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EBMの出現 

•  1991 – Evidence-based medicine - ACP Journal Clubに
おいて初めての記述. 

•  1992 – JAMA誌上においてEBM Working Group が
「パラダイムシフト」と表現  

•  臨床経験や勘、病態生理、薬理学、専門家
の意見のみは、実際の臨床における意思決
定やそれらの参考となるガイドラインの作
成にもはや十分ではない。 

•  生体の反応は時に理論に基づく推論どうり
におこらない。 





各診療科におけるランダ
ム化比較試験の数 



なぜランダム化比較試験(RCT)なのか? 

CONFOUNDER 
（交絡因子） 



交絡因子 

交絡因子とは暴露と転帰の間にあたかも因
果関係があると思わせるようにみせかける
外部(第３)の変数 



コーヒーを飲むのをやめますか? 

Exposure                                                          Disease 
　暴露　　　　　　　　　　　　　　　　　　転帰 
 



オッズ比(関連の強さの指標、オッズ比が高いほど、その因子と病気の関連性が高い) 

  心筋梗塞 
Yes 

心筋梗塞 
No 

コーヒー愛飲者 90 
(A) 

60 
(B) 

コーヒーを飲まない人 60 
(C) 

90 
(D) 

オッズ比= ( A · D ) / ( B · C ) = ( 90 · 90 ) / 
( 60 · 60 ) = 8100 / 3600 = 2.25  
 





STRATIFIED ODDS RATIOS（調整オッズ比） 
喫煙者 
心筋梗塞 

非喫煙者 
心筋梗塞 

Yes No Yes No 

コーヒー愛飲者 80 40 10 20 

コーヒー非愛飲者 20 10 40 80 

調整オッズ比の計算 
喫煙者におけるオッズ比= ( A · D ) / ( B · C ) = ( 80 · 
10 ) / ( 40 · 20 )  = 800 / 800 = 1.0 
非喫煙者におけるオッズ比= ( A · D ) / ( B · C ) = ( 10 · 
80 ) / (20 · 40 ) = 800 / 800 = 1.0 
 





なぜ観察研究ではなく、 
ランダム化比較試験なのか？ 

•  観察研究においては交絡因子が大きな問題となってく
る。 

•  すべての交絡因子を見つけり、交絡因子と真の原因と
は区別することは不可能。 

•  観察研究において既知の交絡因子は調整可能であるが、
未知の交絡因子は調整不可能である。 

•  ランダム化比較試験の目的の一つは交絡因子の影響を
最小限に抑えることにある。 

•  無作為割付は交絡因子を２つのグループに均等に振り
分けるために行われる。(未知の交絡因子の影響を中
和する唯一の方法） 



なぜランダム化比較試験(RCT)なのか? 

Association vs. Causation 
関連 vs. 因果関係 



ペンシルバニア大学ジョージテイラー博士の
ヘムライン(膝上何センチ)指標1926年 

•  ヘムラインが上がるに従って株価が上昇する – 
スカートが短くなればなるほど経済はよくなっ
ている。 

•  スカートの丈が短くなればその社会が明るくな
り活性化される。 

 
経済をよくしたいなら 

ミニスカートを流行らせろ! 
 



ヘムラインと株価の関連 
ジョージ・テイラー博士 



関連性と因果関係を区別する 
( ASSOCIATION  VS. CAUSATION ) 

•  スカート丈が短くなるのはその景気がいい時代の雰
囲気を反映しているのであって、それ自体が経済を
良くしているわけではない 

•  長いスカートは景気が良くない時代の不安などが反
映されているのであって、それ自体が景気を悪くし
ているわけではない。 

•  スカート丈に表れると考えられる時代の雰囲気や
ムードが景気を左右するわけではない。 

観察研究で示される関連性(association)は
必ずしも因果関係(causation)を示している

わけではない。 



センセーショナルなニュースの見出し 

•  炭酸飲料一日一本のんでも糖尿病のリスクが増
加 - US ニュース＆ワールド 

•  人工甘味料は心臓病と脳梗塞のリスクを61%増加
させた。 www.changinghabits.com 

•  一日３杯コーヒーを飲むと膵がんのリスクを増
加させる。www.second-opinions.co.uk 

•  ミルクは卵巣がんに関連する – BBC News  
•  ペットボトルはがんのリスクと関連 



メディアの表現方法は 
真の情報をねじ曲げることがある 

•  メディアによる表現方法は魚食があたかも癌死
亡を減少させるという印象を読者にあたえる 

•  しかしニュースのもとになった観察研究は因果
関係を証明しているわけでは決してない 

「魚を頻繁に食べると心臓病死亡の相対危険度
が50％の減少するという関連性が観察された」 

一般人にとってあまりセンセーショナルに聞こえない 

「週に五回魚を食べる女性はがんの死亡率を半減」 



疫学、観察研究でみているのはあくまで
も関連性( ASSOCIATION) 

•  観察研究ではAとBにどのような強い関連がみ
られるようとも、AがBを引き起こしているの
か、もしくはBがAを引き起こしているのか、
それともそ以外の何かがAとBを関連づけてい
るのかを区別することができない 

•  観察研究では暴露と転帰の間に何らの関連性
があるということしかいえず、因果関係を証
明するのには、他の方法が必要。 



センセーショナルなニュースの見出し 

•  炭酸飲料一日一本のんでも糖尿病のリスクが増
加 - US ニュース＆ワールド 

•  人工甘味料は心臓病と脳梗塞のリスクを61%増加
させた。 www.changinghabits.com 

•  一日３杯コーヒーを飲むと膵がんのリスクを増
加させる。www.second-opinions.co.uk 

•  ミルクは卵巣がんに関連する – BBC News  
•  ペットボトルはがんのリスクと関連 



それでは因果関係の証明や関連の方向性を
どのように証明すればいいのか？ 

因果関係(causation)の立証のため
のもっとも確実な研究方法は 
ランダム化比較試験(RCT) 



表現方法を少しかえるだけで、観察
研究で見られた関連性があたかも因
果関係があるような印象をもたせる
ことがよくみかけられる。 
 

•  Association, associated 
•  Relation, related to 
•  Link, linked to 

 
疫学研究、観察研究において上記の
表現は因果関係を表現しているわけ
でないことに留意 



閉経後ホルモン補充療法 

•  エストロゲンの生物学的作用: 血管拡張、粥状
動脈硬化の予防、LDLの減少、HDLの増加、
プロゲステロンはHDLの増加効果を増強する 

•  エストロゲン療法はフィブリノゲン、 組織プ
ラスミノーゲン活性化因子, プラスミノーゲン
活性化抑制因子, インスリン感受性、ホモシス
チンおよび血小板凝固および血管内皮細胞活
性化にかんするすべてのマーカーに好ましい
影響を与える 



ケースコン
トロール 相対リスク 無比較 

コホート 相対リスク コホート 相対リスク 

Talbott (83) 
1977 

0.3 Byrd (61) 1977 0.4 Hammond 
(117) 1979 

0.3 

Pfeffer (237) 
1978 

0.9 MacMahon 
(234) 1978 

0.3 Lafferty (204) 
1985 

0.2 

Adam (77) 
1981 

0.6 Hunt (63) 1990 0.3 Bush (78) 
1987 

0.4 

Bain (229) 
1981 

0.8 Avila (228) 
1990 

0.7 

Ross (81) 
1981 

0.5 Persson (101) 
1990 

0.8 

Szklo (241) 
1984 

0.6 Sullivan (82) 
1990 

0.2 

Beard (230) 
1989  

0.6 Henderson 
(76) 1991 

0.7 

Croft (231) 
1989 

0.8 Stampfer (85) 
1991 

0.6 

Wolf (84) 1991 0.7 



ACP ガイドライン  
ANN INT MED 1992  

ACP Guidelines  
Ann Int Med 1992  



ACP ガイドライン  
ANN INT MED 1992  



ACP ガイドライン  
ANN INT MED 1992  

•  すべての閉経後女性においてホルモン補
充療法を考慮 

•  心筋梗塞の既往もしくはリスクのある女
性はホルモン補充療法の利益がある可能
性がより高い。 

•  乳がんのリスクがある患者においてはホ
ルモン補充療法のリスクは利益より大き
くなる可能性がある 



HERS研究 1998: THE HEART AND ESTROGEN/
PROGESTIN REPLACEMENT STUDY 

•  ホルモン補充療法による心筋梗塞２次予防
の効果を調査した初の大規模ランダム化比
較試験 

•  平均4.1年の追跡で心筋梗塞や心臓死の発生
頻度に有意な差はなし 

•  事後検定で最初の一年間において、ホルモ
ン補充療法群において心臓疾患の52％の増
加がみられた 



NHLBI WHI 研究 
JAMA 2002 
•  米国の40施設における16,608人の閉経後の
女性を対象にしたランダム化比較試験 

•  一次予防: エストロゲン+ プロゲステロン 
vs. プラセボの比較で平均5.8 年追跡 

•  ハザード比(危険率) : 冠状動脈疾患 1.29 
(1.02-1.63) , 乳癌 1.26 (1.00-1.59); 脳梗塞 1.41 
(1.07-1.85) , 肺塞栓 2.13 (1.39-3.25)  

•  ACP ガイドラインは有害な治療を推奨して
いた？ 



現在の推奨 

•  ホルモン補充療法は冠動脈疾患の一次もしくは二
次予防のためには使うことは推奨されない 

•  閉経後の更年期障害にともなう重い症状にホルモ
ン補充療法を短期的に使用するさいにはできるだ
け低用量を使用する 

•  更年期障害のためにホルモン補充療法を使用して
いる際にもし心血管疾患を発症した場合は服薬を
ただちに中止し、二次予防のためには使用される
べきではない 



RANDOMIZED TRIALS OR OBSERVATIONAL 
TRIBULATIONS? NEJM 2000; 342:1907 

•  観察研究は試験ではなく苦しみをともな
う試練？　 

•  すべての観察研究は一つの大きな問題を
かかえている、それは研究のデザインが
ランダム比較試験のような介入試験では
ないということである 



EBMの時代に入って観察研究が臨床のスタ
ンダードを大きく変えた例 
•  輸血関連急性肺障害(TRALI)はドナーが女性、し
かも径多産婦の時に多いことが観察されている 

•  径多産婦の血漿には原因と目されている抗白血
球抗体が多い 

•  2000年中期以降ヨーロッパ、米国での新鮮凍結
血漿(FFP)は主に男性由来のものに切り替えられ
ており、それに伴いTRALIの頻度の著明な減少が
確認されている 



ランダム化比較試験(RCT) 
何が重要?  

アウトカム 



治療しているのは患者さん? 
もしくは単なる数字?  

•  血圧をさげる、コレステロール値をさげること
は本当にいいことなのか？ 

•  重要なのは「ハード・アウトカム」 
•  ハード・アウトカム= 死亡率および疾病に伴う
健康状態の損失(mortality and morbidity) 

•  数字の改善はハード・アウトカムに好影響をあ
たえているのか？ 

•  生理学的指標、数字：代用マーカー(surrogate 
marker) 



コレステロール値の治療とアウトカム 

研究 介入 コレステロール減少度 
LA-VA study ‘68 食事療法 13% 
Minnesota Coronary ‘75 食事療法 14% 
WHO ‘78 Clofibrate 9% 
Colestiopol-Upjohn ‘78 Colestipol 10% 
Lipid Research Clinics ‘84 Cholestyramine 9% 
Helsinki Heart ‘87 Gemfibrozil 10% 



冠血管疾患一次予防研究におけるコレステ
ロール値の減少と死亡率の関係 BMJ 1990 

オッズ比(95% CI) P 値 

心疾患による死亡率 0.85 (0.69 to 1.05) 0.06 

癌死亡率 1.43 (1.08 to 1.90) 0.01 

その他の死亡率 1.76 (1.19 to 2.58) 0.004 

全死亡率 1.07 (0.94 to 1.21) 0.33 



コレステロール値の治療とアウトカム 

研究 介入 コレステロール減少度 
LA-VA study ‘68 食事療法 13% 
Minnesota Coronary ‘75 食事療法 14% 
WHO ‘78 Clofibrate 9% 
Colestiopol-Upjohn ‘78 Colestipol 10% 
Lipid Research Clinics ‘84 Cholestyramine 9% 
Helsinki Heart ‘87 Gemfibrozil 10% 



コレステロール値の減少にかかわらずなぜ全
死亡率はかわらなかったのか？ 

•  疫学的研究でコレステロール値をさげるとが
ん死亡率が増加することが知られてい 

•  自殺や交通事故死が治療群で予期された以上
に多く見られた – violent deathの増加 

•  米国心臓協会推奨の低コレステロール食によ
りサルはより危険を恐れない行動をとるよう
になった 

•  コレステロール値をさげても死亡の原因がか
わるだけで、生命予後は変わらない？ 



NHLBI WHI 研究 
JAMA 2002 
•  米国の40施設における16,608人の閉経後の
女性を対象にしたランダム化比較試験 

•  一次予防: エストロゲン+ プロゲステロン 
vs. プラセボの比較で平均5.8 年追跡 

•  ハザード比(危険率) : 冠状動脈疾患 1.29 
(1.02-1.63) , 乳癌 1.26 (1.00-1.59); 脳梗塞 1.41 
(1.07-1.85) , 肺塞栓 2.13 (1.39-3.25)  

•  ACP ガイドラインは有害な治療を推奨して
いた？ 



これらの例から何を学ぶべきか？ 

•  生理学的指標、数字いわゆる代用マー
カー(surrogate marker)の改善はより重
要なアウトカムである死亡率などの
ハード・アウトカムに必ずしも好影響
を与えるとはかぎらない 

•  Surrogate marker 
• Morbidity 
• Mortality 



その他の例：以下の治療により患者さんに
とって利益のあることか？ 

•  喘息患者においてとある気管支拡張薬を
投与すると呼吸機能の改善がみられた？ 

•  この治療を喘息患者に勧めるべきか？ 



コクラン・システマテックレビュー 2007 
とある気管支拡張薬に関する喘息患者における

メタ解析 

•  67研究で総患者数 42,333人 を解析 
•  呼吸器機能( FEV1, AM PEF)は有意に改善 
•  呼吸器症状、QOL生活の質スコアも有意に改
善 

•  この治療薬を患者に勧めるべき？ 



二重盲検ランダム化比較試験  
患者総数 26,355  

•  気管支拡張薬 vs. プラセボ 28週追跡  
•  呼吸器関連の死亡数は治療群で増加 (相対リスク
比: 2.2, 95% CI 1.1-4.4 ) 

•   喘息関連死亡率も上昇 (相対リスク 4.4, 95% CI 
1.2-15.3) 

•   サブグループ解析で死亡リスクは黒人でより高
かった 

•  SMART Study: サルメテロール (長期型ベータ気管支
拡張薬) 



ARDSにおける2つの呼吸器管理法の比較 
ARDSNET 2000  

•  多施設 RCT 患者総数 861 人. 
•  人工呼吸器管理法 A vs. B.  
•  PaO2/FiO2 ratio:  160+68 vs. 177+81 (p<0.01) 
•  結論: 呼吸器管理法 Bの方がよりよい酸
素化を得ることができた 

•  呼吸器管理法 Bを使用すべきか ? 



ARDSにおける2つの呼吸器管理法の比較 
ARDSNET 2000  

•  多施設 RCT 患者総数 861 
•  人工呼吸器管理法 A vs. B 
•  PaO2/FiO2 ratio:  160+68 vs. 177+81 (p<0.01) 
•  死亡率: 31% vs. 40% (p< 0.01 ) 
•  人工呼吸器管理法 A  = 6 ml/kg VT 
•  人工呼吸器管理法 B = 12ml/kg VT  



生理学的指標、数字いわゆる代用マーカー
(SURROGATE MARKER)の改善はより重要なアウト
カムである死亡率などのハード・アウトカムに必

ずしも好影響を与えるとはかぎらない 

•  想定外の副作用 
•  病態生理の不完全な理解 
•  人間の体はまだまだブラックボックスでさまざ
まな介入に対する生体反応は完全には予測しき
れない 



なぜ代用マーカーが使われるのか？ 

•  代用マーカーはハード・アウトカムより早く反
応がみられるので臨床研究がより早く、しかも
安価に終わらせることができる 

•  そのような臨床研究が実際の臨床診療や方針に
影響を与えていく 

•  代用マーカーをアウトカムにした研究でガイド
ラインが作成される 

•  製薬会社が上記のような風潮を後押しする 



代用マーカーが臨床診療に影響を与えている
例 

•  無症状の糖尿病患者が治療の目標値が委員会に
よって設定される 

•  治療の目標値が達成できない場合、ハード・ア
ウトカムに与える影響は不明だが代用マーカー
を改善するすでに承認されている薬が投与され
る 

•  薬剤が市場にでて広く長く使われた後に心血管
系のや癌のリスクが明らかになるが、すでに特
許は切れており、さらに新しい「驚異の薬剤」
がそれにとってかわる 





代用マーカー＝偽の偶像 
重要なのはハード・アウトカム 

死亡率や疾患に伴う健康状態の損失 
MORTALITY & MORBIDITY 

 

SURROGATES= FALSE IDOLS 



結果は本当に正当化されるか? 
 
バイオサイエンスではなぜP値の有効値が5％
未満なのか?  

ランダム化比較試験(RCT) 
何が重要?  



バイオサイエンスではなぜP値の 
有効値が5％未満なのか?  

•  帰無仮説: 新薬とプラセボを比較してその効果に両群
間で差がない. 

•  P値: 観察された結果(治療効果の違い)が偶然に起こる
確率 

•  P値が大きい→ 観察された結果 現象は、両群に差が
ないと仮定して頻度的に起こりうる範囲内→帰無仮説
を棄却できない→ 新薬はプラセボと比べて効果に差
がない 

•  P値が小さいければ小さいほど観察された結果、治療
効果の違いは、両者に差がないと仮定した場合、確率
的にありえない→ 治療効果に差がある→ 帰無仮説は
正しくない(帰無仮説の棄却)→新薬はプラセボより効
果あり 



コインをつかった類例 

•  コインをなげた時、表と裏がでる割合に差が
ない ー 帰無仮説 

•  一回目–表 



コインをつかった類例 

•  コインをなげた時、表と裏がでる割合に差が
ない ー 帰無仮説 

•  一回目– 表 (0.5) 
•  二回戦– 表 



コインをつかった類例 

•  コインをなげた時、表と裏がでる割合に差が
ない ー 帰無仮説 

•  一回目– 表 (0.5) 
•  二回戦– 表 (0.5*0.5=0.25) 



コインをつかった類例 

•  コインをなげた時、表と裏がでる割合に差が
ない ー 帰無仮説 

•  一回目– 表 (0.5) 
•  二回戦– 表 (0.5*0.5=0.25) 
•  三回戦– 表 (0.5*0.5*0.5=0.125) 



コインをつかった類例 

•  コインをなげた時、表と裏がでる割合に差が
ない ー 帰無仮説 

•  一回目– 表 (0.5) 
•  二回戦– 表 (0.5*0.5=0.25) 
•  三回戦– 表 (0.5*0.5*0.5=0.125) 
•  四回戦– 表 (0.125*0.5= 0.0625) 



コインをつかった類例 

•  コインをなげた時、表と裏がでる割合に差が
ない ー 帰無仮説 

•  一回目– 表 (0.5) 
•  二回戦– 表 (0.5*0.5=0.25) 
•  三回戦– 表 (0.5*0.5*0.5=0.125) 
•  四回戦– 表 (0.125*0.5= 0.0625) 
•  五回戦– 表 (0.0625*0.5= 0.031) 



バイオサイエンスではなぜP値の 
有効値が5％未満なのか?  

コイントスで表が4回続けて出る確率は6% 
コイントスで表が5回続けて出る確率は3% 

コインの表・裏が出る確率は同じではない 
帰無仮説は正しくない(棄却) !! 



結果は本当に正当化されるか? 

•  医療のスタンダードは一つの大規模ランダム化比
較試験で変わることもある。多くの場合第一種過
誤（Type I error）は5％に設定されている 

•  統計的に有意差がでた大規模ランダム研究のうち
20個のうち一つは偽陽性である(実際には両群間
で差はない） 

•  どの大規模ランダム比較試験が疑陽性なのかは知
るすべもない 

•  2つの大規模ランダム比較研究がともに統計的な
有意差を示した場合、その結果が疑陽性である可
能性は0.25% と非常に小さくなる(1 in 400) 



米国FDAで新薬が承認される過程 

•  治験薬の適用免除 IND (Investigational New Drug License) 
•  Phase I (毒性試験) 健常者のボランティア(20-100).  
•  Phase II (有効性試験): より多くの患者数もしくは健
常者(20-300).  

•  Phase III (検証的臨床試験): 多施設ランダム比較試験 
•  新薬の承認申請: NDA (New Drug Application)  

•  FDA/EMAの承認には少なくとも２つの適切な
phase III研究が必要.  

•  Phase IV (市販後調査) 
•  長期の副作用を調査する 



サンプル数と検出力(POWER)計算はなぜ重要
か？ 

•  サンプル数はαとβレベルに影響する 
•  差がないのに誤って“差がある”と言ってしまう第一種過誤 

( type 1 error : α = 通常5%以下に設定).  
•  本当に差があるときに誤って“差がない”と言ってしまう第二
種過誤 (type 2 error: β = 通常10-20％に設定される） 

•  Power = 1 – beta 本当に差があるときに正しく“差がある”と判断
する確率 (80-90%) 

•  サンプル数が小さすぎるとαレベルが高くなりすぎて、帰無
仮説を自信をもって棄却し難くなる (本当に両群間に有意差
があるのか疑わしくなってくる) 

•  サンプル数は通常主要評価項目(primary outcome)を対象に計算
される 



不十分な検出力のため 
サブグループ解析や二次アウトカムの結果は 
通常十分な信頼性があるといえない 

•  2次アウトカムやサブグループ解析のためにサンプル
数は通常前向きには計算されない 

•  2次アウトカムやサブグループ解析のサンプル数は通
常十分ではない 

•  2次アウトカムやサブグループ解析の結果はそれらの
特定のグループに限ったより大規模な研究での効果の
再確認が必要 (hypothesis-generating) 

•  臨床的により重要なハード・アウトカムはしばしば2
次アウトカムとなり、十分なサンプル数の計算はなさ
れない 



ランダム化比較試験(RCT) 確認/検討を要する
事項-CHECKLIST 

•  患者の基本特性：Baseline characteristics 
•  研究からの逸脱率: Dropout rate 
•  割り付けられた治療から逸脱した患者もすべて含めての解析 : 

Intention to treat (ITT) 
•  研究の対象となっている以外のその他の治療 : Co-intervention 
•  コントロール群に標準的治療がなされているか？ : Standard care 
•  サンプル数 : Sample size 
•  治療効果の大きさの評価 : 患者さん1人がメリットを得るために、
同様の患者さん何人に治療を行わなくてはならないのか (NNT) 

•  得られた結論が直接研究の対象となった患者群以外の患者にどれ
くらい普遍的当てはまるか : External validity/genelaizability 





EBMのもっとも危険な表現 
「～の有効性を示すエビデンスはない」 

JAMA 2013:310:2149 

•  エビデンスは確定的ではなく何がベストなの
か不明 

•  エビデンスは確定的ではないが、経験やその
他の知識では～の有用性が示唆される 

•  ～の有効性は否定されている 
•  リスク効果比は微妙で、ある患者には有効性
がまさるかもしれないがすべての患者にそう
であるとは言い切れない 



文献の内容の妥当性・信頼性について 
批判的吟味 - 参考文献 

•  Users' Guides to the Medical Literature: 
Essentials of Evidence-Based Clinical Practice 
Gordon Guyatt, McGraw-Hill Professional 
 

•  Evidence-based Medicine: How to Practice and 
Teach EBM David L. Sackett, Churchill 
Livingstone 


