイドラインでは
細菌性肺炎と⾮非定型肺炎を鑑別し、
⾮非定型肺炎が考えにくい時はβラクタム単剤
で治療療を⾏行行うよう推奨している

本症例例に当てはめて考えると
細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別	

1. 年齢60歳未満	

2. 基礎疾患がない、あるいは、軽微	

3. 頑固な咳がある	

4. 胸部聴診上所見が乏しい	

5. 痰がない、あるいは、迅速診断法で原因菌が証明されない	

6. 末梢血白血球数が10000/μL未満	

日本呼吸器学会　市中肺炎診療ガイドライン	

☓	

☓	

☓	

☓	

○	

○	

本症例例に 　 　
当てはめて 　
考えると
2/6であり
⾮非定型肺炎は
否定的
	

4/6以上合致で⾮非定型肺炎疑い
感度度77.9%、特異異度度93%



海外のガイドラインに従えば
CTRX1g  q24h+AZM500mgq24h
といった治療療になる。

しかし、このケースは典型的な⼤大葉葉性肺炎であ
り、⾮非定型肺炎の可能性は低いと考えた。
マクロライドを加える必要があるのだろうか？



疑問

⼀一般病棟（⾮非ICU病棟）に⼊入院した市中肺炎の患者
に対して、経験的治療療をする際に、βラクタムにマ
クロライドをルーチンに併⽤用するべきか



EBMの実践 　5  steps
Step1 　疑問の定式化（PICO）

Step2 　論論⽂文の検索索

Step3 　論論⽂文の批判的吟味

Step4 　症例例への適⽤用

Step5 　Step1-‐‑‒4の⾒見見直し
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Step1 　疑問の定式化（PICO）

P：66歳日本人の市中肺炎患者	  
	  
	  I：βラクタムにマクロライドを併用した場合	  
	  
C：βラクタム単剤と比較して	  
	  
O：肺炎による死亡率が減少するか	

治療療の論論⽂文を検索索する
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Step2 　論論⽂文の検索索
	

•  Pub  Medを使⽤用
•  Community  aquired  pneumonia  
macrolide  beta-‐‑‒lactum  で検索索

•  3番⽬目に出てきた
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Step3 　論論⽂文の批判的吟味
	

JAMA  evidence
「Usersʼ’  Guides  to  the  Medical  Literature」  

を参考に批判的吟味を⾏行行った。  



論論⽂文の背景
•  市中肺炎は⼊入院・死亡の主要な原因疾患である
•  ガイドラインでは⾮非ICU病棟へ⼊入院する患者に対し
て、βラクタムにマクロライドかキノロンを併⽤用、
もしくはキノロン単剤を勧めている

Clin	  Infect	  Dis	  2007;	  44:	  Suppl	  2:	  S27-‐S72.
•  しかし、上記の治療療は耐性化が問題となりそう

Clin	  Infect	  Dis	  2005;	  41:	  118-‐21.
•  マクロライドをβラクタムに追加したほうがいいと
いう提⾔言は、観察研究に基づくものであり、エビデ
ンスに乏しい

BMJ	  1997;	  315:	  1151-‐4.
•  キノロン単剤がβラクタム単剤に対して優れている
ということは証明されていない

Cochrane	  Database	  Syst	  Rev	  2012;9:	  CD004418.



論論⽂文のPICO
P:2011年年2⽉月〜～2013年年8⽉月までに、オランダの7つ
の病院において、臨臨床的にCAPと診断され、⾮非ICU
病棟に⼊入院し、抗⽣生剤加療療が必要な18歳以上の患者

I：βラクタム単独治療療

C：βラクタム＋マクロライド 　
 　 　もしくはキノロン単独

O：90⽇日死亡率率率は劣劣らないか



Patient:Inclusion	  Criteria

•  18歳以上
•  臨臨床的に市中肺炎が疑われる
•  抗⽣生剤加療療が必要
•  ⾮非ICU⼊入院患者



肺炎の診断基準について

実際、肺炎は臨床症状・胸部画像・血液検査などで診断しており、実臨床に合致している	



Patient:Exclusion	  Criteria	

嚢胞性線維症患者
G病院だけはCURB-‐‑‒65で1点以下を除外



倫倫理理的配慮

倫倫理理的配慮の記載もされている



Intervention＆Comparison

Βラクタム単剤・Βラクタム＋マクロライド・キノロン単剤
の⽐比較
2005年年オランダのガイドラインに従って抗⽣生剤は選択
アレルギーや培養結果判明等の医学的理理由がなければ、割
り当てられた抗⽣生剤治療療を⾏行行う



Outcome

Primary  Outcome：90⽇日以内の総死亡率率率
Secondary  Outcome：
 　①経⼝口抗菌薬への変更更までの⽇日数
 　②⼊入院期間
 　③合併症の発⽣生率率率



治療に関する論文のユーザーズガイド

①結果は妥当か

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



患者はランダム割り付けされていたか
ランダム化割付は隠蔽化されていたか

ランダム割付されている
（コンピューター割付であり恐らく隠蔽化されている）



実際の抗生剤の割り当てについて	



既知の予後因⼦子は
群間で似ていたか

ベースラインは
3群間でほぼ同等で
あった



研究はどの程度度盲検化されているか

記載なく、盲検化されていない
→ 　バイアスが⼊入る余地あり

但し、盲検化してないため、治療療を早く 　
開始できるというメリットがあるという 　
記載はあった。



追跡率率率はそれぞれ99.7%、99.9%、99.9%であった。
全てIntention-‐‑‒to-‐‑‒treat解析されている
試験の早期中⽌止もない
サンプルサイズは2283⼈人であり⽬目標(2000⼈人)を達成している



Primary  Outcome
•  90⽇日以内の総死亡率率率
•  ⾮非劣劣性試験
•  予測死亡率率率  5%
•  ⾮非劣劣性マージン  3%
•  α＝0.05
•  Power＝80%
•  サンプルサイズは各レジメンで650⼈人と推定
•  脱落落を考慮して各レジメン700⼈人を⽬目標



ITT解析では、予め設定していた3%のマージンよりも
90%信頼区間では死亡率率率に差はなかった

結果は何か
Primary  Outcome



Strategy-‐‑‒adherent解析・Antibiotic-‐‑‒adherent解析では、
同様に予め設定していた3%のマージンよりも
90%信頼区間では死亡率率率に差はなかった。

結果は何か
Primary  Outcome

ただし、このデータのみ	  
非劣性は示せていない	



Secondary  
Outcoms

①経⼝口抗菌薬への変更更
までの⽇日数
⇛キノロン群で優位に
      早かった

②⼊入院期間
③合併症の発⽣生率率率
⇛3群間で差はなかった
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Step4 　症例例への適⽤用
	

本症例例はInclusion  Criteiraに合致している
Exclusion  Criteriaにも該当しない
Base  line  Characteristicの患者群と⼤大差なし
⇛本論論⽂文の要件を満たしている



Step4 　症例例への適⽤用
	

結局CTRX1g  q24hのみで治療療を⾏行行うこととした
経過は良良好であり、翌⽇日には解熱した
喀痰培養の結果は肺炎球菌（PSSP)であったため、
CTRX投与は5⽇日間で終了了
6⽇日⽬目に⾃自宅宅退院となった



⾃自分の患者にとって、本当に⼤大切切
なOutcomeが吟味されているか？

•  死亡率率率という患者にとって最も重要な      
要素がPrimary  outcomeとして吟味され
ていた

•  ただし、本症例例は仕事や家族のこともあ
り、早期退院も希望していた
→ 　Secondary  outcomeとして、⼊入院⽇日
数も吟味されており、いずれの治療療群で
も優位な差は⾒見見られなかった
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Step1-‐‑‒4の⾒見見直し	

Step1 　疑問の定式化（PICO）
軽症〜～中等症の肺炎で、⾮非ICU病棟に⼊入院している患者に対して、βラクタム
系抗⽣生剤にルーチンにマクロライドを併⽤用するべきか疑問に感じた。

Step2 　論論⽂文の検索索
Pubmedを⽤用いて、検索索⽤用語を「  Community  aquired  pneumonia  
macrolide  beta-‐‑‒lactum  」にすることで論論⽂文を絞り込むことができ、短時間
で論論⽂文を検索索できた

Step3 　論論⽂文の批判的吟味
JAMA  userʼ’s  guideを⽤用いて論論⽂文の内的妥当性を検討した。
盲検化がされていないため、バイアスが⼊入る余地があると考えた。  

Step4 　症例例への適⽤用
本症例例では⾮非定型肺炎は考えにくかったことや、本⼈人の全⾝身状態も良良好であり、
⽂文献が⽰示す通り90⽇日死亡率率率と⼊入院期間についての⽂文献のデータをふまえて、β
ラクタム単剤での治療療を⾏行行った。



追記：⾮非定型肺炎について
•  本論論⽂文では、BL群において、⾮非定型肺炎を疑って 　 　 　
プロトコールを外れた症例例が53例例（8.1%）⾒見見ら
れた

•  ⽇日本では、⾮非定型肺炎の鑑別点が提⽰示されている
が、本論論⽂文では⾮非定型肺炎を疑った理理由や鑑別点
が記載されていない

•  尿尿中レジオネラ抗原の記載はあるが、マイコプラ
ズマやクラミジアなどについての検査の詳細が記
されていない

盲検化されていないことも加味すると、
抗⽣生剤の選択にバイアスがかかっている可能性あり



まとめ
•  市中肺炎に対してβラクタム系抗⽣生剤の単剤
使⽤用でも、マクロライド併⽤用やキノロン単
剤と⽐比べて劣劣らないことが⽰示された

•  耐性菌の観点からも、軽症〜～中等症の⾼高齢
者の市中肺炎に対するマクロライド系抗⽣生
剤の併⽤用は、ルーチンで⾏行行うのではなく、
症例例を選んで⾏行行うと良良いと考えられる


