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「成熟社会におけるがん医療のリノベーション」

臨床試験の目的は、まず、対象とする治療法の有効
性・安全性を、正しく（バイアスなく）評価することに
ある。その上で、評価された治療法をより多くの人に
適用する価値があるかどうかを判断することになる。
統計学は、このプロセスに大きくかかわる学問である
ため、臨床試験を計画・実施・分析・解釈する際には
統計学の本的な概念を理解しておくことが望ましい。
本稿では、実施計画書（プロトコル）内に出てくる統計
関連の用語、特にランダム化比較試験で使われる統計
学的用語を中心に説明する。

1.　評価項目（エンドポイント）
臨床試験では、主に、その試験の目的を達成するた

めに最も重視される主要評価項目と、主要評価項目に
関する結果をサポートするための副次的評価項目、に
分類されている。主要評価項目は統計学的に結論を出
すために可能な限り1つに絞り込まれることが多い。ま
た、既に述べた検証的試験であれば、その治療におい
て臨床的にもっとも重要な評価項目を選ぶのが基本と
なる。癌臨床試験では、多くの場合、生存期間がそれ
に該当する。ただし、探索的試験では、臨床的に重要
な評価項目である生存期間での効果を予測しうるサロ
ゲートマーカー、もしくは代替指標で評価が行われる
ことが多い。例えば、奏効率などはその代表的な例で
ある。

主要評価項目は、試験の結論に直結する評価項目で
あるため、主要評価項目と副次的評価項目とでは、試
験の中での重要度が全く異なる。そのため、主要評価
項目に関しては、誤りなくデータを取れるように計画
しておくことが重要となる。また、主要評価項目とし
て、全生存期間を調べたいが、中々死亡が起きないよ
うな疾患の場合、無再発生存期間（Relapse-Free Sur-
vival）など、再発も含めた評価項目を主要評価項目と
する場合もある。特に、期間に関する評価項目は、複
数のイベントにより構成されることになるため、その

定義をはっきりと理解しておく必要がある。また、試
験期間中にイベントを発症しなかった場合、または、
途中で脱落してしまった場合には、「打ち切り（Censor-
ing）」として取り扱われる。打ち切りに関しても、評価
項目により定義が異なるため混乱しやすいため、事前
の確認が重要である。

2.　ランダム化（無作為化）
既存治療群と試験治療群とを比較する際に、試験治

療は大学病院で行い、既存治療は市民病院で行い、そ
の後、2つの治療を比較する、という試験を行うと、ど
のような問題が起きるだろうか？まず、治療を行う場
に依存して、例えば、大学病院には比較的重症な患者
さんが、市民病院には比較的軽症な患者さんが来院し
て治療が行われるといったことが考えられる。そうす
ると、比較している治療以外に結果に影響を及ぼす因
子がばらついてしまい、本当は試験治療に優れた効果
があったとしても、重症な患者さんが多いために、集
団としてみると比較的軽症の患者さんの多い既存治療
群と、効果が変わらないように見えるかもしれない。
このような本当に評価したい真の効果をゆがめる現象
をバイアスといい、ここで説明した結果に影響を及ぼ
す因子が比較したい集団で異なることによって生じる
バイアスを交絡（Confounding）という。

それでは、重症度が問題なのであれば、どちらの病
院でも重症度がStage IIでPerformance Statusが1以下
の患者さんで比較すればよいと考えるかもしれない。
しかし、この場合でも、例えば、測定しきれない遺伝
情報や生活習慣、食習慣など、様々な測定可能な交絡
因子、測定不可能な交絡因子によってやはり結果はゆ
がめられてしまう。

測定不可能な因子による交絡をも取り除く唯一の方
法が、ランダム化（無作為化）と呼ばれる方法である。
基本的には、コンピューターによって決定される乱数
に基づいて、割り付けられる治療法を決定する。多施
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設臨床試験の場合、ファックスやインターネットを用
いた中央登録方式により、割付が管理されるのが一般
的である。古くは、インターネットなどの設備が整っ
ていなかったため、また、割付から治療までの時間が
短く登録・割付センターからの連絡を待つことができ
なかったため、事前に割付の順番を決めて封筒に入れ
て各施設に配布しておき、適格な患者さんが来たら決
められた順番通りに封筒をあけて治療を決定する封筒
法が多用されていた時期もあったが、患者が来る前に
封筒をあけてしまうといった割付違反が頻発したため、
今でも一部では行われているものの、行うべきでない
方法とされている。

割付方法には、単純ランダム化、層別ランダム化、
置換ブロック法、最小化法など、様々なものが提案さ
れている。登録する被験者数が多い（数千例）試験であ
れば、単純ランダム化でも十分に群間の背景が均等に
なるが、被験者数が少ない場合は、たまたま、一部の
因子で偏りが出てしまうことがある。その偏った因子
が、結果へ与える影響が大きい因子であれば、ランダ
ム化していたとしてもバイアスが入ってしまう。その
ため、特に結果への影響が大きい因子として知られて
いるものは、割付の際にあらかじめ優先的に群間で均
等になるように計画することがある。層別ランダム化
や最小化法はこのための手法であり、優先的に均等に
する因子のことを、それぞれの手法に対応させて層別
因子、割付調整因子、と呼ぶのが一般的である。米国
の癌研究グループであるSouth West Oncology Group

（SWOG）によると、癌臨床試験の規模（多くても数百程
度）であれば、層別因子・割付調整因子は3つとするこ
とを提案している（Clinical Trials in Oncology 3rd ed., 
2012）。

3.　解析対象集団
ランダム化比較試験における解析対象集団のゴール

ドスタンダードは、Intention-To-Treat（ITT）集団で
ある。ITTの原則とは、ランダム化割付された後の被
験者は予定した治療スケジュールを遂行したかどうか
にかかわらず、最後まで追跡され、割付けられた群に
基づいて解析されることをいう。つまり、たとえ途中
でプロトコル違反をしようとも、途中で来院しなくな
ろうとも、割付けられた後の情報に基づいて、解析対
象集団を変えないということになる。最初に述べた検
証的試験や、Effectiveness Trialでは、必須の考え方
となっている。ただし、割り付けられたもののよくよ
く調べると本当は適格外であった場合（割付後の不適
格ではないことに注意）、機械的に割付は行われたが
一度も来院せず、全くデータがない場合、同意撤回さ

れ、同意撤回する前までのデータの利用を拒否された
場合、といった割付と関係のない理由に基づいて除外
することはITTの原則からは外れないと考えられる。
このような集団は、Full Analysis Set（FAS）もしくは
modified ITT集団、と呼ばれたりする。ただし、近年
はITTの原則が広く浸透してきているため、特別な理
由がない限りは基本的にはITT集団に基づいた解析対
象集団とした方がよいであろう。

一方で、特にEfficacy Trialでは、プロトコル治療を
遵守しているかどうかは非常に重要な事項であり、プ
ロトコルを遵守した集団（Per Protocol Set; PPS）を対
象に解析を行うこともある。これは、ITT集団での結
果と、PPSでの結果との食い違いがないかどうかを確
認するためである。この作業を結果の頑健性（ロバスト
ネス）の確認、と呼ぶ。どちらの解析対象集団に基づい
ても結論が変わらない場合は、多少の対象集団の食い
違いが結果に影響しない、という意味で、結果の頑健
性があると言われる。

ランダム化比較試験を論文として結果を発表する際
には、図1のようなCONSORT Flow Chartを作成する
必要がある。これは、解析対象集団が、全登録例、全
割付例からどのように変化したかを明確にするための
ものである。そのため、データを取る際には、あらか
じめこの分類を行うことができるように記録を残して
おく必要がある。

4.　統計的検定と、第Ⅰ種の過誤確率（αエラー）、第
Ⅱ種の過誤確率（βエラー）

臨床試験で統計解析を用いる主な理由は、結果には、
主に患者個々の特性要因による不確実性が伴うからで
ある。もう少し具体的に言うと、ある集団をランダム

図 1　CONSORT Flow chart
（CONSORT 2010 声明 ランダム化並行群間比較試験報告

のための最新版ガイドライン , 2010）
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に2群に分けて試験を実施した場合に得られる結果と、
仮想的に同じ集団を再びランダムに2群に分けて試験を
実施した場合、ランダム化を行うたびに割付結果は異
なるため、群間を比較した際に得られる結果は全く同
じにはならない。このバラつきを、結果の不確実性（バ
ラつき）と呼ぶ。実際に、何度もランダム化を行うわけ
ではないので、この仮想的な試験の再現によるバラつ
きは理論的に（もしくはシミュレーションによって）計
算される。例えば、イメージとしては図２のような形
である。

縦軸は群間の差、横軸は仮想的に繰り返した試験の
番号と思えばよい。ランダム化をすると、結果がバラ
つくとしてもそれはランダムなので、真の群間の差を
中心にして、結果はランダムにばらつくことになる。

実際に行う試験は1回のみであるため、図２の中でも
どれに該当するか分からず、ましてやそもそも真の群
間の差は分からない。そこで、統計学では、「帰無仮説」
と「対立仮説」という2つの仮説を立てる。試験治療が既
存の治療よりも奏効率が高いかどうかを判定したい場
合には、2つの仮説は以下のようになる。

帰無仮説：試験治療の奏効率－既存治療の奏効率＝0
（奏効率の差は0）

対立仮説：試験治療の奏効率－既存治療の奏効率≠0
（奏効率に差が0ではない）

この2つの仮説のうち、次のような手順で、どちらが
正しいかを実際に行う1回の臨床試験から判定する。

1）帰無仮説が正しいと「仮定」する。
2） 帰無仮説が正しければ、図２の「真の差」は0であ

り、その周りに結果はばらつくはずである。
3） 帰無仮説が正しい場合、図２のバラつきの下で、

これ以上（もしくは、これ以下）の値が観察される
確率は低いと考えられる閾値（通常、両側5%）を
設定する。

4） 実際の臨床試験の結果が得られたら、帰無仮説の
下でその結果よりも極端な値が観察される確率

（P値）を計算する。P値が事前に設定した5%より

も小さければ、帰無仮説が正しい確率はかなり低
いと考え、「帰無仮説が正しい」という仮定が適切
ではない、つまり、対立仮説（＝差が0ではない）
が正しい（統計的有意差あり）、と結論付ける。

この判定方法を、統計学的検定と呼ぶ。この時、対
立仮説を採択した場合でも、実際には帰無仮説が正し
い可能性は5%あることになるが、この過誤（エラー）は
しょうがないと考えているともいえる。この、本当は
帰無仮説が正しいにもかかわらず、対立仮説が正しい
と判断する過誤を、第Ⅰ種の過誤（αエラー）という。
また、本当は対立仮説が正しいにも関わらず、たまた
ま差が0に近い値をとってしまって、有意差ありと言え
なかった過誤を、第Ⅱ種の過誤という。人数が多くな
ると、ランダムなバラつきが小さくなるため、それぞ
れの過誤は小さくなる。そのため、臨床試験では、計
画段階でこのエラーをコントロールするために、事前
に必要被験者数を算出している。

5.　生存時間データ
癌臨床試験では、イベントを発症するまでの時間を

評価項目とすることが多い。このようなデータを生存
時間データ（time-to-eventデータ）と呼ぶ。生存時間デー
タでは、イベントを発生するまでの時間が評価の対象
となる。問題は、追跡期間中にイベントを起こさない
被験者も存在し、この場合、その被験者のイベントを
起こすまでの時間は、不明であるということである。
このイベントを起こさない被験者のことを打ち切り症
例、もしくは単純に打ち切り、と呼ぶ。打ち切りは、
追跡終了時点だけではなく、追跡途中にも急な転居な
どの理由で発生する。

例えば、表1のようなデータが得られる。

表 1　生存時間データの例

ID
生存時間

（もしくは打ち切り時間）
イベント＝ 1

（打ち切り＝ 0）

1 1 年 1

2 2 年 0

3 3 年 1

4 4 年 1

5 5 年 0

全員5年まで追跡されていれば、5年生存割合は、（生
存者数/登録者数）で計算することができる。ただし、
表1のようなデータでは、1名転居により消息不明で2
年目で打ち切りとなっており、最終追跡時点である5
年目でイベントを発症していない人が1名いる。この
場合、打ち切りがランダムに発生していると仮定した
上で、時点の生存割合を評価する方法をKaplan-Meier

図 2　仮想的なランダム化の繰り返しに
基づく結果のバラつき
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法という。実際のKaplan-Meier法の計算はセミナー当
日実演する。

打ち切りにはランダムな打ち切りを仮定している
が、例えば、片方の群では有害事象（例えば、脳卒中
などによる転院）が発生していて、打ち切りがランダ
ムでないといった状況は考えられる。このような場

合、まずは、何があっても最後まで主要なイベントの
有無を調べる、という事、さらに打ち切りとなる場合
にも可能であればその理由を集計できるようにデータ
を取っておくことが生存時間データの解析にあたって
は、重要となることを理解しておく。
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