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刊行によせて
あらゆる分野で急速に変化しつつある現代社会の中で，医学・医療も例外ではなく，かつ
てない早さで様々な変化が起こりつつある。このような変化の背景にある原動力は一つでは
ないが，その中で「情報化」という原動力が果たしている役割は間違いなくきわめて大きい
ものである。米国立図書館（NLM）が，MEDLINE という名で今日呼ばれることとなる医学文
献データベースの構築を始めたのは1960 年代であると聞いている。世界初のコンピュータが
産声を上げて間もないことである。今日，MEDLINE には米国を中心に世界 70 ヵ国で出版さ
れている医学雑誌 4,800 誌の 1,200 万論文が収載されている。パーソナルコンピュータが普及
し始めておよそ 30 年，インターネットが普及してネットワーク社会が到来してわずかに20 年，
医学と医療情報の専門家が図書館という場だけで利用できた MEDLINE は，各家庭で，あ
るいは医療の現場で昼夜の区別なく利用できる状況が実現しつつある。医学における情報
戦略は，一部の専門家の手からすべての医療提供者へと急速な拡大を見せている。この大き
な，そして急速な変化の中で一躍，医療の中心に躍り出たのが Evidence-based Medicine
（EBM）であるということができる。
EBM の中興の祖であるSacket 博士によれば，EBM とは個々の患者の診療での意思決定に
際して，最新，最善の evidence を，良心的に，明示的に，そして慎重に用いることとしてい
る。では，そのような evidence をどこから探し出し，どのように活用したらよいか。その具
体的な方法，注意点を包括的に解説したのが本書である。MEDLINE をはじめ，世界中で提
供されている医療情報を正しく活用するための手順を，実践的な視点と科学的な視点の両面
から詳細に解説してあり，より質の高い医療の提供を目指すすべての医療従事者にとって，
まさに広大な海の道先案内人となるマニュアルであるといえる。
（財）日本医療機能評価機構がわが国
本書の著者である森實先生を中心とするグループは，
の EBM の発展の一助となるべく開始した医療情報サービス Minds ○R プロジェクトのために
馳せ参じてくれた先生方である。質の高い医療情報サービスを実現するためには，どのよ
うなプロセスで医学文献の評価選定を進めたらよいか，一から地道な検討を進めてくださ
ったご苦労の成果が，本書に結実したといえる。Minds ○R プロジェクトを推進している仲間
として，本書がわが国の EBM の発展に貢献することを願っている。
2004 年 9 月
日本医療機能評価機構理事（医療情報サービス担当）
東京女子医科大学教授

山口直人
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はじめに
本書の目的は，evidence-based medicine（EBM）実践のステップにおける，臨床上の問題
の定式化，医療情報の収集，論文の批判的吟味を行う際に手助けとなる情報を提供するこ
とである。これら三つのステップ，特に医療情報の収集と論文の批判的吟味を効率よくで
きるようになりたいと思っている医療従事者は多数いる。しかし，これらをマスターして
いると自信をもっていえる者はどれだけいるであろうか。The Cochrane Library，Clinical
Evidence，Physician s Information and Education Resource（PIER），UpToDate，ACP
Journal Club など，臨床上の疑問に答えを提供しうるシステマティックレビューや記述を
提供するウェッブサイトがあり，さまざまな診療ガイドラインが発行されている中であっ
ても，一次情報を参照する必要性に迫られるのは日常のことである。いかにしてそれらの
一次情報を引き出し，いかにして批判的吟味を行うか，その知識とスキルが医療従事者に
は必要である。
医療情報の収集はインターネット接続されたパソコンがあれば，誰でもできるようにな
った。特に，1997 年から世界中に無料で公開されている PubMed には医学文献の標準デー
タベースとみなされている MEDLINE があり，日常診療の中で，臨床上の疑問が生じた時
点で，誰でもすぐに検索することができる。しかしながら，PubMed を検索して必要な医
学文献を引き出すには，それなりの知識とスキルが必要であり，思いついた語句を検索す
るだけでは不十分である。適切な検索を行うには，まず適切なクリニカルクエスチョンの
作成が必要であり，適切な検索語句を組み合わせて，適切な検索式を作成することが必要
である。さらに，適切な批判的吟味には，研究デザインの分類，妥当性，信頼性，臨床的
意義の判断が必要である。本書はこれらの方法について述べている。
本書が生まれたきっかけは，Medical Information Network Distribution Service（Minds ○R ）
の活動に，筆者らが医学文献評価選定委員会の委員として参加し，医学文献の評価選定の
方法論を確立するため，議論を重ねたことにある。そこでの議論は，医学文献評価選定マ
ニュアルとしてまとめられたが，EBM を目指す医療従事者に有用であると判断し，外部へ
公開すべく本書が発刊されることになった。
Minds ○R は 2004 年 5 月 11 日に開始され，日本で作成された診療ガイドラインおよび，医
学文献評価選定委員会が選定し評価した Minds ○R アブストラクトがインターネット上にデ
ータベースとして公開されている。Minds ○R アブストラクトは多数の編集委員，文献レビ
（財）日本医療機能評価機構（Japan
ュアーが作成に関与されたものである。なお Minds ○R は，
Council for Quality Health Care: JCQHC）の活動のうち，医療情報サービス事業の一環とし
て行われている。
2004 年 9 月

森實敏夫
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Ⅰ

臨床医学研究評価の基本的考え方
知らないため，生体の中で全体として最終的に

A. 医学研究の分類

何が起きるかは臨床研究によってしか知ること
ができない。最初に，医学研究にはどのような

医学研究には，分子・原子など物質だけを取
り扱う研究，細胞を用いた研究，動物を用いた

ものがあるかを述べる。
医学研究は目的と対象によって次のように分

研究，そしてヒトを被験者とした研究，さらに，

類することができる 4）。

患者あるいは健常者を対象とした臨床医学研究

1）疾患の機序に関する研究

など，さまざまな研究が存在する。われわれが

このタイプの研究は記述的または分析的研究

これから評価の対象とする研究は，これらの医

であり，コントロールされた状況下において，

学研究の中で，主に臨床医学研究である。すな

検査や臨床的観察が行われる。代謝の研究や薬

わち，学問的興味に発するだけでなく，ヒトを

理学的研究などがこのタイプである。

対象にした研究で，疾患の予防，診断，治療，

2）疾患の治療に関する研究

予後など，医療に直接的に関わる研究である。

さまざまな治療法や予防法の開発の評価を行

遺伝子，その産物，環境由来の物質と環境の物

う研究で，そのアウトカムは直接臨床に関係し

理化学的条件の四者の相互作用によって，最終

ている。しばしば，内的対照や真の実験的デザ

的に何が起きるかを解析する研究ともいえる

インが用いられる。ランダム化比較試験（ran-

が，ヒトゲノムは約 30 億塩基対，遺伝子が約 3

domized controlled trial: RCT）など臨床研究のほ

万

1, 2）

，その産物である蛋白はスプライシングと

翻訳後の修飾によって最大約 150 万，その数は

とんどがこのタイプである。
3）ヒト由来の材料を用いた in vitro の研究

不明であるが遺伝子の発現を調整している非翻

血液，組織，その他のサンプルを用いた観察

訳領域，そして，それらを含み遺伝子発現のパ

的デザインによる研究で，臨床的に重要と考え

ターンと形態・機能が異なる細胞が約 60 兆個集

られる関連因子を示す目的で行われる。一連の

まり，人体が形成されている。

外科的研究や病理学的研究はしばしばこのタイ

臨床医学研究の研究対象は，その人体と環境
との相互作用によって，さまざまな健康状態や

プである。
4）ヒトの健康や疾患のプロセスのモデル

疾患が惹起されるきわめて複雑なシステムであ

これらの研究は疾患の動物モデルや理論的モ

り，われわれはまだその一部しか解明していな

デル（すなわち数学的モデル）を作るために行わ

3）

い 。臨床医学研究は生体の個々の構成要素と

れる。これらのモデルはしばしば研究室レベル

環境との相互作用が，全体として引き起こす最

の研究や臨床的研究のガイド役を果たす。

終結果を問題にする研究であるともいえる。そ

5）フィールド調査

れに対して，基礎医学研究は少数の要素の相互

集団における疾患の危険因子あるいは相関す

作用のみを解析対象としており，生体の中でそ

る因子の記述的あるいは分析的研究である。疫

の反応が再現できるかについては，ヒトを被験

学調査や遺伝的研究が含まれる。

者とした研究が必要である。しかし，ヒトを対

6）技術開発

象とした研究にはさまざまな制限があるため，

このタイプには，新しい診断装置や診断方法，

その再現性には確信をもてないことが多い。わ

あるいは治療装置や治療方法の開発とシステム

れわれは，きわめて複雑なシステムの一部しか

のテストが含まれる。すなわち画像診断装置，

1

画像法，診断装置，ワクチン，生物統計学のよう

病因あるいは危険因子を制御することによっ

な応用解析法などである。最近では数千，数万

て疾患，病態の発生を予防する方法に関する研

の遺伝子配列を一度に解析できる，high-density

究。あるいは発生した疾患または病態を改善，

DNA array（DNA chip または gene chip）がここ

治癒させる方法に関する研究。

に分類される。

2）診断に関する研究（diagnosis）
その疾患あるいは病態で高頻度に，それ以外

7）ヘルスケアのデリバリー

の場合に低頻度で認められる症状，検査，それら

このタイプの研究では，ヘルスケアの実行や
デリバリーの経済学的，社会学的効果に焦点が

の組み合わせ（所見）による診断法に関する研究。

置かれる。たとえば教育や訓練の研究，費用対

3）予後に関する研究（prognosis）
ある一定の予知因子を有する患者の疾患経

効果の研究，ヘルスケアへのアクセスに関する

過，生存，QOL（quality of life）などのアウトカ

研究，医療費や医学研究費の研究などである。

ムを調査，解析する研究。

さらに，臨床医学研究は目的によって，次の
5）

4）病因に関する研究（etiology）

ように分類することが可能である 。

病因あるいは危険因子と疾患，病態発生の因

1）予防，治療に関する研究（prevention or

果関係を解析した研究。

treatment）

ヒトゲノム配列の多型性と疾患感受性の関連
ヒトゲノムの遺伝情報と一般的疾患の関連につ

る。すべての遺伝子の生物学的役割や機能が分か

いての研究は急速に発展している。近い将来，診

っているわけではないので，症例群と対照群で頻

断，治療の選択，発症予防などに際し，一般臨床

度の差が見つかっても，それが偶然による可能性

の場でヒトゲノム配列情報が用いられるようにな

を否定できないことが多い。すなわち，単に頻度

るであろう。疾患とゲノム配列の関連を証明する

だけを比較して差を見いだしても，生物学的には

方法として，二つの研究法が用いられている。一

無関係な配列を見ているのかもしれない。人類の

つは，連鎖解析（linkage analysis）であり，もう一

ゲノムの塩基配列はほぼ共通であり，ランダムに

つが関連解析（association study）である。後者に

抽出された二人のゲノムを比較した場合，塩基が

1）

ついて簡単に解説する 。

異なる点は，1250 塩基に一つしかない。蛋白をコ

関連解析では症例対照研究と家系解析の二つの

ードする遺伝子だけを見るとさらに少なく，2000

方法が用いられている。症例対照研究は通常の症

塩基に一つである 。さらに，二人のゲノム間で

例対照研究と同じ研究手法である。症例にマッチ

異なる配列の大部分は，ヒト集団の中で共通に認

させた対照を集め，両群でのさまざまな配列の頻

められるものであり，ゲノムの塩基配列の相違は

度を比較する。この際に，対照群の人種構成が異

一般人口の 1 ％以上で認められるものである 。

なっていたような場合，人種差を規定している遺

したがって，患者一人とその疾患のない者一人の

伝子の頻度に差があるのは当然であるが，それを

ゲノム配列を比較して，異なる点を拾い上げても，

疾患と関連していると取り違える可能性がある。

ほとんどは疾患と関係がない差である。

2）

そこで，適切な層別化が行われることがある 。

2

3）

4）

ヒトゲノムには，1 千万個の一塩基多型（single-

家系解析では，症例の属する家系で対照を選択す

nucleotide polymorphisms：SNP［スニップ］
）があ

ることによって，疾患関連配列以外の差を小さく

ると推定されているが，たとえばこの中で，20 が

できる。

実際に疾患と関連していると仮定しよう。症例対

関連解析では，あらかじめ疾患と関連している

照研究で，P 値 0.05 で有意であると判定した場合，

ことが想定される候補遺伝子を見いだす必要があ

1 千万個の SNP のうち，その 20 分の 1，すなわち，

Ⅰ 臨床医学研究評価の基本的考え方

5）医療保健プログラムあるいは介入の経済に
関する研究（economics of health care programs or interventions）

いは介入の選択を解析した研究。
8）鑑別診断に関する研究（differential diagnosis）

さまざまな介入から構成される医療保健プロ

臨床上問題になる類似した症状を呈する，複

グラムあるいは個別の介入の費用，便益などに

数の疾患の鑑別法に関する研究。

関する研究。

9）システマティックレビュー（systematic

6）医療の質の向上あるいは持続的教育に関す
る研究（quality improvement or continuing
education）

review）
包括的な文献検索に基づき，複数の研究を客
観的，定量的に統合した研究。メタアナリシス

患者のアウトカムあるいは教育を受ける者の

を含む。

医療技術，知識，医療の質などを指標として教
育プログラムなどの活動の効果を解析した研究。
7）臨床予測ガイドに関する研究（clinical prediction guides）

目的による臨床医学研究の分類を解析対象，
研究対象者，解析される説明変数と従属変数の
各項目からみると表Ⅰ─ 1 のようになる。

症状の有無，程度に応じた診断法の選択ある

50 万個が偽陽性，そのうちたった 20 個が真の陽
性であるという結果を得ることになる。したがっ
て，出現頻度に有意差が認められた 50 万個のほ
とんどは，偶然に P 値が小さくなる結果が得られ
ただけであって，疾患とは関係がないということ
になる。もし，P 値が 10

−6

以下の場合に有意で

あると判定した場合には，偽陽性は 10 個だけに
なるが，真の 20 個の SNP を検出するには，きわ
5）

めて大きなサンプルサイズが必要になる 。
このように，比較する変数がきわめて多いため，
関連解析では統計学的なエラーを起こす可能性が
高い。したがって，一つの研究で示された関連が，
検証研究で裏付けられる確率が低くなり，実際に
それが証明されている。四つ以上の研究が行われ
た 166 件の関連の中で，どの研究でも結果が同じ
だったものは 6 件しかなかったことが報告されて
6）

いる 。このような結果になるのは，それぞれの研
究のサンプルサイズが不十分であったり，偽陽性
7）

を除外するための基準が甘いことが原因である 。
最近，the false positive report probability（FPRP）
8）

による方法が紹介されている 。
1）Rosand J, Altshuler D. Human genome sequence
variation and the search for genes influencing
stroke. Stroke 2003; 34: 2512 ─ 7.
2）Ozaki K, Ohnishi Y, Iida A, Sekine A, Yamada R,

Tsunoda T, et al. Functional SNPs in the lymphotoxin-alpha gene that are associated with susceptibility to myocardial infarction. Nat Genet 2002;
32: 650 ─ 4.
3）Cargill M, Altshuler D, Ireland J, Sklar P, Ardlie K,
Patil N, et al. Characterization of single-nucleotide
polymorphisms in coding regions of human genes.
Nat Genet 1999; 22: 231 ─ 8.
4）Marth G, Yeh R, Minton M, Donaldson R, Li Q,
Duan S, et al. Single-nucleotide polymorphisms in
the public domain: how useful are they? Nat
Genet 2001; 27: 371 ─ 2.
5）Dahlman I, Eaves IA, Kosoy R, Morrison VA,
Heward J, Gough SC, et al. Parameters for reliable results in genetic association studies in common disease. Nat Genet 2002; 30: 149 ─ 50.
6）Hirschhorn JN, Lohmueller K, Byrne E, Hirschhorn
K. A comprehensive review of genetic association
studies. Genet Med 2002; 4: 45 ─ 61.
7）Lohmueller KE, Pearce CL, Pike M, Lander ES,
Hirschhorn JN. Meta-analysis of genetic association studies supports a contribution of common
variants to susceptibility to common disease. Nat
Genet 2003; 33: 177 ─ 82.
8）Wacholder S, Chanock S, Garcia-Closas M, El
Ghormli L, Rothman N. Assessing the probability
that a positive report is false: an approach for
molecular epidemiology studies. J Natl Cancer
Inst 2004; 96: 434 ─ 42.
（森實 敏夫）
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表Ⅰ─ 1
番号 解析対象

研究対象者

説明変数

従属変数

1

介入

患者あるいは住民

介入の有無

疾患/症状/QOL/生存/再発

2

診断法

患者および健常者

症状/検査

疾患/病態

3

予後

患者

診断/症状/検査

症状/QOL/生存/再発

4

病因

患者および健常者

測定

疾患/病態

5

医療保健プログラム/介入

患者あるいは住民

医療保健プログラム/介入

費用/便益/効用

6

医療の質の向上のための
活動あるいは持続的教育

医療従事者あるいは
患者

質向上のためのプログラム
あるいは教育プログラム

医療の質あるいは
教育を受ける者の質

7

臨床予測ガイド

患者

臨床予測ガイドの使用

患者のアウトカム/
費用など

8

鑑別診断

2 群以上の患者

症状/検査

疾患/病態

また，研究デザインによって，臨床医学研究

かにされたと仮定する。たとえば，血圧が高い

を分類することもできる。ある研究から得られ

と（高血圧があると）
，脳卒中のリスクが高くな

る知見の妥当性は研究デザインによって異な

ることが証明されたとしよう。この知見が得ら

り，エビデンスの質も異なる。エビデンスの質

れた時点では，実は高血圧の患者には何の影響

が異なるのは，物質や事象の測定に伴う誤差，

もなく，患者は何のベネフィットも受けること

バイアス，統計学的偶然などによる。これにつ

はできない。高血圧という危険因子が制御され

いては後述する。

ることで，脳卒中発症というアウトカムが改善

まず，臨床医学研究を評価する際の基本的考
え方について述べる。

することを証明する必要がある。すなわち，血
圧を低下させることにより脳卒中の発症率が低
下することが証明されて初めて，患者がベネフ
ィットを受けることが証明される。

B. 患者にベネフィットをもたらすか

特に，交絡の影響を受ける可能性がある場合，
真の危険因子を取り違える可能性があり，交絡

すべての臨床医学研究は，その研究結果が臨

因子を制御してもアウトカムはなんら改善しな

床の現場で用いられた場合に，患者にベネフィ

いことが起こりうる。たとえば，マッチをもっ

ットがもたらされるかどうかによって評価され

ていること（見かけ上の交絡因子）と，肺癌の発

るべきである。すなわち，臨床的意義があるか

症（アウトカム）に有意な相関が見いだされた場

どうかは，研究結果を臨床に応用した場合に，

合，マッチをもつのをやめることによって，肺

患者がベネフィットを受けるかどうかによって

癌の発症リスクが減少するなどということはあ

評価されるべきである。そして患者がベネフィ

りえない。観察研究であるコホート研究と症例

ットを受けるかどうかは，臨床の現場で用いら

対照研究は，つねに交絡が関与する可能性があ

れた場合に，患者にとって意味のあるアウトカ

り，未知の交絡因子については，その影響を調

ムが改善するかどうかによって判断されるべき

整するのは不可能である。もし，これら観察研

である。

究で見いだされた危険因子を制御することによ

ある因子がある疾患のリスクを上昇させるこ

って，アウトカムが改善することをランダム化

と，すなわち，ある疾患の危険因子であること

比較試験で証明すれば，臨床的な意義が明らか

が，コホート研究あるいは症例対照研究で明ら

になるだけでなく，その危険因子は少なくとも

4
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見かけ上の交絡因子ではないことも明白になる。

床的な意義のあることが証明される。

また危険因子は，喫煙のように外因で単純な

危険因子だけでなく，病因の場合にも同様の

系のものと，高血圧や高脂血症のような多因子

ことがいえる。ある疾患の原因，すなわち病因

が関係する内因で複雑な系のものがあり，一つ

が明らかになった時点では，患者はまだ何のベ

の因子の制御が複雑な系の中で，予期せぬアウ

ネフィットも受けない。病因を制御することに

トカムを引き起こす可能性があることを考慮す

よってアウトカムが改善することが示された時

る必要がある。単純な系の危険因子であれば，

点で，患者がベネフィットを受けることが証明

健康の障害要因が観察的な疫学研究で明らかに

される。すなわち，臨床的な意義のあることが

された段階で，その対策（介入）が正当化される

証明される。たとえば AIDS の患者に HIV が発

ことが多い。たとえば，地域の一般住民を対象

見され，すべての患者に HIV 感染が証明された

とした研究ではランダム化比較試験はもちろ

時点では，患者がなんらかのベネフィットを受

ん，介入的な研究を行うことは困難な場合が多

けるということはない。やはり，病因を制御す

いが，喫煙対策のように危険因子であることが

る介入が行われ，患者のアウトカムが改善する

証明された時点で，臨床的意義のある対策を施

ことが証明されて初めて，患者がベネフィット

行することが認められる場合もある。喫煙対策

を受けることになる。たとえば，プロテアーゼ

が推進されている根拠はランダム化比較試験で

阻害薬を投与すると HIV の増殖が抑制され，そ

はなく，さまざまな観察研究である。またダイ

の結果患者の QOL が改善し生存が延長するこ

オキシン対策の根拠も（特定のダイオキシン対

とを示した研究は，臨床的な意義があるといえ

策の有効性を検証した介入研究ではなく）観察

る。また，HIV の感染予防という見地からも，

研究である。一方で，短時間作用型のカルシウ

感染を防止する介入が行われ，その効果が証明

ム拮抗薬の投与によって，高血圧患者の血圧を

された時点で，臨床的な意義が出てくる。

急速に低下させることは，脳梗塞や心筋梗塞の

診断法についてはどうであろうか。新しい診

リスクを上昇させるように，危険因子の制御が

断法は，その時点での診断の至適基準（gold

患者にとってベネフィットとなるかどうかを証

standard）で診断された患者で試験して，その

明するには，多くの場合もう一つのステップが

陽性率が明らかにされる。これは感度と呼ばれ

必要である。したがって，特に臨床に適応され

る。同時に，その疾患でない被験者でも試験し，

る研究の意義を評価する際には，観察研究の知

その陰性率が明らかにされる。これは特異度と

見と介入研究，特にランダム化比較試験による

呼ばれる。したがって，その時点の至適基準よ

知見の意味の違いは十分に認識しておく必要が

りすぐれた診断法の場合には，臨床の現場で使

ある。

用されるようになり，いままで診断されなかっ

また，患者にとって意味のあるアウトカムと
は，
1）症状の改善，2）健康関連 QOL の改善，3）

た患者が診断されるようになった時点で，より
すぐれた診断法であることが明らかになる。な
お，至適基準は単一の症状や検査結果ではなく，

再発の抑制，4）生存の延長，5）発症の抑制，

通常はいくつかの症状や検査結果の組み合わせ

6）感染の防御などである。検査成績など臨床

である。

パラメーターの改善は，その改善がこれらアウ

また，従来の診断法より低侵襲性であれば，

トカムの改善と相関していることが証明される

感度・特異度がほぼ同じか，あるいは少々低く

必要がある。

ても有用と考えられるので，臨床的意義を有す

このように，なんらかの 介入 が行われ， 適

る可能性がある。

切なアウトカムが改善 することが証明されて

いずれの場合も，その診断法を用いるという

初めて，患者がベネフィットを受けること，臨

介入を行った結果，患者にとって意味のあるア

5

ウトカムが改善することが証明されれば，その

なり，差が大きい場合に実行可能性は高くなる。

診断法に臨床的な意義があることが確実に証明

しかし，ランダム化比較試験に至る前の観察的

されるであろう。しかしながら，健常人を対象

な研究の知見から大きな差が予測されるのであ

にしたスクリーニングの有用性を証明する場合

れば，あらたな患者を対象としてランダム化比

を除き，ランダム化比較試験で，臨床的意義を

較試験で有効性を検証することに倫理的な問題

証明することはほとんど行われていない。この

が生じることもある。この点はランダム化比較

ことは診断法に関する多くの研究の限界である

試験に関連する倫理的なジレンマともいえる。

ことを認識しておく必要がある。

また，安全性が高いほど実行可能性は高く，低
いほど実行可能性が低くなる。
介入にランダム化比較試験をしなくても，臨

C. 介入によるアウトカム改善の証明

床的意義があると一般的に受け入れられる可能
性がある。その条件として，以下のものがあげ

介入によるアウトカムの改善を証明する方法
として，ランダム化比較試験は至適基準である

られる。
1） all or none でアウトカムの改善が示される。

が，すべての介入について，ランダム化比較試

2）propensity analysis

験が実行可能とは限らない。実行が困難あるい

3）歴史的対照との比較研究で，アウトカムの改

は不可能な理由としては，1）倫理的に問題が
ある，2）研究費が得られない，3）サンプルサ

善が示される。
4）ランダム化されていない対照との比較で差が

イズを確保できない，4）経済的合理性がない，

示される。

すなわちリスクをとれるだけの予定利益がな

5）コホート研究

い，などがある。これらの理由をさらに検討す

6）症例対照研究

ると，ランダム化比較試験の実行可能性を決定

7）納得しうる理論的根拠（rationale）がある。

する因子として，1）疾患が何か，2）アウトカ

propensity analysis とは，ある治療が行われて

ムが何か，3）予測される効果の大きさ，4）予

いる症例とその治療が行われていない症例を，

測される安全性の高さ，5）既存の介入の有用

多数後ろ向きに解析して，治療が施行されたと

性の程度，特に医療者・患者に有用性がどのよ

いうことを規定している因子を多変量解析によ

うに認知されているか，6）ベネフィットを受

って明らかにし，有意な因子による治療を受け

けると考えられる患者数，7）社会的状況（たと

る確率でマッチさせた 2 群でアウトカムを比較

えば疾患の重要性は国によって異なり，先進国

する研究手法である 6）。ランダム割付けによら

と発展途上国では治験に関する考え方も異な

ず群分けを行い，背景因子が同じ症例を比較す

る），8）経済的状況（たとえば不景気で開発費

ることによって，治療効果を明らかにしようと

が捻出できないなどの状況），9）開発者のイン

する方法である。冠動脈疾患に対するアスピリ

センティブ，などが指摘できる。ヒトを対象と

ンの有用性に関する研究 7）などが行われている。

するため，ヘルシンキ宣言に合致するだけの倫

3）と 4）は，非ランダム化比較試験（clinical

理性が必須であり，そのための制約がある。

controlled trial: CCT，あるいは non-randomized

単に，想定される効果指標が大きいというだ

controlled trial）と呼ばれる。すなわち，アウト

けでは，ランダム化比較試験の実行が正当化さ

カムを比較する群があるが，それはランダム割

れるとは限らない。逆に，想定される効果指標

付けされた対象者ではない研究である。これら

が小さい場合でも，正当化されることがありう

のうち，3）から 6）までの研究では，たとえ対

る。一般的には，想定される実験群（介入群）

照群と実験群の間に統計学的な有意差が証明さ

と対照群の差が小さい場合に実行可能性は低く

れても，それが症例選択バイアスによる可能性
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を完全に否定することはできない。これらによ

れば，使用が禁止されることもある。物質とし

ってもたらされるエビデンスのレベルは低いと

ての作用が証明されたばかりの早期の段階で，

いわざるを得ない。

将来証明されるかもしれない臨床的意義をその

all or none というのは，従来は全例が死亡

害も含めて判断するのは困難である。したがっ

していた場合に，その介入によって生存例が出

て，疾患の機序，疾患のモデルなどに関する研

てきた場合や，何例かは死亡していたが，その

究を含む基礎医学研究は，評価の対象とはしな

介入によって死亡例が 0 になったような場合で

い。あくまでもヒトを対象とした研究で，少な

ある。

くともなんらかの形で患者にベネフィットをも

コホート研究で介入の有効性を明らかにする
例として，C 型慢性肝炎に対するインターフェ

たらすかどうかを解析している研究を評価の主
たる対象とする。

ロン療法の肝細胞癌発生に対する効果を示した
研究がある。インターフェロン治療を受けた患
者の中で，C 型肝炎ウイルスが血清中で持続的

D. 診断法について

に検出されなくなった症例は，インターフェロ
ン不応例と比べ，有意に肝細胞癌の発生が抑制

診断法にも冠動脈造影のように，害を与える

される 8）。また，症例対照研究で介入の有効性

一定のリスクのあるものと，検尿のようにリス

を明らかにする例としては，bacille Calmette-

クがないものがある。一部の侵襲性の高い検査

Guerin（BCG）ワクチン接種による結核発症抑

を除き，多くの診断法はリスクがほとんどない

制に関する研究があり，ランダム化比較試験と

ので，ランダム化比較試験で有効性と安全性を

9）

同様の結果が示されているとの報告もある 。

証明しなくても，感度・特異度が十分高ければ，

これらの研究デザインは，ランダム化比較試

臨床的意義があるとして広く使用される結果に

験に比べれば結果の妥当性が低いといわざるを

なることが多い。薬剤の場合と比較すると，そ

得ないが，これら不完全ともいえる研究によっ

の違いがよく分かる。ほとんどの薬剤は，効果

て得られた結果を医療に実際に用いることが許

がある一方で必ず副作用ももっており，一部の

される条件は，1）ランダム化比較試験がなん

患者には害をもたらす。したがって，有効性の

らかの理由によって実行不可能である，2）介

証明は必要不可欠であり，同時に安全性につい

入は害（harm）をもたらさない，3）費用は社会

ても許容しうる範囲であることを証明する必要

が許容できる範囲にある，ということであろう。

がある。

基礎医学研究によって得られた知見は，短期

また，ある疾患や病態が診断されても，それ

間で臨床に応用可能なものから，長い期間の後

を改善する治療法が存在しない場合には，その

には応用可能となるもの，臨床への応用が困難

診断法を施行しても患者はベネフィットを受け

なものまでさまざまである。たとえば，医薬品

ることはない。したがって，その診断法で診断

の開発はコンパウンドの発見から，in vitro の実

される疾患，病態に対する治療法が存在しない

験，動物実験，そして臨床試験（健常者で安全

診断法には臨床的意義があるとはいいにくい。

性を確認する Phase Ia に始まり，十分なサンプ

感度・特異度が高いほど，診断法の診断能力

ルサイズで通常はランダム化比較試験として行

は高いが，同じ診断法でも事前確率によって正

われる Phase III まで）が順次行われ，さらに行

診率，陽性的中率，陰性的中率は異なってくる。

政当局の認可を得て初めて，患者での使用が可

事前確率が低い場合には偽陽性例が多くなり，

能になる。これらの段階のどこかで開発が中断

その後の精密検査の必要性を考えると，むしろ

される場合も多く，さらに上市後も有害事象の

害をもたらす場合も想定される。日常の診療に

モニタリングが行われ，重篤な副作用が出現す

おける事前確率の範囲で，十分な正診率が得ら

7

れるかどうかを考慮する必要がある。健康診断

E. ランダム化比較試験重視の方針

や人間ドックのように健常者を対象にする場合
は，低い事前確率を前提として有用性を検討す

患者にとって意味のあるアウトカムが改善

る必要がある。

し，患者がベネフィットを受けるエビデンス，
しかも質の高い研究成果を提供できる臨床医学
研究は，基本的にランダム化比較試験である。

EBM を用いた診療ガイドラインについて
1．EBMから「根拠に基づく診療ガイドライン」へ
1991年，Guyatt によって提唱された EBM は

1, 2）

，

る個別の臨床行為・意思決定を規制するものでは
ない。directives よりも強いのは regulation（規制）

「医療の質」に対する社会的な関心を背景に，医療

であり，この場合はそれに従わないと罰則を受け

行為の有効性，それに関連する情報の適切な評価

るなど直接的な不利益が生じる。なお recommen-

の必要に応えるものとして 10 年あまりで世界的

dation は従来「勧告」と訳されることが多かったが，

な発展を遂げた。「最善の根拠を，臨床経験，患

「勧告」は医療法にも見られる法律用語であり，暗

者の価値観と統合すること」と定義される EBM は，

黙の拘束力が意図されている。今後，一般の人々

患者志向の問題意識を基本に，臨床疫学的な思考

や法律家がガイドラインに接する機会が増えてい

と情報検索のスキルが重要な役割を果たす。

くため，誤解を避けるために「勧告」ではなく，

一方，診療ガイドラインは「特定の臨床状況の

「推奨」を用いることが適切と考えられる。また診

もとで，臨床医や患者が，適切な判断や決断を下

療ガイドラインがカバーするケースについて，

せるように支援する目的で体系的に作成された文

Eddy は 60 〜 95 ％の患者にとどまると述べ，

3）

書」
（米国 Institute of Medicine）と定義される 。

95 ％以上の患者に適用される「スタンダード」，

従来はガイドラインの根拠となる文献の選択・評

反対に 50 ％ほどの患者にしか適用されないもの

価法，推奨の決定法などが明示されず，専門医の

は「オプション」と区別している 。

7）

コンセンサスによって作成されることが一般的で
あった。しかし，厚生省（当時）は 1999 年度の厚
生科学研究から，EBM の手法を用いた診療ガイ
4）

3．診療ガイドラインの評価：有効性と妥当性
有効な診療ガイドラインの要件として，Grimshaw

ドライン作成を開始し ，国内でもこの方法が主

は ①内容が妥当か？ ②普及し利用可能か？ ③実

流となりつつある。

際に利用されているか？ ④患者アウトカムの改
善 をあげて，診療ガイドラインによる臨床行為へ

2．診療ガイドラインの位置づけ
guidelines（ガイドライン）は「指針」ともいわれ

8）

ーを行っている 。その結果，59 の診療ガイドラ

るが，これがどのような拘束力をもつのか国内で

インのうち 55 で臨床行為の改善が見られたこと，

は十分な議論がされていない。Dictionary of Epi-

患者アウトカムへの影響を検討した 11 論文では，

demiology（第 4 版）によると

5, 6）

，関連語として，

directives（指令）
，recommendations（推奨）があ
げられ，
「directives は recommendations よりも強

8

の影響・患者アウトカムの改善の視点からレビュ

2 論文を除いてアウトカムが改善したことを報告
している。
最近では，診療ガイドラインが患者アウトカム

く，recommendations は guidelines よりも強い。

に与えた効果についてのシステマティックレビュ

北米では guidelines と recommendations は同等」

ーが小山らによって報告されている 。1991 年か

と述べられている。このようにガイドラインの役

ら 2000 年にかけて発表された治療に関する診療

割はあくまで意思決定の支援であり，現場におけ

ガイドラインの効果を，ランダム化比較試験また

9）

Ⅰ 臨床医学研究評価の基本的考え方

したがって，臨床的意義のある研究として，ラ

単独のランダム化比較試験であっても，いわゆ

ンダム化比較試験をもっとも重視する必要があ

る大規模多施設ランダム化比較試験（症例数

る。さらに，ランダム化比較試験のメタアナリ

1,000 例以上）は，統計学的過誤の可能性が低く

シスが行われている場合には，統合されている

なり，個々の患者へ適用する際の外的妥当性も

各研究間のばらつきが小さく，効果指標の統合

高くなるので，重要視すべきである。しかしな

値の信頼区間が狭いものを，単独のランダム化

がら，ランダム化比較試験であれば，すべてが

比較試験よりもさらに重視すべきである。また，

質の高いエビデンスを提供できるというわけで

は準実験的研究デザインで検討した研究がレビュ
ー対象である。その結果 17 篇の論文が同定され，
10 篇（59 ％）で患者アウトカムの改善が示されて
いた。患者アウトカムの改善が示されなかった研
究のうち，2 篇ではガイドライン遵守率が低く，3
篇ではガイドライン遵守率が報告されていなかっ
た。以上より診療ガイドラインを診療上適切に用
いれば，患者アウトカムを改善できる可能性が支
持されるといえよう。
現在，EU を中心として診療ガイドラインの評価
と質の改善を目的とする AGREE 共同計画（http://
www.agreecollaboration.org/）
が進行中である

10, 11）

。

本プロジェクトでは，発表された診療ガイドライ
ンの内容的な妥当性を調べるため，6 領域（範囲
と目的，利害関係者の関与，開発の厳密さ，明快
さと提示，適用性，編集の独立性）の 23 項目から
なる評価手法を提示している。
診療ガイドラインが真に医療の質を高め，社会
的な役割を果たしていくには，診療ガイドライン
が適切に作られ，必要とする人々に適切に伝えら
れ，それぞれの場面で適切に使われることが必要
である。
Minds ○R 事業で提供される文献は，今後の診療
ガイドライン作成・更新の場を中心として，情報
が必要とされるさまざまな場で役立てられること
を念頭において選定・評価し，情報量の多い構造
化抄録形式（Minds ○R アブストラクト）で提示する
ものである。
本書で示した Minds ○R アブストラクトの作成過
程・方針の詳細が，多くの方々が Minds ○R アブスト

1）Guyatt GH. Evidence-based medicine. ACP
Journal Club 1991 Mar ─ April; 114: A ─ 16.

2）Sackett DL, Straus SE, Richardson WS,
Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-based
Medicine. 2nd ed. Edinburgh: Churchill
Livingstone; 2000.
3）Institute of Medicine. Guidelines for clinical practice from development to use. Washington:
National Academy Press; 1992.
4）中山健夫. EBM を用いた診療ガイドライン：作
成・活用ガイド. 東京：金原出版 2004: 54 ─ 5.
5）J. Last. A Dictionary of Epidemiology (4th edition). Oxford: Oxford University Press; 2000.
6）Nakayama T, Budgell B, Tsutani K. Confusion
about the concept of clinical practice guidelines
in Japan: On the way to a social consensus. Int J
Qual Health Care 2003; 15: 359 ─ 60.
7）Eddy DM. Clinical decision making: from theory
to practice. Designing a practice policy.
Standards, guidelines, and options. JAMA 1990;
263: 3077, 3081, 3084.
8）Grimshaw JM, Russell IT. Effect of clinical
guidelines on medical practice: a systematic
review of rigorous evaluations. Lancet 1993;
342: 1317 ─ 22.
9）Koyama H, Fukui T. A review of research on the
clinical effectiveness of therapeutic practice
guidelines, 1991 ─ 2000: the need for standardization of reporting style. General Medicine 2002;
1: 1 ─ 7
10）Appraisal of Guidelines, Research, and
Evaluation in Europe (AGREE) Collaborative
Group. Guideline development in Europe. An
international comparison. Int J Technol Assess
Health Care 2000; 16: 1039 ─ 49.
11）長谷川友紀．診療ガイドラインを取り巻く状
況：AGREE Collaboration の動向．EBM ジャー
ナル 2003; 4: 294 ─ 7.
（中山 健夫）

ラクトを信頼して活用していく際の助けとなるこ
とを，関係者一同心から願っている。

9

はない。研究の質の評価に入る前に，まず意味
のあるアウトカムが評価されていることが前提
である。これについては後述する（IV 章，I．臨
床的意義の評価： Is it relevant? p.53 参照）
。

指標が示されているか。
8）治療企図解析（intention-to-treat analysis）が
行われているか。
これらの項目の中から，論文の記述ではなく，

たとえばランダム化比較試験にも，さまざま

研究の質あるいは内的妥当性といった方法の質

なバイアスが存在する。主なバイアスは，1）

に関する項目をまとめると以下の4 項目に集約さ

症例選択バイアス，2）実行バイアス，3）検出

れる 12）。

バイアス，4）症例減少バイアス，である

10）

。

1）ランダム化されているか。

このほかにも，さまざまな過誤が起きる可能性

2）コンシールメントが行われているか。

があるため，評価を多面的に行う必要がある。

3）目隠しが行われているか。

研究結果の質に影響を与える因子として，多く

4）治療企図解析が行われているか。

の研究者のコンセンサスが得られている項目は
11）

コンシールメントはランダム化の割付表を知

以下のとおりである 。

られないようにして，ケアの供給者に割付けの

1）治療割付け

予測ができないようにすることである。結果と

a）ランダム化されているか。

して，患者の登録を担当医が調整することが不

b）コンシールメント（concealment）が行わ

可能となり，ランダム割付けを保証することに

れているか。
2）もっとも重要な予後因子について群間に差が
ないか。
3）適格例の基準が決められているか。

なる。目隠しは盲検化あるいはマスキングと同
義であり，割付けられた結果を被験者やケアの
供給者に分からないようにすることである。
このほかにも，さまざまなチェックリストが

4）アウトカムの検査者は目隠しされているか。

考案されている 13, 14）。これらを統合し，医学文

5）ケアの供給者は目隠しされているか。

献評価の体系を確立したい。また，コホート研

6）患者は目隠しされているか。

究，症例対照研究，横断研究についても，評価

7）一次エンドポイントの点評価値とばらつきの

の体系を確立したいと考えている。
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Ⅱ

クリニカルクエスチョンの作成
うに選択するか。

A. クリニカルクエスチョン
（Clinical Question）とは？

2）予防：疾患/病態の発生をどのように低減す
るか。
予後について

クリニカルクエスチョンとは目の前の患者さ

1）予後：患者の臨床経過や合併症をどのように

んについての診療上の（臨床の）疑問である。保
健医療供給者の立場から見ると，患者さんから

予測するか。
2）体験と価値：患者が体験で得た価値が治癒に

得られた情報をどのように解釈したらよいか
（診断），患者さんにどのような働きかけをした
らよいか（治療）
，どのように説明したらよいか，

与える影響をどのように理解するか。
その他
1）医療者の自己研鑽：診療能力をどのように向

などの疑問である。一方，患者さんの立場から
見ると，どのような疾患/病態なのか（診断），

上させるか。
2）臨床予測ガイド：ステージ分類や進行度の判

どのようにして治したらいいのか（治療）
，どの

定に基づく介入選択の方法は意味があるか。

ように受け取ったらいいのか，などの問題であ

3）医療経済：健康増進法や介入の費用と便益の

る。つまり保健医療供給者の立場から見れば臨

関係はどうか。

床の疑問であり，患者さんの立場から見れば臨
床の問題である。また，調査・研究によって答

クリニカルクエスチョンは患者さんを目の前

えなければならない問題と考えれば，研究上の

にして沸いてくる疑問であるため，研究上の疑

問題（research question : RQ）である。

問とは違う場合もある。また，生物学的な疑問

これらの疑問には，以下のようなものが考え
られる。

（たとえば，薬剤の効果に関する生物学的メカ
ニズムに関する疑問）でもない。

病因・危険因子について

クリニカルクエスチョンは臨床に直結してい

1）病因：疾患の原因をどのように同定するか。

るが，医師が抱く疑問だけでなく，患者さんが

2）発症の予知因子は何か。

抱く疑問の場合もある。つまり，患者さんに質

診断について

問されて答えられなかった医師側の疑問という

1）臨床所見：臨床所見をどのように集め，いか

場合もありうる。

に解釈するか。
2）臨床徴候：臨床徴候の頻度や時期をもとに疾
患をどのように分類するか。

B. クリニカルクエスチョンの作り方

3）鑑別診断：頻度，重症度，治療可能性をどの
ように順位付けて判断するか。
4）診断検査：検査をどのように選択し，いかに
解釈するか。
5）スクリーニングで早期に発見するにはどうし

●

一つのセンテンスとする。

●

疑問形とする（疑問符で終わる形）
。

●

Yes か No で答えられるものでもよい。

●

What（何が）？ または Which（どちらが）？

たらよいか。
治療について
1）治療：患者に利益をもたらす治療法をどのよ

と聞いてもよい。
●

かならず次の 4 項目に関する語句を含むよう
に作成したうえで

15, 16）

，日本語として適切な
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文章に変換する。さらに，解答を提供できる
と考えられる研究デザインを明確に想定する。

C. クリニカルクエスチョンの実例（表Ⅱ─ 1）

これらの項目は，patient, exposure, control,
outcome（PECO ：ペコ）
，あるいは，patient,

1）Yes か No で答えられる場合

intervention, control, outcome（PICO ：ピコ）
として知られている。

肝硬変の患者に起きた肝性脳症に（疾患/病
態）
，分子鎖アミノ酸製剤を投与すると（介入）
，

1）疾患/病態：研究の対象者を特徴付ける因子。

プラセボに比べて（対照）
，意識状態が改善する

健常者の場合には，疾患/病態はない者とな

か（アウトカム）。［研究デザイン：ランダム化

る。

比較試験または非ランダム化比較試験，前後比

2）予知因子：介入/要因曝露。

較試験，時系列研究］

3）対照： 2）に対する対照。

これを一般的な表現に変換すると次のように

4）エンドポイント（アウトカム）
。

なる。
「肝硬変症患者に起きた肝性脳症に分子鎖アミ

表Ⅱ─ 1

クリニカルクエスチョンの作成例

疾患/病態

予知因子：介入/
要因曝露

対照

クモ膜下出血は

1 日のある時間帯で

他の時間帯に比べ

発症率が高いか

調査研究
（ケースシリーズ研究）

クモ膜下出血は

日本のある地域で

他の地域に比べ

発症率が高いか

調査研究
（ケースシリーズ研究）

クモ膜下出血は

どの危険因子を
もっていると

もっていない場合
に比べ

発症率が高いか

コホート研究または
症例対照研究

クモ膜下出血に
対し

血管内治療は

外科手術に対し

神経学的後遺症
は少ないか

ランダム化比較試験

クモ膜下出血に
対し

どの治療法が

他の治療法と比べ

神経学的後遺症
が少ないか

ランダム化比較試験

急性脳梗塞で

抗凝固薬の投与は

無治療に比べ

死亡率を低下
させるか

ランダム化比較試験

C 型肝硬変で

ウイルスゲノタイプ
2b は

2a に対して

肝発癌が高率か

コホート研究または
症例対照研究

B 型肝硬変で

どの因子があると

ない場合に比べて

肝発癌が高まるか

コホート研究または
症例対照研究

C 型肝硬変で

小型肝細胞癌を

ない場合と比較して

エコー（US）検査
で検出できるか

横断研究

C 型肝硬変で

US 検査で腫瘤を
検出できた場合

腫瘤を検出でき
なかった場合と比べ

肝細胞癌の可能性
はどれくらいか

横断研究

C 型肝細胞癌で

CT スキャンで腫瘤
を検出できる場合

陰性の場合と比べ

US 検査で検出
できる率は

横断研究

C 型肝硬変で

6 ヵ月ごとに
血清 AFP 検査と
US 検査を行うと

1 年ごとの検査と
比べ

生存期間は延長
するか

ランダム化比較試験
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エンドポイント
（アウトカム）

研究デザイン

Ⅱ クリニカルクエスチョンの作成

ノ酸製剤の投与は有効か」

比）
。
［高（＜0.5） 中（0.75─ 0.5） 低（＞ 0.75）

2）What（何が？，どんな？）と聞く場合

不明］

肝硬変患者の食道静脈瘤は（疾患/病態），ど

・絶対危険度減少（absolute risk reduction :
ARR）

のような因子があると（予知因子/曝露），ない
場合に比べて（対照），出血が起きやすいか（ア

・治療必要人数（number needed to treat :
NNT）

ウトカム）。［研究デザイン：コホート研究，症

8）リスクはどうか。
［高 中 低 不明］

例対照研究］
これを一般的な表現に変換すると次のように

9）コストはどうか。
［高 中 低 不明］
10）影響を受ける患者の割合はどうか。
［高（＞

なる。
「食道静脈瘤出血の危険因子は何か」

50 ％） 中（25─ 50 ％） 低（＜ 25 ％） 不明］

「どんな食道静脈瘤が出血しやすいか」
＊ MA:

D. クリニカルクエスチョン作成時に
考慮すべきこと
すべてのクリニカルクエスチョンに対して解
答を提供する研究が行われているわけではな

meta-analysis; RCT: randomized controlled trial;
CCT: clinical controlled trial; CO: cohort study; CC: casecontrol study; CS: cross-sectional study; CR: case-series
study; CA: case study; UN: undefined or other

E. クリニカルクエスチョンと文献検索
との関連

い。文献検索を実行する前に，クリニカルクエ
スチョンとして取り上げるべきか否かを決める

クリニカルクエスチョンに，疾患/病態，予

ためには，次の項目についてチェックする必要

知因子：介入/要因曝露，対照，アウトカムの

がある。この作業には，p.15 のテーブルを用い

各項目の語句を含めることで，文献検索をより

る。

特異的に行うことが可能となる。さらに研究デ

1）疾患あるいは病態は何か。

ザインを指定することによって，より検索範囲

2）患者の特性はどうか（年齢，性別など）
。

を狭めることができる。しかしながら，実際に

3）介入または要因曝露は何か。

検索を実行した結果，目的とする内容の文献が

4）解答を得るための最善の研究は何か。

まったく引き出せない場合や，文献数が少なす

・研究デザイン［MA RCT CCT CO CC
＊

CS CR CA UN ］

ぎると思われる場合には，OR で結合する語句
を追加することによって，それぞれの項目の語

・対照は何か。

句の組み合わせを増やし，検索範囲を広げて漏

・実行可能性のレベルはどうか。
［高 中 低

れを少なくすることを試みるべきである。実際

不明］
5）予測される結果
6）解答が得られた場合に改善するアウトカム

に使用されていると思われる語句を，どこまで
想起できるかが重要なポイントである。
たとえば，「抗凝固薬は無治療と比べて急性

A ：生存の便益

脳梗塞のアウトカムを改善するか」というクリ

B ：診断の改善

ニカルクエスチョンを立てたとしよう。

C ： QOL（quality of life）の改善
D ：関係のある病態生理学的パラメーター
の改善
E ：医療費に対する影響
7）効果指標の大きさはどのくらいか（リスク

これを分解し，さらに文献検索の際の検索語
句との関連を示すと表Ⅱ─ 2 のようになる。
もう一つの例を表Ⅱ─ 3 にあげる。この例で実
際に PubMed を検索する場合には，次のような
検索式を用いることができる。
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liver cirrhosis [mesh] AND adrenergic beta-

クリニカルクエスチョンを作成する際には，

antagonists [mesh] AND endoscopy, gastroin-

次のページに示すようなクリニカルクエスチョン

testinal [mesh] AND (ligation [tw] OR ligate [tw]

作成用テーブルに各項目を書き込み，可能な限

OR banding [tw] OR band [tw]) AND (hemor-

り明確なクリニカルクエスチョンを作成するこ

rhage OR bleeding OR rupture) AND randomized

とが望ましい。太字で示す 5 項目は必須である。

controlled trial [pt]

表Ⅱ─ 2
項目

疾患/病態

予知因子：介入/
要因曝露

対照

実際の語句

急性脳梗塞

抗凝固薬の投与

無治療

エンドポイント/
アウトカム

ヘパリン
低分子ヘパリン
ヘパリン様物質
経口抗凝固薬

プラセボ

死亡
障害
出血
再発
深部静脈血栓

内容

電子データ
ベース
文

Stroke をインデッ
クス用語 OR 自由
語検索語句

Anticoagulants
をインデックス
用語/個々の薬剤
名を自由語検索
語句

内科学，老年医学，
神経学，脳卒中に
関する医学雑誌，
学会プロシーディン
グス，書籍

血液凝固，血液
学に関する医学
雑誌，学会プロ
シーディングス，
書籍

献
検 マニュアル
検索
索

エンドポイント
（アウトカム）

研究デザイン

ランダム化比較
試験

Controlled trial
をインデックス
用語 OR 自由語
検索語句

表Ⅱ─ 3
予知因子：介入/
要因曝露

対照

肝硬変において

βブロッカー
投与

EVL（内視鏡的
静脈瘤結紮術）

出血

ランダム化
比較試験

電子データ
ベース

liver
cirrhosis
[mesh]

adrenergic
beta-antagonists
[mesh]

endoscopy,
gastrointestinal
[mesh] AND
(ligation [tw] OR
ligate [tw] OR
banding [tw]
OR band [tw])

bleeding
OR
rupture

randomized
controlled trial
[pt]

マニュアル
検索

内科学，消化器
病学，肝臓病学，
内視鏡に関する
医学雑誌，学会
プロシーディン
グス，書籍

内科学，消化器
病学，肝臓病学，
内視鏡に関する
医学雑誌，学会
プロシーディン
グス，書籍

項目

疾患/病態

実際の語句

文
献
検
索
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エンドポイント
（アウトカム）

研究デザイン

Ⅱ クリニカルクエスチョンの作成

クリニカルクエスチョン作成用テーブル
分 類
番 号
クリニカルクエスチョン

疾患/病態
患者の特性
予知因子：介入/要因曝露
対照
エンドポイント（アウトカム）
解答が得られた場合に改善する
アウトカムの分類

A ：生存の便益
B ：診断の改善
C ： QOL（quality of life）の改善
D ：関係のある病態生理学的パラメーターの改善
E ：医療費に対する影響

研究デザイン

MA

RCT

実行可能性

高

中

CCT
低

CO

CC

CS

CR

CA

UN

不明

予測される結果
効果指標の大きさ（リスク比）

高（＜ 0.5）

リスク

高

中

低

不明

コスト

高

中

低

不明

影響を受ける患者の割合

高（＞ 50 ％）

中（0.75 ─ 0.5）

中（25-50 ％）

低（＞ 0.75）

不明

低（＜ 25 ％） 不明

解説
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Ⅲ

文献検索と選定
か試みることは，エビデンスを効率よく見い

A. 文献検索

だしたいという臨床の場における要望に答え
ることになる。

クリニカルクエスチョンごとに文献検索を行

2）疾患名や病態を表す語句のみを用いるような，

う。文献検索は包括的，戦略的に行い，重要な

特異性を低くし感度を高めた検索結果から，

論文が漏れないようにしなければならない。文

該当する文献を手作業で選択する方法では時

献検索の不備によって，重要な文献が評価され

間と労力がかかる。さらに手作業による選択

ないと，患者がしかるべきベネフィットを受け

は専門知識を必要とするため，医学専門家が

られない事態が生じる可能性がある。文献検索

行うとコストが高くなり予算面からも困難で

は医学文献評価選定の作業の中で，非常に重要

ある。また，人的過誤による見落としに対し

な位置を占める。

て対処するなら，二重チェックなどが必要に

文献検索の結果は，検索語句を組み合わせた

なり，さらにコストの増加を招く。

検索式の作り方によって，当然のことながら変

3）対象となる論文はエンドポイントをほぼ一つ

動する。感度および特異度が十分高い文献検索

にしぼり込んだ研究で，一つの仮説に答える

を実現するには，目的とする論文のタイトル，

ものが望ましい。一つの論文で複数の問題に

アブストラクト，インデックス語句に使用され

関与するものは，エビデンスレベルの低いも

ているであろう語句を適切に選択・組み合わせ

のが多いと考えられる。したがって一つの論

る必要がある。一つのことを表すのに，さまざ

文を，重複して複数のクリニカルクエスチョ

まな語句が使用されていることを前提にして，

ンに引用することは望ましくない。たとえそ

検索式を組み合わせる必要がある。どのような

のようなことが許容できる場合でも，文献管

検索式を用いても，目的としない文献がノイズ

理の方法を工夫することで対処可能である。

として紛れ込むことは不可避である。目的以外

4）少なくとも四つの項目（疾患/病態，予知因

の文献が引き出される件数を減らそうとする

子：介入/要因曝露，対照，エンドポイント

と，本来目的とした文献が除外される可能性が

［アウトカム］
）を検索式に含めることによっ

高くなる。ほとんどの場合，検索の感度と特異

て，特異度は高くなるはずである。手作業に

度はトレードオフの関係にある。どのような検

よる選択より短時間で適切な文献リストを得

索においても，検索者が手作業で目的以外の論

られると考えられる。

文を除去する過程が必要となる。漏れを少なく
するためには，目的以外の文献が大量に紛れ込
むことを許容せざるを得ない。
クリニカルクエスチョン単位で文献検索を行
う理論的根拠として，以下のものがあげられる。

目的とする文献を見つけるのが困難に思われ
た際には，情報専門家（図書館員）の協力を得る
のも一つの方法である。
たとえば，数が多すぎる，有名な論文が漏れ
ている，いくつかの検索式で試験検索を行った

1）実際の臨床の必要に答えられるシミュレーシ

が検索式ごとの結果に大きな差がある，という

ョンとして行い，最適の検索が可能であるか

ように検索結果が不適切と思われる場合は，そ

を明らかにすることは意義がある。臨床的問

れぞれの主題ごと，あるいは疾患ごとの結果に

題が生じた場合に，その解決法を見いだせる

コアジャーナルとそれ以外のジャーナルをあら
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Ⅲ 文献検索と選定

かじめ選定しておき，感度の高い検索式ではコ

く，選定の基準が単純なほど作業が容易となり，

アジャーナルのみを検索し，特異度が高い検索

選定のエラーも起きにくくなる。複数の検索式

式ではそれ以外のジャーナルを検索する，とい

の検索結果を統合する手順として，以下に述べ

った対処を考える。検索式は検索結果を見なが

る方法はこれらの必要性に応じるものである。

ら，柔軟に変更を加えて試験検索を何度も試み

すなわち，topic range を狭く，文献数を少なく

ることが必要である。

して選定作業を容易にしながら，異なる検索式

なお，実際の検索式の作成には，p.24 の検索

の検索結果を，重複を除外した文献集合のみ手
作業の選定対象とし，異なる検索式によって得

式作成テーブルを用いる。

られた新しい文献集合を追加することによっ
て，topic range の狭い検索，言い換えると，特

【包括的文献検索の方法論】

異度の高い検索の欠点である，論文の見落とし

複数回の検索結果からの選定と統合
検索式で，前に述べた四あるいは五つの項目

を少なくする方法である。また，異なる検索式

に相当する語句を組み合わせ，可能な限り特異

の検索結果からの選定と統合だけでなく，時期

度の高い検索を行うが，一方で感度が低下し，

を変えての検索結果からの選定と統合にも同じ

重要な論文を見落とす可能性も出てくる。その

手順を応用することができる。
図Ⅲ─ 1 に示すように，検索式 1 の検索結果か

問題に対処するには，異なる検索式を作成し，
それらの結果を統合することが一つの方法であ

ら手作業で採用文献と不採用文献に分ける。元

る。また，検索式の構成要素として，四あるい

の文献集合と不採用文献集合，採用文献集合の

は五つの項目すべてを含む必要はなく，目的に

三つのファイルができる。次に，検索式 2 の検索

よって，適切な検索式の構成要素は異なる。

結果が得られたら，検索式 1 の元の文献集合と

また，どのような検索式を用いた場合でも，

の重複を EndNote（Thomson ISI ResearchSoft）

不必要な文献が混在することは避けられないの

などのソフトウェアを用いてチェックし，重複

で，これらを取り除く作業は人間の手作業によ

のない文献集合についてのみ，手作業で採用文

る。手作業で選定する際には，一つのクリニカ

献と不採用文献に分ける。重複文献を除外した

ルクエスチョンに対する文献のように，topic

残りについて，手作業での選定を行うので，文

range（トピックの範囲）が狭く，文献数が少な

献件数が少なく，選定作業が楽になる。次に，

図Ⅲ─1 異なる検索式の結果からの文献選定と統合の手順
・検索式1

不採用
採用

・検索式2

重複

統合
不採用
この手順を繰り返す

重複なし＝新規
採用
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検索式 1 と検索式 2 の採用文献を統合する。

索式，検索式 2 で検索した結果が集合 2 元であ

以上の作業をより詳細に表したのが，図Ⅲ─ 2

る。ここで，重複を除いた集合 2 ＋ 1 元を作成

である。ハイライトで示すのは，記録として残

し，同時に記録として，重複を集めた集合 2，1

される文献集合のファイルである。検索式 1 で

重複を作成する。そして，集合 2 と集合 1 の差

得られた検索結果の文献集合が集合 1 元であ

分である集合 2 − 1 を作成する。この集合 2 − 1

る。そこから手作業で文献を選定し，選定され

から手作業で文献を選定し，集合 2 選を作成す

た文献集合が集合 1 選である。次に，異なる検

る。あとは，この繰り返しである。
最終的に，集合 1 ＋ 2 ＋ 3 ＋…… n 選が必要

図Ⅲ─2 複数の検索式の検索結果からの選定と統合

な文献の集合となる。それと，集合 1 ＋ 2 ＋

1. 検索式 1

3 ＋…… n 元の差分が不採用文献の集合となる。

① 集合 1 元
② 手作業で選定：集合 1 選
2. 検索式 2
① 集合 2 元を作成
② 集合 1 元との重複を除く：集合 2 ＋ 1 元，集合 2,1
重複，集合 2 − 1 元

自分の検索では見つからなかった文献を，誰
かから教えられたときには，その文献を引き出
した検索式を教えてもらい，同様な手順で追加
していけばいい。
重複のチェックや文献ファイルの管理は，

③ 集合 2 − 1 元から手作業で選定：集合 2 選

EndNote を用いると容易にできる。File Menu

④ 集合 1 ＋ 2 選を作成＝集合 1 選＋集合 2 選

から Save a Copy で同じ内容のファイルを作る

3. 検索式 3
① 集合 3 元を作成
② 集合 1 ＋ 2 元との重複を除く：集合 3 ＋ 2 ＋ 1 元，
集合 3，2，1 重複，集合 3 − 2 − 1 元

ことにより，元のファイルを記録として残すこ
とに使える（図Ⅲ─ 3）。また，Import する際に，
MEDLINE 形式のテキストファイルから，ある

③ 集合 3 − 2 − 1 元から手作業で選定：集合 3 選

いは他の EndNote のファイルからデータを取り

④ 集合 1 ＋ 2 ＋ 3 選を作成＝集合 1 ＋ 2 選＋集合 3 選

込めるが，Import into Duplicate Library を用い

4. …………（必要に応じて繰り返す）
⁝
⁝

ると，重複した文献を別ファイルとして保管す
ることができる（図Ⅲ─4）
。それぞれのファイル

▼

図Ⅲ─ 4 EndNote で重複
文献を別ファイルとして
保存する 上は PubMed

図Ⅲ─3 同じ内容のファイル
を別名で作成する
（EndNote 8 表示画面）
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で MEDLINE 形式でダウン
ロードしたテキストファイ
ルから Import する場合。下
は他の EndNote のファイル
から Import する場合。
（EndNote 8 表示画面）

Ⅲ 文献検索と選定

名を適切に管理することによって，上記のこと

文献管理ソフトからデータを取り込み，コンセ

が実現可能である。

プトによって文献を分類，群分けしてくれるも

また，クリニカルクエスチョンごとに選定さ

の で あ る 。 た と え ば ， liver cirrhosis AND

れた文献集合ができた場合，その疾患に関する

human[mh] AND randomized controlled trial[pt]

ものをすべて統合（マージ）し，重要な論文の漏

の検索式で得られた 974 件の文献を RefViz で取

れをチェックすることが望ましい。一つの方法

り込んだ場合の Galaxy 表示を図Ⅲ─6 に示す。

として，randomized controlled trial[pt]あるいは

それぞれの文書のアイコンが，文献のタイト

meta-analysis[pt]と疾患名を AND で組み合わせ

ル，アブストラクト解析した結果得られたグル

て得られた文献集合との差分を抽出して，その

ープを表している。各点はそれぞれの文献を表

差分についてクリニカルクエスチョンに該当す

す。図Ⅲ─6 に示す例では，Group 7 には 27 の文

る論文を手作業で探す方法をとることができ

献が分類されており，それらを特徴付ける三つ

る。差分だけをチェックすればいいので，作業

のキーワードが ascites, cirrhotic, paracentesis で

が軽減される。

あることが分かる。この Group ごとの文献を

また，ここで述べた作業を支援するソフトウ

EndNote へ出力することが可能である。また，

ェアとして，Microsoft Excel に Excel Visual

Group をさらに解析して，さらに細かく群分け

Basic で作成したマクロをもつ，RefMan と名付

することも可能である。32,000 件までの文献を

けたものを開発した。PubMed だけでなく，医

取り込み解析できるが，文献数が多い場合には，

学中央雑誌，JMEDPlus から検索結果をダウン

得られたそれぞれの Group をさらに細かく分類

ロードしたファイルも読み込み処理することが

することも必要となるであろう。

でき，検索結果の差分を容易に抽出することが
できる（図Ⅲ─5）
。

RefViz を用いることによって，広範に文献を
引き出して，それをコンセプトによって分類し，
Group ごとに対応するクリニカルクエスチョン

RefViz の利用
RefViz

17）

を設定することも可能である。さらに，それぞ

は EndNote と同じく，Thomson ISI

れクリニカルクエスチョン単位で行われた検索

ResearchSoft（2141 Palomar Airport Road, #350

結果の漏れをチェックするのにも利用すること

Carlsbad, CA, USA，日本ではユサコ http://www.

ができる。文献集合全体をチェックするのでは

usaco.co.jp/が販売）の開発したソフトウェアで，

なく，RefViz で分類された該当部分の文献集合

PubMed から MEDLINE 形式でダウンロードし

のみをチェックすることが可能になり，作業が

たテキストファイルあるいは，EndNote などの

軽減される。

図Ⅲ─5 RefMan
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RefViz の Matrix 表示では，図Ⅲ─ 7 のように，

れた語句が表示される。交差部分の四角は色の

縦軸に各 Group を特徴付けるキーワードが表示

濃さで，それぞれの語句の関連性と出現頻度を

され，横軸にこれらの群を分類するのに用いら

表している。

図Ⅲ─6 RefViz による Galaxy 表示（RefViz 表示画面）

図Ⅲ─7 RefViz の Matrix 表示（RefViz 表示画面）
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Ⅲ 文献検索と選定

【 PubMed 検索のポイント】
1）文献検索の手順
クリニカルクエスチョンの四つの要素を表現

Terms では異なる検索結果が得られる。どのよ
うな Entry Terms があるかは，MeSH Database
で確かめることができる。

する語句を可能な限り想起し，それらが MeSH

Entry Terms として取り上げられている語句

（Medical Subject Headings）でどのように分類さ

に [mh] のタグをつけて（すなわち MeSH とし

れているかを MeSH Database で最初に調査すべ

て指定して）検索をすると，その語句に相当す

きである。クリニカルクエスチョンの四つの要

る MeSH Term のみで検索が行われる。

素を表現する語句については疾患専門家の意見

たとえば，以下の語句に [MeSH Terms] のタ

を聞くことが大切であるが，すべての語句を想

グを付けて，MeSH Terms であることを指定す

起できる者はいないと理解しておくべきである。

ると，coronary arteriosclerosis [MeSH Terms]

関連する語句の想起には誰でも限界があるの

と解釈されて検索が行われる。

で，試験検索の際に，目的に合致していると思

・ Arteriosclerosis, Coronary

われるいくつかの文献のアブストラクトに目を

・ Arterioscleroses, Coronary

通し，そこで使用されている語句を検索式に追

・ Coronary Arterioscleroses

加する作業が必要である。したがって，検索式

・ Coronary Artery Disease

は複数試すべきであり，順次改良を加えて最適

・ Artery Disease, Coronary

の結果が得られるようにする必要がある。

・ Artery Diseases, Coronary

ある検索式による検索結果の適切さの判定

・ Coronary Artery Diseases

は，そのクリニカルクエスチョンに関する文献

・ Disease, Coronary Artery

をすべて知っている者でなければできない。少

・ Diseases, Coronary Artery

なくとも，その分野の医学知識を十分もってい

・ Atherosclerosis, Coronary

る者が，検索結果の適切さの判定に加わる必要

・ Atheroscleroses, Coronary

がある。

・ Coronary Atheroscleroses

2）技術的注意点

・ Coronary Atherosclerosis

電子データベースの検索は，概念に基づく検

Automatic Term Mapping が働くので，Details

索ではなく，検索語句が含まれているかどうか

を開いて，かならず実際の検索式を確認し，意

だけで行われる点をよく理解しておく必要があ

図した検索が行われたか確認すべきである。

る。目的とする文献の Title, Authors, Abstract，

Text Word としての検索は Title, Abstract，

インデックス語句，すなわち，[mh], [pt], [ti],

Authors だけでなく，インデックス語句も対象

[au], [dp] などのタグで指定できる語句に，ど

となる。

のような語句が使用されているかを想起できな
ければ，適切な検索はできない。

MeSH Terms の階層構造で，上位概念の語句
は文献に付与されず，可能な限り下位の概念の

インデックス語句のどれかをタグで指定しな

語句が付与されている。上位概念の語句を検索

い場合，Automatic Term Mapping が働いて，

すると，その語句の下位概念の MeSH Terms が

MeSH, Publication Type, Author などのインデッ

付与されている文献がすべて引き出されるが，

クス語句への参照が行われる。該当するインデ

検索に用いた上位概念の語句が各文献に付与さ

ックス語句が存在する場合，Text Wordとインデ

れているわけではない。したがって，MeSH

ックス語句が OR で結合されて検索が行われる。

Terms に存在する検索語句の上位概念の MeSH

Entry Terms は，相当する MeSH と元の語句

語句を Text Word として検索すると，その検索

の Text Word が結合されて検索される。したが

語句が MeSH Terms として付与されているはず

っ て ， 同 じ MeSH に 相 当 す る 異 な る Entry

の文献を引き出せないことが多い。
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（PubMed の使い方については，本書 Appendix
3（p.70）を参照されたい）

・アウトカムに対するリスクがある明確
に定義された群で，前向きにデータ収
集が行われている。研究デザインとし
ては，次の順で望ましい：ランダム化

B. 選定基準

比較試験；準ランダム化比較試験；非
ランダム化比較試験；症例ごとにマッ

【一次選定】

チングが行われたか，比較する群を生

次の 1）から 6）の条件を満たす論文を，タイ

成するのに統計学的調整が行われたコ

トルとアブストラクトから選択する。なお，除

ホート研究；ネスティッド症例対照研

外した文献は書誌情報のみを記録しておく。

究（なお，症例対照研究も研究デザイン

1）言語：英語または日本語

の分類は行う。まれな疾患や病態がア

2）人を対象とした研究

ウトカムの場合には症例対照研究も採

3）① 疾患・病態，② 予知因子：介入/要因曝露，

用する）

③ 対照，④ エンドポイント（アウトカム），

e）医療の質の向上あるいは持続的教育に関

⑤ 研究デザインの各項目がクリニカルクエス

する研究（quality improvement or contin-

チョンと一致している。

uing education）

4）必要に応じて文献評価選定委員会（以下委員
注1）

会）

が指定した語句を含む，あるいは委

員会が指定した条件を満たす。

・ランダム割付けが行われている。
f）医療保健プログラムあるいは介入の経済
に関する研究（economics of health care

5）さらに，ACP Journal Club の採択基準を参考

programs or interventions）

にして研究目的によって分類し，以下の基

・日本を対象にしている。

準を満たすものを選択する。この基準を

・研究対象の経済的な問題は実際の患者

Minds ○R の基準 と呼ぶ。
a）予防，治療に関する研究（prevention or

における選択肢の比較に基づいている。
g）システマティックレビューまたはメタア

treatment）

ナリシス（systematic review article or

・ランダム割付けが行われている（ただ

meta-analysis）
・特に条件を設定せず，すべて採用する。

し，ランダム化比較試験以外でも委員
会で適格と判断したものは採用する）
。
b）診断に関する研究（diagnosis）
・対象疾患だけでなく対照疾患を含む。
・sensitivity, specificity, likelihood ratio,
positive rate, positivity, odds ratio などの

note ：臨床予測ガイドに関する研究（clinical prediction
guides）については Minds ○R アブストラクトの作
成は行わない。文献の存在を紹介するのみにとど
める。
鑑別診断に関する研究（differential diagnosis）は
診断に関する研究と同様に取り扱う。

語句を含む。
c）予後に関する研究（prognosis）
・コホート研究（なお，曝露による群分
けをしていない研究も含める）
d）病因に関する研究（etiology）
・曝露と推定されるアウトカムの関係を
探求している。

【Meaningfulness の判定】
6）さらに，意味をもつかどうか（Is it meaningful?）を次の基準で判定する。
meaningful，すなわち意味があるかどうかは，
理解可能（understandable）かどうかを問うもの
であり，その論文を評価者が理解できるかどう
かによって決まる。すなわち，評価者が内容を

注 1）Minds ○R アブストラクトの評価選定を行う委員会。
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理解できなければ，その論文は意味がないとい

Ⅲ 文献検索と選定

うことになる。しかし，評価者の知識・経験に

文を疾患レビュアーが採用とした場合，あるい

よって，同じ論文であっても，理解できる者も

は，委員会が採用とした論文を疾患レビュアー

おり，理解できない者もいるので，評価者には

が不採用とした場合には，疾患レビュアーにそ

一定の医学知識の水準と，EBM の知識が必要

の根拠をメモとして提出してもらい，委員会で

である。それを前提とした上での主観的な判断

再度採否を検討する。両者の見解が一致しない

によって，meaningfulness が判定される。0 か

場合，委員会の判定を優先する。

ら 4 まで 5 段階でスコア化し，次の表に示す基

さて，以上 1）から 6）の基準で選定された論

準で分類する。スコア 3，4 をレビューの対象と

文は，すべて Minds ○R アブストラクト（Minds ○R

する。

abstract ： MA）作成の対象とすべきであるが，
本事業の開始時点以降の論文はすべて MA 作成
スコア

基 準

作業に進むことが可能であっても，過去の論文

4

すべて理解できる

についてすべて MA を作成することは不可能で

3

おおよそ理解できる

2

一部は理解できる

ある。したがって当初は，選定された論文の中

1

ごく一部は理解できる

0

まったく理解できない

から MA 作成を行う。すなわちレビュー対象論
文をさらに選択する。この作業は委員会で行う
が，委員会の見解で重要と考えられる論文を出

なお，meaningfulness の判定はまず委員会が
行い，その結果を見た上で，疾患レビュアー

注 2）

がさらに判定を行う。委員会が不採用とした論

版年度にこだわらず選択する。
レビュー対象論文選択作業とは，MA を作成
し，後述する validity，reliability，relevance の
評価を行う論文と，その評価のために対照とし

R
○

注 2）疾患レビュアーは，Minds アブストラクトに対し
て専門医の立場からコメントを付与する。

て必要な論文の選択を行う作業である。
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検索式作成テーブル
分 類

疾患名：

NO ：

クリニカルクエスチョン

A. 疾患/病態

B. 予知因子：
介入 / 要因曝露
C. 対照

D. エンドポイント（アウ
トカム）
E. 研究デザイン

検索式

データベース
検索実行日
メモ
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□ PubMed

□ 医学中央雑誌
件数

回目の検索

Ⅳ

文献評価の手順
3）MA の疾患レビュアーによるチェック，疾患

A. 文献評価全体の手順

レビュアーコメントの作成，検索用キーワー
ドの選択。

選定を経て，採用された文献の全文を入手し

4）委員会による MA のチェックと論文の評価結

たうえで，文献の評価を行う。臨床的意義の評

果の追加。

価のためには，過去の同じ主題（目的あるいは

a）レビューのチェック

仮説）を扱った論文を対照として比較する必要

b）validity ：スコア

があるので，それらの文献リストを用意する。

c）reliability ：スコア

さらに，診療ガイドラインが存在する場合には，

d）clinical relevance ：スコア

該当する項目のコピーを用意する。

e）effect measures（効果指標）

準備ができたら，次の段階にしたがって文献

5）MA の完成

の評価を行う。

6）Web への掲載

1）レビュー対象の新規論文について，EBM デ

7）データベースの検索チェック

ータテーブル（EBM data table : EDT，p.32）

以下にそれぞれの過程の詳細について述べる。

を用いて論文データを抽出。なお，論文の全
文を見た時点で，内容が目的と異なっている
など，この段階でレビューを続けることに疑

B. Main Clinical Data（MCD）の抽出

義が生じた場合には，対象から除外すること
を検討する。EDT 作成の際に，EDT の一部

MCD は EDT の項目の一部を抜き出したもの

を主要臨床データ（main clinical data : MCD

である。したがって，EDT が完成すると自動的

［p.26，MCD テーブル］
）として抽出し，さら
に EDT を後述する 8 項目（レビュー論文の場
R
○

に完成する。
MCD は論文の評価のために必要な最少項目

合は 6 項目）にまとめた Minds アブストラク

であり，短時間で論文内容を把握するために用

ト（MA）を同時に作成する（p.40）
。 また MA

いることができる。以下の項目を含む。

の検索用キーワードとして，論文に付与され

1）研究デザイン

ている著者キーワード，さらに文献検索式か

2）対象者

らキーワードを設定する。

3）サンプルサイズ

2）MA の文献レビュアー

注 1）

によるチェック，文

4）追跡率

献レビュアーコメントの作成，クリニカルク

5）予知因子：介入/要因曝露と対照

エスチョンおよび「この論文における回答」
，

6）エンドポイント（アウトカム）

検索用キーワードの選択。さらに，効果指標

7）主な結果

の算出と追加。

8）効果指標値（95 ％信頼区間）

注 1）文献レビュアーは論文の妥当性などを評価し，
Minds ○R アブストラクトにコメントを付与する。
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MCD テーブル
分 類
番 号
PMID
研究デザイン ＊

MA

RCT

CCT

CO

CC

CS

CR

CA

UN

対象者（疾患/病態）
サンプルサイズ
追跡率
予知因子：介入 / 要因曝露と対照

エンドポイント（アウトカム）＊＊

主な結果

効果指標値（95 ％信頼区間）

（注）

＊

MA: meta-analysis; RCT: randomized controlled trial; CCT: clinical controlled trial; CO: cohort study; CC: casecontrol study; CS: cross-sectional study; CR: case-series study; CA: case study; UN: undefined or other
＊＊
R
Minds ○
アブストラクトの主要および副次エンドポイントに相当
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Ⅳ 文献評価の手順

全部を用いないで，アウトカムの発生した症例

C. 医学研究の分類と
臨床医学研究デザインの分類

（case）にマッチする対照（control）をコホートの
中から選択して，これら 2 群だけを解析対象に
する研究デザインである。いずれも，統計学的

1. 研究デザインは何か

検出力（power）をほとんど失うことなく，より

（What is the study design?）

少数例の解析で済むという利点がある 22）。いず

臨床医学研究には，さまざまな研究デザイン

れも，一定の適格基準に合致するコホート集団

18）

が用いられる 。主要な研究デザインについて
は，Zaza ら

19）

の分類に準じて分類を行うことが

できる（図Ⅳ─1）
。

のゼロ時間から終了時点まで経過観察が行われ
る。ゼロ時間は，カレンダー時間，年齢，曝露
あるいは発症の時点など，研究目的によってさ

実際の分類作業は図Ⅳ─2 のアルゴリズムにし
たがって行うことができる。

まざまに定義される。終了時点は，ある事象の
発生時点，カレンダー時間，死亡などである。
case はあるアウトカムの起きた症例であり，

2. その他の研究デザイン

control はそれが起きていない症例で，case は通

図Ⅳ─2 の分類アルゴリズムで，症例対照研究

常すべての症例を解析対象とする。解析は前向

あるいはコホート研究に分類されるが，研究対

きで行われる場合も，後ろ向きで行われる場合

象の選択法が特殊である研究デザインに，nested

もある。

case-control study

20）

と case-cohort study

21）

があ

いずれの研究デザインでも，最初に対象とす

る。アウトカムの発生率が低い場合，コホート

る症例の時間軸を決める。nested case-control

図Ⅳ─1 研究デザイン

Medical study

Clinical

Meta-analysis

RCT

Observational
studies

Preclinical

Individual study

Observational

Experimental
RCT

Individually
randomized

Cross-sectional

Cluster
randomized

Cohort

Cross-over

Prospective
Retrospective

CCT

Concurrent,
non-randomized

Time-series study
with comparison group

Historical
control

Case-control
Non-comparative

Single-arm

Before-after
Time-series

Case-series/Case study/
Cross-sectional, Survey/
Descriptive Epidemiological
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図Ⅳ─2 研究デザインのアルゴリズム

Q1：曝露群と非曝露群
の比較が行われて
いるか注1）

No

非比較研究 注2）
（non-comparative study）

Yes

横断研究 注3）
（cross-sectional study）

Yes
Q2：曝露とアウトカム
が同じ群で同時に
測定されているか
No

Q3-1：2群以上の群を
比較しているか

No

Yes

Q3-2：介入の前，
間，
後
で複数の測定が
なされているか

Yes

No
Q4-1：研究者が曝露を
割付けているか

時系列研究
（time-series study）

前後比較研究
（before-after study）

Yes

No

Q4-2：曝露はランダム
割付けか

No

非ランダム化試験
（個人または群）
（controlled clinical
trial：CCT）

Yes

Q4-3：曝露は群レベル
での割付けか注4）

No

Yes

Q5：群を規定しているのは

アウトカム

ランダム化比較試験
（randomized controlled
trial：RCT）
群ランダム化比較試験
（cluster randomized
controlled trial)

症例対照研究
（case-control study）

曝露

Q6：コホート
（cohort）
デザインか 注5）

No

同時対照のある非コホート研究
（対照のある時系列研究など）
（non-randomized trial with concurrent control,
time-series study with control, etc.)

Yes

Q7：前向きか

Yes
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No

後ろ向きコホート研究
（retrospective cohort study）
前向きコホート研究
（prospective cohort study）

Ⅳ 文献評価の手順

注 1）曝露とは危険因子への曝露と介入（intervention）の
両方を意味している。また，1 つの群で，曝露前
とその後でアウトカムを測定している場合には，
曝露前を自己対照と考えることもできるので，Yes
を選択する。
注 2）非比較研究は，記述的研究（descriptive study）と同
じ意味で用いられている。
注 3）ここでいう横断研究は，危険因子とアウトカムの間
の関連を分析して，因果関係などを明らかにする
ことを目的とする研究のことである｡単に陽性率な

どを記述するだけの研究は，非比較研究に含める。
注 4）群のレベルでの割付けとは，病院単位や，市など
の地域単位で割付ける場合をいう。通常の RCT は
個人レベルでランダム化が行われる。
注 5）コホートとは，一群となって戦場を目指す古代ロ
ーマの兵士の集団を意味する言葉である。ある期
間フォローアップされる研究の対象者の群のこと
をコホートと呼ぶ。危険因子への曝露のある群と
ない群をフォローアップして疾患や病態の発生を
調べる研究デザインをいう。

study では，アウトカムが発生した時点でその

カムの関連についての統計学的な解析は行われ

case 以外のアウトカムがまだ発生していない症

ない。

例をリスクセットとして，リスクセットの中か

●

記述疫学研究： Descriptive epidemiological

らマッチングする症例をランダムに選択し，対照

study

として用いる。case-cohort study では，全コホー

ある集団についての疾患発生率，有病率など

トの中からランダムに症例を選択して，まずサ

を記述した研究。

ブコホートを作る。アウトカムが発生した時点

2）横断研究： Cross-sectional study

で，その case 以外のアウトカムがまだ発生して

ここでいう横断研究は単なる記述にとどまら

いないサブコホートの症例全体をリスクセット

ず ， 曝 露 /危 険 因 子（ 広 い 意 味 で の 予 知 因 子

として，その case に対する対照として用いる。

［predictor］）とアウトカムの関係，特に因果関
係を明らかにしようとする研究のことである。

3. 各研究デザインの解説

コホート研究や症例対照研究と異なり，予知因

1）非比較研究： Non-comparative study

子（危険因子/曝露）とアウトカムの測定は同時

これらの研究は，単にデータを記述するだけ
で，原因を明らかにする目的で行われた分析的
研究ではない。しかしこれらの研究が発展して，
分析的研究が行われることがある。さらに，以
下の研究に分類される。
●

のものがあげられる。
a）その危険因子の出現がアウトカムより先に
起きている。
b）その危険因子を軽減したり取り除くことに

一つの症例について，その特徴をそれまでの

よって，アウトカムが起きにくくなる，あ
るいは起きなくなる。

症例集積研究： Case-series study

c）関連自体の強さ。

数例から数百例までの症例を集めて，それら

d）アウトカムのある群で危険因子の認められ

の症状やアウトカムなどの特徴について記述し
た研究。
●

なお，因果関係を強く示唆する所見として次

症例研究，症例報告： Case study, Case report

報告と対比しながら記述した研究。
●

期に行われ，経過観察は伴わない。

横断研究，調査（有病率あるいは存在率など）
：
Cross-sectional study, Surveys（prevalence）
研究対象集団あるいは代表的サンプルにおい

て，ある特定の時点で疾患あるいはその他の健

る割合が高い。
e）生物学的につじつまが合う，あるいは説明
可能。
f）危険因子とアウトカムに量反応関係（doseresponse）が認められる。
3）前後比較研究： Before-after study

康関連変数の有無を調査する研究。ある期間に

介入の前，後でアウトカム測定を 2 回行って

わたって，経過観察が行われる縦断研究（longi-

いる研究。自己対照との比較を行っているとも

tudinal study）に対比される。予知因子とアウト

いえる。前後比較研究も時系列研究（time-series
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study）もランダム割付けが不可能な長期観察研

について，曝露や介入の有無を過去にさかのぼ

究や介入に対するアウトカムの反応が早い場合

って比較する研究である。

に有効である。単一群臨床研究（single-arm trial）

9）同時対照のある非コホート研究（対照のある

も含まれる。

時系列研究など）
：Other designs with con-

4）時系列研究： Time-series study

current comparison groups（e.g., time-series

介入の前，間，後でアウトカム測定を複数回

study with comparison group）

行っている研究。前後 2 回だけではない。時系

実験群と対照群があっても相互に比較するの

列デザインを前後比較デザインと呼ぶこともあ

ではなく，時間経過におけるアウトカムの変動

る。前後比較研究と同様に，時系列研究もラン

を追うだけの研究などである。

ダム割付けが不可能な長期観察研究や介入に対

10）後ろ向きコホート研究： Retrospective

するアウトカムの反応が早い場合に有効であ

cohort study, Non-concurrent cohort study,

る。単一群臨床研究も含まれる。

Historical cohort study

5）非ランダム化試験（個人または群）： Non-

医療記録のデータ，すなわち過去に起きてし

randomized trial (individual or group),

まった事象のデータに基づいて解析するが，曝

Controlled clinical trial

露や介入の有無で分けられた群，すなわち実験

ランダム割付けではなく，介入または曝露の

群と対照群で，その後のアウトカムがどうなっ

あった群とそうでない群を比較した研究である。

たかを群間で比較・解析する研究である。解析

ランダム化されていない比較試験は交絡因子

の向きは，時間軸の中で過去から現在へと前向

（confounding variable）をコントロールすること
が難しい。統計学的手法で調整（adjust）するこ
ともできるが，測定されていない交絡因子につ
いてはどうすることもできないという弱点がある。
6）ランダム化比較試験： Randomized controlled trial

きである。
11）前向きコホート研究： Prospective cohort
study
暴露の有無で分けられた実験群と対照群を，
研究開始時から未来へ向かってフォローアップ
してアウトカムを測定する研究である。

介入または曝露を被験者個人のレベルでラン
ダム割付けした臨床研究あるいは治験。
7）群ランダム化比較試験： Group-randomized

D. 医学論文評価のための四つの概念

trial
介入あるいは曝露を，病院単位や市などの単

医学論文を評価する際に対象となる項目は，

位といった，群のレベルでランダム割付けした

四つの概念によって分類される： 1）meaning-

臨床研究あるいは治験のこと。通常のランダム

fulness（意味），2）validity（妥当性），3）relia-

化比較試験は，多施設研究の場合でも群のレベ

bility（信頼性）
，4）relevance（臨床的意義）
。こ

ルではなく全体に対して個人のレベルでランダ

れらの概念はたがいに関連している部分もある

ム割付けが行われるので，この分類には相当し

一方で，たがいに独立している。この点につい

ない。群ランダム化はクラスターランダム割付

て解説する。

けとも呼ばれ，クラスター（cluster ：社会に存

1）Meaningfulness

在する人の集合）単位で割付ける方法である。

これは意味をもつかどうかという概念である。

たとえば，60 の工場の半数をランダムに治療群

言い換えると，評価者が理解できるかどうかを

に，半数を対照群に割付けるような場合である。

問う。評価者が理解できなければ，評価するこ

8）症例対照研究： Case-control study

ともできないので，meaningfulness がなければ

疾患あるいは病態の有無などで分けられた群
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それ以上先に進むことはできない。しかし理解
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できるかどうかは，知識，経験，能力によって

床的意義のことである。clinical relevance とい

異なるので，一定の水準を超えた者が評価する

ってもよい。たとえば，in vitro の実験で癌細胞

必要がある。

の増殖抑制作用が示された薬剤があって，厳密

2）Validity

な実験によって生物学的な機序が証明され，複

これは，その研究が測定しようと意図してい

数の施設から同じ結果が出ていても，それが患

ることを測定しているかどうかを問う概念であ

者において有効だということはできない。患者

る。たとえば，プラセボ対照ランダム化比較試

にベネフィットがあることを直接証明していな

験で癌患者の生存率が改善することを証明しよ

ければ，relevance は高いとはいえない。すなわ

うとする場合に，腫瘍縮小効果があることだけ

ち，まず患者にベネフィットがあることを直接

を証明しても，それは意図していることを測定

説明しているかどうかが問題となる。

していることにはならないので validity は低い。

たとえば，高血圧の患者に降圧薬を長期間投

また，高血圧の患者に降圧薬を長期間投与す

与すると脳卒中の発症が抑制されることをプラ

ると，脳卒中の発症が抑制されることをプラセ
．．．．．．
ボ対照非ランダム化 比較試験で証明した研究

セボ対照ランダム化比較試験で証明した研究は

は，論文が理解しやすくて meaningfulness が高

フォローアップして，高血圧患者で脳卒中の発

くても，validity は低い。背景因子の差が結果に

症が多いことを示したコホート研究は relevance

影響した可能性を否定できないためである。し

は低い。後者の場合，血圧が高い人々が生活習

たがって，meaningfulness と validity は異なる概

慣を改善するなど，なんらかの介入を試みるこ

念である。

とを誘導し，その結果脳卒中の発症が低下する

3）Reliability

かもしれないが，生活習慣を改善した結果，血

relevance が高い。高血圧の患者と血圧正常者を

これは再現性を問う概念である。科学は数学

圧が低下し，その結果脳卒中の発症が抑制され

とは異なり，実験を繰り返して， 同じ結果が得

たという一連の因果関係が直接証明されたわけ

られることによって，仮説が正しいことを証明

ではない。もし，このコホート研究の結果に基

することにその本質がある。論理で構成される

づいて，生活習慣の改善という介入を行う群と

数学は，正しいことが証明されれば，それが後

行わない群にランダム割付けして脳卒中の発症

に間違っていることが明らかになるといったこ

を比較した研究で，前者において発症率が有意

とはない。それに対して科学は，一度は正しい

に低下していれば，直接患者にベネフィットが

と広く受け入れられた学説が，後で間違ってい

あることを証明したといえる。

たことが証明されることもありうる。

すなわち，患者にベネフィットがあることを

高血圧の患者にある薬剤を長期間投与すると

直接証明した研究は relevance が高い。しかし

脳卒中の発症が抑制されることをプラセボ対照

一方で，そのベネフィットの大きさも相対的に

ランダム化比較試験で証明した研究であって

評価すべきである。特に介入については，従来

も，別の施設で同様の研究を行ったが異なる結

の介入と比較して，相対的にその臨床的意義を

果が得られ，再現性がない場合には reliability は

評価すべきであろう。ベネフィットの大きさは

低い。個々の研究の validity が高くても，それ

さまざまな効果指標を用いて表すことができる

が別の施設で，別の研究者により，別の対象者

が，絶対値だけを問題とするのではなく，相対

で行われた場合に再現性がなければ，reliability

的に評価されるべきである。

は低いということになる。したがって，validity
と reliability は異なる概念である。
4）Relevance
relevance は臨床との関わりの深さであり，臨
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把握できる。EDT の内容に文書として最小限必

E. EBM データテーブル（EDT）の作成

要な記述を追加することによって，MA を作成
することができる。EDT で抽出されるデータは

EDT は MA を作成するための基本的なデータ

表形式で，以下に示すようなものである。英語

を抽出したテーブルであり，EBM の立場から論

論文の場合には，日本語に翻訳する必要はない。

文の評価を行うために必要なデータを抽出した

EDT 作成の途中で，論文内容が目的と異なっ

ものである。MA を作成する前の段階で EDT を

ていたり，Minds ○R の基準に合致していないこ

作成することにより，データの写し間違えを少

とが判明したり，そのような疑義が生じた場合

なくするのが一つの目的である。また，EBM

には委員会に諮り，採否を再検討する。

に習熟した者が見れば，短時間で論文の内容を
EBM データテーブル（EDT）
分 類
番 号
PMID
書誌情報

（第一著者, et al:タイトル，雑誌名 年度；巻：最初のページ ─最後のページ.）

論文の記述

メモ：適切性の評価/根拠

分 野
亜分野
仮説/目的

＊

臨床との関連
研究デザイン

＊§

登録期間
開発相
セッティング

＊

単一国，多国

実施国
疾患/病態

［選択バイアス］＊＊

＊§

疾患/病態の診断法
民族性

［日本，アジア系，アフリカ系，
ラテン系，白人系，インド系]

採用基準

［選択バイアス］
［選択バイアス］

除外基準
総症例数

＊§

男性/女性

＊

年齢：中央値，範囲

＊

実験群症例数
男性/女性
年齢：中央値，範囲
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［年齢の平均値と標準偏差も可。
症例数は登録された人数］
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対照群症例数
男性/女性
年齢：中央値，範囲
追跡率：実験群，対照群

§

予知因子（介入/曝露）

＊§

［症例減少バイアス］

［測定法，尺度，用量，用法など］

予知因子の詳細
対 照

［測定法，尺度，用量，用法など］

対照の詳細
ランダム化

［ランダム化の実際の方法，センター
登録法など，ランダム化の保証の
方法など］

ランダム割付けの方法

目隠し

□ 被験者 □ 供給者 □ 検査者
□ 解析者 □ な し □ 不 明

目隠しの方法

［実行バイアス］
［プラセボ，供給者と検査者は別，
などの具体的方法］

コンシールメント
［選択バイアス］

比較されたベースラインデータ項目
マッチング（有意差のある項目）

［根拠のある予測値に基づいてあらか
じめ計算されたか］

サンプルサイズの計算
検出力分析の実行
αエラー

［βエラー値から算出可］

検出力（power）
エンドポイント 主要

＊§

エンドポイント 副次

＊§

［検出バイアス］

エンドポイント測定法
結 果

［列挙する］

＊§

治療企図（ITT）分析の有無
効果指標

§

有害事象

［項目を列記，rule of three，予期さ
れなかった有害事象などに注目］

有害事象の頻度：実験群

［対照群と差を認めたかどうか］

有害事象の頻度：対照群
統計学的解析法
統計解析はアプリオリか？
［実験群：介入の目的達成について
の均質性，介入の再現性］
［対照群：他の介入を受ける可能性］

コンプライアンス：実験群，対照群

IRB 審査の有無
［公的か非営利団体か企業か］

研究費の出処
結 論

＊

＊

R
この項目は Minds ○
アブストラクト（MA）と重複。
この項目は Main clinical data（MCD）と重複。
＊＊
特にこれらのバイアスに注意すること。

§
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2 人のレビュアーからのコメント：研究方法
R
○

F. Minds アブストラクト（MA）の作成

論の専門家（文献レビュアー），臨床専門医（疾
患レビュアー）が付与される。

EBM データテーブルをまず作成し，その上
で MA を作成する。これは内的妥当性のチェッ

【この論文における回答とは】

クに必要な項目を論文から確実に評価できるよ

その文献の核心であり，直接的にクリニカル

うにするとともに，MA の作成にあたり過誤を

クエスチョンに答える情報である。ただし，そ

起きにくくするためである。

の文献の結論部分に書いてあるすべての内容を
盛り込んだものとは限らない。文献の著者が，

1. MA 作成の手引き
MA は 1 文献あたり合計 1,200 字〜 1,400 字を
目安とする。これは A4 用紙に印刷して 1 枚分の

その研究によってもっとも明らかにしたかった
中心的なメッセージともいえる。
「この論文における回答」の作り方：

イメージである。MA の構造は以下のように整

・数行以内の文にまとめる。

理できる。

・簡潔な文章とする。

一つの MA には一つ（以上）のクリニカルクエ

・ conclusions より短い文とする。

スチョンが存在する。
一つのクリニカルクエスチョンに対して，一

【Minds ○R キーワードとは】

つの「この論文における回答」がある。クリニ

Minds ○R キーワードを付与することで，その

カルクエスチョンが二つ以上あるとき，「この

文献のクリニカルクエスチョン文や「この論文

論文における回答」も二つ以上作成する。

における回答」文の内容が見つけやすくなり，

一つ（以上）のアブストラクトが（同じ文献の
中でアブストラクトが二つ）作られる場合もあ
る。

文献検索が効率よく行えるようになるメリット
もある。
Minds ○R キーワードは一つの文献に複数個付け

一つのクリニカルクエスチョンと一つの「この

る。臨床医や患者さんが漠然とした疑問を抱い

論文における回答」に 5 〜 10 の Minds ○R キーワ

ているとき，文献に付けられた Minds ○R キーワー

ード が付与される。

ドの集合を見ると，どのような用語・概念が同
時に述べられているかが分かるように，Minds ○R

クリニカルクエスチョン 1
＋
この論文における回答 1
⁝
Minds ○R キーワード 1，
Minds ○R キーワード 2，
⁝

キーワードをふる。これにより自分の疑問を明
確にすることができるであろう。
Minds ○R キーワードの付け方：
・著者の作成した抄録などから主題に含まれる
医学用語を抜き出す。主題を見つける手がか
りとしては，
a）文献のタイトル，b）著者の作成した抄録，
c）著者の作成したキーワード，d）雑誌名，

クリニカルクエスチョン 2
＋
この論文における回答 2
⁝
R
○
Minds キーワード 1，
Minds ○R キーワード 2，
⁝

e）本文の小見出し，などを参照する。
・クリニカルクエスチョンの中から用語などを
抜き出す。
・「この論文における回答」文の中から用語な
どを抜き出す。
・Minds ○R キーワードの関連語は，医学中央雑
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誌シソーラス機能でマッピングされないもの

ュー（総説，解説，紹介論文など）は原則とし

だけを付け加える。

て含めない。同じく Haynes らの提案から 6 項

・その文献に特異的な新しい用語で，その研究
の主題に大きく関わるものは採用する。
・医学中央雑誌シソーラス機能で英訳や和訳語
がマッピングされないキーワードは付け加え
る。

目を採用。
次に，それぞれの項目について解説する。
2. 一次研究におけるアブストラクト（構造化抄
録）項目の概説
論文の原著者とは違う人間が行うアブストラ

・テキスト検索では導かれない，つまり MA 中

クト作成は，
「第三者抄録」の作成作業と呼ばれ

に含まれないが関連する語として重要なもの

る。Minds ○R 事業の MA 作成はすべて，この

は加える。

「第三者抄録」の作成である。第三者抄録作成の

R
○

・Minds キーワードの数は 5 〜 10 語を目安と
する。

手引書は現在，一般的には入手できるものがな
い。原著論文著者に向けた JAMA の投稿規程を
参考にして，以下に第三者抄録作成の手引きを

【アブストラクトとは】

述べる。

MA の中のアブストラクトには，一般的に

MA，そしてその中心であるアブストラクト

「構造化抄録」と呼ばれる項目が含まれる。構

の作成にあたっては，対象となる文献に書いて

造化には 体系化された という意味が含まれ，

ある以上の内容を抽出することはできない。記

アブストラクトとは文献の要約を指す。アブス

述していないことを推測で補って記述すること

トラクトは学術文献の内容を体系立てて要約し

は避けなければならない。ACP Journal Club な

たものである。MA において，アブストラクト

どでも第三者抄録が作成されているが，そこで

部分はその文献情報の核となる。

は不足情報を著者に直接問い合わせて補ってい

アブストラクトは大きく分けて 2 種類ある。

る。しかし MA 作成では，著者への直接確認は

文献の種類により，① 一次研究，② レビュー研

原則として行わない。必要な項目が記述されて

究に分かれる。

いないとき，何も書かないのではなく，書く必

①一次研究： Haynes ら

23）

の提唱する８項目を

要がある項目に対して記述がなかった，という

含めたもので，臨床試験や疫学研究など個々

ことを明記することが必要な場合もある。その

の研究そのものを指す。一般的な学術論文は

ためには， 記述されていないこと

一次研究である。

なければならない。ある記述を見つけることよ

を確認し

②レビュー研究：複数の一次研究の知見を総合

りも，あることが確かに書かれていないことを

するシステマティックレビューやメタアナリ

いうほうが，往々にして難しい。論文本文の慎

シスが含まれる。これら以外の一般的なレビ

重な読解が必要といえる。

●

一次研究の 8 項目

●レビュー研究の 6 項目

1）目的（objective）

1）目的（objective）

2）研究デザイン（design）

2）データソース（data sources）

3）セッティング（setting）

3）研究の選択（study selection）

4）対象者（patients or other participants）

4）データ抽出（data extraction）

5）介入（要因曝露）
（intervention）

5）主な結果（results of data synthesis）

6）エンドポイント（アウトカム）
（main outcome measures）

6）結論（conclusions）

7）主な結果（results）
8）結論（conclusions）

（2004 年 9 月公開中の Mind ○R 公開画面に準じた）
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1）目的（objective）
・その研究課題における，臨床上その他の意義
の説明（1 〜 2 センテンス）
。
・研究の目的または疑問を明記する。
・明確な仮説が設定されている場合には，それ
を明記する。
・ 目的が二つ以上ある場合，主たる目的を明示

・参加者の人数とその選択方法についての情報
を抽出する。
・追跡調査では研究を完遂した人の割合を示す。
・介入研究では有害反応により調査対象から除
外された人の数を示す。
・マッチングが行われていれば，マッチされた
特性を特定する。

したうえで，二次的な目的については重要な

5）介入（要因曝露）
（intervention）

ものだけを述べる。

・介入の重要な特徴を抽出する。薬物であれば

・ クリニカルクエスチョンと重なることも多

投与の方法と期間を含める。

い。クリニカルクエスチョンの文体が疑問文

・介入の名称を抽出するにあたって，臨床上も

であるのに対して，目的では通常の叙述文と

っとも一般的な名称を優先する。薬物の場合

する。

は，商品名よりも一般名を優先する。

2）研究デザイン（design）
・研究の基本的なデザイン。

6）エンドポイント（アウトカム）
（main outcome measures）

・研究にかけた年数（症例登録であればその期

・データ収集前から計画されていた，主なアウ

間，介入を行った場合はその期間など），追

トカム指標を抽出（臨床試験では必要標本数

跡研究であればその期間。

の算定の根拠とした指標が，これにあたるこ
とが多い）
。

研究デザインにより以下の用語から該当する

・文献中に主要な指標についての報告が含まれ

ものをすべて用いる（詳細は後述する）：

ていないとき（探索的な研究で，多くの指標

・因果関係または関連性の研究の場合：ランダ

の相互関係などが報告される場合）は，その

ム化比較対照試験，コホート研究，調査，症
例対照研究。
・疾患の臨床特徴の記述の場合：調査・症例集
積。
・経済学的評価を含む研究の場合：費用効果分
析，費用効用分析，費用便益分析。
3）セッティング（setting）
・研究結果を読者が自らの状況へ適用可能かど
うかを判断できるように，どのような状況で
研究が行われたかについて抽出する。
・研究が行われた場所が一般的な地域社会なの
か，プライマリケアあるいは紹介患者を診る
紹介センターなのか，個人医院あるいは総合
病院なのか，通院あるいは入院による医療な
のかといった記述を抽出する。

旨と理由を示す。
・検証されている仮説がデータ収集の最中や後
に打ち立てたものである場合，その旨を明確
に示す。
7）主な結果（results）
・信頼区間や P 値を含め，研究の主な結果を抽
出。
・2 群以上の比較研究では，群間の差とその信
頼区間に関する記述を抽出。
・介入研究において，主観的指標は，研究参加
者と観察者が介入の割付けを知らされていな
いかどうかの記述を確認（blinding/ masking）
。
・リスクの変化や効果のサイズが示されている
ときは，その絶対値を抽出する。
・オッズ比やリスク比など相対的な報告だけで

4）対象者（patients or other participants）

はなく，文献からの情報で可能であれば治療

・研究対象となった人々の臨床疾患，対象を選

必要人数（number needed to treat ： NNT）を

定する際の適格基準，主な社会的背景を抽出
する。
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算出する。
・スクリーニングや診断テストの研究では，感
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度（sensitivity），特異度（specificity），尤度比
（likelihood ratio）を示す（予測値や正確度が示
されている場合，有病率や予備検査の尤度も
同様に示す）
。
・ランダム化比較試験では治療企図（intentionto-treat ： ITT）に基づく解析結果を抽出する。
すべての調査への回答率を記載する。
8）結論（conclusions）
・報告されたエビデンスに直接的に裏付けられ
た結論のみを示す。
・診療における意味合いも述べるが，推測や過
度な一般化は避ける。
・科学的価値が等しいならば，肯定的な所見も
否定的な所見も同様に述べる。

・これらの基準を適用するために用いた手法を
特定する。
・最初に検索されたすべての研究のうち，選択
基準に合致したものの割合を示す。
4）データ抽出（data extraction）
・データを抽出し，データの質および妥当性を
評価するために用いられた基準を記述する。
・上記の基準をどのように適用したかについて
抽出する。
5）主な結果（results of data synthesis）
・質的・量的を問わず，レビューの主要な結果
を述べる。
・これらの結果を得るために用いられた手法の
大要を述べる。
・メタアナリシスについては，統合された主要

3. レビュー研究における項目の概説

な結果を示し，オッズ比や効果の大きさも抽

1）目的（objective）

出する。

・レビューにおける的確かつ主要な目的を述べ
る。
・目的のどこに焦点が置かれるかについては，
そのレビューが原因，診断，予後，治療，予
防といった要因のどこを強調するかによって
導かれる。
・レビューの対象となっている特定の母集団，
介入，曝露，試験または結果に関する情報も
含める。
2）データソース（data sources）
・検索された年度を含め，データの出所を抽出
する。
・参考文献データベースが用いられた場合，文

・数値の結果を示す際は，信頼区間や統計学的
有意水準を示す。
・スクリーニングおよび診断テストの評価にお
いては，感度，特異度，尤度，ROC 曲線，予
測値の問題について触れる。
・予後の評価においては生存者の特徴や関連す
る変数について要約する。
・明らかになった複数の研究間の結果のばらつ
きの原因を示す。
・治療プロトコル，共通介入，交絡因子，結果
指標，フォローアップ期間，脱落率もあわせ
て示す。
6）結論（conclusions）

献の検索に用いられた正確な索引用語を示

・結論およびその応用について明確に示し，そ

し，しぼり込みに用いた制約があればそれも

の解釈についてはレビューで述べられている

示し，検索の行われた日時も抽出する。

範囲内にとどめる。

3）研究の選択（study selection）
・トピックに関連する研究すべての中から，レ

4. コメントについて

ビューの対象となる研究をどのように選択し

コメントは研究方法論の知識をもっている文

たかを示す選択基準および除外基準について

献レビュアーと，その疾患を専門領域にもつ臨

抽出する。

床医の先生（疾患レビュアー）が，それぞれの観

・選択の詳細については，特定の母集団，介入，
結果，方法論的デザインについての記述を抽

点から行う。コメントを述べる際に考慮が必要
な項目を以下に整理した。

出する。
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1）治療の文献

陽性尤度比（likelihood ratio of positive）
，陰性

・対象患者の割付けはランダムか。

尤度比（likelihood ratio of negative），感度，

・対象患者のすべてが結果に反映されているか。

特異度は検討されているか。

・対象患者の選択基準や除外基準は妥当か。

・ ROC 曲線などが示されているか。

・研究の途中で脱落したものについての理由が

・どのような施設や状況で行いうるものか。

記載されているか。

・結果はどのような患者にあてはめられるか。

・フォローアップ率は高いか（目安は 80 ％以上）
。

・結果はこれまでの医療行為を変えうるか。

・最初の割付けのまま評価されているか（治療

・その検査によって患者に利益があるか。

企図解析の原則）
。
・患者，医師，研究者がいずれも患者の治療内
容を目隠し（blinding/masking）されているか。

note ：診断法に関する論文執筆の基準となる条件が
STARD steering group から発表されているの
で参考にする 25）。

・研究の最初の患者背景は両群で似ているか。

3）原因/副作用の文献

・研究対象である治療以外の治療内容は両群で

・原因と思われる要因以外は，たがいに同等の

同じか。
・すべての重要な転帰が検討されているか。
・エンドポイントに設定された項目は臨床的に
妥当か。
・その治療による益は，害やコストに見合った
ものか。
・相対危険度（relative risk: RR）
，リスク比（risk
ratio: RR），相対危険度減少（relative risk
reduction: RRR），絶対危険度減少（absolute
risk reduction: ARR），寄与危険度（attributable risk: AR）
，治療必要人数（number needed
to treat: NNT）の算出は適切か。ただし，著者

グループを比較しているか。
・原因と思われる要因もその転帰も両群で同じ
ように検討されたか。
・追跡は十分長くかつ完全に行われたか。
・時間的前後関係は正しいか。
・量反応関係がなりたつか。
・要因と結果との間に強い関連があるか（相対
危険度やオッズ比は示されているか）
。
・危険性はどれほど正確に予測されるか（その
値の信頼区間は示されているか）
。
・その結果はどのような患者にあてはめられる
か。

とのやりとりを行わなくても検討できる範囲

・危険はどの程度のものか。

のコメントにとどめる。

・その要因を排除するべきか。

note ：ランダム化比較試験の論文執筆の基準になる
24)
条件が発表されているので，参考にする 。

・その情報を患者に与えることの意義や危険性
は検討されているか。

2）診断の文献

4）予後の文献

・標準的な診断を確定する方法（gold standard）

・患者群は明確な基準で選ばれ，患者全体の代

と，個別に，しかもたがいの結果を知らされ
ないまま評価された上で比較されているか。
・実際に検査が行われる（であろう）患者群を想
定して検討されているか。
・研究の対象となった検査は，標準的な検査結
果にかかわらず行われているか。
・検査方法は，実行可能なように明確に記載さ
れているか。
・陽性的中率（positive predictive value: PPV），
陰性的中率（negative predictive value: NPV）
，
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表となっているか。また検討対象とする患者
の病期はそろっているか。
・追跡は十分長くかつ完全に行われたか。
・転帰は客観的でバイアスを避けたものが用い
られたか。
・重要な予後決定因子に関して補正を行い検討
されているか。
・経過に伴う転帰はどのようなものか（予後の
差を検討しているか）
。
・実際の生存曲線を示し，時間経過に伴う転帰

Ⅳ 文献評価の手順

上重要な利益を患者に与えることが示された

を示しているか。
・層別化して予後を検討している場合に，その

か（もしそうでなければ，結局は運任せとい
うことか）
。

層別化は臨床的に妥当か。
・その結果を提供することは患者の役に立つのか
・その結果が治療の選択に関わるか。

・この分析に用いられた根拠の強さはどれほど
と考えられるか。

5）システマティックレビュー，メタアナリシス

・根拠の不確かさが結果を覆しうるか。

・レビューの焦点となった臨床上の疑問は十分

・それぞれの確率はどのような臨床像の患者に
合致するか。

にしぼられていたか。
・選択された文献の基準は適切であったか（重
要な研究を見逃さないように情報が検索され

うに関わるか記述されているか。
7）経済分析

ていたか）
。
・除外された文献の基準は適切であったか。
・同じ研究者が同じ対象患者で検討している別
の文献のデータが二重に含まれていないか。
・対象となった文献の信頼度に関する批判的吟
・それぞれの研究の結果は均質か（研究結果の
信頼区間は重なっているか）
。
・それぞれの研究結果のばらつきが，偶然の範
囲を超えていないかを検討しているか。
・すべての重要な転帰が考慮されているか。
・その益は，害やコストに見合ったものか。
26）

, MOOSE

・医療施策に関するすべての経済的（金銭的）な
要因の比較分析を行ったか。
・コストと転帰，結果は適切に求められ，評価
されたか。
・分析の中で不明確な部分に関しては適切な幅

味が行われているか。

note ： QUOROM

・転帰の評価（utility）は患者の価値観とどのよ

27）

を参考にする。

が設定されていたか。
・コストと転帰・結果は，実際に治療の対象と
なる患者を基準として計算されているか。
・コストも同等であると思われるか。
・それぞれの対策により付加されるコストと転
帰，結果は示されているか。
・付加されるコストと転帰，結果がサブグルー
プによって異なる場合に，それも検討されて

6）決断分析
・すべての重要な手段と転帰が検討の対象とさ
れたか。
・確率を求めるための根拠が明確で実際的な手
順によってまとめられたか。
・転帰の評価（utility ：効用値）は明確かつ実際
的な手段によって，信頼できる情報から得ら
れたものであったか。

いるか。
・治療による益は害やコストに見合ったものか。
・不明確な部分による結果への影響が検討され
ているか。
・結果はどのような患者の役に立つ情報か。
・どのような患者に同等の健康上の転帰が期待
できるか。
8）健康施策の研究

・それぞれの根拠の不確かさがどれほどの影響

・転帰の検討は正確で包括的なものであったか。

を与えるか検討されているか（感度分析）
。

・比較されたグループは明確に記述された実際

・全体の結果において，ある一つの手段が臨床

的なものであったか。
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Minds ○R アブストラクト（MA）：一次研究用
番 号：

分 類
基本情報

対象疾患
タイプ

診療ガイドライン情報

引用の有無
目次名称

タイトル情報

英語タイトル
日本語タイトル

著者情報

著者名
所 属

書誌情報

ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト

雑誌名
巻

号

ページ

発行年月

雑誌 ID

PubMed ID

ISSN No

医中誌 ID

雑誌分野

原本言語

目 的

研究デザイン
セッティング
対象者

国 籍
性 別
年 齢
介入（要因曝露）
エンドポイント（アウ
トカム）

主な結果

結 論

備 考
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主 要
副 次

Ⅳ 文献評価の手順

レビュアーコメント

文献レビュアー氏名
文献レビュアーコメント

疾患レビュアー氏名
疾患レビュアーコメント

クリニカルクエスチョン 1

この論文における回答 1
Minds ○R キーワード 1

クリニカルクエスチョン 2

この論文における回答 2
Minds ○R キーワード 2

クリニカルクエスチョン 3

この論文における回答 3
Minds ○R キーワード 3
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Minds ○R アブストラクト（MA）：レビュー研究用
番 号：

分 類
基本情報

対象疾患
タイプ

診療ガイドライン情報

引用の有無
目次名称

タイトル情報

英語タイトル
日本語タイトル

著者情報

著者名
所 属

書誌情報

ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト

目 的

データソース

研究の選択

データ抽出

主な結果

結 論

備 考
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雑誌名
巻

号

ページ

発行年月

雑誌 ID

PubMed ID

ISSN No

医中誌 ID

雑誌分野

原本言語

Ⅳ 文献評価の手順

レビュアーコメント

文献レビュアー氏名
文献レビュアーコメント

疾患レビュアー氏名
疾患レビュアーコメント

クリニカルクエスチョン 1

この論文における回答 1
Minds ○R キーワード 1

クリニカルクエスチョン 2

この論文における回答 2
Minds ○R キーワード 2

クリニカルクエスチョン 3

この論文における回答 3
Minds ○R キーワード 3

43

28）

れているが ，それらに共通して取り上げられ

G. 内的妥当性の評価： Is it valid?

ている項目をすべて含むチェックリストを，研
究デザインごとに作成した。重要な五つの項目

妥当性とはその研究が本来意図されたものを

に集約し，5 段階でスコアを付け，Delphi 法に

研究/分析しているかどうかを問うものである。

準じて 29），複数の評価者がそれを 2 ラウンド行

従来より，さまざまなチェックリストが考案さ

って，中央値と範囲を結果として出す。

内的妥当性チェックリスト ◆ 介入/治療に関する研究
評価項目

スコア

A ：介入以外の条件がまったく同じ群が比較されている

4

3

2

1

0

B ：各群のすべての被験者が受けた介入は均質である

4

3

2

1

0

C ：データの記録，管理が厳密である

4

3

2

1

0

D ：エンドポイントの測定が比較される群で同じように正確に行われている

4

3

2

1

0

E ：解析方法が適切である

4

3

2

1

0

スコアの基準 4：強く同意，3：同意，2：どちらでもない，1：反対，0：強く反対

それぞれの評価項目について，下記項目を点

その介入の有効性に影響を及ぼす因子が既知

検しながらスコアをつけること。

の場合，その影響が大きい場合には，その因子

A ：介入以外の条件がまったく同じ群が比較さ

によって層別化して層内でランダム割付けを行

れている
1）介入に対して感受性が高い，あるいは低い
患者が選択されるバイアスがない

ったほうが，対照群と実験群の差を検出できる
可能性が高くなる。
4）コンシールメント（concealment）が適切である

その介入の有効性に影響を及ぼす因子が既知

ブロックの大きさを変動させるなどして，割

の場合，有効性が高い因子をもつ被験者を多く

付けが予想できないようにし，被験者の登録時

含めると，効果指標は大きめの値になる。ラン

に担当医師の恣意が入らないようにする。

ダム化が保証されていても，その因子によって

5）割付けの変更ができないように実行されてい

層別化されていなければ偶然により起きる偏り
が生じる可能性が高くなる。
2）ランダム化が適切である
ランダム化の方法の代表は，コンピュータに
より生成した乱数により，ブロック内で目的と

る（登録センターの使用など）
たとえば患者を登録した後，一度それを取り
消して，再度患者を登録するようなことができ
ないようにする。
6）患者に対して目隠しが行われている

する群数に割付ける方法で，ブロックの大きさ

たとえばプラセボに割付けられたことが患者

を変動させながら割付けを行う。乱数表を用い

に分かると，他の治療を平行して受ける可能性

ても同じである。多施設研究の場合には，施設

が出てくる。

により被験者の重症度が異なる場合がある。そ

7）介入の供給者に対して目隠しが行われている

の場合，各施設内でランダム化のバランスをとっ

実薬かプラセボか分かってしまうと，その患

たほうが，ベースライン因子に差が出にくくなる。

者に対するケアに差が出てくる可能性がある。

3）層別化されている場合は層別にランダム割

8）他の治療に群間で差がない

付けが行われている
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別の治療をすでに受けていて，そこに新しい

Ⅳ 文献評価の手順

治療を追加するような場合に，特に問題となる。
9）アウトカムに影響を及ぼす可能性のある主要
なベースライン因子が群間で差がない
たとえランダム割付けを行っても，特に症例

2）記入されたデータの変更ができないようにな
っている
たとえば，電子的な CRF へのアクセスは特定
の者にしか許可されず，変更された場合に記録

数が少ない場合には，偶然このようなことが起

が残るようになっている。

きることがある。少なくとも，主要なベースライ

3）脱落例が脱落の理由とともに記録されている

ン因子が群間で差がないことを示す必要がある。

脱落例の記録もきちんと行われている。
4）データが一元管理されている

B ：各群のすべての被験者が受けた介入は均質
である
1）介入に対するコンプライアンスを測定・記録
している
たとえば，薬剤を処方されていても，患者が

たとえば，同一症例のデータの入力が異なる
者によって，同時に行われるようなことがない。
全症例のデータを管理するものがいて，誰かが
勝手に内容を書き換えたりできないようにする。
5）データの保存が適切である

指示通り服薬していないかもしれない。服薬状

たとえば，定期的なバックアップをとりなが

況を記録することによって，コンプライアンス

ら，電子ファイルとして記録・保存が行われて

が高くなるかもしれない。

いる。データを見たり，入力したり，書き換え

2）介入に対するコンプライアンスが高い（介入

たりすることが管理されている。

の中途中断がない）

6）データの欠失（missing data）が少ない

外科手術の場合には，個々の患者の状況に応

検査の漏れがないように工夫されている。結

じて手技が異なったとしても，手術の目標が 100

果として，測定されるべき項目のデータがそろ

％実現したかどうかで判断する。たとえば癌の

っている。

場合であれば，断端の癌細胞の有無，リンパ節
郭清などで判断する。薬剤による介入では，投
薬状況がさまざまの場合には，投薬による効果
を浮き出させることが難しくなるかもしれない。
3）脱落例が少ない（20 ％以下）
脱落はさまざまな理由で起きるが，副作用が

D ：エンドポイントの測定が比較される群で同
じように正確に行われている
1）エンドポイントの測定者は目隠しされている
測定者の期待が測定に影響しないようにして
いる。

強いことも一つの理由である。脱落例が多い場

2）エンドポイントの測定は客観的で正確である

合には，その介入自体の忍容性が低いというこ

主観的な判断をできるだけ必要としない測定

とが問題になるだけでなく，治療企図解析を行っ

である。

た場合，対照群と比較する際に，有効性を有意

3）測定者によるばらつきが小さい

差をもって証明することが困難になり，必要な

測定者間のばらつきに関してあらかじめ分析

サンプルサイズが当初の予測から外れることも

が行われている。

起きてくる。

4）測定が標準化されている

C ：データの記録，管理が厳密である

場合，標準化されるか，一つの測定機関で測定

1）症例カード（case report form：CRF）への記

が行われている。すべての測定者が同一の基準

施設によって異なる基準値が用いられている

入に対するverification が適切に行われている
医療記録から CRF へのデータの転記を誰が行
い，写し間違えがないことをどのように点検し
たか。

で判定している。
5）測定されたエンドポイント（アウトカム）の
数が適切である
あまりにも多くのアウトカムの測定が行われ
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ると，偶然小さな P 値が得られることが起きる。

でいなければならない。ポステリオリな解析は

アウトカムの数はなるべく少ないほうが望まし

偶然による有意差を招きやすい。

い。

6）サンプルサイズの見積もりが最初に行われ

6）主要エンドポイントは一つである

ている

副次エンドポイントは複数あっても，主要エ
ンドポイントは一つにしぼられている。

サンプルサイズの見積もりを最初に行ってい
ないと，有意差がなかった場合，βエラーなのか，
本当に有意差がないのか，判定が困難である。

E ：解析方法が適切である

7）検出力が十分である

1）治療企図（I T T ）解析が行われている

サンプルサイズの見積もりの際に，想定され

割付け重視で，脱落例も含めて解析が行われ

る差の範囲が実際にありうる範囲である根拠が

ている。I T T のほうが，per-protocol analysis よ

あること。そして，検出力（＝ 1 −βエラー）が

りも，実際に医療現場で使われた際の有効性を

少なくとも 0.8 に設定されていること。

表す結果が得られる。

8）統計学的解析法が適切である

2）データの解析は目隠しされている
研究者に都合のよいような結果を出そうとし

測定されるアウトカムの変数の種類（すなわ
ち，連続変数，順序変数，名義変数のいずれか）

ても，それが困難になる。

と，比較される群の数にあわせた適切な統計学

3）統計学や臨床疫学あるいは臨床研究デザイ

的解析法が用いられている。

ンの専門家がデザインに参画している

9）適切な効果指標が点推定値と 95 ％信頼区間

研究計画を作成する段階から，これらの専門

とともに算出されている

家が参画している。統計解析法の選択や，研究

P 値だけでなく，95 ％信頼区間も算出されて

デザインが適切になる可能性が高くなる。

いる。95 ％信頼区間は結果の臨床的意義の判定

4）統計学や臨床疫学の専門家が解析に参画し

に用いられる。

ている

10）層別化された群間の比較が行われる場合，

データの解析の段階で，過誤が少なくなる。

適切な方法が用いられている

5）統計解析法が研究開始前に決められている
研究計画の作成は，統計解析法の選択も含ん

層別化されている場合には，全体との比較に
Mantel-Haenszel 法などが用いられている。

内的妥当性チェックリスト ◆ 危険因子/病因に関する研究：コホート研究
評価項目

スコア

A ：危険因子以外の条件がまったく同じ群が比較されている

4

3

2

1

B ：各群のすべての被験者が受けた曝露は均質である

4

3

2

1

0
0

C ：データの記録，管理が厳密である

4

3

2

1

0

D ：エンドポイントの測定が比較される群で同じように正確に行われている

4

3

2

1

0

E ：解析方法が適切である

4

3

2

1

0

スコアの基準 4：強く同意，3：同意，2：どちらでもない，1：反対，0：強く反対

それぞれの評価項目について，下記項目を点
検しながらスコアをつけること。
A ：危険因子以外の条件がまったく同じ群が比
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較されている
1）危険因子に対する感受性が高い，あるいは
低い被験者が選択されるバイアスがない

Ⅳ 文献評価の手順

大きなバイアスのない，代表性の高い対象者
が選定されている。臨床疫学研究の場合は，連
続例であること。言い換えると，対象者が偏り

C ：データの記録，管理が厳密である
1）症例カード（CRF）への記入に対する verification が適切に行われている

なく，真の対象者を代表しているということで

データベースへの各対象者のデータの入力

ある。アウトカムに影響を及ぼす因子がいくつ

が，元のデータから逸脱していないかの点検が

かあることが分かっている場合，ある因子のな

行われているかどうか。

い者，あるいはある者を対象者に選ぶことによ

2）記入されたデータの変更ができないように

って，問題の因子のアウトカムへの影響は異な

なっている

ると考えられる。曝露群と非曝露群でこれら因

一定の研究結果を誘導するために，データが

子に差がないだけでなく，対象者全体としても

取捨選択されたり，根拠なく変更されたりしな

偏りがないようにしないと，危険因子の作用の

いようにしている。たとえば，データベースへ

程度にはバイアスが入り込む。

の入力が特定の者にのみ許可され，変更の記録

2）アウトカムに影響を及ぼす可能性のある主

が残るようになっている。

要なベースライン因子が群間で差がない

3）脱落例が脱落の理由とともに記録されている

主要なベースライン因子は，曝露群と対照群

脱落例を意図的に作ることができないように

でマッチしていることが何らかの方法で保証さ

する必要がある。少なくとも被験者に脱落の理

れ，結果として有意差がないことが示される必

由があり，それが記録されている。

要がある。もし，群間で差があった場合は多変

4）データが一元管理されている

量解析で適切に調整されている必要がある。
3）アウトカムに影響を及ぼす因子の経過観察
期間における変動が群間で差がない
危険因子への曝露が持続する場合，途中でそ

すべてのデータを管理する者がいて，知らな
いうちに誰かが書き換えたりできないようにな
っている。
5）データの保存が適切である

の程度が変動したり，曝露がなくなったり，あ

たとえば，定期的なバックアップをとりなが

るいは非曝露群の中から曝露が起きる者が出て

ら，電子ファイルとして記録・保存が行われて

きたりすると，その危険因子のアウトカムへの

いる。データを見たり，入力したり，書き換え

影響を解析するのが困難になる。

たりすることが管理されている。データの紛失

4）層別化されている場合，層内でマッチング

が起きたりしないように保存が適切に行われて

されている
アウトカムに影響する既知の因子がある場

いる。
6）データの欠失（missing data）が少ない

合，層別化して，それぞれの層の中でマッチン

特に多変量解析を行う場合，データの欠失が

グする必要がある。たとえば男女で影響が異な

起こりやすい。一連の観察項目がすべてそろう

るような場合，男女別の層内でマッチングが必

ようにチェックリストを利用したり，二重のチ

要である。

ェックを行ったりする。

B ：各群のすべての被験者が受けた曝露は均質

D ：エンドポイントの測定が比較される群で同

である
1）危険因子への曝露が客観的で正確に測定さ
れている
たとえば，曝露の有無が対象者の記憶に依存
するものであるような場合，曝露の有無の測定
は不正確になりやすい。

じように正確に行われている
1）エンドポイントの測定者は目隠しされている
測定者の期待が測定に影響しないようにして
いる。
2）エンドポイントの測定は客観的で正確である
できるだけ主観的な判断を必要としない測定
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である。

少なくなる。

3）測定者によるばらつきが小さい

5）サンプルサイズの見積もりが最初に行われ

測定者間のばらつきに関して，あらかじめ分
析が行われている。
4）測定が標準化されている

ている
得られた差が偶然による可能性が小さくな
り，有意差がなかった場合にβエラーの可能性

施設によって異なる基準値が用いられている

が，ある値（サンプルサイズの計算時に定めた

場合，標準化されるか，一つの測定機関で測定

β error rate）より小さいことを保証できる。多

が行われている。すべての測定者が同一の基準

変量解析を用いる場合には，アウトカムの起き

で判定している。

た例が 1 因子あたり 10 例あることが望ましい。

5）測定されたエンドポイント（アウトカム）の

たとえば，アウトカムの起きる率が 20 ％の場合，

数が適切である
あまりにも多くのアウトカムの測定が行われ

1 因子あたり 50 例となる（50 × 0.2 ＝ 10）。1 因
子あたり 5 例でよいという意見もある。最低で

ると，偶然小さな P 値が得られることが起きる。

2 例とされている。

アウトカムの数はなるべく少ないほうが望まし

6）検出力が十分である

い。
6）主要エンドポイントは一つである
副次エンドポイントが複数あっても，主要エ

サンプルサイズの見積もりの際に，想定され
る差の範囲が実際にありうる範囲である根拠が
あること。そして，検出力（＝ 1 −βエラー）が

ンドポイントは一つであることが望ましい。サ

少なくとも 0.8 に設定されていること。

ンプルサイズが十分大きく，αエラーを小さく

7）統計学的解析法が適切である

設定している場合には，複数でも統計学的エラ
ーを起こす可能性は低いと考えられる。

測定されるアウトカムの変数の種類（すなわ
ち，連続変数，順序変数，名義変数のいずれか）
と，比較される群の数にあわせて適切な統計学

E ：解析方法が適切である

的解析法が用いられている。

1）危険因子とアウトカムの間に量反応関係が

8）交絡を考慮している

証明されている
生物学的意義あるいは因果関係を証明するた

危険因子とアウトカムの関係は，単なる統計
解析の相関だけでなく，生物学的にも説明可能

めの一つの根拠になる。

であり，できるだけ直接的な関係であることを

2）データの解析は目隠しされている

示す根拠がある。他の危険因子の関与も考慮し

思い込みによる，データの意図的あるいは無
意識の読み違えや，偏向を排除できる。
3）統計学や臨床疫学あるいは臨床研究デザイ
ンの専門家がデザインに参画している
統計解析法の選択や研究デザインが適切にな
る可能性が高まる。
4）統計学や臨床疫学の専門家が解析に参画し
ている
間違った統計解析法の適用や，結果の解釈が
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ている。
9）多変量解析が行われている
交絡因子による影響を補正するため，リスク
比などの効果指標が多変量解析によって調整さ
れている。
10）効果指標は十分大きな値である
一つの目安として，リスク比の 95 ％信頼区間
の下限値が 3.0 以上である。

Ⅳ 文献評価の手順

内的妥当性チェックリスト ◆ 危険因子/病因に関する研究：症例対照研究
評価項目

スコア

A ：病態/疾患以外の条件がまったく同じ群が比較されている

4

3

2

1

0

B ：病態/疾患の診断法は正確である

4

3

2

1

0

C ：データの記録，管理が厳密である

4

3

2

1

0

D ：危険因子の測定が比較される群で同じように正確に行われている

4

3

2

1

0

E ：解析方法が適切である

4

3

2

1

0

スコアの基準 4：強く同意，3：同意，2：どちらでもない，1：反対，0：強く反対

それぞれの評価項目について，下記項目を点

察を用いている場合には，比較することにあま

検しながらスコアをつけること。

り意味がない。感度・特異度が十分に高い，そ

A ：病態/疾患以外の条件がまったく同じ群が比

の時点での至適基準を用いていることが必要で

較されている
1）危険因子への曝露が強い，あるいは弱い被
験者が選択されるバイアスがない
大きなバイアスのない代表性の高い対象者が
選択されている。危険因子への曝露の強い対象

ある。
3）対照群での病態/疾患の除外は正確である
たとえば，症例群では一連の検査が行われて
いて，対照群は行われていない場合には，対照
群に症例が混じる可能性が出てくる。

を集めれば，その作用を強調することができる。
そのようなことが行われていないことが望ましい。

C ：データの記録，管理が厳密である

2）病態/疾患以外の主要な因子が群間で差がな

1）症例カード（CRF）への記入に対する verifi-

い

cation が適切に行われている

症例対照研究で一番問題が起きやすい点であ

データベースへの各対象者のデータの入力

る。対照が対照として適切かどうか，さまざま

が，元のデータから逸脱していないかの点検が

な背景因子で比較される群がマッチングされて

行われているかどうか。

いる必要がある。アウトカム＝病態/疾患が起

2）記入されたデータの変更ができないように

きにくい者を対照群として集めたり，その逆を
行うことで，危険因子の効果を弱く見せたり，

なっている
一定の研究結果を誘導するために，データが

強調したり操作することが可能である。

取捨選択されたり，根拠なく変更されたりしな

3）層別化されている場合，層内でマッチング

いようにしている。たとえば，データベースへ

されている
アウトカムの程度で層別化した場合，それぞ

の入力が特定の者にのみ許可され，変更の記録
が残るようになっている。

れの層内でマッチングが行われている。

3）脱落例が脱落の理由とともに記録されている

B ：病態/疾患の診断法は正確である

する必要がある。少なくとも被験者に脱落の理

1）病態/疾患の診断は正確に行われている

由があり，それが記録されている。

脱落例を意図的に作ることができないように

たとえば，感度の低い方法を用いると，対照
群に病態/疾患をもった者が多く紛れ込み，危

4）データが一元管理されている
すべてのデータを管理する者がいて，知らな

険因子の効果は低く見積もられるであろう。

いうちに誰かが書き換えたりできないようにな

2）診断基準は適切である

っている。

症例群を規定する因子が一般に受け入れられ
ているものと異なる場合，あるいは間接的な観

5）データの保存が適切である
たとえば，定期的なバックアップをとりなが
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ら，電子ファイルとして記録・保存が行われて
いる。データを見たり，入力したり，書き換え
たりすることが管理されている。データの紛失

4）統計学や臨床疫学の専門家が解析に参画し
ている
間違った統計解析法の適用や，結果の解釈が

が起きたりしないように保存が適切に行われて

少なくなる。

いる。

5）サンプルサイズの見積もりが最初に行われ

6）データの欠失（missing data）が少ない

ている

特に，多変量解析を行う場合，データの欠失

得られた差が偶然による可能性が小さくな

が起こりやすい。一連の観察項目がすべてそろ

り，有意差がなかった場合にβエラーの可能性

うようにチェックリストを利用したり，二重の

が，ある値（サンプルサイズの計算時に定めた

チェックを行ったりする。

β error rate）より小さいことを保証できる。多
変量解析を用いる場合には，アウトカムの起き

D ：危険因子の測定が比較される群で同じよう
に正確に行われている
1）危険因子の測定は客観的で正確である
危険因子への曝露は過去に起きた事象なの

た例が 1 因子あたり 10 例あることが望ましい。
たとえば，アウトカムの起きる率が 20 ％の場合，
1 因子あたり 50 例となる（50 × 0.2 ＝ 10）。1 因
子あたり 5 例でよいという意見もある。最低で

で，正確にとらえるのが難しい場合もある。

2 例とされている。

2）測定者によるばらつきが小さい

6）検出力が十分である

測定者間のばらつきに関して，あらかじめ分

サンプルサイズの見積もりの際に，想定され

析が行われている。

る差の範囲が実際にありうる範囲である根拠が

3）測定が標準化されている

あること。そして，検出力（＝ 1 −βエラー）が

測定が異なる施設で行われている場合，ばら
つきへの対処が行われている。
4）危険因子への曝露の記録が正確である
曝露が測定されてから，データとして解析さ

少なくとも 0.8 に設定されていること。
7）統計学的解析法が適切である
測定されるアウトカムの変数の種類（すなわ
ち，連続変数，順序変数，名義変数のいずれか）

れるまでの経路で，書き換えられたり，書き間

と，比較される群の数にあわせて適切な統計学

違えたりする可能性が低い。

的解析法が用いられている。
8）交絡を考慮している

E ：解析方法が適切である
1）危険因子とアウトカムの間に量反応関係が
証明されている
生物学的意義あるいは因果関係を証明するた

危険因子とアウトカムの関係は，単なる統計
解析の相関だけでなく，生物学的にも説明可能
であり，できるだけ直接的な関係であることを
示す根拠がある。他の危険因子の関与も考慮し

めの一つの根拠になる。

ている。

2）データの解析は目隠しされている

9）多変量解析が行われている

思い込みによる，データの意図的あるいは無

交絡因子による影響を補正するため，リスク

意識の読み違えや，偏向を排除できる。

比などの効果指標が多変量解析によって調整さ

3）統計学や臨床疫学あるいは臨床研究デザイ

れている。

ンの専門家がデザインに参画している
統計解析法の選択や研究デザインが適切にな
る可能性が高まる。
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10）効果指標は十分大きな値である
一つの目安として，リスク比の 95 ％信頼区間
の下限値が 3.0 以上である。

Ⅳ 文献評価の手順

内的妥当性チェックリスト ◆ 診断法に関する研究：横断研究
評価項目

スコア

A ：病態/疾患以外の条件がまったく同じ群が比較されている

4

3

2

1

B ：診断の至適基準は正確ですべての患者を含む

4

3

2

1

0
0

C ：データの記録，管理が厳密である

4

3

2

1

0

D ：新しい診断法は比較される群で同じように正確に行われている

4

3

2

1

0

E ：解析方法が適切である

4

3

2

1

0

スコアの基準 4：強く同意，3：同意，2：どちらでもない，1：反対，0：強く反対

それぞれの評価項目について，下記項目を点
検しながらスコアをつけること。
A ：病態/疾患以外の条件がまったく同じ群が比
較されている
1）重症度など，診断法の感度に影響を与える
因子に偏りがない
たとえば癌の場合であれば，ステージが進行
した例ほど診断は容易になるのが普通である。

2）診断の至適基準は適切である
その時点での至適基準が用いられている。た
とえば，前に診断された症例は現在診断される
症例と異なっているかもしれない。
3）対照群での病態/疾患の除外は正確である
可能であれば，対照群も同じ至適基準で診断
を受け，病態/疾患がないことが確認されてい
ること。

その診断法が有用と考えられる症例を代表する
対象者が解析されているのが望ましい。偏りが

C ：データの記録，管理が厳密である

あると，感度の値が適切でなくなる。

1）症例カード（CRF）への記入に対する verifi-

2）病態/疾患以外の主要な因子（年齢，性別な
ど）が群間で差がない
特異度を求めるにあたって，対照群はマッチ

cation が適切に行われている
データベースへの各対象者のデータの入力
が，元のデータから逸脱していないかの点検が

ングされていないと，実際に臨床の場で用いら

行われているかどうか。

れた際の値とは異なる可能性が出てくる。

2）記入されたデータの変更ができないように

3）特に，病態/疾患に影響を及ぼす可能性のあ
る因子が群間で差がない

なっている
一定の研究結果を誘導するために，データが

2）
と関連するが，特に診断で検出しようとす

取捨選択されたり，根拠なく変更されたりしな

る病態/疾患に影響が大きい因子がある場合，

いようにしている。たとえば，データベースへ

対照群とマッチングされている必要がある。

の入力が特定の者にのみ許可され，変更の記録

4）層別化されている場合，層内でマッチング

が残るようになっている。

されている
たとえば，重症度で陽性率を比較し，その対
照とも比較するような場合。

3）脱落例が脱落の理由とともに記録されている
脱落例を意図的に作ることができないように
する必要がある。少なくとも，被験者に脱落の
理由があり，それが記録されている。

B ：診断の至適基準は正確ですべての患者を含
む
1）病態/疾患の診断法は正確で，適切に診断が
行われている
サロゲートマーカーではなく，測定しようとす
るものを正確にとらえる方法が用いられている。

4）データが一元管理されている
すべてのデータを管理する者がいて，知らな
いうちに誰かが書き換えたりできないようにな
っている。
5）データの保存が適切である
たとえば，定期的なバックアップをとりなが
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ら，電子ファイルとして記録・保存が行われてい
る。データを見たり，入力したり，書き換えたり

ている
間違った統計解析法の適用や，結果の解釈が

することが管理されている。データの紛失が起

少なくなる。

きたりしないように保存が適切に行われている。

5）統計学的解析法が適切である

6）データの欠失（missing data）が少ない

連続変数あるいは順序変数の場合には，ROC

特に，多変量解析を行う場合，データの欠失

解析が行われている。カットオフ値の設定が実

が起こりやすい。一連の観察項目がすべてそろ

際に使用される場合の対象者における事前確率

うようにチェックリストを利用したり，二重の

を考慮して行われる。尤度比の算出や 95 ％信頼

チェックを行ったりする。

区間の算出が行われている。
6）PPV，NPV，正診度の算出に事前確率が考慮

D ：新しい診断法は比較される群で同じように
正確に行われている
1）新しい診断法は客観的で正確である

されている
感度・特異度と異なり，これらの指標は事前
確率によって異なってくる。多くの場合，研究

主観が入らない測定である。画像診断のよう

対象となった群でこれらの指標が算出されてい

な主観に影響されうる方法の場合には，複数の

るが，その値は事前確率が異なる群では異なる

測定者の一致率を検討し，最終診断の決め方を

値となる。

定義している。
2）測定者によるばらつきが小さい
測定者間のばらつきに関して，あらかじめ分

H. 信頼できるか： Is it reliable?

析が行われている。
3）測定が標準化されている
異なる施設で，異なる測定者が実行する場合

信頼性（reliability）とは，同じ研究を繰り返し
て行った場合に，再現性があるかどうかを問う

でも，同じ結果が保証されている。

ものである。したがって，過去に類似の研究が

4）測定は目隠しされている（たとえば，サンプ

行われていた場合，それらと整合性のある結果

ルがコード化されている）
思い込みや，期待が測定に影響しないように
すること。

が得られていれば，信頼性が高いと判断できる。
類似の研究とは，目的あるいは仮説が同じ研究
のことである。類似の研究が存在しない場合に
は，判定は保留とする。

E ：解析方法が適切である

また，同一の研究の中で，異なる対象者で検

1）感度・特異度が算出されている
疾患群と対照群がそれぞれ代表的であれば，
感度・特異度の値は広く適用可能である。でき

スコア
4

異なる対象で行われた二つ以上の研究で
同じ結果が得られている

3

同一の研究の中で異なる対象で同じ結果
が得られている

2

同一の研究の中で，一つの群を二つにラ
ンダムに分割して別の時点で研究が行わ
れ同じ結果が得られている

1

同一の研究の中で同じ対象で同じ結果が
得られている

0

異なる対象者で行われた二つ以上の研究
で，相反する結果が得られている

れば，95 ％信頼区間も算出されていること。
2）データの解析は目隠しされている
解析者はデータの収集者や，入力者とは異な
る，思い込みのない者が望ましい。
3）統計学や臨床疫学あるいは臨床研究デザイ
ンの専門家がデザインに参画している
統計解析法の選択や研究デザインが適切にな
る可能性が高まる。
4）統計学や臨床疫学の専門家が解析に参画し
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基 準

ND

判定保留（not determined）

Ⅳ 文献評価の手順

証研究が行われている場合もその研究対象の構

は難しい。対象疾患，病態，重症度などによっ

成によって判定を行う。

て，同じ程度の効果指標の値であっても意義は

また，当該研究のみの評価が必要な場合，以
下の基準を用いて評価してもよい。

異なるので，単純に効果指標の大きさを比べる
ことは意味がない。したがって，その疾患，病
態に対するさまざまな介入を相対的に評価する

High（高）
・当該研究を含め二つ以上の研究が同じ結果である。
・大規模臨床研究である（αエラー，βエラーが小
さい）
。

しかない。既知の介入がない場合には，他の疾

Moderate（中）
・当該研究が一つだけであるが，サンプルサイズが
十分大きい。
・選択バイアスが小さい。

うかを判定する。

Low（低）
・サンプルサイズが小さくαエラーまたはβエラー
の可能性がある，95 ％信頼区間が広い。
・選択バイアスが大きい。

患，病態に対する介入と比較しながら，効果指
標の大きさの程度に，臨床的な意味があるかど
効果指標としては，できるだけ共通のものを
用いることによって，評価が容易になるであろ
う。以下の効果指標を共通に用いる。これらの
指標に対して 95 ％信頼区間を算出する。
・治療必要人数（number needed to treat：NNT）
・ number needed to harm：NNH
・ number needed to screen：NNS

I. 臨床的意義の評価： Is it relevant?

・ average duration of life gained：ADLG
・感度/特異度（sensitivity/specificity）

患者にベネフィットがあることが，どの程度

したがって，エンドポイント（アウトカム）が

直接的に証明されているかどうかによって，

何か，そして効果指標がどのくらいかを論文か

relevance を判断する。表にそのスコアと基準を

ら抽出し，それに基づいて比較を行い，効果の

示す。

臨床的意義を評価する。
たとえば悪性腫瘍については，アウトカムとし

スコア

基 準

て以下の分類 30）を行い，その重要性を評価する。

4

患者にベネフィットのあることが直接証
明されている

1）全体生存率または全体死亡率

3

患者にベネフィットのあることが間接的
に証明されている

もっともバイアスが入りにくく，もっとも重
要なアウトカム。
2）原因特異的生存率または原因特異的死亡率

2

今後ベネフィットが証明される可能性が
ある

1

今後ベネフィットが証明される可能性は
ほとんどない，またはない

要であるが，死因の同定にバイアスが入る可能

0

患者にベネフィットはない

性がある。また，治療によって生存が短縮する

生物学的には疾患特異性の点からもっとも重

作用を見逃す可能性がある。
したがって，通常 in vitro の実験や，動物実験

3）適切に評価された QOL

は relevance が低いとみなされる。研究デザイ

患者にとってきわめて重要なアウトカムであ

ンから考えると，ランダム化比較試験＞非ラン

る。強力な研究デザインの中で，このアウトカ

ダム化比較試験＞観察研究の順に relevance が

ムについて記録されていれば，治療法を採用す

高いと考えられる。

る強い根拠になる。

ランダム化比較試験で介入の有効性が証明さ

4）間接的代理アウトカム

れた場合には，その介入が臨床にどれくらいイ

a）疾患なしの生存

ンパクトがあるかを評価する必要があるが，臨

b）進行停止生存

床的意義を絶対的スケールを用いて評価するの

c）腫瘍応答率（奏効率）
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図Ⅳ─3 さまざまな治療による余命の延長
癌患者

一般人口

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
余命延長期間（中央値）
：6.95ヵ月

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1.275ヵ月

120

（Wright JC and Weinstein MC. N Engl J Med 1998; 339: 380 ─ 6.）

表Ⅳ─1
現在の標準治療

過去の研究

研究の対照

有効性

安全性（害）

判定

（−）

（−）

プラセボ

優

不定

A

（−）

（＋）

プラセボ

優

不定

A, B, C, D

（＋）

（＋）

現在の標準治療

優

不定

A

（＋）

（＋）

現在の標準治療

同等または非劣性

不定

B

（＋）

（＋）

プラセボ

優

不定

A, B, C, D

判定基準 A：現状の介入より優れている B：現状の介入と同等 C：現状の介入より劣る D：不明

いずれも，研究者の主観に左右される。生存

均余命延長期間が 9 ヵ月であれば，癌全般にお

や QOL のような患者のベネフィットに直接翻訳

けるさまざまな治療法に比較して，この新しい

することはできない。しかしながら，より決定

治療法は効果が高いほうに分類すべきであると

的なアウトカムに対する効果が明らかにされる

いえる。また，その癌に対する従来の治療法に

までは，これらの代理アウトカムのデータに基

よる平均余命延長期間が 7 ヵ月であった場合，

づいた治療選択をすることは理論的に正しい。

この新しい治療法は臨床的に非常に意義があ

生存については，一般人口を対象にした介入

り，臨床へのインパクトが高いと判断すること

であれば 1 ヵ月，特定の疾患の患者を対象にし

ができる。ただし，従来の治療法と直接の比較

た場合には 1 年間の平均生存期間の延長があれ

を行ったランダム化比較試験ではないので，被

ば，その効果は大きいと考えられる。この評価

験者が同じ母集団に属しているといえるかどう

は，その時点までに報告された生存をエンドポ

かは，被験者の背景因子を比較して判断する必

イントとするランダム化比較試験から，さまざ

要がある。

まな治療法による平均生存期間の延長のデータ

一方で，従来の治療法がない場合には，同じ

に基づいて行う。つまり，その時点までに報告

種類の疾患に対する過去の報告と比較して判断

された研究と比較して，十分に効果が高いとい

する。それもない場合には，常識的な判断をす

31）

えるかどうかを常識的に判断したものである 。
たとえば，癌患者に対してさまざまな治療法

るしかない。
したがって，現在の標準的治療の有無，過去

によってもたらされる平均余命の延長期間をヒ

の研究の有無，その研究の対照，有効性の結果，

ストグラムとして表示すると，図Ⅳ─3 のごとく

安全性の結果といった五つの要素を用いて，そ

である。延長期間の中央値は約 7 ヵ月である。

の研究の臨床的意義があるかないかを判断する

もし，ある癌の患者に対する新しい治療法の平

ことになる（表Ⅳ─1）
。
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J. 効果指標の算出
効果指標の算出方法について以下に述べる。
1. リスク比，オッズ比，治療必要人数（Number Needed to Treat：NNT）
，
Number Needed to Harm：NNH など
表Ⅳ─2

●

アウトカム（＋）

アウトカム（−）

合 計

インターベンション（＋）
または危険因子（＋）

a

b

e

インターベンション（−）
または危険因子（−）

c

d

f

合 計

g

h

n

a/(a ＋ b)
リスク比（relative risk：RR）＝ ──────
c/(c ＋ d)
95 ％信頼区間はサンプル数 n 1, n 2 の独立した 2 群の割合 p 1, p 2 の比に対する 95 ％信

頼区間を算出する次の式に基づいて計算する。正規分布に近似するとして算出する：
exp { ln (p 1/p 2) ± 1.96 √(1−p 1)/p 1 n 1 ＋(1−p 2)/p 2 n 2 }
95 ％信頼限界＝ exp { ln RR±1.96×√1/a＋1/b−1/(a ＋ c)−1/(b ＋ d) }
●

a/c
a/b
ad
オッズ比（odds ratio：OR）＝ ─── ＝ ─── ＝ ──
b/d
c/d
bc
95 ％信頼限界＝ exp[ ln OR ±1.96×√1/a＋1/b＋1/c＋1/d ]
1 つの独立した群における率の 95 ％信頼区間の計算。たとえば，感度，特異度に対

して用いられる。
p ＝ a/e
上限（upper limit）＝ p＋1.96 √p×(1−p)/e
下限（lower limit）＝ p−1.96 √p×(1−p)/e
●

絶対危険度減少（absolute risk reduction：ARR）＝ c/(c＋d)− a/(a＋b)
95 ％信頼限界＝ ARR±1.96×√(g×h)/(e×f ×n)

●

c/(c＋d)− a/(a＋b)
相対危険度減少（relative risk reduction：RRR）＝ ───────────＝ 1 − RR
c/(c ＋ d)
RRR の 95 ％信頼区間は，上記 RR の 95 ％信頼限界の値を 1 から減じた値となる。

●

1
1
治療必要人数（NNT）＝ ───────────＝ ───
baseline risk × RRR
ARR

●

1
number needed to harm（NNH）＝ ───────────
a/(a＋b) − c/(c＋d)
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図Ⅳ─4 NNT と NNH

95 ％信頼区間の値から算出される。ARR の

0.4
3

95 ％信頼限界の逆数を求めればよい。ただし，

が 0 に対する NNT または NNH は∞となり，
マイナスの値は− 1 を割り算することによっ
て，NNH の下限の値として算出する。すな
わち，NNT が x から∞，NNH が y から∞とい
う四つの値によって表現される

32，33，34）

。

また，同じ NNT でもベースラインのリス

4
5

0.2
0.1

10
20

0.0

∞

−0.1

20
10

−0.2

5

95%信頼区間

クによって，その臨床的意義は異なるので，

NNT

がマイナスの値になっている場合には，ARR

絶対危険度減少（ARR）

ARR の 95 ％信頼区間が 0 をはさんで，下限

0.3

NNH

NNT に対する 95 ％信頼区間は，ARR の

（Barrowman NJ. CMAJ 2002; 166: 1676 ─ 7.）

baseline risk の値を併記する必要がある。

2. Number Needed to Screen：NNS（Rembold CM. BMJ 1998; 317: 307 ─ 12.）
NNS はある一定期間で一つの死亡あるいは有害事象を阻止するために，スクリー
35）

ニングしなければならない対象者数である 。したがって，そのスクリーニング（あ
るいは検査）を施行した群と，それを施行しなかった群を比較するランダム化比較試
験

36）

からは直接計算することが可能であり，通常の NNT と同じ式で算出することが

できる。
●

NNS ＝ 1/ARR ＝ NNT
しかしながら，そのような研究はまだ十分行われていない。その場合には，診断に

関する研究から，その検査法で新たに発見される患者の割合（the prevalence of disease unrecognized or untreated：P u）を求め，その値を用いて，その疾患の治療法の
NNT を割り算することによって，NNS を算出することも可能である。この場合には，
二つの研究の結果に基づいて NNS を算出するため，誤差を含む可能性が高くなる。
●

NNS ＝ NNT/P u

3. Average Duration of Life Gained：ADLG
ADLG はプラセボ群と治療群の全症例が死
亡し，生存率が 0 となるまでの，二つの生存

図Ⅳ─5 ADLG あるいは余命の延長
5年生存率の増加分

1.0

曲線の間の面積に相当する。多くの研究では，

生存期間中央値
の延長

そのようなデータは得られないので，平均生
存期間の差として算出する 37）。

0.5

0.0

56

0

2

4 5 6
（年）

8

10

Ⅳ 文献評価の手順

表Ⅳ─3 CONSENSUS ─ 1 研究のデータ
症例数

死亡

平均追跡期間

ACE 阻害薬群

127

50

215 日

プラセボ群

126

68

160 日

（N Engl J Med 1987; 316: 1429 ─ 35）
（Lubsen J, et al. Lancet 2000; 356: 1757─ 9）
【ADLG の計算方法】

表Ⅳ─3 のデータを用いて計算すると以下のようになる。
●

死亡のハザード比/年
ACE 阻害薬群： 50/(127 ×[215/365])＝ 0.67
プラセボ群： 68/(126 ×[160/365])＝ 1.23

●

平均生存期間
ACE 阻害薬群： 1/0.67 ＝ 1.49
プラセボ群： 1/1.23 ＝ 0.81

●

ADLG
1.49 − 0.81 ＝ 0.68 年

4. 感度/特異度： sensitivity /specificity
表Ⅳ─4

●

疾患（＋）

疾患（−）

症状（＋）あるいは
検査（＋）

a

b

症状（−）あるいは
検査（−）

c

d

合 計

g

h

感度＝ a/(a＋c)
95 ％信頼区間は：[a/(a＋c)]± 1.96 √[a/(a＋c)]×[c/(a＋c)]/g

または，感度 ± 1.96 √感度×
（1 −感度）
/g
●

特異度＝ d/(b＋d)
95 ％信頼区間は：特異度＝[d/(b＋d)]± 1.96 √[d/(b＋d)]×[b/(b＋d)]/h

または，特異度± 1.96 √特異度×
（1 −特異度）
/h
●

陽性尤度比＝感度/（1 −特異度）
＋

95 ％信頼区間は：陽性尤度比（LR ）
＝
exp { ln[感度/(1 −特異度)]± 1.96 ×√(1 −感度)/a ＋特異度/b }
●

陰性尤度比＝
（1 −感度）
/特異度
−

95 ％信頼区間は：陰性尤度比（LR ）
＝
exp { ln[(1 −感度)/特異度] ± 1.96 ×√感度/c＋ (1 −特異度)/d }
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K. 総合評価
以上の評価項目を用いて表Ⅳ─5 のように論文
を評価する。
表Ⅳ─5
研究 ID

123456

研究デザイン

ランダム化比較試験

意味（meaningfulness）

4

妥当性（validity）

4

信頼性（reliability）

UD

臨床的意義（relevance）

4/A

アウトカム

神経学的症状

ベースラインリスク

0.5

効果指標

NNT 5（3 〜 7）
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［Appendix 1］

統計学の基本
変数の種類
統計解析の対象となる測定値は変数（variable）と呼ばれる。変数はその尺度（scale）
の違いによって，表のように分類される。医学研究では人間についてさまざまな測定
（measurement）が行われるが，その値はこれらの変数のいずれかに分類される。
表 変数の分類
変数名

解説

例

実数，整数など一定の間隔
（interval） 血圧，体重，血清肝酵素活性，
連続変数
血清腫瘍マーカー濃度，血球数
（continuous variable） で並ぶ数値。数値変数（numeric
variable），間隔変数（interval variable）とも呼ばれる
順序変数
（ordinal variable）

上下関係あるいは大小があるが，
その間隔は一定ではない変数

ステージ分類，半定量検査の結
果（−，±，＋，＋＋，＋＋＋
など）

名義変数
（nominal variable）

大小の概念がない変数

死亡/生存，治癒/非治癒，男性/
女性，再発あり/なし

＊

これらの変数を測定する尺度に着目する場合は，連続尺度（continuous scale；または間隔尺度
［interval scale］）
，順序尺度（ordinal scale），名義尺度（nominal scale）という言い方をする。

統計学の考え方
現在まで，医学の分野で用いられてきた統計学は，頻度論派（Frequentist）と呼ば
れるものが主で，これに対してベイズ学派（Bayesian）と呼ばれる考え方もある。たと
えば，ICH（日米 EU 医薬品規制調和国際会議）では，治療法の有効性の証明のために，
ランダム化比較試験が行われた場合，頻度論派統計学を用いることが推奨されており，
ベイズ統計学はそれを用いる明確な利点と根拠がある場合に使用が許されるとされて
いる。前者の考え方について述べる。
たとえば，黒い玉と白い玉が混ざって大量に入っている袋があり，黒い玉が 40 ％
含まれているとする。袋に手を入れてよくかき混ぜて，50 個の玉を順次取り出すと，
10 個が黒い玉で，40 個が白い玉だったとする。もう一度同じように 50 個の玉を取り
出したら，30 個が黒い玉で，20 個が白い玉だったとする。このようなことが起きる
確率はどのくらいであろうか。袋の中には，40 ％黒い玉が入っているのであるから，
50 個の玉をランダムに取り出せば，20 個黒い玉で，30 個白い玉であることが一番起
こりやすいであろうことは直感で理解できる。2 回繰り返しても，ほぼ同じことが起
きるであろう。したがって，上記のような割合で玉を取り出す可能性は非常に低いは
ずである。この確率が P 値である。
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クイズ
統計学の基本的な考え方を理解しているかどうかを知るためのクイズです。ここで
取り上げているのは，サンプルと母集団の関係，検定の考え方です。一問ずつ，最初
に問題を読んで二つの選択肢のうち，正しいと思われるものを選んだら，次頁の解答
と解説を読んでください。できたかどうかを気にする必要はありません。気楽に取り
組んでみてください。また計算をすれば分かる問題も，直感で判断してみてください。
● 問 1 ：疾患 A で，ある検査 T の感度を明らかにするため，10 名の患者で陽性率を調
べたところ，20 ％でした。
さて，本当に知りたいのは 10 名のサンプルの属している集団，すなわち母
集団の陽性率です。疾患 A の患者の母集団とは何でしょうか？
A 実際の疾患 A の患者すべて
B 実際には存在しない想定される群

● 問 2 ：疾患 A で，ある検査 T の感度を明らかにするため，10 名の患者で陽性率を調
べたところ，20 ％でした。
もし，母集団の陽性率が 50 ％であった場合，このようなデータを得る可能
性がありますか？
A ありうる
B ありえない

● 問 3 ：それでは，母集団における陽性率を 50 ％と想定したとしましょう。
その場合，10 症例のある一つのサンプルの陽性率が 20 ％になる確率を求め
ることができるでしょうか？
A できる
B できない

● 問 4 ：母集団における陽性率を 50 ％と想定したとしましょう。
その場合，10 症例のサンプルを抽出して調査する，ということを何回も繰
り返した場合，陽性率はどのような分布になるのでしょうか？
A F 分布
B 二項分布

● 問 5 ：母集団の陽性率が 50 ％であるという仮説を立てました。
10 症例のサンプルを集めて陽性率を調べたら，1 例（10 ％）でした。その場
合，最初に立てた仮説を正しいとして受け入れますか，それとも間違ってい
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るとして棄却しますか？
A 受け入れる
B 棄却する

● 問 6 ：治療薬 A を投与した 10 症例で 70 ％の有効率，プラセボを投与した 10 症例で
30 ％の有効率でした。
いずれの治療も本当は有効率が 50 ％であるという仮説を立てた場合，想定
される有効率 50 ％の同一の母集団からのサンプルと考えることは可能でし
ょうか？
A 可能である
B 可能ではない

● 問 7 ：前の問題に続く問題です。治療薬 A を投与した 10 症例で 70 ％の有効率，プ
ラセボを投与した 10 症例で 30 ％の有効率でした。
いずれの治療も本当は有効率が 50 ％であるという仮説を立てた場合，想定
される同一の母集団からの 10 症例ずつのサンプルでこのようなデータを得
る確率を算出できると思いますか？
A できる
B できない

解答および解説
・問 1

正解 B

疾患 A の患者をすべてとらえることが可能ですか？すべての患者が来院して適切な
診断を受けない限りすべてをとらえることはできません。ほとんどの場合，われわれ
ができることは，母集団を想定することです。この想定するということが重要です。
その想定が正しいという仮説を立てて検定が行われます。
・問 2

正解 A

母集団の陽性率が 50 ％であっても，10 症例のサンプルの陽性率が 20 ％であること
はありえます。特に陰性になりやすい症例を集めるというバイアスがなくても，偶然
そうなることはあります。確かに，母集団の陽性率が 20 ％の場合に，10 症例のサン
プルの陽性率が 20 ％となる確率が一番高くなります。しかしその場合でも，母集団
の陽性率は 20 ％と想定されるだけで，本当の値は違うかもしれません。20 ％と断定
することはできません。
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・問 3

正解 A

母集団の陽性率が 50 ％ですから，10 症例のサンプルでも 50 ％の陽性率になる確率
が一番高いことは直感的に理解できます。この値から離れるほど，そのようなデータ
を得る確率は低くなります。そして，それぞれのデータを得る確率を算出することは
可能です。
・問 4

正解 B

二項分布に従います。これが実際の二項分布です。
0.30

P（X ）

0.25

図：二項分布

0.20

母集団の陽性率が 50 ％の場合，10
症例のサンプルの陽性率の分布を表
す。X は 10 症例中の陽性者の人数
で，P（X）
は X 例で陽性になる確率。

0.15
0.10
0.05
0.00

0
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この分布は確率 0.5 ＝πで陽性の結果が得られるという事象が 10 回繰り返して起き
たときの，陽性の結果が起きる回数とそれが起きる確率の関係を表しています。それ
ぞれの事象が起きるときに，それまでの事象とは関係なく独立して起きることが前提
となっています。
この例では，π＝ 0.5 なので，10 症例とサンプルサイズが小さくても，左右対称で
正規分布に似た分布ですが，πの値によらず，サンプルサイズが大きくなると，二項
分布は正規分布に近似します。
・問 5

正解 B

母集団の陽性率が 50 ％の場合，10 症例の陽性率が 10 ％以下である確率は，すなわ
ち 10 例中 1 または 0 例である確率は，0.0108 以下です。したがって，仮説が間違って
いると考えたほうがいいということになります。すなわち，仮説は棄却すべきです。
・問 6

正解 A

有効率 50 ％の同じ母集団からの 10 症例のサンプルを二つ抽出したと考えることは
可能です。これが 帰無仮説 に相当します。なお，50 ％は 2 群の有効率を症例数で
重み付けした平均値です。
・問 7

正解 A

そうです，そのような確率を算出することはできます。方法はカイ二乗検定です。
その確率の値が P 値です。すなわち，P 値は帰無仮説が正しいとした場合に，そのよ
うなデータを得る確率です。それが非常に小さい場合には，帰無仮説が間違っている
と考えるべきで，対立仮説のほうを採用することになります。
（森實 敏夫）

64

［Appendix 2］

実 例

クリニカルクエスチョン→検索→論文評価
［ポイント］疑問・課題の 3 要素の「具体化」
「明確化」
。そしてなにより「患者中心の
アウトカム」
。
［検索する手だて］① データベースの選択 ② 検索語・検索式の組み立て ③ 検索結
果をふまえた検索式の見直しと改良（場合によってはクリニカルクエスチョンの見直し
が必要な場合もあるかもしれません）④ 最終的な検索式と文献リストを作成
次の疑問をクリニカルクエスチョンに整理し，検索式を作成します。
喘息と診断された子供をもった親たちから，
「発作がなくても吸入しなければならない
吸入ステロイド薬は，本当に発作を抑えているのでしょうか」という声を聞きました。
あなたは，
「発作」ということが何を指すのか気になりました。
「ピークフローの低下」
といった内容を指していると思えなかったからです。確認してみると，夜中に救急外
来を受診しなければならなくなったり，緊急入院したりするようなことを意味してい
るようでした。

クリニカルクエスチョン作成用テーブル作成例
クリニカルクエスチョン

小児（15 歳以下，乳児を除く）の中等症喘息患者においてステロイド
吸入療法を行うと，行わないのに比べて入院率を減少させられるか？

疾患/病態

喘息

患者の特性

小児（15 歳以下，乳児を除く）
，中等症

予知因子：介入/要因曝露

ステロイド吸入療法

対照

ステロイド吸入療法を行わない

エンドポイント（アウトカム）

入院

解答が得られた場合に改善する
アウトカムの分類

A ：生存の便益
B ：診断の改善
C ： QOL（quality of life）の改善
D ：関係のある病態生理学的パラメーターの改善
E ：医療費に対する影響

研究デザイン

MA

実行可能性

高

予測される結果

入院率が減少する

効果指標の大きさ（リスク比）

高（＜ 0.5）

リスク

高

中

低

不明

コスト

高

中

低

不明

影響を受ける患者の割合

高（＞ 50 ％）

RCT
中

CCT

低

CO

CC

CS

CR

CA

UN

不明

中（0.75 ─ 0.5）

中（25 ─ 50 ％）

低（＞ 0.75）

不明

低（＜ 25 ％） 不明
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検索式作成テーブル 作成例
分 類

疾患名：喘息

クリニカルクエスチョン

小児（15 歳以下，乳児を除く）の中等症喘息患者においてステロイド吸入療法を行う
と，行わないのに比べて入院率を減少させられるか？

A. 疾患/病態

Asthma
child* OR pediatric OR adolescen*

B. 予知因子：
介入（要因曝露）

adrenal cortex hormones
corticosteroid* OR glucocorticoid*
inhalation OR inhaled OR nebulizer OR nebuliz*

C. 対照

4 回目の検索

（Placebo）

D. エンドポイント（ア
ウトカム）

hospitali* OR admit* OR admission

E. 研究デザイン

systematic review*
cochrane database syst rev
randomized controlled trial

検索式 4 − 1

#14
#15
#13
#12
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1

Search #8 Field: All Fields, Limits:Publication Date from
1990 to 2004, Meta-Analysis, Human
Search #8 AND #11
Search #8 Field: All Fields, Limits: Publication Date from
1990 to 2004, Randomized Controlled Trial, Human
Search #8
Search #9 OR #10
Search cochrane database syst rev
Search systematic review*
Search #1 AND #4 AND #5 AND #6 AND #7
Search child* OR pediatric OR adolescen*
Search hospitali* OR admit* OR admission
Search inhalation OR inhaled OR nebulizer OR nebuliz*
Search #2 OR #3
Search corticosteroid* OR glucocorticoid*
Search adrenal cortex hormones
Search asthma

データベース

■ PubMed □医学中央雑誌

検索実行日

22/03/2004

検索式 4 − 2

#16

データベース

■ PubMed □医学中央雑誌

検索実行日

22/03/2004
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02:20:40
02:19:07

4
11

02:17:28
02:16:51
02:16:07
02:15:36
02:15:03
02:14:05
02:13:36
02:12:56
02:12:04
02:11:37
02:11:23
02:10:42
02:10:19

60
283
7702
2613
5353
283
1829901
218034
78183
255037
148618
139019
81562

02:22:56

68

件数： 4（メタアナリシスのみ抽出）

Search (#13 OR #15) NOT #14

件数： 68 件
（検索式４のうちメタアナリシスを除く RCT，
もしくは Cochrane ライブラリーを含むシス
テマティックレビュー等）

［Appendix 2］実例

［検索結果の確認］
前ページの検索式で，68 報の一次研究論文，4 報のメタアナリシスが検索されまし
た。この中にクリニカルクエスチョンに答えられる論文があるかを，まずはタイトル
およびアブストラクトで確認します。ここでは，Long-term effects of budesonide or
nedocromil in children with asthma. The Childhood Asthma Management Program
Research Group. N Engl J Med. 2000; 343: 1054─ 63. が，クリニカルクエスチョンに
合致しました。
次に Minds ○R アブストラクト作成例を紹介します。
Minds ○R アブストラクト（MA）作成例：一次研究用
コード：

分 類
基本情報

タイトル情報

著者情報

書誌情報

ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト

対象疾患

喘息

タイプ

−

英語タイトル

Long-term effects of budesonide or nedocromil in children with
asthma. The Childhood Asthma Management Program Research
Group.

日本語タイトル

小児喘息におけるbudesonide またはnedocromil の長期有効性

著者名

［No authors listed］

所 属

−

雑誌名

N Engl J Med

巻

343

号

15

ページ

1054 ─ 63

発行年月

2000

PubMed ID

11027739

ISSN No

0028 ─ 4793

医中誌 ID

−

原本言語

英語

目 的

小児喘息患者において，吸入ステロイド薬 budesonide あるいは非ステロイド性の吸入
喘息治療薬 nedocromil による長期治療効果を対症療法（β2 刺激薬頓用など）と比較。

研究デザイン

ランダム化比較試験，プラセボ対照，intention-to-treat 解析。
登録期間は 1993 年 12 月〜 1995 年 9 月。平均追跡期間は 4.3 年。治療期間は 4 〜 6 年。

セッティング

。
8 clinical centers（大学病院を含む＊）

対象者

1041 例（男児 621 例，女児 420 例）
。5 〜 12 歳。
追跡率は budesonide 群 95.2 ％，nedocromil 群 95.2 ％，プラセボ群 95.1 ％（一次エンド
ポイントを測定したのは各 98.4 ％，98.4 ％，98.3 ％）
。
症状を有するか，気管支拡張薬を週 2 回以上吸入，あるいは喘息治療薬を定時使用し
ている軽症〜中等症の小児喘息患者。FEV1（1 秒量）20 ％の低下をもたらすメサコリン
濃度が≦ 12.5mg/mL。
■患者背景：登録前 6 ヵ月の治療; cromolyn または nedocromil 投与（budesonide 群
42.8 ％，nedocromil 群 47.4 ％，プラセボ群 38.3 ％）
，吸入コルチコステロイド（40.5 ％，
36.5 ％，35.9 ％）
，経口コルチコステロイド（34.4 ％，30.1 ％，38.8 ％）
。FEV1 の予測値
に対する割合（気管支拡張薬使用前→後; 93.6 ± 14.4 ％→ 103.2 ± 13.2 ％，93.4 ± 14.5 ％
→ 102.3 ％± 12.7 ％，94.2 ± 14.0 ％→ 103.3 ± 12.2 ％）
，FEV1 20 ％の低下をもたらすメ
サコリン濃度（1.1 ± 3.3mg/mL，1.2 ± 3.3mg/mL，1.1 ± 3.3mg/mL）
。
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ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト

対象者

介入（要因曝露）

エンドポイント
（アウトカム）

主な結果

68

国 籍

国籍区別せず

性 別

男女区別せず

年 齢

小 児

budesonide 群（311 例: MDI［breath-actuated metered dose inhaler］で 400μg/日［分 2］
）
，
nedocromil 群（312 例: pressurized MDI で 16mg/日［分 2］
）
，プラセボ群（418 例: 実際は
試験薬ごとにランダムに割付けたが［各 208 例，210 例］
，ベースラインおよびアウトカ
ムが同等であったためにあわせて解析）にランダム割付け。発作時または運動前の予防
的投与として albuterol を頓用。症状が増悪した場合は経口 prednisone を短期投与。コ
ントロールが不十分な場合は beclomethasone（336μg/日［分 2］
）の併用などを許可。寛
解を得た場合は投与量を漸減（100 ％→ 50 ％→ 0）
。
主要エンドポイント

肺機能（気管支拡張薬吸入後の FEV1［予測値に対する割合］の
変化で評価）
。

副次エンドポイント

気道過敏性（メサコリン試験）
，合併症，成育（身長，骨密度・
骨年齢，性徴の進展［Tanner stage］），Children s Depression
Inventory などで測定した心理的発達状態。入院率（100 人年あ
たりの回数を測定，方法には記載なし）
。

男児の比率が nedocromil 群でわずかに高かったことを除き，試験群間のベースライン
値は同等。
気管支拡張薬吸入後における，FEV1 の予測値に対する割合の変化は，両試験薬ともに
プラセボ群と比べて有意差なし（最終測定値−ベースライン値: budesonide 群＋ 0.6 ％，
nedocromil 群− 0.5 ％，プラセボ群− 0.1 ％）
。
気管支拡張薬吸入前の FEV1/FVC（1 秒率）はベースラインに比較して 3 群ともに低下し
たが（− 0.2 ％，− 1.0 ％，− 1.8 ％）
，budesonide 群でプラセボ群に比較して低下が有意
に抑制された（P ＝ 0.001）
。
budesonide 群でプラセボ群に比較してメサコリンに対する気道過敏性（P ＜ 0.001）
，入
院率（2.5 vs 4.4/100 人年，P ＝ 0.04），救急受診回数（12 vs 22/100 人年，P ＜ 0.001），
albuterol 頓用回数（最終測定値−ベースライン値：− 7.4 vs − 5.3 パフ/週，P ＜ 0.001）
，
prednisone による治療コース数（P ＜ 0.001），他の喘息治療薬との併用日数の割合が低
下した。nedocromil 群で救急受診回数（16 vs 22/人年，P ＝ 0.02）
，prednisone による治
療コース数が有意に低下（P ＝ 0.01）
。
■有害事象： budesonide 群でプラセボ群と比較して身長の伸びが平均 1.1cm 少なかった
（22.7 vs 23.8cm，P ＝ 0.005）
。この差はおもに初年度に明らかであったが，nedocromil
群とプラセボ群の間に差はみられず。治療終了時の骨密度・骨年齢，身長，性徴の進
展は試験群間で同等。うつ状態は budesonide 群でプラセボ群に比較して有意に少なか
った（P ＝ 0.01）。かろうじて測定可能な後嚢下白内障（＜ 0.5mm）が budesonide 群の 1
例にみられたが，beclomethasone（13 ヵ月）
，経口 prednisone（38 日）
，鼻腔内コルチコ
ステロイドを試験期間中に併用していた。nedocromil 群の 1 例が喘息死（ただし，死
亡の数ヵ月前から吸入コルチコステロイドを含む追加の治療を実施していた）
。プラセ
ボ群の 1 例が喘息の増悪により挿管を要した。

結 論

軽症〜中等症の小児喘息患者において，budesonide あるいは nedocromil のいずれもプ
ラセボに比較して肺機能を改善しなかったが，気道過敏性や喘息コントロールは
budesonide 吸入により，プラセボおよびnedocromil と比較して改善された。budesonide
による副作用は，軽度かつ一過性の成長速度の低下であった。

備 考

＊

Controlled Clin Trials 1999; 20: 91─120.

［Appendix 2］実例

レビュアーコメント

文献レビュアーコメント

主要エンドポイントとして入院を測定していないので
精度に問題がある可能性がある。budesonide 吸入で
NNT は 53 となる。

疾患レビュアーコメント

入院率，救急受診回数が budesonide 吸入でほぼ半減す
る点が評価される。一方で低身長が認められ，ベース
ラインリスクは入院では 4.4/100 人年と低いことを考
慮し，患者および家族の同意のうえで行うべき治療で
あろう。

クリニカルクエスチョン

小児（15 歳以下，乳児を除く）の中等症喘息患者においてステロイド吸入療
法を行うと，行わないのに比べて入院率を減少させられるか？

この論文における回答

小児（15 歳以下，乳児を除く）の中等症喘息患者においてステロイド吸入療
法を行うと，行わないのに比べて入院率を減少させられる。

Minds ○R キーワード

吸入ステロイド薬
入院率
FEV1/forced expiratory volume in 1 second/一秒量
副作用
気管支拡張薬

［まとめと解釈］
budesonide 吸入は軽症〜中等症の小児喘息患者で入院率，救急受診率を明らかに
低下させますが，疾患レビュアーコメントにもありますように，ベースラインリスク
が低いことも考慮して，患者さんや家族とよく相談して適用を決定すべきでしょう。
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［Appendix 3］

PubMed の使い方

─ダイジェスト Apr 2004

PubMed（パブメド）とは
世界約 70 ヵ国，4,600 誌の文献を検索することができる医学文献データベースです。
1951 年以降の文献が収録されています。従来の MEDLINE と基本的には同じデータ
ベースです。 日本の雑誌は約 150 誌が収録されています。
米国立医学図書館が作成しており，1997 年よりインターネットでの無料公開が始ま
りました。
PubMed に収録されているデータの核となるのは MEDLINE です。
● MEDLINE（Medical Literature, Analysis, and Retrieval System Online）の概要
・生物医学（看護学，歯学，獣医学，医学，薬学，健康科学を含む）
・ 11,000,000 件
・現在 52 ％がアメリカで発表されたもの
89 ％が英語論文
火曜日から土曜日まで毎日更新（約 2,000 件/日）
年間約 40 万件を収録
・会議抄録は収録されない
1950 年以前の文献については， 下記のツールを使ってください。
Index Medicus （冊子体 1879 年創刊）
参考資料： PubMed の概要 http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/pubmed.html

PubMed へのアクセス
Netscape, Internet Explorer 等のブラウザで，下記の URL にアクセスすると，図の
画面が開きます。無料で利用できます。契約・登録も必要ありません。
http://pubmed.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/queryd.fcgi（PDA 用テキストバージョン）

入力ボックス
Feautures bar

サイドバー

（マッキントッシュ・コンピュータによる画面表示）
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［Appendix 3］PubMed の使い方

PubMed の画面構成
●サイドバー（Sidebar）
サイドバーから 下記の各機能・サイトへアクセスすることができます。
Entrez PubMed
Overview, Help | FAQ, Tutorial, New/Noteworthy

PubMed Services
Journals Database ：雑誌名から文献を検索
MeSH Database ：より適切なキーワードを検索
Single Citation Matcher ：特定の論文を簡単検索
Clinical Queries ：治療，診断，病因，予後に限っての検索
Cubby ：検索式の保存と再検索
Related Resources
Order Documents ：オンラインでの文献複写申込
Consumer Health ：一般消費者向け健康情報データベース，
MEDLINEplus へのリンク
PubMed Central ： National Institutes of Health が生物医学論文
を無料で提供するサイト
●フィーチャーズバー（Features Bar）
フィーチャーズバーから 下の各機能へアクセスすることができます。

Limits ：検索項目の指定， しぼり込み（p.77 参照）
Preview/Index ：検索項目別の索引，文献数のプレビュー
History ：検索の履歴（p.73）
Clipboard ：複数の結果を一時的に選択・保存し，後でまとめて表示，印字，ダウン
ロードができる
Details ：検索式の確認と修正（p.79）

検索の実際
メインページの入力ボックスに，キーワードを入力します。キーワードは医学用語，
著者名，雑誌名等何でもよく，Automatic Term Mapping という機能が働いて，自動
的に検索してくれます。主題，著者名，雑誌名からの検索は次を参考にしてください。
掛け合わせの方法は p.73 をご覧ください。なお，キーワードはスペースで区切りなが
ら入力して下さい。
キーワードの入力が済んだら「 Go 」ボタンをクリックします。すると文献リストが
表示されます（p.74）
。
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●主題（疾患名，薬品名など）からの検索
思いついた言葉を入力してください。入力されたキーワードを論題や抄録から探し
たり，MeSH という PubMed の統制語に翻訳して探してくれます。
検索された結果がうまく出ないときは，
［検索式の確認］
（p.79）の項を参照してくだ
さい。
・入力例 creutzfeldt-jakob disease
aids
gamma globulins
●著者名からの検索
姓と名のイニシャル を記入します。
・入力例 kitasato s
o brien jm
adams sh
pogonka t
St Clair M（St にピリオドは不要）
Smith AB 3rd（2d, 3d は 2nd, 3rd と表記）
van der Vaart JM
注：2000 年以降は収録されている著者数に制限がありませんが，それ以前は刊行された年代で異
なるので注意が必要です。

●雑誌名からの検索
フルタイトル，略誌名，ISSN（国際標準逐次刊行物番号）のいずれかを記入します。
・入力例 New England Journal of Medicine（of も必要。Med など単語を略すと無効）
N Engl J Med
0028-4973（真ん中のハイフン（ - ）も必要です）
science[ta]（[ta]は検索項目を雑誌名に制限するタグ。science のみでは，
論題や抄録なども探してしまうため）
なお，
［ Journals Database］
（p.78）の項も参照してください。

文字の入力について
・キーワードは基本的に英語を入力します。
・文字は大文字でも小文字でもかまいません。
AIDS ＝ aids
Viagra ＝ viagra
・ギリシャ文字は
α→ alpha
β→ beta
γ→ gamma
・記号は
-（ハイフン）→スペース
！？ ％ ＄などの記号は省略
・ローマ数字は
Ⅰ→ i
Ⅱ→ ii
Ⅳ→ iv
Ⅸ→ ix
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●掛け合わせ
その 1 ：入力ボックス中に掛け合わせたいキーワードを並べ，「Go」ボタンをクリッ
クする

・入力例 common cold vitamin c（主題の掛け合わせ）
environmental estrogens skakkebaek ne（主題と著者の掛け合わせ）
common cold AND（vitamin c OR zinc）
（論理演算子と（ ）を使う）
air AND bladder AND fistula（フレーズ検索の回避）
environmental pollution[mesh] AND skakkebaek ne[au]
（検索項目タグを使った掛け合わせ）
その 2 ： History を使う
［Features bar］の「History」の文字をクリックすると図の画面が開きます。経過を
見ながら検索したり，掛け合わせができます。「Go」ボタンをクリックすると文献リ
ストが表示されてしまうので，掛け合わせの途中では「Preview」ボタンを使いましょ
う。検索結果（Result）の文献数をクリックすると文献リストが表示されます。

上の例は，「creutzfeldt-Jakob syndrome」，「prions」という語と，著者名「prusiner
（[au]は著者を表すタグ）」を含む文献をそれぞれ検索し，掛け合わせた履歴が表示さ
れています。
このように，検索結果の履歴と論理演算子 AND, OR, NOT を用い，下記の形で検
索し直すことができます。
♯1 AND ♯2

♯1 OR ♯2

♯1 NOT ♯2

（AND, OR, NOTは大文字で）
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ストップワード
a, and, by, for, if, no, of, on, the, to, with など約 100 語はストップワードとみなされ，検索語として入
力しても無視されます。ただし，掛け合わせのための大文字 AND は生かされますし，Quality of life
はフレーズとして認識されます。

前方一致（トランケーション）
たとえば「 bacter*」と入力して検索すると， bacteria, bacterium, bacteriophage など bacter で
始まる語をまとめて検索してくれます。ただし，語尾変化に 600 以上のパターンがあるものは警
告が表示されます。

文献リストの表示
図はヒットした 216 件のうち， 最初の 20 件が表示されていることを示しています。

著者名
論題

抄録あり

→

PubMed に抄録
データなし

収載誌名. 出版年 月; 巻
（号）
ページ.

訳された論題

→

言語
（英語以外の場合）
PubMedに抄録データなし

無料公開されて
いる論文全文に
リンクあり

→

無料公開されて
いる論文全文に
リンクあり

→

（PubMed Central
収録分）

Publication Type
（原著論文以外）

初期設定では一つ一つの文献は「Summary」という形式で表示され，著者名，論題，
収載誌名と刊年・月巻号ページ等のデータで構成されています。
各データ最終行の［PubMed ･･･］の意味は次の通りです。
・
［PubMed - as supplied by publisher］
1. 出版者から最近提供された記事
2. MEDLINE に収録されない雑誌記事
3.出版日以降に MEDLINE への収録が決まった雑誌の記事
・
［PubMed - in process］索引作業中（書誌データのチェックや MeSH 付与など）
・
［PubMed - indexed for MEDLINE］MEDLINE の収録範囲のもので，MeSH や Publication
Types, Registry Number とともにすでに索引され，書誌データもすでにチェックされた記事。
・
［PubMed］MEDLINE の収録対象外，または雑誌が MEDLINE に収録が決まる前に出版さ
れた号に掲載された記事
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●抄録の表示
文献リスト中，著者名をクリックすると抄録を含むデータが表示されます。
複数の文献抄録を見たい場合は，必要な文献の左にあるボックスをチェックし，表
示形式を「Summary」のプルダウンメニューから「Abstract」に切り替えて「Display」
ボタンをクリックします。

電子ジャーナルへのリンク

抄録

抄録の付与率は全体の約 80 ％です。また 1975 年以降に発行された文献のみです。

文献リストの印字，ダウンロード，メール転送

B

C

A

表中 A 〜 C の設定は次の通りです。
A）抄録が必要な場合は，「Summary」のプルダウンメニューから「Abstract」に切り
替えます。
B）文献が 21 件以上の場合は 20 のプルダウンメニューから件数を切り替えます。
C）
「Sort」のプルダウンメニューから「Author（著者順）
」や「Journal（雑誌順）
」
，
「Pub Date（発行順）
」を選んで文献を並べ替えることができます。
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1. 必要な文献の左のボックスにチェックします。
ページを替えてもこのチェックは記憶されます。
2. 前図Ａ, Ｂ, Ｃの設定をします。
文献を
選択して

3.「Text」のプルダウンメニューをそのままにし，
「Send to」ボタンをクリックすると，選んだ文献が Text
表示でリストされます。また，設定した表示形式（抄録
ありなど）
，Sort 順になります。

印

4. ブラウザの印刷機能を使って印字します。

字

1. 前図Ａ, Ｂ, Ｃの設定をします。
2 「Text」のプルダウンメニューをそのままにし，
すべての
文献

「Send to」ボタンをクリックすると，文献が Text 表示
でリストされます。また，指定した表示形式（抄録あり
など）
，Sort 順になります。
3. ブラウザの印刷機能を使って印字します。
1. 必要な文献の左のボックスにチェックします。
ページを替えてもこのチェックは記憶されます。

文献を
選択して

2. 前図Ａ, Ｃの設定をします。
3.「Text」のプルダウンメニューから「File」を選び，
「Send to」ボタンをクリックします。

ダウンロード

4. メッセージにしたがって操作します。

（最大 10,000 件）

1. 前図Ａ, Ｃの設定をします。
すべての
文献

2.「Text」のプルダウンメニューから「File」を選び，
「Send to 」ボタンをクリックします。
3. メッセージにしたがって操作します。
1. 必要な文献の左のボックスにチェックします。
ページを替えてもこのチェックは記憶されます。
2. 前図Ａ, Ｃの設定をします。
3.「Text」のプルダウンメニューから「E-mail」を選び，

文献を
選択して

「Send to」ボタンをクリックします。
4. 次の画面のメッセージにしたがって操作します。
5. 追って，指定したメールアドレス宛に文献リストが送
信されます。このメールには返信をしないようご注意

メール転送

ください。

（最大 500 件）

1. 前図Ａ, Ｃの設定をします。
2.「Text」のプルダウンメニューから「E-mail」を選び，
「Send to」ボタンをクリックします。
すべての
文献

3. 次の画面のメッセージにしたがって操作します。
4. 追って，指定したメールアドレス宛に文献リストが送
信されます。このメールには返信をしないようご注意
ください。
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Limits（しぼり込み）
検索結果をしぼり込みたいときに Limits を使います。
［Features bar］の「Limits」の文字をクリックすると，図の画面が開きます。
抄録付きの文献に限る
検索項目

分野，
データ作成過程を限定
言語

論文種類

ヒトか
動物か
年齢

2000

2003

上のように入力して，出版年月日またはデータ収録日を限定

図の 10 項目についてしぼり込みができます。それぞれの項目をプルダウンメニュー
より選択して Limits を設定したら，
「 Go 」ボタンをクリックします。

これは便利！

PubMed の機能 ─その１─

Single Citation Matcher（特定の文献を簡単検索）
特定の文献を探したいとき，文献を引用すると
きの確認などに Single Citation Matcher が便利で
す。 サイドバーから Single Citation Matcher を選
ぶと図の画面が現れます。
雑誌名，出版年，巻，号，論文の始まりのページ，
著者名，論題のうち，わかっている項目二つ〜三
つを入力します。ただし，この画面で雑誌名から
ヒットさせるのは難しいので，他の項目で検索し
ましょう。
「 Search 」ボタンをクリックします。
すると，入力した条件に該当する文献がリストさ
れます。
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これは便利！

PubMed の機能 ─その 2 ─

Journals Database
雑誌名から探したいけれどつづりがうろ覚え，または，文献を引用するのに略誌名を知りたいとき，
Journals Database が便利です。 サイドバーから Journals Database を選ぶと図の画面が現れます。

ボックスに探したい雑誌名の一部を入力して「 Go 」ボタンをクリックします。
・入力の例

フルタイトル

New England Journal of Medicine（of を略したり，省略形の Med でも OK.）

略誌名

N Engl J Med

ISSN

0028-4793 （真ん中のハイフン（ - ）も必要です。
）

画面が変わって， ヒットした雑誌の Title，pISSN（印刷版の国際逐次刊行物番号）
， eISSN（オンライ
ン版の国際逐次刊行物番号）
，略誌名（MEDLINE Abbr.）などが表示されます。
このうち Title をクリックすると，その雑誌の創刊年や出版者などの情報を見ることができます。NLM
ID をクリックすると，出版地， ＵＲＬなどのさらに詳しい情報（Locatorplus）を見ることができます。
また，右上の「Links」をクリックするとプルダウンメニューが現れ，
「PubMed」をクリックするとそ
の雑誌に収録された論文をリストすることができます。

なお， Journals Database の画面中，
「Lists of all Entrez journals and those with links to full-text web sites
are available.」の下線部分をクリックすると，全文データベースにリンクされている雑誌の ABC 順リス
ト，提供元の ABC 順リストを見ることができます。
また，Journals Database は PubMed のみならず， Entrez のデータベースに含まれるすべての雑誌を収
載しています。
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検索結果に不要なものが多いとき，満足な文献が得られないとき
●その 1 ： Details（検索式の確認）
検索した結果が今ひとつ良くない，たとえば不要なもの（ノイズ）が多い，逆に必
要なものが見つからない，という時は検索式の確認をしてみましょう。
［Features bar］の「Details」の文字をクリックすると図の画面が開きます。PubMed
のシステムが，入力されたキーワードをどのように判断して結果を出しているかを見
ることができます。

上の例では，
「creutzfeldt-jakob disease prion prusiner sb」と入力したところ，次の
三つを満たす文献を探してきていることが分かります。
1. 「creutzfeldt-jakob disease」という語を Text Word（論題，抄録，MeSH，副標目ほ
か）に含む文献，または MeSH に翻訳した「creutzfeldt-jakob syndrome」という語
を含む文献
2. 「prion」という語を Text Word（論題，抄録，MeSH，副標目ほか）に含む文献，
または MeSH に翻訳した「prions」という語を含む文献
3. 「prusiner sb」という語を著者のデータにもつ文献
このようなシステムの判断が不適切である場合は，ここで書き換えることができま
す。
「 Search 」ボタンをクリックすれば書き換えた検索式で再検索してくれます。
●その 2 ： MeSH の利用
MeSH（メッシュ）とは：文献検索で，漏れがなく，かつ適合した文献を得るために
は，適切なキーワードを用いることが大切です。このために，従来 MEDLINE（Index
Medicus）
ではMeSH
（Medical Subject Headings，医学件名標目表）
が用いられてきました。
また，副標目（Subheading）を組み合わせることにより，ノイズの少ないより的確
な文献を探すことができます。
PubMed では Automatic Term Mapping という機能がうまく働いているため，思い
ついたキーワードを入力しても MeSH に導いた検索をしてくれます。けれども，下の
例のようにノイズが多かったり思うような文献が得られないときには，MeSH の使用
を検討します。
たとえば，「口腔に転移した肺癌」に関する論文について考えてみます。「mouth
cancer AND metastasis AND lung cancer」のような検索をしてみても，肺と口腔に重
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複した癌や，肺に転移した口腔癌も多数含んでしまうため効果的な検索とはいえませ
ん。MeSH と副標目「secondary（二次性）
」を使った下の検索式が勧められます。secondary は腫瘍が転移している二次的な場所を示す副標目ですが，腫瘍以外の疾患に
用いることはできません。
副標目にはほかに adverse effects（副作用），diagnosis（診断），surgery（手術），
pathology（病理）などがあります。
「口腔に転移した肺癌」についての検索
metastasis
転移

mouth neoplasms
口腔腫瘍

lung neoplasms
肺腫瘍

secondary
二次性

mouth cancer
口腔癌

lung cancer
肺癌

検索結果は出るが今ひとつ

MeSHを用いた検索

この検索を実行するのには 2 つの方法があります。
① 検索式 "Mouth Neoplasms/secondary" [MeSH] AND lung neoplasms を入力ボックスに書き込
みます。
② MeSH Database により適切な MeSH を探し，副標目を組み合わせることができます。その
使い方は p.81 のマニュアル・参考書をご参照ください。

これは便利！

PubMed の機能 ─その 3 ─

全文データベースへのリンク

図のように，検索した文献を抄録表示させたとき［抄録の表示］
（p.75）に雑誌名や出版社のアイコンが
ある場合（この例では

）
，その文献のフルテキストにリンクが張られています（2004 年 8 月

現在 4,391 誌）
。対象になっている雑誌の一覧については［Journals Database］の項をご覧ください。
ただし，その中で利用できるのは，所属組織で手続きしてある文献や，無料で公開されている文献に
限られます。
東邦大学の場合は，手続きしてあるものにはアイコンが出るように設定しています。専用の入り口か
ら入ることによってこのアイコンが表示されるようになっています（Link Out 機能の利用）
。
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［Appendix 3］PubMed の使い方

●検索した文献の入手について
PubMed に文献の全文は収録されていませんが，前ページのように全文（電子ジャーナル）へのリン
クが張られているものも増えてきました。利用できるかどうかについてはそれぞれの機関の図書館等
にお問い合わせください。
電子ジャーナルの中には文献単位，時間単位の利用をクレジット・カードで購入できるものがあり
ます。Pay per View，Pay-for-access など提供元によって名称が異なりますし，購入方法・料金も異な
ります。詳しくは電子ジャーナルへのリンクアイコンをたどって提供元の案内をご覧ください。
なお，電子ジャーナルが存在するのは一般的に 1995 年以降です。
電子ジャーナル，印刷版に限らず，国内で雑誌の所蔵を探すツールとしては NACSIS Webcat があり
ます。ここで所蔵を確かめたときも，利用については基本的に所属組織の図書館にご相談ください。
NACSIS Webcat
http://webcat.nii.ac.jp/

マニュアル・参考書
［NLM が作成したもの］
● Tutorial（サイドバー）
● NLM

ここで PubMed の自己学習ができます。

Training Manuals and Resources(http://www.nlm.nih.gov/pubs/web_based.html)

● Articles

about PubMed(http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/about.html#pubmed)

(NLM Technical Bulletin)
［日本語］
● PubMed の使い方（東邦大学医学メディアセンター）

(http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/pubmed/)
● PubMed 利用ガイド

（東京慈恵会医科大学医学情報センター）

(http://www.jikei.ac.jp/micer/pubguide.htm)
図書館のホームページで公開されているもので，探したい事例ごとに操作が紹介されている
●「図解 PubMed の使い方：インターネットで医学文献を探す

第 2 版」阿部信一, 奥出麻里.

日本医学図書館協会. 2003
●「上手な情報検索のための PubMed 活用マニュアル」

縣俊彦編著. 南江堂, 2000

（山口 直比古）
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