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肺炎の分類と定義	

CAP Community-acquired pnemonia 市中肺炎	

　　病院到着後48時間以内に 初の感染が証明され、HCAPの危険因子がない患者	

	

HCAP Health care-associated pneumonia 医療に関する肺炎	

　　病院到着後48時間以内に 初の感染が証明され、以下の項目にあてはまる患者	
　　　　・他の医療機関からもってきたもの	

　　　　・透析や傷の治療を行ったもしくは外来患者として治療を受けているもの	

　　　　・過去90日以内に少なくとも3日間入院したもの	

　　　　・HIVや化学療法等の治療により免疫不全状態のもの	

	

HAP Hospital-acquired pneumonia 院内肺炎	

　　病院到着後48時間以上経ってから発症した患者	

	

VAP Ventilator-associated pneumonia 人工呼吸器関連性肺炎	

　　病院到着後48時間以上経ってから発症し、呼吸器管理を必要とする患者	

　　または 初に発症した段階で挿管された患者	



病態および診断にいたるまで	

◇身体所見: 発熱、咳、痰、呼吸困難、胸痛など	
◇検査所見: 末梢血での炎症反応の上昇 
　　　　　　　　 胸部レントゲン写真異常陰影 
　　　　　　　 　血培・痰培 
　　　　　　　　　　　低い収率・陽性率からroutineで行うことには議論があるが、　　 
　　　　　　　　　　　抗生剤治療に反映したい場合や検体として適切な痰が採取 
　　　　　　　　　　　できた場合などには適応があると考える 
　　　　　　　　 尿中レジオネラ・肺炎球菌抗原も考慮（重症患者） 
 

＜疾患・病態ごとの検査の適応＞	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　CID 2007;44:S27-72	



epidemiology of CAP	

・アメリカでは死因の7番目、特に65歳以上では年間約92万件の発症が報告	
（日本では肺炎が死因の4番目だが、分類の不明確さもありその中で市中肺炎の割合はいわれていない） 
 
・etiology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　 　　　成人市中肺炎診療ガイドライン<日本呼吸器学会2005>　　　　　　   　　　　　 CID 2007;44:S27-72	

	

日本、欧米ともに、成人入院患者の市中肺炎における原因菌はS.pneumoniaが 多	



CAPの重症度分類	
入院適応： 
 

      ・PSI pneumonia severity indexで予後の予測	
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　・CURB-65 ≥ 2点で入院治療が望ましい 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　・ただし臨床的判断も同様に重要 
 
 
 
                      	
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Thorax 2003;58:377-382 
 
 
                  N Engl J Med 1997;336:243-50  
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

　　　　            　　　　　　　　　　ICU入室基準： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  まだ明確な定義はないが、右表のうち３つ以上満たす 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重症CAP患者ではICU入室が推奨される                    CID 2007;44:S27-72 



CAPの治療	
可能な限り早期の抗生剤使用が推奨されている 

現在のところ抗生剤投与に 適な時間帯はわかっていないが、 
初期投与量をERまたは場合によっては診療所で経口や筋中からでも開始する、というのが現実的である	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投与終了の目安:  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・ 低5日間の投与 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　・48-72時間発熱がない 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　・CAP sign instability≦１項目 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　（下表） 
 
 
 
 
 
 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　経験的投与の場合、重症のCAPには併用療法を用いた方がよいとされる　　　                                              CID 2007;44:S27-72 	



ステロイド治療の有効性	

Hypotensive, fluid-resuscitated patients with severe CAP 
should be screened for occult adrenal sufficiency 

CID 2007;44:S27-72 
 

大規模・多施設trialにてstress-dose(200~300mg hydrocortisone/dayなど)のステロイド治療は 
適切なコルチゾル反応を持たない昇圧剤を必要とするseptic shockの患者の治療成績を改善した	

 
　※ただしCAP患者はこの治験の参加者のうち有意に少数しか占めていない 

　※さらに、3つの小規模pilot studyでは重症CAPだがseptic shockでない患者においても 
corticosteroid治療は有効であるとしている	

⇩ 
・いずれもstudyは小規模であり、また治療群と対照群で患者背景にばらつきがあることなどから 

ステロイド補充療法に対するcriteriaについてはいまだ議論の余地がある 
・ただし重症COPDなど重症CAPのriskのある患者ではステロイドパルス治療を行う頻度が高いため、 
重症CAP患者においてコルチゾル低値が報告された場合、ステロイド補充療法を適応するかどうか 

考慮されるべきかもしれない	



Cortisol levels in patients with severe community-acquired pneumonia 
Intensive Care Med 2006;32:595-8 

    Design: retrospective  cohort study 
    Setting: at tertiary care hospital with 24-bed medical-surgical ICU 
    Patient: 40 patients with severe CAP admitted to the ICU 
    Method: Random cortisol level in patients with hypoxemic acute respiratory failure and hemodynamic        
                  instability [hypotension (SBP < 90mmHg) or need of vasopressors] were measured up to 72 h after  
                  ICU admission, and a threshold of 20µg/dl was considered for the diagnosis of adrenal insufficiency. 
　 
　 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・65%の患者で副腎不全を呈していた 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・コルチゾルのCutoff値を15µg/dlにすると47.5％、	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　25µg/dlでは75％が副腎不全と判断された 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ただしcorticotropin testや遊離cortisolの測定は行っておらず、　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cortisol濃度に関連すると考えられるalbminの欠乏と副腎不全患者の頻度は関係しなかった 
 

重症CAP患者の多くで副腎不全が認められた	
	

特にSepsisを呈した患者における副腎機能の詳細な評価は、	

steroid補充療法の利点に対する理解につながるかもしれない 



Steroidの抗炎症作用に対する検証 

Role of glucocorticoids on inflammatory response 
 in nonimmunosuppressed patients with pneumonia: a pilot study 

Eur Respir J 1999;14:218-20	
 

Hydrocortisone infusion for severe community-acquired pneumonia:  
a preliminary randomized study 

Am J Respir Crit Care Med 2005;171:242-8 
	

Efficacy of corticosteroids in community-acquired pneumonia: 
a randomized double-blinded clinical trial 

Am J Respir Crit Care Med 2010;181:975-82 
 

Effects of systemic steroids in patients with  
severe community-acquired pneumonia 

Eur Respir J 2007;30:951-56 



 

Role of glucocorticoids on inflammatory response 
 in nonimmunosuppressed patients with pneumonia: a pilot study 

Eur Pespir J 1999;14:218-20 
      Design: a pilot study 
      Setting: RICU (respiratory intensive care unit) of a 1000-bed teaching hospital 
      Patient: 20 consective mechanically ventilated patients with pneumonia 
      Method: Serum and bronchoalveolar lavage fluid TNF-α, IL-1β, IL-6 and CRP levels were measured 
　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇦ GC療法（methylprednisolone 677±508 mg for 9±7 days 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 prior to the investigation）を行った群の方が行わなかった群に対し 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 血清のIL-6、CRPおよびBALF中のTNF-α、好中球が有意に低値であった 
 
 

 
 
 
 
                                                                                 
          ⇨　・生存者のうちGC療法行った者では非生存者に比べて 
          　 　　血清のTNF-α値が低かった 
           　　・死亡率はGC療法群で36%、control群で67％ 
　　　      　　　※いずれもp値の記載なし 
　　　　    　　  ※GC療法群でCOPDが54%含まれていたのに対しcontrol群では22%と割合が低く、GCの効果に影響した可能性がある 
 

市中肺炎だけでなく院内肺炎も含まれている 
　 steroidの抗炎症作用が認められたが、予後に影響するかどうかは不明であった 

   またsample sizeもとても小さいstudyである 

  	



 	
Hydrocortisone infusion for severe community-acquired pneumonia: 

a preliminary randomized study 
Am J Respir Crit Care Med 2005;171:242-8 

   　Design: randomized, double-blind, placebo-controlled trial 
   　Setting: 6 center trial in Italy 
   　Patient: 46 patients admitted to the RICU with severe CAP received protocol-guided antibiotic treatment 
   　Method: patients was given hydrocortisone as an i.v. 200-mg bolus followed by infusion 
                    at a rate of 10 mg/hour or placebo for 7 days 
   　Primary end points: improvement in PaO₂:FiO₂(>300 or ≥100 increase from study entry) and  
                                      MODS score by study day 8,  and reduction in delayed septic shock 
　　 

　　⇩ 患者背景のばらつき 
                                                         ⇩ Day8においてPaO₂:FiO₂や胸部レントゲン像、MODS score、 
                                                            遅発性septic　shock、CRPなど多くの項目が介入群で改善 
                                                                   　※ただし生存率については有意差なし 
 
                                                                                                                           ⇩ ・ICU、院内および60日後の死亡率、  
                                                                                                                                ICU(またはRICU)入室期間や在院日数、  
                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　         　　  ・挿管期間は介入群で有意に好ましかった 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 
 

 
 

　　　　　いくつかの臨床所見や死亡率、治療期間については介入群で改善が認められた 
　　しかし大変小さいサイズのstudyで患者背景にもばらつきがあり、　 

死亡率については全期間での改善は認められていない 



　 
Efficacy of corticosteroids in community-acquired pneumonia: 

a randomized double-blinded clinical trial 
Am J Respir Crit Care Med 2010;181:975-82 

     Design: randomized double-blind study 
     Setting: single center in the Netherlands 
     Patient: 213 patients ≥18 years with symptoms of CAP (cough, fever>38.5℃, pleuritic chest pain or dyspnea)   
                  and new consolidation on the chest radiograph 
     Method: patients received 40 mg of prednisolone once daily or placebo for a total 7 days 
     Primary end point: clinical cure at day 7 
    Secondary end point: clinical cure at day 30, length of  stay, time to clinical stability, defervescence and CRP 
 

　　　　⇩ 25%がCURB-65 score ≥ 3、44％でPSI ≥ 4であった	

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇩ ・Day7とday30での臨床的治癒は介入群とcontrol群で有意差なし 
                                                                                       ・むしろ後期の機能不全は介入群で有意に多かった 
 
 
 
 
 

 
 
 

解熱とCRP値の減少が介入群で有意に早かったわりに後期の機能不全が多かったことから、	

corticosteroidsを中断することで炎症がreboundしている可能性が考えられた 
　 ただしprimary outcomeは主観的指標で示されており、副腎機能の評価もしていないことから	

corticosteroidsの効果を否定しきれない	

また、より重症なCAPでの効果はいずれのend pointsでも有意差がなく不明であった　　 



　 
Effects of systemic steroids in patients with  

severe community-acquired pneumonia 
Eur Repir J 2007;30:951-56 

　　Design: retrospective, observational cohort study 
　　Setting: single center in Spain 
　　Patient: 308 patients hospitalized with severe CAP classes Ⅳ and Ⅴof the PSI 
　　Method: information on epidemiological, clinical and laboratory data and 30-day mortality was collected 
 
　ステロイド投与について 
　　　　・238(77%)がスタンダードな抗生剤治療、70(23%)が抗生剤治療に加え全身ステロイド投与を受けていた 
　　　　・ステロイド投与の定義はmethylprednisolone ≥ 24 mg/day or predonisone ≥ 30 mg/dayと等価な用量が 
　　　　　ＣＡＰの急性期に投与されていることとした 
 
　⇩ ステロイド投与の導入理由としてはＣＯＰＤが 多 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇦⇩  PSI scoreがⅤであることが唯一の30病日で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の死亡率増悪因子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一方多変量分析では全身のステロイド投与	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は死亡率を減らした 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※副腎機能は評価されていない 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※病歴中で、全身ステロイドが投与された時期がばらばらである 
 

ステロイドの抗炎症作用機序には不明な点が多く、ＣＡＰに対する効果を評価するのは難しい 
どんな肺炎患者に適応があるのかについては 

各患者の免疫機能の評価や投与時期の決定など、さらなる研究結果が待たれる 



      ここまでのまとめ 
       ・いずれのstudyでも検出力が十分でない 
       ・steroid投与により血清CRP値は速やかに減少するが、その抗炎症作用機序には不明な点が多い 
　　　・臨床所見の改善や死亡率、入院期間およびsteroid中止後の炎症反応の持続などについて、 
　　　　すべてが改善されたという結論には至っていない 
       ・重症CAPにおけるsteroidの効果を示す大規模studyは示されてこなかった 
 

    一方でステロイドの副作用について 
　　　　　　　・皮膚および軟部組織障害: 皮膚委縮、Cushing様顔貌など 
　　　　　　　・眼症状: 白内障、緑内障、眼球突出 
　　　　　　　・心血管障害: 高血圧、脂質異常症など 
　　　　　　　・胃腸障害: 消化性潰瘍、膵炎、脂肪肝など 
　　　　　　　・腎障害: 低カリウム血症、循環血液量の変動 
　　　　　　　・泌尿器および生殖器障害: 無月経、不妊、IUGR 
　　　　　　　・骨および骨格筋の障害: 骨粗鬆症、骨壊死、ミオパチー 
　　　　　　　・精神神経障害: 多幸感、抑うつ、不眠症など 
　　　　　　　・内分泌障害: 糖尿病、視床下部・下垂体・副腎調節機能不全 
　　　　　　　・感染症: 易感染性、日和見感染、ヘルペス感染 

⇩ 
hydrocortisoneのCAPに対する効果にはまだまだ議論の余地があり、 

使わない方向とされてきた	



Dexamethasone and length of hospital stay in patients  
with community-acquired pneumonia:  

a randomised, double-blind, placebo-controlled trial 
Lancet 2011;377:2023-30 

     Design: randomized, double-blind, placebo-controlled trial 
     Setting: emergency departments of 2 teaching hospitals in the Netherlands 
     Patient: 304 patients ≥18 years with confirmed CAP who were not immunocompromised,  
　　       　　  not needed immediate transfer to an ICU and not already receiving corticosteroids or  
                   immunosuppressive drugs 
     Method: patients received i.v. dexamethasone(5mg once a day) or placebo for 4 days from admission　	

     Primary end point: length of hospital stay 
     Secondary end point: mortality, admission to ICU, development of empyema,  
                                         superinfection, readmission, time courses of CRP,  
                                         IL-6, IL-10 concentrations, pulmonary function at  
　　　　　　　　　　　　　　　　　day 30 and general health-related QOL as measured 
　　　　　　　　　　　　　　　　  by the RAND-36 generic health survey 

   CAPの補助療法としてステロイドを使用することに対するhypothesis： 
　      Low-dose corticosteroids 
　　     炎症促進cytokineの発現を抑え抗炎症作用をもつcytokinesを発現させることで、 
         cytokine反応の遷延を防ぎ、初期CAPにおける全身・肺での炎症を軽減することが 
　　　　できる可能性	

　　　       　※抗生剤投与方法:  
　　　　　　　　　・すべての患者において入院後4時間以内に抗生剤を経静脈投与	

　　　　　　　　　・抗生剤はオランダのガイドラインに基づき選択 
                                                                                                     

                                                                                                                                                             Neth J Med 2005;63:323-35                          	



患者の選定および患者背景	
	

　⇩ 入院期間を2日縮めることを想定し、n=150人とした 
　　　　（検出力 80％、type 1 error 5％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇨ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・2病院間では患者背景に差がなかった	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・特に介入群の52％と対照群の42％は重症CAPであった	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・治験開始時における両群でのコルチゾル濃度に	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大きな違いはなかった 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※すべての値でp値の記載はがなかった	

　



  

Primary & secondary end point 
	

	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・平均入院日数は介入群が対照群より1日短かった 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

　　　　・院内死亡率、ICUへの入室、膿胸の発症、重複感染、退院から30日以内の再入院、30病日での呼吸機能 
　　　　　（FEV1, FEV1/TVC, CO減少率） 
　　　　　　　　⇨ 両群で有意差なし	

 
　　　　・day 30における社会的機能改善（指標: RAND-36 QOL survey）	

　　　　　　　　⇨ 両群合せて52％がfollow upされ、介入群において有意に改善した(p=0.0091) 
　　　　　　　　　　　　※follow up された中で介入群の比率は記載なし	



　 

炎症マーカーの推移	

	
	

	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Dexamethasone投与中の4日間は介入群において	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　CRP値およびIL-6値が急激に減少 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・IL-10では両群で有意差を認めなかった	

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　※dexamethasone中止後のday4-10ではCRP値再度上昇	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（著者による明確な理由づけがされていない） 
　　　　　　　　　　※全病日においてp値の記載なし 



認められた有害事象	

高血糖(随時血糖 > 11mmol/L)	
　　介入群の44％、対照群の23％: 介入群で有意に多かった (p<0.0001) 
　　　　治療が必要だったのは介入群で5％、対照群で3％であった (p=0.57) 
	

重複感染	
　　介入群で5％、対照群で3％: 両群で有意差なし (p=0.54) 
	

骨髄性白血病	
　　介入群でMDSの既往のある者が1人: 死亡	
	

胃穿孔	
　　介入群で1人: 外科的処置によって回復	
	

急性心筋梗塞 
　　対照群で2人: 死亡	



結果のまとめ 
～著者の見解～	

Favourable results:  
・平均入院日数はdexamethasone投与により1日短縮	
	

・day 30における社会的機能改善はdexamethasone投与により有意に改善する 
 

・Dexamethasone投与中はCRP値およびIL-6値は急激に減少する	
 
Unfavourable results:  

・院内死亡率、ICUへの入室、膿胸の発症、重複感染、退院から30日以内の再入院、30病日での呼吸機能 
　においてはdexamethasoneによる効果を認めなかった	
 

・高血糖(随時血糖 > 11mmol/L)や重複感染および血液疾患の増悪、胃穿孔は少ないながらもある 
 
Limitation:  
　　・COPD患者はsteroid治療が必要であるため、今回のtrialへの参加者として割合が少ない	
　　　またオランダで当時Q熱が流行していたため、市中肺炎の原因微生物の頻度が通常と異なる可能性がある	
 

　　・オランダでは耐性菌が少ないため、抗生剤治療のguidelineはアメリカのものと異なっている	
 

　　・ICUに入室し、挿管管理されている重症CAP患者に対する効果は評価できていない	
 

　　・抗生剤が経口投与に切り替わったら介入をやめることを推奨したが、ほとんどの患者で４日間の 
        dexamethasone投与が行われた 
　　　このため抗生剤がガイドライン(臨床的改善が認められたら速やかに経口投与に切り替える、と記載あり)から 
　　　 外れた期間で点滴投与されている可能性がある	
　　　  　（経口投与への平均以降病日は介入群で5.0±4.2日、対照群で5.1±3.5日）	
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇩ 
　　　　　　　　　CRPやIL-6の経過から、dexamethasoneの抗炎症作用によって	
　　　　　　　　　　　　　　　　CAP患者の入院期間が短縮された	
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

　　　　　　　　　　　　だし重大な有害事象が少ないながらも存在するので、	
　　　　　　　　　　　　適応についてはbenefitと慎重に比較されるべきである	



結果のまとめ 
～批判的考察～	

・入院期間の短縮はたった1日であった	
	

・患者背景の比較において、p値の記載がなかった	
	

・ 社会的機能改善でfollow up された中で介入群と対照群の比率は明記されていなかった	
 

・ICUに入室している患者に適応できない	
	

・オランダのstudyであるため日本での臨床に直接反映できない	
	

・CRP、IL-6、IL-10値の経過において全病日でp値の記載がなく、見た目での判断である	



CRP値の経過 
～３文献での比較～	

　平均値　―: 介入群, ---: 対照群	

　中央値　gray bar: 介入群, white bar: 対照群	
 
 

 

  Am J Respir Crit Care Med 2005;171:242-8	

	

・trial開始時は介入群で有意に高値であった	

・8病日において50%以上の減少を示した患者は	

　介入群で有意に多かった	

・介入群において急唆な減少が認められた 
・ＣＲＰ値の減少とsepsis関連の合併症および 
　死亡室が少なかったことは、炎症を抑えることが 
　重症ＣＡＰの管理に重要であることを示唆する	

   Day  * : p=0.03 
   Day φ: p<0.01 
	

	

	

     Am J Respir Crit Care Med 2010;181:975-82	
	

	

	

・7病日までは介入群で減少速度が速かった	

・14病日の平均値は介入群の方が有意に	

　高値であった 
・ＣＲＰ値が早期に減少するにも関わらず後期の 
　機能不全が多かったことは、corticosteroidによる 
　初期の抗炎症後のreboundを示唆する	

 

                          Lancet 2011;377:2023-30	

	

・4病日までの減少は介入群において有意であった	

・10病日の平均値は介入群の方がわずかに	

　高値であった 
・day10においてでまだ入院中の介入群は重症であり、 
　一方対照群では退院間近の者が多い 
　day4以降の介入群におけるCRPの上昇は 
  reboundではなく、こうした理由である	

CRP値の4日目以降のreboundに対する理論づけがなされていないので、 
　結局のところdexamethazoneの抗炎症作用と今回の結果との相関が不明である	



今回のstudyの批判的吟味 
 

A. その結果は信頼できるか	

1. 焦点が明確な課題設定がなされたか？	

　　　　　patients、methods、end pointいずれも明記されている	

2. 設定された課題に答えるための研究方法がとられていたか？	

　　　　　placeboを用いたランダム化比較試験である	

3. 目隠しはどのような方法でなされたか？	

　　　　　二重盲検試験である	

4. エントリーした対象者全員が研究結果において適切に評価されたか？	

　　　　　全員がfollow upされた また割付は一貫していた	

5. 研究対象となった介入以外は、各群で同じように治療が行われたか？	

　　　　　全員がオランダのガイドラインに基づいた抗生剤治療を受けた	

6. 対象患者数は、偶然の影響を小さくとどめるのに十分な数であったか？	

　　　　　検出力80％、type 1 errorは5％(2-sided)としてsample sizeが計算されている	



今回のstudyの批判的吟味 
 

B. 結果は何か	

1. も重要な結果は何で、結果はどのように示されたか？	
　　　　　「dexamethazoneはCAP患者における入院期間を1日短縮した」 
	

2. 結果はどの程度正確か？	

　　　　　95%信頼区間およびp値が示されている	
	

　　　　　　　　　C. 結果は自分の現場で役立つか？	
	

1. 自分の現場の対象者に当てはめられるか？	
　　　　　ICU入室がsecondary end pointとなっており、適応することはできない 
	

2. すべての重要な転帰が示されていたか？	
　　　　　primary end point(入院期間)および全てのsecondary end point(死亡率、ICUへの入

室、膿胸の発症、重複感染、再入院、CRP、IL-6、IL-10値の経過、30病日における呼吸
機能、一般的健康に関するQOL)について結果が示されていた	

 

3. 今回の臨床試験結果に基づいて治療方針を変えるべきか？	
　　　　　・benefit: 入院期間の短縮（1日）	
　　　　　・risk: 高血糖、重複感染、胃穿孔等の重大な副作用が報告されている	

　　　　　・また、CAPにける抗炎症の効果と今回の結果の相関が不明確である	
　　　　⇒治療方針を変えるには至らない	



結語	

今回の論文はICUに入室しない入院CAP患者に対する	

ステロイド治療の効果をみたものであるが、有意差はあるものの	

ステロイド投与群において入院期間が1日短縮されたことで 
市中肺炎の治療に対しステロイドが有効である、と結論づける 
ことは難しいと考えた。	


