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80歳男性

• アルツハイマー型認知症で他院からドネ
ペジル10mgを処方されている。誤嚥性肺
炎で入院した際、10剤の内服をされてお
り薬の中止を検討した。

• 薬の中止を相談した患者家族よりドネペ
ジルはどれくらい認知症に効いているの
かと質問を受けた。

• MMSEは当院では24点。パーキンソニズム
や脳梗塞/頭部外傷の既往歴はなし。



Clinical question

ドネペジルは

早期のアルツハイマー型認知症
患者にどれくらい効くのか？



EBMの5 Step

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



Step 1 疑問の定式化

P: 早期のアルツハイマー型認知症患者に

I：ドネペジルを投与した群は

C: Placeboを投与した群と比較し

O: 認知症の進行を抑えるか



Step2 論文の検索

• Up to dateでCholinesterase inhibitor in the treatment of 
dementiaの章を参照。Early stage ADに対する上記の論文
を選択した。





論文のPICO Patient

<Inclusion criteria>

50• -92歳

12• ヶ月以内にprobable ADと診断

Modified • Hachinski ischemia score 4点以下

Clinical Dementia Rating Scale(CDR)• で0.5〜
1.0点（Very mild〜Mild dementia)

MMSE • 21-26点

CDR• で「home and hobbies, community 
affairs, Personal care」で各々2点以下で合
計が2-4点







CDRの合計は上記の点数を持ってアルゴリズムで計算されます

http://www.biostat.wustl.edu/~adrc/cdrpgm/index.html



論文のPICO Patient

<Exclusion criteria>

認知機能低下• がPsychiatric or neurologic 
disorder（StrokeやParkinson）に起因する
可能性がある時

頭部外傷後•

過去• にコリンエステラーゼ阻害薬で治療



論文のPICO Intervention＆

Comparison

• Intervention :ドネペジル5mgを6週間、その後
10mgに増量。合計24週。

• Comparison : Placeboを内服

• 10mg飲めない場合は終了

• ドネペジル 2:Placebo 1で割り付け



論文のPICO Outcome

Primary endpoint

ADAS cog• 10 total scoreの変化

Secondary endpoint

MMSE• 、CDR-sum、CMBT、The apathy scaleの
変化

Patient global assessment scale•

評価• はbaseline, 6週おきに24週まで。

Adverse effect• も各々の評価の際に調査。



ADAS cog10 total scoreとは

• Alzheimer’s Disease Assessment Scale-
cognitive subscale

• 単語再生、口頭言語能力、言語の聴覚的
理解、自発話における喚語困難、口頭命
令に従う、手指及び物品呼称、構成行為、
観念運動、見当識、単語確認、テスト教
示の再生能力の項目により評価。

• 点数は0-70点（正常→重度）



論文の批判的吟味

ランタ• ム゙割り付けされているか

Baseline• は同等か

結果• に影響を及ぼすほどの脱落があるか

ITT• 解析か

• 盲検化されているか

症例数• は十分か

結果• の評価



患者はランダム割り付け？＆隠蔽
化？

• Multicenter, randomized, double-blind, 24-
week, placebo-controlled study that enrolled 
patients with early-stage Alzheimer disease. 

• ランダム化、隠蔽化されている。



Baselineは同等か？

The treatment groups •

were similar with respect 
to scores on screening 
and baseline neuropsy-
chologic and cognitive 
tests 

表上• は同等である。



Follow upはされていたか
ITT解析は？

• 脱落者あり

• ITT解析はされている

結果に影響をおよぼす脱落は

ドネペジル• 群で73％、Placebo群で81％。80％
を下回っているがITT解析されている.

ITT• 解析はLOCF(Last observation Carried forward)
で最終観測値が使われており、脱落が多いた
め、影響した可能性がある。



盲検化されているか？

• Double-blindである。

• 症例数に対しての記載はStastistical analysis
には記載がないが、各々の結果に有意差
が出ており症例数は十分であったと考え
られる。

症例数は十分であったか



Result



治療を完遂できたのは
Donepezil群で73%
Placebo群で81%
であった。



12• 週よりDonepezil群でPlacebo群に比べ改善が見られ、24週
で2.4pointの差となった

Primary endpointについて



• MMSEについては6週で差が付きはじめ、24週でも継続し
1.8pointの差であった（有意差あり）。

Secondary endpointについて



その他の結果

CMBT• のverbal and visual memoryで
Donepezil群はPlacebo群より向上が見られ
た（有意差あり）。

Apathy scale• はDonepezil群の方が高かった
（有意差なし）。

Patient global assessment scale• に有意な変化
はなかった。



• 15/96 (16%)でDonepezil群は副作用でやめている。Placebo群
は5/57(9%)。

• 消化器症状、倦怠感、不眠、外傷などの率はDonepezil群に
多かった(有意差はなし）



Step 4 症例への適応

MMSE• は24点であり、他疾患の除外などは
十分出ない可能性はあるが、アルツハイ
マー型認知症として本患者は論文の対象
と大きな差は無いと考えた。

家族• にはドネペジルを内服することで認
知症のテストの点数は改善するが、それ
が本人に改善の実感をしてもらえるかは
わからないと答えた。



Step 4 症例への適応

• また消化器症状/倦怠感/不眠/外傷といっ
た副作用が多い可能性があると伝えた。

• 現在は大きな副作用は見られていないた
め、内服は継続し副作用が出てこないか
など経過を見る方針とした。



Step 5 Step1-4の見直し

Step 1

• アルツハイマー型認知症にドネペジルを投与す
ることで患者にどのような効果があるのか疑問
に思った。

Step 2

• 適切な論文選択ができた。



Step 5 Step1-4の見直し

Step 3

• Donepezil群でADAS cog 10やMMSEの改善が見られ
た。

• 一方でPatient global assessment scaleに変化はなく、
副作用も多い傾向にあった(有意差なし）

Step 4

• 現在は大きな副作用が出ていないため家族と相談
の上、内服を継続し副作用のなどの経過を見る方
針とした。



論文のまとめ

早期• のアルツハイマー病に対して
Donepezil群でADAS cog 10やMMSEの改善が
見られた。

一方• でPatient global assessment scaleに変化
はなく、副作用も多い傾向にあった(有意
差なし）


