
　中村　景山先生、臨床試験のABCと
いうテーマで始めた内容に関して、最
後、臨床試験の信頼性をいかに確保す
るのか、まとめていただきたいと思っ
ています。
　まず最初にうかがいたいのは、臨床
試験の質に関して、私もよく雑誌のレ
フェリーをやっていて感じたのですが、
前後で見ていて、コントロールがない、
となってくると、例えば血圧やHbA1c、
コレステロール、幾つかシーズナブル
なバリエーションを取るパラメーター
があるものですから、どの時期に取っ
たかによって、よくなったり、悪くな
ったり、いろいろではないかと思える
のです。そういった点を含めて、まず
お話しいただけますか。
　景山　今ご指摘のように、注目され
る新薬が出て学会へ行きますと、その
新薬を使った前後の成績はよく報告さ
れています。ただ、まだ比較対照を取
っていないという、問題点のある学会
報告が決して少なくないというのが現
状です。

　まず薬効を評価する際には、比較対
照を取るのは必須で、そうでないと今
先生がシーズナルな変化とおっしゃい
ましたけれども、そういった様々な要
因、変動要因が関与しますので、比較
対照のない成績を見ますと、その薬を
使わなかったらもっとよくなったので
はないかというような、皮肉の一つも
言いたくなるようなことがあるわけで
す。まず比較対照を取ることが第一で
す。
　それと、その際に対照とする薬、被
験薬か、あるいは対照薬か、そのどち
らを患者さんにのんでもらうかという
割り付け方法、これはぜひランダム割
り付けをしていただきたいです。そう
でないと、そもそも非ランダム化で、
主治医の判断で、この患者さんにはこ
の新薬、この患者さんには従来の標準
薬というようなことをしていると、そ
もそもそこにバイアスが入る余地があ
って、新薬群と標準薬群との間の比較
可能性自体ないことが考えられます。
ですから、ランダム割り付けは必須の

ことといえます。
　それから、評価する項目によっては
観察にバイアスが入りますので、患者
さんと医師の先入観が入ることから、
観察項目によっては盲検化が必要にな
ってきます。特に、患者さんにも主治
医にも、どちらにもわからないという
二重盲検試験という手法を取ることが
望ましい場合があります。
　中村　そうしますと、まず対照を置
く、ランダム化する、場合によっては
ブラインド化する、その辺が私どもに
とって必要だということですね。
　景山　はい。
　中村　国際的にもそういう臨床試験
の質を評価する際、これらがない場合
にはあまり質がよくないだろうと。
　景山　特にEBM（Evidence Based 
Medicine）が強調されてから、原著論
文の批判的吟味、critical appraisalと
いうことがよくいわれますけれども、
そこでは主にstudy designについて、
例えば比較対照はどうか、ランダム化
されているか、盲検化されているかと
いうことを見ます。それともう一つ、
その得られた結果の解析方法について
は、ITT解析、intension to treat analy-
sis、すなわちそれぞれ割り付けられた
とおりに解析することが必要だとされ
ています。
　中村　途中外れても除外しない。
　景山　外れた患者さんも含めて解析
をするという方法です。これを第一義

的に行う。従来行われていたようなプ
ロトコールに合致した治療を最後まで
続けた方のみを対象とする、per pro-
tocol setの解析よりも、それ以前にITT
解析をします。実際それがなされてい
るかどうかはたいへん重要な点とされ
ています。
　中村　その際、かなり大きな数、ナ
ンバーが必要になりますね。
　景山　そうですね。目的にもよりま
すけれども、特にEBMを実践するため
のエビデンスをつくる試験となります
と、統計学的な検出力（power）を保
つためには大きなサンプルサイズ（N）
になることがしばしばです。また、そ
の試験の外的妥当性、あるいは一般化
可能性といいますが、母集団への外的
妥当性を担保するためにも一定数が必
要です。
　中村　いずれにせよ、お金がどうし
てもかかることになるのでしょうか。
　景山　臨床試験はどうしても費用が
たいへんかかるところが今後の課題の
一つだろうと思います。
　中村　１回目のときにご指摘いただ
いた最適条件試験、あれが一番Nの数
は少なくて済むのですね。
　景山　そうですね。限定的な、ある
面、理想的な条件下で薬効を見ていま
すので、N数はそれほどなくても見る
ことのできるタイプの試験ということ
はいえます。
　中村　それでも当然ランダム化して
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割り付けることが必要なのですね。
　景山　それは必須条件です。
　中村　ただ、初期値というか、基礎
のデータが、群に分けていったときに
合わないような場合はどうしたらいい
のでしょうか。
　景山　ランダム割り付けをすれば、
そしてサンプルサイズがある数以上で
あれば、例えば100のオーダーであれ
ば、患者さんの背景因子に有意な差が
つくということは、まず一般的にはあ
りません。
　中村　最低１群100はいる。
　景山　必ずしもそうではなくて、目
的によってはもっと小さい数、例えば
最適条件試験の代表格は治験ですけれ
ども、この場合には第Ⅰ相試験ですと
単回投与の試験、あるいは反復投与試
験といったものはもっと少ない数で行
っていますので、それでも群間の背景
因子に差がつくことは一般にはないと
思います。
　中村　こういった場合に信頼性をい
かに確保するのかということでは、こ
れまたサポートするグループの質も大
事なのでしょうし、それこそ１回目で
もお話しいただいた透明性も絡んでく
るのですね。
　景山　そうですね。その辺は、2015
年４月から施行されている「ヒトを対
象とする医学系研究に関する倫理指針」
では、侵襲を伴う介入研究については
モニタリングを義務づけています。そ

して、必要に応じて監査もしなさいと
いうことをいっています。ただ、その
場合に、モニタリングと監査をすれば
信頼性は必ず担保されるのかとなると、
これはそうではないだろうと思うので
す。
　中村　それも第三者がやるのですか。
　景山　できればモニタリングは試験
の担当医師でないことが望ましいです。
そういう意味では第三者ですね。
　まず、モニタリングや監査をする以
前に、臨床試験の科学的な側面が妥当
かどうか。それが先ほど申し上げたよ
うな、ランダム化されているのか、あ
るいは比較対照をきちんと取っている
かどうか、場合によったら盲検化され
ているかというようなことです。また、
臨床試験の追跡率が高いかどうか。統
計解析では適切な解析がなされている
かどうか。そういった科学的な側面が
まず重要であって、その科学的な面が
保たれている、担保されている場合に、
そこでさらにモニタリングとか監査を
すると、その信頼性は確かに担保され
るだろうと思います。
　特に、現在のようにエビデンスが重
視されている時代には、診療ガイドラ
インに採用されるようなエビデンスと
なる臨床試験成績というのは、科学的
な面はもちろんですけれども、それだ
けではなくて、さらにモニタリング、
場合によったら監査を含めて、その信
頼性を確保することがとても重要だと

思います。
　中村　あと私どもがいつも気になる
のは、ドロップアウトをできるだけ防
ぎたいのですけれども、時に患者さん
が転居したり、いろいろな状況でドロ
ップアウト、場合によってはドロップ
インもあります。その辺、何か先生の
ほうでお考えはありますか。
　景山　脱落例を防ぐ方策は、おそら
く臨床試験の性格や、使っている薬が
何かによっても随分異なるのだろうと
思います。それは試験ごとに考えてい
くことと思いますが、むしろ一般論と
していえるのは、脱落例も含めて解析
をするというITT解析が重要と思いま

す。
　中村　ITT解析をしていれば、そう
いった心配はしないで済む。ただ、こ
れまたある程度の症例数が必要になる
かと思いますし、結果としてお金もか
かっていく。
　景山　そういうことになりますね。
　中村　臨床試験は大事なことではあ
るのですが、経費を使わないで、しか
も質の高い臨床試験になっていくよう
な努力を、私どもとしてはしていかな
いといけないということでしょうか。
　景山　そう思います。
　中村　どうもありがとうございまし
た。
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