
　齊藤　メタ解析ということでうかが
います。いつごろから出てきた言葉な
のでしょうか。
　折笠　メタ解析というのは、英語で
はMeta-analysisと呼んでいますけれ
ども、日本語ではメタ解析、あるいは
メタ分析、あるいは統合解析、いろい
ろいわれています。このMeta-analysis
という言葉は1976年に初めて登場し 
ています。教育学の分野なのですけれ
ども、Primary analysis（一次解析）、
Second ary analysis（二次解析）、そし
てMeta-analysis（統合解析）というよ
うな流れの中で登場したのです。
　齊藤　最初は教育学ですか。
　折笠　そうですね。教育法に関して
多くのRCTが行われているのです。こ
ういう教育の仕方をすると効果が出る
かどうか。そういうRCTを統合して
評価をするわけです。医学だけが統合
解析をするのではなくて、教育学とか
社会学とか、いろいろな分野でMeta-
analysisは行われているという状況で
す。

　齊藤　それが医学の領域に入ってき
たのはいつごろなのですか。
　折笠　医学に応用されたのは1985年
が最初になります。これは急性心筋梗
塞に対するβ遮断薬の統合評価を行っ
たもので、ここで統計学者として活躍
したリチャード・ピート（オックスフ
ォード大学の先生です）という人が統
計担当として解析に当たりました。
　齊藤　統合するということは、幾つ
かの研究を集めるということですね。
　折笠　そうです。
　齊藤　対象のサイズを大きくできな
いという点があるので統合するという
ことになるのでしょうか。
　折笠　各研究者が同じような研究を
行っている現状があって、それらを全
体として俯瞰してみたらどうなるかに
興味があったと思いますけれども、そ
れぞれの研究は小規模なものが多い。
小規模ではなかなか効果とか差が見え
てこない。統合すればどうなっている
かという点と、幾つかの研究を同時に
眺めてみると、みな同じような傾向を

示しているのか、あるいは一つ二つ違
う傾向を示していれば、それはどうい
う理由なのかも調べられる利点がある
とされています。
　齊藤　幾つかの研究をまとめて、レ
ビューとすることもありますね。
　折笠　それはSystematic reviewと
いわれていますが、メタ解析、Meta-
analysisとちょっとかぶります。Sys-
tematic reviewのほうがMeta-analysis
よりは広い概念といわれています。ど
うしてかといいますと、Systematic 
reviewとは、そのテーマに関係する
研究をシステマティック、系統だてて
検索してきて、その結果をレビューし
て最終的な統合解析を行うことですの
で、すごく幅広い概念なのです。Meta-
analysisは集められてきた研究データ
を統計学的に併合解析するので、どち
らかというとMeta-analysisのほうが
狭い概念ととらえている人が多いと思
います。
　齊藤　1985年に初めてMeta-analysis
が医学系に出たということですけれど
も、それが我々の見ているような雑誌
で増えてきたのはもう少しあとですか。
　折笠　Meta-analysisがどうして増
えてきたかといいますと、一つはコク
ラン・コラボレーションといいまして、
コクラン共同計画がイギリスで1980年
代につくられました。それは精選され
た医学情報を集めてきて、それらを統
合して、最新の結果を患者さんたちに

伝えるという壮大な計画だったのです。
その中で精選された情報を集めてき 
て、統合解析するということで、まさ
にSystematic review、あるいはMeta-
analysisになるのです。したがって、
そういう計画の中でMeta-analysisが
どんどん実施されていったというのが
一つあります。
　もう一つはEBM（Evidence based 
medicine）。これは1992年にデイビッ
ド・サケット（2015年亡くなりまし 
た）という方が始めたとされています。
Evidence based medicine、つまりエ
ビデンス、科学的根拠に基づく医療で
すけれども、その最頂点にあるものが
Meta-analysis、メタ解析なのです。し
たがって、皆さん、高いエビデンスを
出そうとMeta-analysisを盛んに行うよ
うになったこともあるのではないかと
思われます。
　齊藤　先生がサケット先生の本を日
本で翻訳されたのもそのころですね。
　折笠　そうです。
　齊藤　それと、いろいろな流れが同
時期に起こってきて、一気に医学系の
論文に増えてきたということですね。
　折笠　そうですね。
　齊藤　ただ、これはいろいろなもの
を集めているから、問題点もあるので
すね。
　折笠　問題点はあります。４つほど
挙げたいと思いますけれども、１番目
はPublication biasというものです。公

臨床試験のABC（Ⅱ）

富山大学バイオ統計学・臨床疫学教授
折　笠　秀　樹

（聞き手　齊藤郁夫）

メタ解析とは

ドクターサロン60巻６月号（5 . 2016） （451）  5150 （450） ドクターサロン60巻６月号（5 . 2016）

1606本文.indd   50-51 16/05/18   13:29



　齊藤　メタ解析ということでうかが
います。いつごろから出てきた言葉な
のでしょうか。
　折笠　メタ解析というのは、英語で
はMeta-analysisと呼んでいますけれ
ども、日本語ではメタ解析、あるいは
メタ分析、あるいは統合解析、いろい
ろいわれています。このMeta-analysis
という言葉は1976年に初めて登場し 
ています。教育学の分野なのですけれ
ども、Primary analysis（一次解析）、
Second ary analysis（二次解析）、そし
てMeta-analysis（統合解析）というよ
うな流れの中で登場したのです。
　齊藤　最初は教育学ですか。
　折笠　そうですね。教育法に関して
多くのRCTが行われているのです。こ
ういう教育の仕方をすると効果が出る
かどうか。そういうRCTを統合して
評価をするわけです。医学だけが統合
解析をするのではなくて、教育学とか
社会学とか、いろいろな分野でMeta-
analysisは行われているという状況で
す。

　齊藤　それが医学の領域に入ってき
たのはいつごろなのですか。
　折笠　医学に応用されたのは1985年
が最初になります。これは急性心筋梗
塞に対するβ遮断薬の統合評価を行っ
たもので、ここで統計学者として活躍
したリチャード・ピート（オックスフ
ォード大学の先生です）という人が統
計担当として解析に当たりました。
　齊藤　統合するということは、幾つ
かの研究を集めるということですね。
　折笠　そうです。
　齊藤　対象のサイズを大きくできな
いという点があるので統合するという
ことになるのでしょうか。
　折笠　各研究者が同じような研究を
行っている現状があって、それらを全
体として俯瞰してみたらどうなるかに
興味があったと思いますけれども、そ
れぞれの研究は小規模なものが多い。
小規模ではなかなか効果とか差が見え
てこない。統合すればどうなっている
かという点と、幾つかの研究を同時に
眺めてみると、みな同じような傾向を

示しているのか、あるいは一つ二つ違
う傾向を示していれば、それはどうい
う理由なのかも調べられる利点がある
とされています。
　齊藤　幾つかの研究をまとめて、レ
ビューとすることもありますね。
　折笠　それはSystematic reviewと
いわれていますが、メタ解析、Meta-
analysisとちょっとかぶります。Sys-
tematic reviewのほうがMeta-analysis
よりは広い概念といわれています。ど
うしてかといいますと、Systematic 
reviewとは、そのテーマに関係する
研究をシステマティック、系統だてて
検索してきて、その結果をレビューし
て最終的な統合解析を行うことですの
で、すごく幅広い概念なのです。Meta-
analysisは集められてきた研究データ
を統計学的に併合解析するので、どち
らかというとMeta-analysisのほうが
狭い概念ととらえている人が多いと思
います。
　齊藤　1985年に初めてMeta-analysis
が医学系に出たということですけれど
も、それが我々の見ているような雑誌
で増えてきたのはもう少しあとですか。
　折笠　Meta-analysisがどうして増
えてきたかといいますと、一つはコク
ラン・コラボレーションといいまして、
コクラン共同計画がイギリスで1980年
代につくられました。それは精選され
た医学情報を集めてきて、それらを統
合して、最新の結果を患者さんたちに

伝えるという壮大な計画だったのです。
その中で精選された情報を集めてき 
て、統合解析するということで、まさ
にSystematic review、あるいはMeta-
analysisになるのです。したがって、
そういう計画の中でMeta-analysisが
どんどん実施されていったというのが
一つあります。
　もう一つはEBM（Evidence based 
medicine）。これは1992年にデイビッ
ド・サケット（2015年亡くなりまし 
た）という方が始めたとされています。
Evidence based medicine、つまりエ
ビデンス、科学的根拠に基づく医療で
すけれども、その最頂点にあるものが
Meta-analysis、メタ解析なのです。し
たがって、皆さん、高いエビデンスを
出そうとMeta-analysisを盛んに行うよ
うになったこともあるのではないかと
思われます。
　齊藤　先生がサケット先生の本を日
本で翻訳されたのもそのころですね。
　折笠　そうです。
　齊藤　それと、いろいろな流れが同
時期に起こってきて、一気に医学系の
論文に増えてきたということですね。
　折笠　そうですね。
　齊藤　ただ、これはいろいろなもの
を集めているから、問題点もあるので
すね。
　折笠　問題点はあります。４つほど
挙げたいと思いますけれども、１番目
はPublication biasというものです。公

臨床試験のABC（Ⅱ）

富山大学バイオ統計学・臨床疫学教授
折　笠　秀　樹

（聞き手　齊藤郁夫）

メタ解析とは

ドクターサロン60巻６月号（5 . 2016） （451）  5150 （450） ドクターサロン60巻６月号（5 . 2016）

1606本文.indd   50-51 16/05/18   13:29



表バイアスとか出版バイアスといわれ
ていますけれども、出版された論文だ
けを用いることで生じるバイアスです。
出版されていないものにはネガティブ
データが多いことがあり、いいものだ
けを統合していることによるバイアス
です。
　２番目は、個々の研究の質をあまり
評価していない。いい研究もあります
けれども、あまり質のよくない研究も
あります。それらを全部、十把一から
げで統合しているという点です。
　３番目は、同様の目的で同じような
プロトコールの研究を併合したという
のですけれども、全く同じプロトコー
ルは現実あり得ないわけですし、かな
り違っているプロトコール、研究計画
のものも併合されていた。これは少し
問題があるということです。
　４番目は、その該当する研究論文を
検索してくるのですけれども、論文を
検索するプロセスに問題がある。抜け
ている論文があるとか、あるいは恣意
的に抜かれているのではないかと疑わ
れるものがあります。
　この４つが最大の問題点といえるか
と思います。
　齊藤　そうなりますと、それらをう
まく見つける工夫が必要ということで
しょうか。
　折笠　はい。そこでチェックリスト
ができたのです。Meta-analysisのチ
ェックリストとして有名なのが、当初

QUOROM（クオロム）声明とMOOSE
（ムース）声明がありました。RCTの
Meta-analysisのチェックリストを
QUOROM声明、疫学研究／観察研究
のMeta-analysisのチェックリストを
MOOSE声明といいます。
　２つあったのですけれども、紛らわ
しいということで、最近、PRISMA（プ
リズマ）声明というものに統合されて
います。30個ぐらいのチェックリスト
からなっていますが、先ほどの４つの
問題点も含んだチェックリストになっ
ています。
　齊藤　そういったことでMeta-analy-
sisの質をしっかりしたものにしていこ
うということですね。
　折笠　はい。
　齊藤　Meta-analysisについても事
前登録があるのですか。
　折笠　そうです。Meta-analysisの事
前登録が数年前から始まりまして、こ
れもコクラン共同計画と同じグループ
で、イギリスのヨーク大学に事務局を
置いたPROSPERO（プロスペロ）と
いう事前登録のサイトがあります。日
本人の研究者も事前登録されているよ
うです。
　日本にもUMINという登録サイトが
あります。これはRCTあるいは観察研
究、それからMeta-analysis、すべて登
録できるようなデータベースですので、
それもご活用いただければと思います。
　齊藤　Meta-analysisの論文があって、

その後に同じような趣旨で、より大規
模な研究が行われて、結果が異なるこ
とがありますが、これはどうなのでし
ょう。
　折笠　これは従来からすごく論争に
なっていまして、一例を挙げますと、
急性心筋梗塞後の硝酸薬の効果、これ
は最初にMeta-analysisが行われて、そ
こでは効果ありという結論だったので
すけれども、その後にISIS-４という
イギリスの大規模RCTが行われ、そこ
では効果なし。どちらが正しいかと論
争になったことがあります。ホルモン
補充療法と心臓病予防の関係でもあり
ました。女性ホルモンを補充すると、
プロゲステロンの効果で心臓病を予防
できるのではないかという仮説です。

Meta-analysisでは予防効果が見られた
けれども、その後行われたWHIという
臨床試験では見られなかった。こうい
う食い違いが起こってきて、学会など
でよくシンポジウムが組まれているよ
うです。
　齊藤　一般的にはどちらがよいとさ
れていますか。
　折笠　RCTの結果のほうが一般的に
はよいとされます。バイアスが入りに
くいデザインだからです。しかしなが
ら、Meta-analysisでも素晴らしい研究
はあります。甲乙つけがたいです。
　齊藤　そう考えられる方が多いので
すね。
　折笠　そういうことですね。
　齊藤　ありがとうございました。
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