
　大西　CONSORT声明というテーマ
でうかがいたいと思います。
　まず、CONSORT声明と聞いても、
なかなか詳しくない先生方も多いかと
思うので、CONSORT声明というのは
どういうものなのかということからお
話しいただけますか。
　元雄　CONSORTというのは、Con-
solidated standard of reporting trialの
略で、臨床試験を報告するときの統合
基準と訳されていまして、EBMで非
常に大事なランダム化比較試験を、特
に論文として報告するときにどういう
項目が最低必要なのかを明記したもの
です。
　大西　非常にこれは重要な声明とい
うことですね。
　元雄　はい。
　大西　その声明の狙いはどういうと
ころにあるのでしょうか。
　元雄　1990年代から2000年にかけて
ランダム化比較試験が次々と実施され
ましたけれども、報告の内容がばらば
らで、それを評価しようと思っても、

本当に大事なことが抜けていたりとい
うことがしばしばあって、やはり世界
で統一した基準が必要だということに
なったわけです。
　大西　その背景にはどういったこと
があるのでしょうか。
　元雄　ランダム化比較試験、以下
RCTと略しますけれども、RCTの質を
改善しようということです。CONSORT
声明というのはRCTそのものではなく
て、RCTを報告するときの質を改善し
ようというところがポイントだと思い
ます。
　大西　CONSORT声明には25項目ぐ
らいのチェックリストとフローチャー
トからなるとうかがっているのですけ
れども、少し具体的なところを教えて
いただけますか。
　元雄　先生方が論文を書くとき、ま
ずタイトルがあって、抄録があって、
順番に、論文の構成要素があります。
それに沿って例えばチェックリストの
項目番号１aではタイトルにはランダ
ム化比較試験ということを明記すると

か、当たり前のことかもしれませんけ
れども、実際タイトルにそういうこと
が記載されていない論文もかなりあり
ます。さらに項目番号１bでは実際の
試験のデザインとか方法、結果、結論
からなる構造化抄録があること、以下
順番に方法から結果、考察と、いろい
ろ細かく規定されています。
　大西　それが25項目、チェックリス
トがあるということですね。
　元雄　そうですね。
　大西　非常に詳細に記載されている
のですね。
　元雄　はい。
　大西　フローチャートというのは具
体的にはどのようなものなのでしょう
か。
　元雄　これはRCTの、特に英語の
論文を読むとわかりますが、ほとんど
Figure１、図１にはCONSORTのフロ
ーチャートが載っていることが多いと
思います。つまり、どのように臨床試
験に組み入れたのか、どのようにラン
ダム化したのか、どのように追跡した
のか、そして最後にどのように解析し
たのか、この４つの段階をフローチャ
ートにしているということです。
　大西　RCTで何がなされて、何が発
見されたかを少しクリアにするという
ことでしょうか。
　元雄　誰が見ても明らかに、かつ透
明性があって、完全なかたちで報告し
ているというところだと思います。

　大西　英語の論文とか医学ジャーナ
ルなどに投稿する場合に、そのあたり
の規定は厳しいのでしょうか。
　元雄　今いろいろな雑誌で投稿規定
に「CONSORT声明に従いましょう」
と書かれていて、背景には医学雑誌編
集者国際委員会（ICMJE）というもの
ですが、これもCONSORT声明を推奨
しています。ですから、世界の有名な
医学ジャーナルはこのCONSORT声明
を支持していて、投稿規定に入れまし
ょうとなっています。
　大西　CONSORT声明というのは、
その後、いろいろな方向に発展したと
うかがっているのですけれども、その
あたりも教えていただけますか。
　元雄　1996年に開発されて、2001年
に第１回目の改訂、現在は２回目の改
訂版である2010年版を用いています。
徐々に項目数が増えてきたわけですけ
れども、基本的には変わってはいない
です。単にRCTだけではなくて、今
では例えば観察研究とか、Systematic 
Reviewとか、介入の手段としても薬
物以外のものなど、いろいろな介入も
含まれています。また、プロトコール
の書き方も、CONSORT声明が基本に
なってきています。
　大西　2010年の改訂自体はそんなに
大きな改訂ではなかったのですか。
　元雄　EBMの発展に伴い項目が少
し細かくなったり、より明快になった
ということです。例えば、2001年版は
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複数の要素が一つの項目になっていた
のですが、それは一個一個にしないと、
チェックリストで漏れてくる場合が出
てきますので改訂されています。
　大西　プロトコールの書き方のチェ
ックリストなどもできているのですか。
　元雄　そうです。ですから、レポー
トがRCTはCONSORT、Systematic Re-
view（SR）はPRISMAであり、プロトコ
ールでRCTはSPIRIT、SRはPRISMA-P
などと、細かくなっています。
　大西　そうしますと、CONSORTと
いうのは著者のみならず、編集者、読
者にとって非常に重要ですね。
　元雄　そうです。ですから、今は論
文を書く研究者も、それを査読する 
人、編集者、そしてまた多くの読者も
これを知る必要がありますが、いった
ん慣れると、非常にわかりやすくなり
ます。私は研修医や学生の抄読会でも
CONSORTのことをなるべく伝えるよ
うにしています。
　大西　一昔前はあまりこういうこと
はいわれていなかったので、私たちの
世代はちょっと詳しくないかもしれま
せんけれども、若手の教育が重要とい
うことですね。
　元雄　そうです。CONSORTの原文
は「ブリティッシュ・メディカル・ジ
ャーナル」「ランセット」などの雑誌
から無料ダウンロードできますし、私
たちが訳した日本語訳も、インターネ
ットで検索するとすぐ出てきますし、

無料でダウンロードできます。
　大西　ウェブサイトで検索して、ぜ
ひ一読しておくことが重要ですね。
　元雄　すべての医学分野に応用でき
ます。
　大西　医学以外にも似たようなこと
は応用されているのでしょうか。
　元雄　そうですね。ただ、いわゆる
ランダム化試験、臨床試験が中心なの
で、やはり医学が中心だと思います。
　大西　臨床研究が中心になるのです
ね。あとは、この声明の意義と限界と
いいますか、意義は今だいぶうかがい
ましたが、限界のようなものもあるの
でしょうか。
　元雄　さらに追加の項目がないかと
か、いろいろ改正できる部分は残って
いて、再評価されつつあります。将来
的にはいろいろな意見や批判も取り入
れて、また新しいエビデンスの集積を
考慮して、改訂が予定されています。
　大西　ますます厳しくなってくるの
でしょうか。
　元雄　もともとアメリカ、イギリス、
カナダの研究者グループで構成してい
るCONSORTグループが絶え間なく改
善に向けて頑張っています。
　大西　ランダム化比較試験を論文と
して投稿することは非常に多いと思う
のですけれども、それにあたっては、
これを守るというか、これに準拠する
ことが必須で、そうでないとおそらく
アクセプトされないという感じになる

のですか。
　元雄　そうだと思います。ですから、
RCTに携わる方はすべてCONSORT声
明を知るべきだと思います。
　大西　世界中で一流の研究者はこれ
に準じていると考えてよいのでしょう
か。
　元雄　それでいいと思います。
　大西　先ほど少しお話が出ましたけ
れども、学生教育とか研修医教育には
まだ積極的には入っていない気もする
のですけれども、そのあたりはどうな
のでしょうか。
　元雄　RCTの論文を読むと必ず出て

きて、CONSORTとは何だということ
になりますから、そういうときにこの
論文（日本語訳）を見せて、それはこ
ういうことだよと、必ず私はこの論文
を手渡しています。
　大西　これから若い方の教育が非常
に重要になりますね。将来的にはどの
ように発展していくと考えますか。
　元雄　これがまさに世界のスタンダ
ードですから、さらに医学ジャーナル
に投稿する場合の常識、common sense
になるということです。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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