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症例：70歳 男性 外来にて

• 糖尿病、⾼⾎圧、脂質異常症にて通院中。
• ⼼筋梗塞で⼊院歴があり、アスピリン内服中。
• 毎年受けているインフルエンザワクチンの話

題になった。

毎年ワクチン受けてるけど、去年はイン

フルにかかりましたよ。あれは効かない

と思いました。やっぱり今年も打ったほ

うがいいんですかね？



「現在のインフルエンザワクチンの予防効
果は完全とは⾔えません。予防効果は、流
⾏株によって異なりますが、打たない場合
と⽐べて、40-50%減らすというところで
しょうか。予防は治療に勝るという⾔葉が
あります。ぜひ受けて下さい。」

「なぁんだ、⼤して予防効果ないじゃ
ないですか。８０％ぐらいあると思っ
ていた。正直、あんまり気が乗らない
けど、まあ先⽣がそういうなら今年も
受けようかな。」



診察終了後

• さっきの患者さんはなぜあんな質問をしてきたのだろう。

• まあしかし、益がわかっていないとやりたくないと思うのも
尤もだ。きちんと説明できるようにならないとな。

• さっきの患者は⼼筋梗塞の既往があるけど、⼼筋梗塞の⼆次
予防にインフルワクチンが推奨されていたような。

Circulation. 2006;114:1549-1553



・インフルエンザと⼼筋梗塞には因果関係
はあるのか？

Clinical Question

⾵が吹けば桶屋が儲かる？



本レビューの内容
• インフルエンザ感染と⼼筋梗塞の関連を評価し
たNEJMの論⽂を紹介し、批判的吟味を加える。

• 本研究の採⽤したSelf-controlled case series 
studyについて説明する。



EBMの実践 ５steps
• Step1 疑問の定式化 （PICO）

• Step2 論⽂の検索

• Step3 論⽂の批判的吟味

• Step4 症例へ適⽤

• Step5 Step1-4の⾒直し



疑問の定式化

P ⽇本⼈の⾼齢者において
I インフルエンザに罹患した者と
C 罹患しなかった者で
O ⼼筋梗塞の発症数を⽐較する。
しかし、そんなこと実際どうやって調べたら良いのか？



EBMの実践 ５steps
• 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



Googleでinfluenza、
myocardial infarctionと⼊
⼒すると⼀番上に来たのが
NEJMの論⽂。

すぐ下にはLancet、BMJも
ある。

いくつか眺めた後にNEJM
の論⽂を読むことにした。



検査で確定されたインフルエンザ
感染後の⼼筋梗塞

今回の論⽂



これまで知られていたこと
• インフルエンザ流⾏期に呼吸器以外の死亡が増加すること

は1930年代から知られていた。
Public	Health Rep 1932;	47:	2159-89.



これまで知られていたこと

• 急性呼吸器感染で⼀時的な⼼筋梗塞リスク上昇。

• AHA/ACCから⼼筋梗塞⼆次予防としてのインフル
エンザワクチンを推奨する声明（Class I level B）。

• インフルエンザワクチンで⼼⾎管イベントが減少。

NEJM 2004;351:2611-8

Heart. 2016 Dec 15;102(24):1953-1956.

Circulation. 2006;114:1549-1553



インフルエンザの症状と合併症

Sam Ghebrehewet et al. BMJ 2016;355:bmj.i6258©2016 by British Medical Journal Publishing Group



• インフルエンザと⼼筋梗塞の関連を調べた研究は、以下の
限界があった。

研究デザインが患者対照研究→選択バイアス

診断根拠が迅速抗原や臨床症状→信頼性低い

サンプルサイズが⼩さい→検出⼒不⾜

質の⾼い研究は殆どなかった。

本研究の背景



本研究のClinical Question

インフルエンザ感染と心筋梗塞はどの
程度関連しているのか？



P
インフルエンザと診断され、
その前後１年以内に⼼筋梗塞で⼊院した
者のうちで

E インフル診断より
７⽇間以内に⼼筋梗塞を発症した者と

C インフル診断より
前後１年以内に⼼筋梗塞を発症した者で

O １週間あたりの⼼筋梗塞発症数(件/週)
を⽐較する。



研究の対象患者

• インフルエンザと診断され、その前後１年

以内に⼼筋梗塞で⼊院した３５歳以上の者



1) インフルエンザ診断
2009-2014年にオンタリオ州(カナダ)の公的医療機関にて⾏
われた呼吸器ウイルス検査のデータベースから抽出

2) インフルエンザ診断前後１年の⼼筋梗塞での⼊院
カナダ衛⽣情報局の⼊退院データベースから抽出

3) 除外基準
⼼筋梗塞による⼊院中にインフルエンザと診断された者
２週間以内に２回以上インフルエンザ検査がされた者
検査前の３０⽇以内に⼼筋梗塞にて⼊院歴のある者

Data Sources



左 オンタリオ州はカナダ 最⼤の州 (⼈⼝1370万⼈)
右 検査実施機関（計１９施設）

研究が⾏われた
場所



Patient 
Inclusion/Exclusion

本研究の解析対象
３６４人



患者背景 (n=364)
平均年齢
(IQR)

７７歳
（６５〜８６歳）

⼼筋梗塞の既往 ２４％

糖尿病 ４９％

脂質異常症 ３８％

⾼⾎圧症 ８５％

ワクチン接種あり ３１％



ICU 51 (15 %)

病棟 172 (52 %)

救急外来 34 (11 %)

⻑期ケア施設 40 (13 %)

クリニック 8 (3 %)

不明 27 (8 %)

検査が⾏われた状況



検査⽅法

PCR 285 (86 %)

ウイルス培養 72 (22 %)

蛍光抗体法 16 (5 %)

迅速抗原(EIA) 8 (2 %)

複数検体あるため合
計100％を超える。



⾃⼰対照ケースシリーズ
Self controlled case series (SCCS) 解説



• 1995年にFarringtonがワクチンの安全性を評価
するために提唱した⾃⼰対照研究法である 。

• ある集団において、興味のあるイベントが発⽣し
たケースのみを対象とし、各対象者の観察期間中
に対象曝露によるリスク期間を設定しそれ以外の
期間をベースライン期間と設定する。

https://www.pmda.go.jp/files/000147904.pdf

SCCSとは(1)



リスク期間における対象イベントの発⽣率

ベースライン期間におけるイベントの発⽣率

を⽐較することで、発⽣⽐率(IRR)を推定する。

https://www.pmda.go.jp/files/000147904.pdf

SCCSとは(2)



対象者の性別、遺伝的要因、社会経済学的状況、
飲酒・喫煙状況、慢性疾患等の観察期間中に変化
しない時間⾮依存性因⼦（未知の因⼦も含む）を
⾃動的に調整できることが挙げられる 。

SCCSの利点

https://www.pmda.go.jp/files/000147904.pdf



1. 推定できるのは曝露の相対リスクのみで、絶対リスクは推定
できない。

2. 曝露-アウトカムについて以下の前提条件を満たす必要あり。

SCCSの限界

https://www.pmda.go.jp/files/000147904.pdf

曝露：⽐較的短期間で、使⽤期間が決まっている医薬品
(抗⽣剤、NSAIDs等) 
アウトカム：⽐較的急性であり、発⽣およびその時期を特定
できるイベント （⼊院を伴う⼼⾎管系イベント等）
リスク期間：リスク期間の設定に起因する情報バイアスを⽣
じやすいことから、曝露の⽇付に関する正確な情報が必要。



SCCSを採⽤した研究の例

短期間のステロイド使⽤による有害事象を検討した研究。
３０⽇以内の敗⾎症、DVT、⾻折の増加が⽰された。

クロピドグレルとPPIの相互作⽤による有害事象（全死
亡または⼼筋梗塞）を検討した研究。クロピドグレルと
PPIの併⽤は有害事象を増加させないことを⽰した。

BMJ 2012;345:e43888

BMJ 2017;357:j1415



参考⽂献）
• Self controlled case series methods BMJ 2016;354:i4515

• 医薬品医療機器総合機構（PMDA）

レセプトデータを⽤いた有害事象発現リスクの 評価⼿法に関する試⾏調査報告

（https://www.pmda.go.jp/files/000147904.pdf）

それでは本題に戻ります。



本研究の⽅法
• 「2009-2014年の間にインフルエンザと診断され、そ

の前後１年以内に⼼筋梗塞で⼊院した３５歳以上の患
者」はデータベースから３６４件が特定された。

• インフルエンザ診断から１週間以内をリスク期間、診断
から前後１年をコントロール期間と設定し、それぞれの
期間における１週間あたりのイベント件数を求める。

• ２群間の相対リスクである発⽣率⽐（IRR）を求める。



５２週 ５１週
７⽇

インフル ⼼筋梗塞

リスク
期間

コントロール期間

患者A：リスク期間内のイベント発⽣

コントロール期間

観察開始 観察終了



５２週 ５１週
７⽇

インフル

リスク
期間

コントロール期間 コントロール期間

患者B：コントロール期間内のイベント発⽣

⼼筋梗塞
観察開始 観察終了



結果
A）リスク期間のイベント発⽣

イベント発⽣数÷観察期間（週）=20件/1週=２０件/週

B）コントロール期間のイベント発⽣

イベント発⽣数÷観察期間（週）=344件/103週=３.３件/週

発⽣率⽐(IRR)=20/3.3=6.05
(95%CI 3.86-9.50)
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リスク期間の設定を変えた場合
インフル診断
からの病⽇

⼼筋梗塞の発⽣率⽐
(95% CI)

1-7 6.05 (3.86-9.50)
1-3 6.30 (3.25-12.22)
4-7 5.78 (3.17-10.53)

8-14 0.60 (0.15-2.41)
15-28 0.75 (0.31-1.81)

やはり１週間以内がリスクが⾼い事がわかる。



インフルエンザ以外の
呼吸器ウイルスでの検討

病原体 発⽣率⽐
(95% 信頼区間)

RSウイルス 3.51 (1.11-11.12)

その他のウイルス
（ライノ、ヒトメタニューモ、エ

ンテロ、コロナウイルスなど)
2.77 (1.23-6.24)

インフルエンザほど相対リスクは⾼くないが、
他の呼吸器ウイルス感染でも⼼筋梗塞のリスクとなる。



他の研究とも相違なし

⽂献 感染症
⼼筋梗塞の

発⽣率⽐(IRR)
(95% 信頼区間)

NEJM 
2004;351:2611

呼吸器感染症全般
（細菌含む）

4.95
(4.43-5.53)

J Infect Dis 
2012;206:1652

インフルエンザ
その他の呼吸器ウイル

ス

4.19
(3.18-5.53)

Eur Respir J 
2018; 51: 1701794

肺炎球菌
インフルエンザ

肺炎球菌
5.98 (2.47–14.4) 

インフルエンザ
9.80 (2.37–40.5)



結論

インフルエンザ感染と⼼筋梗塞発症の
関連が⽰された。



EBMの実践 ５steps
• 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



そうならないように本研究では、⼼筋梗塞で⼊院

後に検査が⾏われた１２３例は除外してある。

批判１：冬に⼼筋梗塞で⼊院した患者が発熱した
ら、インフルエンザを調べるだろう。それをみて
いるだけなのでは？



批判２：⼼筋梗塞は冬に多く、インフルエンザ
も冬に多い。季節が関係しているだけでは？

SCCSでは患者間の固定化された因⼦（例：患者の

基礎疾患）が交絡となることはないが、時期ととも

に変化する交絡は完全に除去出来ない。本研究の

Limitationである。しかし次に⽰すような解析で時

期の影響が最⼩限になるようにした。



Sensitivity Analysis 発症⽐率
（９５％ CI）

カレンダー⽉で
調整した場合

6.19
(3.86-9.50)

コントロール期間を
曝露後の期間（１年）

に限った場合
8.08

(5.04-12.95)

コントロール期間を
曝露前に期間（１年)

に限った場合
4.84

(3.06-7.65)

コントロール期間を
曝露の前後２ヶ⽉

に限った場合
5.01

(3.04-8.27)

（除外基準であった）
⼼筋梗塞⼊院後の検査

も含めた場合
4.45

(2.85-6.95)



ST上昇型⼼筋梗塞(STEMI)で検討した場合は発⽣
⽐率は5.01(95% CI, 1.57-15.94)、

Non-STEMIで検討した場合、6.35(3.77-10.70)
であった。

N	Engl J	Med	2018;	378:2538-2541

批判３：インフルエンザに合併したsepsisで
Type2⼼筋梗塞が起きたものをみているのでは？



NSAIDsが⼼筋梗塞発症を増やすという研究は

あり、発症⽐率はイブプロフェンで1.48(95% 

CI: 1.00-2.26)であった。本研究の発症⽐率は

6.05と⾼く、NSAIDsの使⽤だけでは説明がつ

かない。

BMJ 2017;357:j1909

批判４：インフルエンザ罹患後に服⽤した
NSAIDsが⼼筋梗塞のリスクを上昇させている
可能性は？



• 今回使⽤したオンタリオ州の⼊退院データベースの精度
を検証した研究があり、特異度92.8％という結果で
あった。

• 退院時の病名が、ウイルス性⼼外膜炎、急性⼼筋炎、分
類不能な⼼筋炎に変更された患者はいなかった。

批判５：インフルエンザによるウイルス性⼼外
膜炎による胸部症状、ST上昇を⼼筋梗塞と誤
診している可能性は検討したのか？

Am	Heart	J. 2002	Aug;144(2):290-6



EBMの実践 ５steps
• 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



• 冬のインフルエンザ流⾏期に⼼筋梗塞で⼊院し
た患者や⼼⾎管リスクの⾼い患者を受け持つ際
には、退院前にインフルエンザワクチンの利益
に関する話をすることにした。今回の患者さん
にも次回の外来の時に話してみよう。

症例への適⽤



EBMの実践 ５steps
• 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



Step1-4の⾒直し

Step1 疑問の定式化
⽇常診療の疑問をPICOの形式に表わした

Step2 論⽂の検索
Googleを⽤いて短時間で⽬的の論⽂に到達した

Step3 論⽂の批判的吟味
⾃⼰対照ケースシリーズについて読んでみた

Step4 症例への適⽤
⼼⾎管リスク者にもインフルエンザワクチンを
より推奨してもよいかと思った

Step5 Step1-4の⾒直し


