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1.症例提示 

64歳 男性 

【現病歴】 

7年前に2型糖尿病の診断で内服治療開始となった方。去年頃より
糖尿病コントロール悪く（HbA1c 10.4%、身長165㎝、体重75㎏）、 

教育入院となった。慢性心不全に伴う下腿浮腫の増悪も認めた。 

【既往歴】心房細動、陳旧性前壁梗塞、脂質異常症、慢性腎不全
【家族歴】心疾患の家族歴はなし 父が腹部大動脈瘤 

【内服歴】グリメピリド、シタグリプチンリン酸塩水和物、メトホルミン、
エナラプリルマレイン酸塩、ファモチジン、トルバプタン、アゾセミド、
スピロノラクトン、ワルファリンカリウム、ビソプロロールフマル酸塩、
ニコランジル、フェブキソスタット 

【生活歴】飲酒：2-4本/日、喫煙：1箱/日 



2. 臨床的疑問 

インスリン導入、内服調整も終了し退院調整となった。
慢性心不全については利尿薬の調整のみでコント
ロール良好となったが、運動習慣もなく飲酒喫煙もや
められていない状況であり心血管リスク因子の改善は
帰宅後も困難であると考えられた。 

 

➡退院後の生活習慣について 

 行動変容を起こすにはどうすれば良いか。 



3. EBMの実践 ～Step 1 : 疑問の定式化～ 

 

 

Population ： 心臓冠動脈疾患をもつ患者 

 

Intervention ： 退院後の生活に介入 

 

Comparison ： 介入なし 

 

Outcome ： 生活習慣病における何らかの要因の改善 



～Step 2 : 論文の検索～ 

＜Pubmedで検索＞ 
 

“lifestyle” 
 

“clinical trial” 
 

“core journal” 
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論文の背景 

• 心血管疾患の2次予防として有効なもの。 

• 内服予防 

• リスクコントロール 

• 生活習慣の是正 
 

• 生活習慣への介入は最も効果的であるが、それに
ついての研究は少ない。 
 

➡冠動脈疾患をもつ患者に文章による介入を行い 

 心疾患リスクを減らすことができるか 

 ランダム化比較試験で評価を行う。 



論文のPICO 

Population ： 冠動脈疾患がある患者 

 

Intervention ： 二次予防についてメール配信 

 

Comparison ： 通常のケア 

 

Outcome ： 心疾患リスク因子の減少 



Inclusion criteria 

• シドニー（オーストラリア）の3次医療機関、大学附属
病院で冠動脈疾患を持つ患者 

 

 

 

 

 

 

• 上記患者で冠動脈疾患があり18歳以上でインフォー
ムドコンセントを取得できるもの 

＜冠動脈疾患の診断＞ 

• カルテに心筋梗塞の記載がある 

• 冠動脈バイパス術後 

• 経皮的冠動脈インターベンション 

• 冠動脈造影：50％以上の狭窄が1本以上の
主冠動脈にある 



Exclusion criteria 

• メール機能を使える携帯電話を持ってない者 

• 英語の文章を十分に理解できない者 

• 先天性心疾患をもつ者 

• 冠動脈奇形をもつ者 



ランダム化比較試験 

 

• 一重盲検       

(担当者、医師） 

 

 

 



ランダム化 

• コンピューターを用いた無作為化プログラムにより割付                 
（隠蔽化） 

 

• 同じコンピューターより介入群に対して自動メール配信を行った。 

 

• 研究担当者に対する盲検を保つために、患者へは退院後に
メールで割り付け内容を知らせた。次回受診前にメールで担当
者および医師に対して自らの割り付け内容を話さないよう伝達。 

 

• 介入群には更に6か月間、予防計画96メッセージ送信した。 



配信内容  

• 週に4回、24週間の送信 

 

• 半個別化メッセージを配信
（メッセージ内に名前の自動
挿入機能あり） 

• リスクに応じて予め指定され
たアドバイス、動機付け、生
活の改善に関する情報が送
信された 

• 返信不可能 

 

※やめたい時はやめられる 

【喫煙】 

【食生活】 

【運動】 

【心臓に良いこと】 



倫理規定 

• 西部シドニーの倫理委員会（Western Sydney Local Health 

Network Human Research Ethics Committe）により下記を
取得された。 

 

• 文章でのインフォームドコンセント 

• 倫理的承認 



解析 

• サンプルサイズの計算：634 人（10％の脱落を許容するなら704人) 

• LDL-C値で10mg/dlの変化を検出する 

• 90%検定力（両側検定、5％有意水準） 

➡このサンプルサイズでは収縮期血圧は5mmHg、BMIでは
1.2で優位差を検出する。 

 

• 予め指定された統計解析計画に従い、SAS version 9.3で分析 

• 元々の割り付け群のまま解析した 

• 主要な分析（ベースライン評価など）：ANCOVA 

• 5項目の心血管リスク：ログ2項回帰分析 

 



（45％が除外） 

介入群 コントロール群 

（2011.9～2013.11） 



Outcomeにおいて、コントロール群：n=358、介入群：n=352であり、
ITT解析されていた。 追跡率：98.3％、脱落率：91.8％ 

介入群 コントロール群 



研究デザイン 

冠動脈疾患を
もつ患者 

コントロール群 
一般的な心臓リハビリなどのケアのみ 

介入群 
4 message/週 を24週間 携帯電話に送信 

Outcome評価後 

アンケート 

割り付け内容
の通知（1通目） 

研究内容の  
詳細（2通目） 

フォロー日程の   
お知らせ（3通目） 

6カ月 

ベースラインの     
心疾患リスク評価 

6ヶ月後の 
心疾患リスク評価 



測定項目 

＜国際的に標準的な方法で下記を測定＞ 

• 空腹時の脂質 

• 血圧：オムロン 

• 脈拍：オムロン 

• BMI 

• ウエスト周囲径 

• 過去、現在の喫煙：一酸化炭素計呼気分析装置 
 

＜自己申告＞ 

• 身体活動：アンケート （the Global Physical Activity Questionnaire） 

• 病歴 （最近7日間の食生活、フルーツ、野菜摂取など） 

• 内服内容 



Patient Characteristics 



Patient Characteristics 



Patient Characteristics 



Patient Characteristics 

Baselineはおおよそ同等であった。 



Outcome 

• Primary outcome 

6カ月後のLDLコレステロール値 

 

• Secondary outcome 

収縮期血圧 

BMI 

総コレステロール値 

ウエスト径 

心拍数 

身体活動量 

喫煙状況 

改善可能なリスク因子の改善割合 

下記項目：4つ以上の改善 

•LDL-C<77mg/dl 

•血圧<140/90mmHg 

•運動習慣（30分の中等度運動を

週5日以上） 

•非喫煙 

•BMI<25 

 



Primary Outcome 

• 介入群で有位にLDLコレステロール値の改善を認めた。 

• しかしLDLコレステロール値<77mg/dlの達成率で言うと、
有意差は出なかった。 

 

 



Secondary Outcome 



Secondary Outcome 

 



介入終了後評価 

便利だった 
理解しやすかった 

少なくとも3/4のメッセージは
読んだ 



文献に対する考察 

素晴らしい点 

• 携帯電話を使った新しい介
入法であり、安くて簡単。 

• 害がない。 

• 多数のリスク因子に介入で
きる。 

今後の課題 

• LDLコレステロール目標達成で
は有意差が出なかった。 

• Outcomeが死亡率でなく、サロ
ゲートマーカーであった。 

• 携帯を使えない人もいる。 

• 言語による壁。 

• 潜在的バイアスの可能性。 

• 完全な盲検化は不可能。 

• 効果がいつまで続くか不透明。 



Step 4: 症例への適応 

• 64歳男性で冠動脈疾患の既往歴、脂質異常症があり、
Inclusion criteriaは満たしており、 

 Exclusion criteriaは満たさない。 

 

＜費用対効果＞ 

１つのメッセージを送るのに0.10＄（米国）かかり、 

全96メッセージでは一人当たり9.6＄（1184円）かかる。 

 

➡もし日本に確立された自動メール配信システムがあれば、 

 損をすることは全くない介入で有り、是非行いたい。 

 本症例は食生活の改善などのプリントを配布し説明した。 

 



Step 5 : step 1-4の見直し 

1. 問題の定式化 

抽象的な臨床的疑問であったため、抽象的なPICOの作成と
なった。 

2. 論文の検索 

PubMedにより比較的短時間で関連のありそうなものを見つ
けることができた。 

3. 論文の批判的吟味 

行動への介入研究であり、アウトカム設定がLDLコレステロー
ルというサロゲートマーカーであった。 

4. 患者への適応 

現実に利用できるシステムではないが文章による繰り返しの
説明により行動変容を起こすことができる可能性を知った。 



4. まとめ 

携帯電話にメッセージを定期的に送ることで 

生活習慣の改善につながり、 

冠動脈疾患のリスク要因を減らすことができる 

可能性がある。 

 


