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症例

複数回の喘息発作入院歴がありEPR3
STEP5(高用量ICS/LABA)の喘息治療を受
けている56歳男性

肺炎、喘息発作の診断で入院

抗菌薬、PSL30mg、SABA吸入×5日間

→軽快し退院



症例

それまでの治療歴
過去1年間は喘息の入院歴なし
挿管/ICU入室歴なし
アレルギー性鼻炎なし
近医で猫アレルギーの指摘があるが詳細は不明
25Pack-yearsの喫煙歴があり、禁煙を成功している

コントローラー：アドエアエア®500mcg×2/日
レスキュー：メプチンエア®



症例
コントロール状態

症状：1日中

夜間発作の回数：2−3回/週

レスキュー使用頻度：1−2回/週

日常生活に支障：重度の支障

呼吸機能検査：不明

全身性ステロイドが必要な発作回数：2回/年

→米国喘息管理・治療ガイドライン（NAEPP-EPR3)

STEP5,6相当



症例の疑問

• 高用量ICS/LABAを使用している、重症持続型

の気管支喘息患者の症状を緩和する治療は
何だろうか？

• 喘息に対してオマリズマブが有効となる症例
があるのだろうか？



喘息のコントロール状態の評価
(米国喘息管理・治療ガイドライン：NAEPP-EPR3)

内科ストロングエビデンスより



ステップの応じた投薬内容の決定

内科ストロングエビデンスより



オマリズマブの作用機序

~作用機序~

• アレルギー性喘息ではIgE
抗体のCε3が増すと細胞に

ある高親和性受容体抗体
(FcεRI)に結合し、そこに抗

原が架橋構造をして炎症性
ケミカルメディエーターが放
出される

• オマリズマブ(ゾレア®)は遊
離IgE抗体のCε3に結合し、
IgE抗体とFCεRIの結合を阻
害する

ノバルティスHPより抜粋
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STEP1 疑問の定式化

PICO

P：高用量ICS/LABAを使用する重症持続型喘息

I：吸入＋オマリズマブ(ゾレア®)

C：吸入のみ

O：症状の改善



STEP2 論文の検索
• 検索サイト：UpToDate

• 検索語：「重症喘息」「治療」







喘息予防・管理ガイドライン2015

• 高用量ICSでもコントロール不十分な患者におい
て、増悪予防、症状スコア軽減、QOL改善、入院
および救急受診回数の減少効果があり、ステロ
イド薬の減量が可能となる

（エビデンスレベルA）

上記推奨の根拠論文も同様だった

Annals of Internal Medicine. 2011;154:573-582. 

Omalizumab in severe allergic asthma inadequately
controlled with standard therapy



GINA

• Add-on omalizumab (anti-immunoglobulin E 
(anti-IgE) treatment: for patients with moderate 
or severe allergic asthma that is uncontrolled on 
Step 4 treatment.

(Evidence A)

GINAでも抗IgE抗体製剤の
使用が重症アレルギー性
喘息に推奨されている



Normansell R, Walker S, Milan SJ, Walters EH, Nair P. Omalizumab for asthma in adults and 
children. Cochrane Database Syst Rev 2014;1:CD003559.



Cochrane Libraryの解析でも
急性増悪に関しては
Hananiaらの
Annals of Internal Medicine 2011
の発表が利用されていた

Normansell R, Walker S, Milan SJ, Walters EH, Nair P. Omalizumab for asthma in adults and 
children. Cochrane Database Syst Rev 2014;1:CD003559.



論文

Annals of Internal Medicine. 2011;154:573-582. 

PMID:21536936



論文のPICO

PICO 多施設、RCT、modified ITT、Double-blind

P 高用量ICS/LABAで治療しても
コントロール不十分な

アレルギー性の喘息患者

I 高用量ICS/LABA＋オマリズマブ

C 高用量ICS/LABA＋プラセボ

O 48週間以内の急性増悪の割合

アメリカ193施設、カナダ4施設で施行
ジェネンテックとノバルティスが研究資金を提供
※)オマリズマブ(ゾレア®：ノバルティス)



論文の背景

高用量ICS/LABAを使用しても1/3の患者が不十
分なコントロールである

ロイコトリエン拮抗薬、テオフィリンの効果は十
分に証明されていない

長期ステロイド内服は効果が証明されているが、
副作用が問題

Allergy Asthma Proc. 2010; 31:60-
7.

Lancet. 2001; 357:2007-11.

Thorax. 2001; 56:279-84.



論文の背景

当時のSTEP5,6の喘息患者への治療は

高用量ICS/LABA＋経口ステロイドだった

オマリズマブの有効性を証明したRCTは5つあったが、
高用量ICS/LABAと併用した研究はなかった

高用量ICS/LABAで治療してもコントロール不十分な
アレルギー性の喘息患者にオマリズマブは有効か

どうかを調べたのが本研究



患者

<Inclusion>

・12−75歳、重症アレルギー性喘息

・高用量のICS+LABAでもコントロール不良

コントロール不良の定義

−夜間症状：1回/週

−日中症状：レスキュー使用≧2回/週

・過去1年以内にステロイド全身投与を要する

喘息発作歴がある



患者

<Inclusion>

・皮膚テスト/RASTで吸入抗原に対する

アレルギー反応が証明されている(イヌ、ネコ、

ダニ、ゴキブリ)

・予測FEV1が40−80%

・血清IgE値が30〜700IU/ml

・体重が30-150kg



<Exclusion>

・1年以内に喘息発作で気管挿管された

・30日以内に喘息発作で全身性ステロイド投与

・喘息以外の活動性肺疾患

・12ヶ月以内にオマリズマブを使用した

・IgE値が高くなる他疾患に罹患している

(寄生虫、高IgE血症、Wiskott-Aldrich症候群、アレ
ルギー性気管支肺アスペルギルス症など)

・10 Pack-years以上の喫煙歴

患者



介入

・試験期間中のICS/LABAなどは変更しない。

・オマリヅマブは体重、IgE値で投与量を決める



倫理的配慮

→ 倫理的な配慮あり



STEP3 論文の批判的吟味



①結果は妥当か

②結果は何か

③結果を患者のケアに適用できるか



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)

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
患者はIntention to treat解析されたか
試験は早期中止されたか



介入群と対照群は
同じ予後で開始したか



ランダム割り付け、隠蔽化

→ランダム割付、隠蔽化されていた



既知の予後因子は群間で似ていたか

・プラセボ群で

わずかに女性が多い



既知の予後因子は群間で似ていたか

・身体的特徴、IgE値、

呼吸機能、重症度、
オマリズマブの使用
方法に両群間の差
は認めなかった



研究の進行とともに
予後のバランスは維持されたか



どの程度盲検化されたか

• 患者 ○

• 介入者(治療者) ○

• outcome評価者 ?

• data解析者 ?

→ 少なくともdouble blind trial



研究完了時点で両群は
予後のバランスがとれていたか



追跡率、脱落率(追跡は完了しているか)

・850人の患者をオマリズマブ群427人、プラセボ群423人にランダムに割り付け



追跡率、脱落率(追跡は完了しているか)

・オマリズマブ群34４人(80.6%)、プラセボ群329人(77.8%)が割り付けられた治療
を完遂した

・オマリズマブ群83人(19.4%)、プラセボ群94人(22.2%)が死亡、副作用、Lost to 
follow-up、妊娠などの理由で脱落した

・Lost to follow-upはオマリズマブ群25人(5.8%)、プラセボ群19人(4.5%)であった



Intention to treat analysis

• 厳密なITT解析ではない

• ITT解析に関する記載はないが、フローチャー

ト上は、フォローアップされていない人も解析
に含まれている



試験は早期中止されたか

• 中止されていない



サンプルサイズ

α=0.05

Power 0.8と記載あり

Power=1-βより、β=0.20



②結果は何か

治療効果の大きさはどれくらいか

急性増悪率何%ということではなく

総急性増悪数/被研者数で評価している



治療効果の大きさはどれくらいか

• オマリズマブ群：0.66回

• プラセボ群：0.88回



②結果は何か

治療効果の推定値はどれくらいか

95%信頼区間は適切か、広すぎないか？

Incident ratio 0.75［95%CI, 0.61-0.92: p=0.006］

RR=0.66/0.88=.075

RRR=1-0.75=0.25

25%の急性増悪減少

最大で39%、最小で8%の急性増悪減少



治療効果の大きさはどれくらいか

• 急性増悪に至る患者の割合がオマリズマブ群で
有意に減少した



結果を言葉にする

高用量ICS/LABA治療でもコントロール不十分な
アレルギー性の喘息患者に

48週間オマリズマブを使用すると
急性増悪回数が25%減少する



STEP4 症例への適応

論文の結果が症例に適用できるか吟味する



③結果を症例に適応できるか

患者にとって重要なアウトカムはすべて考慮さ
れたか

研究患者は自身の診療における患者と似てい
たか

見込まれる治療の利益は考えられる害やコスト
に見合うか



患者にとって重要なアウトカムはすべ
て考慮されたか

急性増悪の回数、喘息のコントロール状態の
評価項目がアウトカムに含まれている

患者の重要なアウトカムは考慮されている



研究患者は自身の診療における患者
と似ているか

体重60kg
高用量ICS/LABAでもコントロール不十分

近医で指摘されたというネコアレルギーについて問い合
わせが必要、IgE値は評価していない
⇩
・本当にアレルギー性喘息かどうか？
・主な吸入抗原にアレルギーがあるかどうか？
・IgEが30−700IU/mlの範囲内か？
適応するには上記についてまず確認が必要

本研究のExclusion  criteriaの10Pack-years以上（25Pack-
years)に引っかかっており、禁煙指導も必要



見込まれる治療の利益は考えられる
害やコストに見合うか

害=副作用の分析

コスト=医療経済の分析



副作用の分析

• オマリズマブ群とプラセボ群で副作用発症は同等



医療経済の分析(日本)

〜オマリズマブ使用でかかる費用〜
• 薬剤150mg が瓶1本70,503円
1回75〜375mgを2週間/4週間ごとに皮下注
→最大4週間で40万円以上(3割負担で12万円)
→480万円 / 48週

• オマリズマブ群の患者1人あたりの急性増悪の回数が平均
0.66回/48週

• 一回の入院費用は157,990円(平均7日間の入院としての
DPC換算)

→ 157990円/回× 0.66回/48週=104,273円 / 48週
480万円＋104273円＝約500万円弱



自己負担限度額



医療経済の分析(日本)

〜オマリズマブを使用しない場合〜

• プラセボ群は患者1人あたりの急性増悪の
回数が平均0.88回/48週

• 一回の入院費用は157,990円(平均7日間の
入院としてのDPC換算)

→ 157990円/回× 0.88回/48週=139,031円 / 
48週



医療経済の分析(日本)

• オマリズマブ使用→約490万円 / 48週

• オマリズマブを使用しない→139,031円 / 48週



STEP5 STEP1-4の見直し

・論文にたどりつくまでに多大な時間を使ってい
ないか？

→費やしていない。

・時間を費やし過ぎてはいないか？

→費やしていない。



STEP5 STEP1-4の見直し

・患者の価値観を十分に理解できたか？
・自分の価値観を押し付け過ぎてはいないか？

患者には次回の外来フォローの際に前医のアレル
ギー検査の結果を持ってきてもらうこととした。

ネコアレルギーが証明されれば

患者にオマリズマブ治療の効果やコストを説明、
希望があれば、IgE測定、呼吸器内科へコンサルト
する方針とした（禁煙を達成した上で）。



論文のまとめ

• 高用量ICS/LABAでコントロール不十分なア

レルギー性の喘息患者にオマリズマブを
使用することは有効である。



チェックリスト

• 高用量ICS/LABAを使用しても、コントロール
不十分な喘息患者をみた時はオマリズマブを
検討した（例：アドエア®500mcg×2/d)

• アレルギー性かどうかRAST法等で確認した

• IgE値、体重を確認し、オマリズマブが使用で
きるか検討した

• コストや効果を伝え、患者が治療に興味を
もった場合は呼吸器内科に紹介した



オマリズマブの適応

ノバルティスHPより



Take Home Message

• 高用量ICS/LABAでコントロール不十分なアレ

ルギー性の喘息患者にオマリズマブを使用
することは有効である。

• アレルギー、喫煙歴など除外項目があり、対
象となる患者は限定される。

• オマリズマブは高価であり、慎重な投与が

望まれる。難治性喘息に対してはオマリズマ
ブ治療を検討してみても良い。


