
界が少しわかってきたということにな
ります。
　齊藤　イベントの数が統計的なパワ
ーのもとになるので、そうなると患者
さんの数をたくさん集めなければいけ
ないというプレッシャーもあるのです
か。
　山崎　そのとおりです。米国に比べ
て、同じ高血圧の患者さんでも、日本
人ですと、心筋梗塞や脳卒中の発症率
は少なくなるので、同じことを証明し
ようと思ったら、米国と日本では日本
のほうが患者さんの数がたくさん必要
になってきます。ということは、より
お金と手間がかかるということになり
ます。
　齊藤　日本での臨床試験が少ないと
いうことが盛んに言われていて、欧米
に追いつくべく、いろいろな努力をし
てきたのだと思うのですけれども、日
本の臨床試験はどんな状況でしょうか。
　山崎　実際にランダム割り付けの臨
床試験が日本で広く行われるようにな
ったのはこの10年から20年だと思いま
す。特に、2000年を越えたあたりから
でしょうか。ただ、皆様よくご存じの
ように、つい数年前に臨床試験をめぐ
る不祥事などが日本で報道されて、臨
床試験の質の問題が大きくクローズア

ップされました。そういう時代を経て、
徐々にですけれども、日本の臨床試験
もより質を高めなければいけない時代
になってきていると思っています。
　齊藤　日本人以外のエビデンスが世
界にあったとしても、日本人ではどう
かと、疑問になりますね。
　山崎　そのとおりです。何より日本
の現場の医師も患者さんも、それでは
納得しないのだろうと思うのです。や
はり日本人による日本人のためのエビ
デンスが必要になってくると思います。
　齊藤　日本の今後の臨床試験の方向
性はどうでしょうか。
　山崎　科学を追求するということで
あれば、今回のテーマの二重盲検のほ
うが非盲検に比べて質が高いことは間
違いないわけですが、一方で非盲検が
臨床の現場に即している利点もあるわ
けで、正しく行えば、非盲検も二重盲
検に負けないほどの質を担保できるこ
ともわかってきました。そういう点で
は数多くの患者さんが参加しないとエ
ビデンスをつくることができない日本
の中で、これからは非盲検の臨床試験
をより重視してきちっと行うことが大
事だと思っています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　西川先生、優越性試験と非劣
性試験、まず、用語の説明からお願い
したいのですけれども、優越性試験と
いうのはけっこうなじみもあるかもし
れませんが、これはどういうことなの
でしょうか。
　西川　薬剤の比較試験を想定した言
葉で説明させていただきますと、被験
薬への反応が比較する薬剤、実薬であ
ったり、プラセボであったりするかと
思いますが、それが臨床的に優れるこ
とを示すことが主要な目的となってい
る試験、これを優越性試験と呼んでい
ます。
　また、プラセボというのは、プラセ
ボ単独を意味するだけではなくて、例
えば被験薬を従来治療に併用したもの
を、対照として従来治療に被験薬のプ
ラセボを併用したものと比較する場合、
違いはといいますと、被験薬とプラセ
ボの違いということになりますので、
これも上の範疇に入るものになります。
　大西　それでは、非劣性試験という
のはどういうことなのでしょうか。

　西川　非劣性試験は、被験薬への反
応が比較する薬剤よりも臨床的にある
許容限界以上に劣らないことを示すこ
とが主要な目的の試験となります。非
劣性試験の一つの例としては、有効性
は比較する実対照薬とほぼ同じ程度で
も別なメリットがある場合、例えば簡
便化した新しい治療の効果が従来の負
荷が大きい治療よりも臨床的にある許
容限界以上に劣らないことを示す、そ
ういうことを主要な目的とした試験な
どがあります。
　大西　それでは次に、比較の形式の
例についてご教示いただけますでしょ
うか。
　西川　優越性試験に関しましては、
プラセボを対照とした実薬の優越性を
示す試験のほか、例えば併用の場合は
以下のような例があります。非弁膜症
性心房細動における症候性脳梗塞の従
来治療とアスピリン併用による予防効
果の優越性を、従来治療のみでアスピ
リンを併用しない群を対照として検証
するという試験です。非劣性試験の例

臨床試験のABC（Ⅰ）

東京慈恵会医科大学臨床研究支援センター特任教授
西　川　正　子

（聞き手　大西　真）

優越性試験と非劣性試験とは
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としては、グループA連鎖球菌咽頭炎
において、新しいフォーミュレーショ
ンとして１日１回投与の薬剤ができた
としますと、この効果を、従来の１日
２回投与の標準薬を対照として非劣性
を検証するという目的の試験などがあ
ります。
　大西　あと、同等性試験というのも
あるのですか。
　西川　同等性試験は、時代によって
２つ意味があります。ICHガイドライ
ン、ICH統計ガイドラインといったほ
うが正確なのですけれども、それが出
る20世紀末頃までは「非劣性試験」と
いう言葉がありませんでした。ガイド
ラインを通して初めて出現した言葉で、
20世紀、1900年代にはそのような試験
は臨床的同等性試験と呼ばれていまし
た。ガイドラインができたあとは、こ
れを「非劣性試験」と呼び、明確に意
味がわかるような言葉が使われるよう
になりました。
　実際、同等性試験というのは、今で
は、先発医薬品と後発医薬品のバイ 
オアベイラビリティの比較において、
AUCやCmaxの同等性を検証する場合、
AUCやCmaxは対照のAUCやCmaxよりも
多くてもいけないし、少なくてもいけ
ないので、そのような生物学的同等性
試験の場合ぐらいになってきました。
　大西　それでは、先ほど用語の説明
をいただいた優越性試験をもう少し詳
しく具体的に教えていただけますでし

ょうか。
　西川　有効性を立証するには、一般
的に次の３つのことがいわれています。
１つ目がプラセボ対照試験で、プラセ
ボに優ることを示すということです。
２つ目は、実薬を対照として、それに
優ることを示すというものです。３つ
目が用量反応関係を示すということに
なります。
　しかしながら、重篤な疾患に対して、
すでに優越性試験がなされて、有効で
あることが示されているような治療法
が存在する場合は、プラセボ対照試験
は非倫理的と考えられることが多いか
と思います。その場合、実薬を対照と
して、科学的に妥当な評価方法をする
ということがいわれ、非劣性試験の必
要性にもつながってきます。
　大西　それでは、非劣性試験をもう
少し詳しく具体的に教えていただけま
すでしょうか。
　西川　非劣性試験が必要になるのは
主に次の２つの場合です。１つ目は、
プラセボ対照試験は非倫理的と考えら
れる場合で、実対照薬との効果の差が
小さくて、優越性試験によって有効で
あることを示すには非現実的なほど多
くの被験者数が必要になる場合です。
もう一つは、主要評価項目である有効
性での効果は実対照薬と類似している
わけですけれども、それ以外の面でメ
リットがあるような場合になります。
　例えば、安全性が優れているとか、

１日２回服用が必要であったものが１
日１回になるとコンプライアンスが上
がるとか、入院でしか従来はできなか
ったものが外来でできるようになると

いったような、主要な有効性の評価項
目以外でメリットがある場合などです。
　大西　それでは、非劣性試験の３群
比較について教えていただけますでし

図１　（a）被験薬の実対照薬に対する
　　　優越性（Superiority）と非劣性（Non-inferiority）の関係

　　　（b）被験薬の実対照薬に対する
　　　優越性（Superiority）と非劣性（Non-inferiority）の関係

注：個々の臨床試験では、対照との平均の差（被験薬─対照）の信頼区間（上限）で判断する

注：個々の臨床試験では、対照との平均の差（被験薬─対照）の信頼区間（下限）で判断する
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としては、グループA連鎖球菌咽頭炎
において、新しいフォーミュレーショ
ンとして１日１回投与の薬剤ができた
としますと、この効果を、従来の１日
２回投与の標準薬を対照として非劣性
を検証するという目的の試験などがあ
ります。
　大西　あと、同等性試験というのも
あるのですか。
　西川　同等性試験は、時代によって
２つ意味があります。ICHガイドライ
ン、ICH統計ガイドラインといったほ
うが正確なのですけれども、それが出
る20世紀末頃までは「非劣性試験」と
いう言葉がありませんでした。ガイド
ラインを通して初めて出現した言葉で、
20世紀、1900年代にはそのような試験
は臨床的同等性試験と呼ばれていまし
た。ガイドラインができたあとは、こ
れを「非劣性試験」と呼び、明確に意
味がわかるような言葉が使われるよう
になりました。
　実際、同等性試験というのは、今で
は、先発医薬品と後発医薬品のバイ 
オアベイラビリティの比較において、
AUCやCmaxの同等性を検証する場合、
AUCやCmaxは対照のAUCやCmaxよりも
多くてもいけないし、少なくてもいけ
ないので、そのような生物学的同等性
試験の場合ぐらいになってきました。
　大西　それでは、先ほど用語の説明
をいただいた優越性試験をもう少し詳
しく具体的に教えていただけますでし

ょうか。
　西川　有効性を立証するには、一般
的に次の３つのことがいわれています。
１つ目がプラセボ対照試験で、プラセ
ボに優ることを示すということです。
２つ目は、実薬を対照として、それに
優ることを示すというものです。３つ
目が用量反応関係を示すということに
なります。
　しかしながら、重篤な疾患に対して、
すでに優越性試験がなされて、有効で
あることが示されているような治療法
が存在する場合は、プラセボ対照試験
は非倫理的と考えられることが多いか
と思います。その場合、実薬を対照と
して、科学的に妥当な評価方法をする
ということがいわれ、非劣性試験の必
要性にもつながってきます。
　大西　それでは、非劣性試験をもう
少し詳しく具体的に教えていただけま
すでしょうか。
　西川　非劣性試験が必要になるのは
主に次の２つの場合です。１つ目は、
プラセボ対照試験は非倫理的と考えら
れる場合で、実対照薬との効果の差が
小さくて、優越性試験によって有効で
あることを示すには非現実的なほど多
くの被験者数が必要になる場合です。
もう一つは、主要評価項目である有効
性での効果は実対照薬と類似している
わけですけれども、それ以外の面でメ
リットがあるような場合になります。
　例えば、安全性が優れているとか、

１日２回服用が必要であったものが１
日１回になるとコンプライアンスが上
がるとか、入院でしか従来はできなか
ったものが外来でできるようになると

いったような、主要な有効性の評価項
目以外でメリットがある場合などです。
　大西　それでは、非劣性試験の３群
比較について教えていただけますでし

図１　（a）被験薬の実対照薬に対する
　　　優越性（Superiority）と非劣性（Non-inferiority）の関係

　　　（b）被験薬の実対照薬に対する
　　　優越性（Superiority）と非劣性（Non-inferiority）の関係

注：個々の臨床試験では、対照との平均の差（被験薬─対照）の信頼区間（上限）で判断する

注：個々の臨床試験では、対照との平均の差（被験薬─対照）の信頼区間（下限）で判断する
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ょうか。
　西川　非劣性試験は、実薬を対照と
して行う試験ですが、そのほかにプラ
セボを組み込んで３群比較とする場合
が非劣性試験の３群比較といわれてい
るものです。そのメリットは、試験計
画の妥当性を確認できるということに
あります。妥当性を確認ということの
意味ですけれども、本薬や実対照薬の
プラセボに対する優越性の立証ができ
るということです。実対照薬がプラセ
ボよりも非劣性の限界、同等性の限界
ともいわれますけれども、それ以上に
優れていることの立証もできます。実
対照薬と被験薬がどの程度類似してい
るかについても評価できるという特性
があります。
　大西　それでは、２群比較というの

はどういうものなのでしょうか。
　西川　２群比較は、プラセボを含ま
ない被験薬と実対照薬の２群比較とい
うことで、この場合は内部妥当性を示
すことができないという、よく知られ
た問題があります。その具体的な意味
は、実対照薬と本薬がプラセボよりも
有効であるということをこの試験の中
でデータで示すことができないという
ことです。また、実対照薬がプラセボ
よりも非劣性の限界以上に優れている
こともこの試験の中のデータで示すこ
とができなくなります。そのため、過
去の別の試験のデータといった外部情
報による妥当性の確認が必要になって
きます。
　大西　それでは次に、非劣性の限界
といいますか、問題点といいますか、

図２　優越性試験の解析方法：仮説検定

検定の有意水準（第１種の過誤）；両側検定：５％、片側検定：2.5％

そのあたりを教えていただけますか。
　西川　どのくらいの差が非劣性とし
て、劣っていないとして許容できるか
ということになるわけですけれども、
臨床的に許容できると判断しうる実対
照薬から劣る方向への最大の差という
ふうに決めます。ただし、どれくらい
が最大の差かということに関しては、
実対照薬が過去に有効性を立証した優
越性試験において観測されたプラセボ
との差よりも小さいものであるべきと
いう条件が入ってきます。当然のこと
ですけれども、その設定根拠は十分な
裏づけが必要になってきます。
　大西　それでは、優越性試験に関し
て、解析方法とか、その他について何
か指摘したいことはありますか。
　西川　優越性試験の場合の解析方法
は、統計的な仮説検定のかたちでは、

通常は両側検定で、被験薬と実対照薬、
もしくは被験薬とプラセボに差がない
という帰無仮説を立てて、対立仮説と
してはその２群の治療効果には差があ
ると設定します。検定結果が有意か否
かで優越性が立証できたか否かという
のを判定します。第１種の過誤の大き
さ、すなわち検定の有意水準は、通常
は、両側検定の場合は５％で、片側検
定の場合は2.5％とされています。実質
的な判断は、どちらを取っても同じ結
果になってきます。
　同じことを、差（被験薬─対照）の
信頼区間で見ることもできます。図２
の両側検定は95％両側信頼区間に、片
側検定は97.5％片側信頼区間に対応し
ていて、それらが０を含むか否かが検
定が有意か否かに対応しています。
　大西　ありがとうございました。
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ょうか。
　西川　非劣性試験は、実薬を対照と
して行う試験ですが、そのほかにプラ
セボを組み込んで３群比較とする場合
が非劣性試験の３群比較といわれてい
るものです。そのメリットは、試験計
画の妥当性を確認できるということに
あります。妥当性を確認ということの
意味ですけれども、本薬や実対照薬の
プラセボに対する優越性の立証ができ
るということです。実対照薬がプラセ
ボよりも非劣性の限界、同等性の限界
ともいわれますけれども、それ以上に
優れていることの立証もできます。実
対照薬と被験薬がどの程度類似してい
るかについても評価できるという特性
があります。
　大西　それでは、２群比較というの

はどういうものなのでしょうか。
　西川　２群比較は、プラセボを含ま
ない被験薬と実対照薬の２群比較とい
うことで、この場合は内部妥当性を示
すことができないという、よく知られ
た問題があります。その具体的な意味
は、実対照薬と本薬がプラセボよりも
有効であるということをこの試験の中
でデータで示すことができないという
ことです。また、実対照薬がプラセボ
よりも非劣性の限界以上に優れている
こともこの試験の中のデータで示すこ
とができなくなります。そのため、過
去の別の試験のデータといった外部情
報による妥当性の確認が必要になって
きます。
　大西　それでは次に、非劣性の限界
といいますか、問題点といいますか、

図２　優越性試験の解析方法：仮説検定

検定の有意水準（第１種の過誤）；両側検定：５％、片側検定：2.5％

そのあたりを教えていただけますか。
　西川　どのくらいの差が非劣性とし
て、劣っていないとして許容できるか
ということになるわけですけれども、
臨床的に許容できると判断しうる実対
照薬から劣る方向への最大の差という
ふうに決めます。ただし、どれくらい
が最大の差かということに関しては、
実対照薬が過去に有効性を立証した優
越性試験において観測されたプラセボ
との差よりも小さいものであるべきと
いう条件が入ってきます。当然のこと
ですけれども、その設定根拠は十分な
裏づけが必要になってきます。
　大西　それでは、優越性試験に関し
て、解析方法とか、その他について何
か指摘したいことはありますか。
　西川　優越性試験の場合の解析方法
は、統計的な仮説検定のかたちでは、

通常は両側検定で、被験薬と実対照薬、
もしくは被験薬とプラセボに差がない
という帰無仮説を立てて、対立仮説と
してはその２群の治療効果には差があ
ると設定します。検定結果が有意か否
かで優越性が立証できたか否かという
のを判定します。第１種の過誤の大き
さ、すなわち検定の有意水準は、通常
は、両側検定の場合は５％で、片側検
定の場合は2.5％とされています。実質
的な判断は、どちらを取っても同じ結
果になってきます。
　同じことを、差（被験薬─対照）の
信頼区間で見ることもできます。図２
の両側検定は95％両側信頼区間に、片
側検定は97.5％片側信頼区間に対応し
ていて、それらが０を含むか否かが検
定が有意か否かに対応しています。
　大西　ありがとうございました。
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