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今日のテーマ

• 疫学研究における課題
誤差、系統誤差、偏り、交絡

• 介入研究とは
無作為化比較試験

• Evidence-Based Medicine



疫学研究における課題



疫学研究における課題

• そもそも観察結果って一致しないよね・・・

• 本当に正確に答えてくれているのかな・・・

• だいぶ偏った人達ばかり集まっちゃったな・・・

• もし調べていない曝露が影響していたらどうしよう・・・

偶然誤差

情報バイアス

選択バイアス

未知の交絡



誤差の分類

誤差

偶然誤差

系統誤差

広義の偏り

狭義の偏り

選択の偏り

selection bias

情報の偏り

information bias

交絡

counfounding

出典 中村好一（2013）「第5章 偏りと交絡」『楽しい疫学』p83-117.



選択の偏り selection bias

• 標的集団から観察対象集団を抽出する場合に、偏った抽出方法を行った結
果生じるバイアス

• 標的集団から無作為抽出（random sampling）を行うのが原則

• 以下の場合は偏ったサンプルとなる
• 無作為抽出が行えなかった場合
• 無作為抽出が行えても回収率、回答率に著しい差がみられた場合

出典 中村好一（2013）「第5章 偏りと交絡」『楽しい疫学』p83-117.



情報の偏り information bias

• 別名 観察の偏り observation bias、あるいは誤分類
misclassification。

• 思い出しバイアス recall bias
• 面接者バイアス interview bias

出典 中村好一（2013）「第5章 偏りと交絡」『楽しい疫学』p83-117.

大きく影響を与えるのが社会的望ましさ social desirability

the tendency of some respondents to report an answer in a way they deem to 
be more socially acceptable than would be their "true" answer

“Social Desirability” Encyclopedia of Survey Research Methods (edited by Paul J. Lavrakas) Sage Publications, 2008



情報の偏り 観察研究で考えると

• コホート研究の場合 特に前向きコホート（prospective cohort）
• 曝露に関する情報は得やすい
• 疾病発生（死亡発生）に関する情報は得にくい。

• ケース・コントロール研究の場合
• 疾病発生（死亡発生）に関する情報は比較的正確に得られる

（そもそも、その情報をもとに症例群と対照群を集める）
• 曝露に関する情報は得にくい

（多くの場合、過去の情報を思いだして回答してもらうので）



交絡について

9



交絡（confounding）とは？

子どもがプロ野球選手になった

父親と母親の両方が
「自分に似たんだ」と主張

こういった状況を
「交絡」confounding

と呼ぶ

どちらの影響もあるはず

参考：石村貞夫『すぐわかる統計用語』



交絡（confounding）とは？

実際に父親も母親も影響を
与えているだろうけれど・・・

支えてくれたチームメイト？ 優秀なコーチ？

他にもっと重要な要因があるかも



疾病の発生や死亡

曝露A

曝露B

曝露C 曝露D

曝露E

曝露F

交絡とは

通常はさまざまな曝露が
疾病発生に関わっている



介入研究とは



介入にはさまざまなものが含まれる



介入研究の流れ

介入群 (曝露群)

疾病発生群

疾病非発生群

介入群の疾病頻度の観察

（１）因子への曝露状況の割付 （２）疾病発生状況の把握

観察の方向性 ＝ 順行

時間の流れ

観察の開始時点 ①

非介入群 (非曝露群)

疾病発生群

疾病非発生群

非介入群の疾病頻度の観察



RCTの例



条件を満たした結核患者481名
2008年5月～
2010年6月

12週間の追跡

結核治療薬デラマニドの無作為化比較試験

介入群2（160名）
1日2回デラマニド200mg

対照群（160名）
プラシーボ（偽薬）を服用

介入群1（161名）
1日2回デラマニド100mg

無作為割付

Gler MT, et al. Delamanid for multidrug-resistant pulmonary tuberculosis. N Engl J Med 2012; 366(23): 2151-2160.

9か国（エジプト、ラトビア、エストニア、日本、フィリピン、中国、韓国、米国、ペルー）で実施



介入群1
(n=141)

介入群2
(n=136)

プラシーボ群
(n=125)

年齢 中央値 36 33 35

範囲 19-63 18-63 18-63

性別 男性 64.5% 69.9% 71.2%

BMI 中央値 19.8 19.5 19.5

肺腔 なし 31.2% 31.6% 30.4%

片側 42.6% 41.2% 48.0%

両側 26.2% 27.2% 21.6%

通常のIntent-to-treat解析ではなく、modified intent-
to-treat解析を実施
BMI; Body mass index

各群の属性 ※原典のTable 1の一部を抽出 喀痰中結核菌の消失（sputum culture conversion：SCC）



無作為化比較試験
（randomized controlled trial RCT）
とは



介入研究の流れ

介入群 (曝露群)

疾病発生群

疾病非発生群

介入群の疾病頻度の観察

（１）因子への曝露状況の割付 （２）疾病発生状況の把握

観察の方向性 ＝ 順行

時間の流れ

観察の開始時点 ①

非介入群 (非曝露群)

疾病発生群

疾病非発生群

非介入群の疾病頻度の観察



そこで行われるのが、、、伝家の宝刀

無作為割付

Randomization

Random allocation

無作為抽出（random sampling）とは違います。気をつけて。



なぜ無作為割付（random allocation）が重要なのか？

曝露

exposure
疾病発生

曝露因子以外の因子が、ほぼ同じ状態の集団にすることができる
（と考えられている）から



盲検化の意義



患者がどの群に割り付けられたのかを

もし医師が知ってしまったら？
薬が効きそうだから、

患者さんのために
介入群に変えておこう

この人は介入群なのか
治療を一生懸命やろう

善意から、であっても厳密に比較をするためには困る

Copyright.みふねたかし



患者がどの群に割り付けられたのかを

もし医師が知ってしまったら？

薬が効きそうだから、
介入群に変えてしまえ

この人は非介入群なのか
じゃあ治療は。。。

悪意から、という場合もある

○
○
製
薬

Copyright.みふねたかし



患者がどの群に割り付けられたのかを

もし患者が知ってしまったら？

非介入群になっちゃった
新薬飲めないのか・・・

非介入群になったのは
嫌だ。なんとかして変

えてもらおう！！

予後に影響？
Copyright.みふねたかし



患者がどの群に割り付けられたのかを

もし患者が知ってしまったら？

やった！介入群だ。
新薬が飲めるゾ！

予後に影響？

Copyright.みふねたかし



データがどの群のデータかを

もし解析者が知ってしまったら？

せっかくの新薬なのだから、
介入群のほうが効果が出た

ように解析しよう

これはダメ

なので、本来、介入研究などの前に解析手法を予め
決めておく（ということは、途中で解析手法が変わっ
た研究は・・・）Copyright.みふねたかし



マスキング（盲検化）

新薬 偽薬（placebo）

調べたい薬と形状が全く同じで薬効のないものを準備する
← どの群に割り付けられたのかを患者（や医療従事者）がわからないようにするため

「何を飲んでもどんな薬を飲んでも効く人がいるの
で、薬効判定のために考え出された役に立たないた
めの薬」（石村, アレン, 劉, 2016）



いつでもマスキングができるわけではない

○○講座？

△△体操？

■■手術



Informed consent



インフォームド・コンセント

説明した上で、同意するかどうか尋ねる

・研究の目的
・方法
・（行う場合）無作為割付
・（行う場合）盲検化
・データの活用
・研究費の出所 など



できるかぎり自由意思に基づく同意（同意しない選択肢の保障）が大切

「参加するかどうかは、ご自身の意思で決められます。
拒否しても、治療上不利益を被ることはありません。
一度同意しても撤回することが可能です。」

「参加しなかったらどうなるかわかってるよな！！」



無作為化比較試験の限界



どちらかが優れている（劣っている）ことが明らかな場合

薬A 薬B

薬Aのほうが明らかに
優れている

薬A 薬B

薬Bのほうが明らかに
優れている

いずれの場合も無作為化比較試験の実施は
倫理的に許容されない

従って
中間解析で明らかな優劣が判明
した場合は、研究を中断する



EBM Evidence-Based Medicine



ＥＢＭは次の３要素を統合するものと考えられる。

(1)利用可能な最善の科学的な根拠

(2)患者の価値観及び期待

(3)臨床的な専門技能

出典：厚生省「医療技術評価推進検討会報告書」（1999年3月23日）



システマティック
レビュー

無作為化比較対照試験
（RCT）

コホート研究

ケース・コントロール研究

症例報告など

専門家の意見

EBM（evidence-based medicine）におけるevidenceの強さを表す階層図

この図をどこまで信用してよ
いものか・・・



The proposed new evidence-based medicine pyramid. 

M Hassan Murad et al. Evid Based Med doi:10.1136/ebmed-
2016-110401

©2016 by BMJ Publishing Group Ltd
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