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はじめに  

Pragmatic trial というワードを耳にする機会が増えてきたが，具体的にどのような試験を

指すのか，はっきりとはわからない読者もいるのではないだろうか？私たちデータサイエ

ンス部会 2017 年度タスクフォース 5（TF5）もそうだった．  

Pragmatic clinical trials（PCT, pragmatic randomized controlled trial の略として pRCT と表記

されることもある）は日常臨床下での医師や患者さん，保険者などの意思決定をサポート

するために，できるだけ一般化可能性が高くなるように試験デザインを工夫したうえで，

ランダム化して前向きに追跡する臨床試験である．デザインが柔軟である一方，バイアス

が増え解析が難しくなる可能性が高い．サンプルサイズは増えるかもしれないし，減るか

もしれない．実施期間は長くなるかもしれないし，短くなるかもしれない．したがって，

コストは高くなるかもしれないし，安くなるかもしれない．しかしながら，Pragmatic な

デザインを選択するポイントはそこではない．  

ICH（医薬品規制調和国際会議）GCP（Good Clinical Practice; 医薬品の臨床試験の実施基

準）の Revision 2 が 2016 年 11 月に Step 4 と最終合意ガイドラインになったばかりである

が，世界は既にその先の GCP renovation を見据えていることをご存知だろうか？この提

案は， ICH の Web サイトから閲覧可能であり，目的の 1 つが ICH-GCP を多様な臨床試験

デザインやデータソースに対応させることである．そして，GCP renovation が目標として

いる多様なデザイン・データソースには，「これまでのいわゆる臨床試験」 (traditional 

interventional trials, explanatory trials)に加え，pragmatic trials も当然のように含まれてい

るのである．ここで「これまでのいわゆる臨床試験」とそれ以外とをどのように区分する

か，あるいは区分しなければならないのか，については今後の議論を待たなければならな

い．本報告書では，明確な区分は設けず，それぞれの試験は explanatory と pragmatic のグ

ラデーションのどこかに位置し，その試験の特徴からより explanatory か，あるいはより

pragmatic かという視点でとらえていく必要があると考えている．  

そこで今回 TF5 では，臨床開発やメディカルアフェアーズなどで承認前あるいは市販後

の臨床試験をデザインしたり，解析したりする担当者を対象に，「 pragmatic trials につい

て語れるようになる！」ことを目標に，本報告書を作成した．それぞれの担当者が，

pragmatic trials について上司に説明できるようになる，そして，スタディデザイン検討時

にオプションの一つとして pragmatic trials を提案できるようになることを目指している．  

構成としては，まずそもそも pragmatic trials とは何か，そしてなぜ，今，pragmatic trials

なのかについてレビュー論文などをもとに現況を概観した．続いて pragmatic trials のデザ

インの特徴を多くの事例を交えながら解説した．さらに，実施上および解析上の留意点に

ついても記載した．日本で行う際の同意取得などに関する法的側面についてもまとめた．  

来るべき GCP renovation の時代に備えて，試験デザインを柔軟に選択し，日常臨床での

意思決定に真に役立つエビデンスを構築する一助となれば幸いである．   
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1. Pragmatic trials とは？  

1.1 なぜ今 pragmatic trials? 

Pragmatic clinical trials（PCT, pragmatic randomized controlled trial の略として pRCT と表記

されることもある）は「日常臨床のデータを用いてエビデンスを構築する方法」の一つで

ある [1]．治療選択の意思決定のために日常臨床にできるだけ近い条件で行うランダム化

比較試験で，データソース，介入の方法，盲検化や同意取得などに柔軟性がある．  

結果の妥当性や正確性が保証された「質の高いエビデンス」は，主にランダム化比較試験

（RCT）からもたらされている．RCT の方法論はこの 20 年間で成熟し，一般的にはプラ

セボを対照として被験薬のいわば絶対評価を求めている．その結果は承認申請に重要な役

割を果たしており，臨床ガイドラインでも主に引用されるのは RCT の結果である．  

ベネフィット・リスクを勘案した質の高いエビデンスが必要なのは規制当局だけでなく，

臨床の現場や患者，そして保険者にとっても同様である．しかし多くの場合に，それらの

ステークホルダはシンプルに複数の選択肢のどれがいいのか，今どちらを選ぶべきなのか

を知りたいと思っているのに対し，治療選択（すなわち治療法の相対評価）を目的とした

治験はほとんど行われていない．  

また，RCT は一般的には日常臨床とは異なる実験的な条件下で，かつ参加意欲のある患

者に対して行われることが多いため，結果の外的妥当性（一般化可能性，代表性）が不十

分となる懸念もある．特に最速で承認を取るための対象集団は同時に「ベネフィットを過

大評価し，リスクを過小評価する」ことにもなりかねない [2]．   

上記 2 つの理由から，今，pragmatic trial の可能性を探る動きが盛んになりつつある．

New England Journal of Medicine 誌では The changing face of clinical Trials と題し，

pragmatic trials を含む，これからの治験デザインについて特集を組んでいるし，欧州では

IMI（ Innovative Medicines Initiative）が Get Real プロジェクトの成果物として Pragmatic 

trials and real-world evidence と題した論文をシリーズで公表している [3-10]．2017 年の日

本臨床試験学会第 8 回学術集会でも「Pragmatic Clinical Trial への誘い（いざない）」と

題したシンポジウムが開催された．  

米国の Patient-Centered Outcomes Research Institute（PCORI）では Patient-Centered Clinical 

Research Network（PCORnet）参加施設において冠動脈疾患の二次予防のためのアスピリ

ン用量を検討する 2 万例規模の pragmatic trial を実施中である [11]．  
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Adaptable trials の Website より。Pragmatic trials の目的を端的に表している

[http://theaspirinstudy.org/] 

ICH GCP renovation の提案では，今後の ICH GCP の対象となる試験デザイン・データ

ソースの一つに pragmatic trials を含めている [12]．GCP renovation では ICH E8 と呼ばれ

る臨床試験の一般指針ガイドラインを改定し，全体像を示した上で， ICH GCP を刷新す

るというスケジュールとなっている． ICH E8 改定工程を示したコンセプト・ペーパー，

ビジネス・プランは 2017 年 11 月に承認されている [13]．  

1.2 Pragmatic trials とは？  

Califf と Sugarman は pragmatic trials の特徴として，以下の 3 つを挙げている [14]：  

(1) 意思決定のために行うこと  

(2) その意思決定を必要とするような患者層から，一般化可能性の高い患者を組み入れる

こと  

(3) (a) 実施やデータ収集を簡素化することで十分な患者数を確保すること，または  

(b) 有用性などの幅広いアウトカムを確認すること  

詳細は 2 章で紹介するが，例えば患者が日常診療を受けている現場で実施する，データ収

集のための特別なシステムや高度に教育されたスタッフを要求しない，組入れ除外基準を

最小化し，そこでその治療を受けるすべての患者をできるだけ組み入れられるようにす

る，臨床を再現するため，介入方法や受診（追跡），服薬遵守について柔軟にデザインす

る，などの工夫をすることになる．  

Pragmatic trials と従来の臨床試験を分ける明確な境界線はない．これまでも非盲検や単群

の治験もあったし，pragmatic trials の中にも従来の臨床試験とほぼ同じデザインに見える

ものもある．つまり，すべての臨床試験は explanatory と pragmatic の間のグラデーション

のどこかに位置することになる [15]．内的妥当性と外的妥当性のどちらを優先するか、と

いう話ではないし（内的妥当性はどちらにも必要である）， explanatory か pragmatic かと

いう二択でもない． explanatory な要素の強い試験は従来の臨床試験の亜型に見えるだろ

うし，pragmatic な要素の強い試験はより pragmatic trial らしく見えるだろう．なお，
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explanatory と ICH E9 等で用いている exploratory trial（探索的試験）とは異なる単語であ

るので注意が必要である．  

 

図 1 Pragmatic trials の概念図 

 

この「pragmatic らしさ」を測るツールとして PRECIS (The Pragmatic–Explanatory 

Continuum Indicator Summary)-2 スコアが提案されている [16]．表  1 に示した 9 つのドメ

インのそれぞれについて，Very explanatory (1), Rather explanatory (2), Equally pragmatic 

and explanatory (3), Rather pragmatic (4), Very pragmatic (5)のスコアをつけ，それぞれのド

メインがどの程度 pragmatic らしいか，あるいは全体としてその試験がどの程度 pragmatic

らしいかを検討するものである．  

PRECIS-2 にてスコア化された具体的な事

例が先の論文 [16]や PRECIS-2 の website に

掲載されている．例えば，日常診療内にお

ける ibuprofen と ciprofloxacin 治療による

尿路感染症を評価した試験 [17]に対して

は，図  2 のようにスコア評価されてい

る．このスコア結果から，この試験は全体

として「pragmatic らしさ」が強い傾向の

試験と言えるだろう．  

 

図 2 PRECIS 2 スコア 

PRECIS-2 website より改変  
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表  1 PRECIS-2 スコア  
ドメイン  より pragmatic なアプローチとは？  

1. 適格基準  誰が試験に参加できる？  

もしその臨床現場でその治療が行われたとしたら，治療対象になり得る疾患

を持つ被験者なら誰でも参加できる  

2. 組み入れ  被験者はどこでどのように勧誘される？  

幅広い臨床施設で通常の来院時に説明を受ける  

（注： pRCT では施設単位や保険者単位で試験に参加することもある）  

3. 施設  試験はどこで行われる？   

試験結果を適用したい施設・集団を対象に行う．地理的な特徴や，医療シス

テム，国，社会経済的状況や民族の違いなどを考慮する  

4. 実施体制  介入を行うにあたってどんな専門家が必要？  

今そこにいる医療スタッフや機器以外のものを必要とせず，日常臨床下で介

入する  

5. 介入治療の柔軟

性  
介入治療はどのように行われる？  

ランダム化後は現場に任せる（プロトコルに詳細を規定しない）  

6. 介入治療遵守の

柔軟性  
被験者が介入治療を遵守しているかどうか，どうやって測る？  

被験者に任せる  

7. 追跡  どの程度被験者を追跡する？   

日常臨床の範囲以上の visit を要求しない．死亡や入院なども日常臨床の記録

から取得する  

8. アウトカム  被験者にとってどのくらい意味があるか？  

ステークホルダにとって明らかに意味のあるアウトカムを選ぶ  

9．主要解析  どの程度すべてのデータを使うか？  

基本的には intention-to-treat（ ITT）解析ですべてのデータを使う  

 
1.3 Pragmatic trials と RCT との違い  

上述の通り，pRCT と RCT の間に明確な線引きはない．それでも初めて pragmatic trials を

デザインする場合に，「典型的な」RCT との違いを理解することは役に立つかもしれな

い．NIH website の ’Living Textbook of Pragmatic Clinical Trials’には RCT と pRCT，さらに

は quality improvement（QI，臨床活動の速やかな改善を目指したデータに基づく活動のこ

と）との主な相違点を示した表が掲載されている [1]．表  2 に RCT および pRCT 部分の意

訳を示す．  

表 2  NIH の ’Living Textbook of Pragmatic Clinical Trials’より：RCT と pRCT の主な

相違点 

特徴  RCT pRCT 

試験の目的は誰が定め

る？  
研究者（スポンサー）  患者，臨床医，処方者，為政者など

の意思決定者 [14] 

試験の目的は？  一般化可能な知識を得ること  

治療の因果関係をはっきりさせるこ

と  

一般化可能な知識を得ること  

その現場での医療の質を上げること  

意思決定の役に立つこと [18] 
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どんな疑問にこたえら

れるか？ [15] 
この介入が理想的な条件下で効果を

示すか？  
この介入が日常臨床下で効果を示す

か？  

誰が組み入れられる

か？  
組み入れ除外基準で厳格に定義され

た対象集団  
幅広い，代表性のある対象集団 [18]  
組み入れ除外基準はあっても幅広い  

誰がデータ収集する

か？  
研究者（スポンサー）．データは日

常診療外で収集される  
現場の臨床医が研究者と協力して収

集する  

何を調べるのか？  生物学的な，あるいはメカニズムに

基づいた仮説 [14] 
個人レベルまたは集団レベルの生物

学的，医学的，または行動学的な介

入に関するベネフィットと負荷やリ

スクのバランスの比較 [14] 

何を比べるのか？  介入治療とプラセボまたは無治療  現場での標準治療や置き換え可能な

対照治療との有用性の比較  

ランダム化するか？  する  

通常は個人レベルで行う  

する  

個人レベルの時もあるし，施設など

のクラスターレベルやそれを順番に

クロスオーバーする stepped wedge
などのデザインもある [19] 

どこで行うか？  治験を行える施設  複数の様々な施設 [18] 

介入への遵守  厳密にコントロールされる [20] 柔軟（実臨床で起こり得るように）

[20] 

アウトカム  代替エンドポイントやプロトコル通

りに実施したか（プロセス）のこと

もある [20] 

被験者やスポンサー，地域や医療従

事者に直接関係するエンドポイント

[20] 

 

実例として，慢性閉塞性肺疾患（COPD）の試験を表  3 に示す．従来の臨床試験と通常の

診療により近い条件の試験（Salford Lung Study）がともに第 III 相試験として実施された

[21]．試験で特徴的な違いを下線で示している．   

表  3 従来の臨床試験と日常診療に近い条件の試験のデザイン：Salford Lung Study の事

例（詳細は論文 [21]参照）  
 第 III 相試験 * Salford Lung Study$[21] 

試験目的  COPD 患者を対象に、レルベア 100、レル

ベア 200，フルチカゾンフランカルボン酸

エステル（ FF） /ビランテロール（VI）
50/25μ g，または VI 25μ g をそれぞれ 1 日

1 回， 52 週間吸入投与したときの有効性お

よび安全性を比較検討し， FF の上乗せに

よる COPD の増悪リスク低下への影響を検

証する．  

日常診療に近い環境で COPD 患者にお

けるレルベアの有効性と安全性を通常

治療と比較検討する．  

試験デザイン  Prospective， 12 ヶ月，二重盲検，並行群間

ランダム化試験，多施設共同  
Prospective， 12 ヶ月，オープン，並行

群間ランダム化試験，多施設共同  
参加国，  
参加施設数  

合計 15 カ国  
183 医療機関  

イギリスの Salford ， South Manchester  
75 の一般開業医  

対象集団  選択基準  
 同意取得  
 40 歳以上  
 米国胸部学会 /欧州呼吸器学会の診断

基準に従い COPD と診断された  
 過去 1 年間に 1 回以上の中等度 /重度の

COPD 
 10 pack-years 以上の喫煙者である，あ

選択基準  
 同意取得  
 40 歳以上  
 一般開業医により COPD と診断さ

れた  
 過去 3 年間に 1 回以上の COPD の増

悪がある  
 定 期 的 な 維 持 吸 入 療 法
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 第 III 相試験 * Salford Lung Study$[21] 
るいは喫煙歴を有する患者  

 FEV1/FVC 比が 0.7 以下であり， FEV1
が予測値の 70％以下  

 男性もしくは妊娠の可能性のない女性  
 外来患者  

（ ICS/LABA/LAMA）が行われてい

る  

除外基準（一部）  
 直近の 2 週間で増悪があった，あるい

は直近 1 か月の増悪に対する経口ステ

ロイド薬投与が終了していない  
 現在，喘息であると診断されている  
 COPD の潜在的な原因として α1-アン

チトリプシン欠乏症を有する患者  
 肺容量現象術を受けた患者  
 胸部 X 線写真で肺炎または臨床的に重

要な以上が認められる患者  
 免疫抑制あるいは肺炎に対するその他

のリスクファクターを有する患者  
 コントロール不良のその他の疾患 /異

常，消化性潰瘍疾患あるいは高血圧が

みられる患者  
 5 年以上完全寛解していない癌を有す

る患者  
…など  

除外基準  
 直近の 2 週間で増悪があった  
 慢性経口コルチコステロイド使用  

介入治療 +  FF50μg，VI25μg 群  
 FF100μg，VI25μg 群  
 FF200μg，VI25μg 群  
 VI25μg 群  

 FF100μg，VI25μg  

比較対照治療   VI25μg   一般医による通常治療（Usual Care） 
アウトカム  
（ Primary）  

 中等度 /重度の増悪の年間発現頻度   試験前 1 年間に増悪を起こした患者

における，中等度 /重度の急性増悪

の年間発現頻度  
来院時点  スクリーニング時（同意取得時），ランダ

ム化時， 2， 4， 8， 12， 20， 28， 36， 44，
52 週後  

同意取得時，ランダム化時，（ 3*，
6*， 9*，） 12 カ月  
*：過去 8 週間以内に GP と接触が無い

場合，電話による調査を実施  
リクルート期

間  
2009 年 9 月～ 2011 年 10 月  2013 年 3 月～ 2014 年 10 月  

症例数  1633 例（なお， Study1 は 1622 例）  
 FF50μg，VI25μg 群： 412 例  
 FF100μg，VI25μg 群： 403 例  
 FF200μg，VI25μg 群： 409 例  
 VI25μg 群： 409 例  

2799 例  
 FF100μg，VI25μg 群： 1396 例  
 Usual Care 群： 1403 例  

主な結果  FF100μg，VI25μg 群と VI25μg 群におい

て：  
中等度 /重度の急性増悪の年間発現頻度を

21%（ 95%CI： 3%, 36%）減少  
 
年間発現頻度（最小二乗平均 FF100μg，
VI25μg 群： 0.90 
VI25μg 群： 1.14 

試験前 1 年間に増悪を起こした患者

（ 2269 例）において：  
中等度 /重度の急性増悪の年間発現頻度

を 8.4%（ 95%CI： 1.4, 14.9）減少  
 
年間発現頻度（最小二乗平均

FF100μg，VI25μg 群： 1.74 
Usual-Care 群： 1.90 

$： Salford Lung Study は COPD だけでなく，喘息に関しても同様の pragmatic Trial を実施している

[22]．  
*：第 III 相試験とし，同じ内容の試験を Study1， Study2 として繰り返している．上記の表は Study2 の

結果を記載した．また，第 III 相試験として，肺機能（ FEV1）を 12 週間で評価した国際共同治験があ

る [23] 
+： FF はフルチカゾンフランカルボン酸エステル，VI はビランテロール  
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このように，pRCT は従来の臨床試験より広い対象集団を設定しており，評価項目は同じ

だが，試験間で薬効差や発現頻度が異なっていることがわかる．   
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2. デザイン上の留意点と工夫  

Pragmatic trial のデザインを考える際には，従来の臨床試験と同様にリサーチクエスチョ

ンに応じた工夫が必要になる．特に実臨床に近い環境での評価を行うためには，従来の臨

床試験とは異なるアプローチを採用することが求められる．本章では，試験プロトコルを

作成するうえで最低限必要となる項目において，これまでに実施されてきた pragmatic 

trial の事例をもとに，従来の臨床試験との取り組み方の違いを紹介する．前章でも述べた

が，pragmatic trials と従来の臨床試験を分ける明確な境界線はないので、本章で紹介する

事例においても pragmatic な要素の強い試験や弱い試験があることにも着目されたい．な

お，これらの事例は報告書の最後に別添 1 として一覧表形式でまとめている．  

 

2.1 施設と担当医師の決め方  

従来の臨床試験では，施設ごとの被験者数，評価測定に必要な設備や専門性の有無，SOP

に準拠可能かどうかなどを考慮し，施設を選定している．従来の臨床試験と比較して，

Pragmatic trial では，可能な限り一般化可能性を高めるため，対象疾患の患者が来院する

多くの施設を検討の対象にするなどの工夫が必要となる．  

大腸がんの免疫法便潜血検査のスクリーニング率の改善について調査した試験（STOP 

CRC）では，施設を単位としてランダム化する（クラスターランダム化については下記参

照）にあたり，便検査の手法は指定せず，いずれかのクリニックが介入なし群になっても

よいかとか，保険に入っていない患者さんに対しても検査を行えるかなど，最小限の条件

で pragmatic を意識した施設選定がなされている [24]．また，喘息患者を対象として通常

治療との比較を調査した試験（Salford Lung Study）では，英国のサルフォードと南マン

チェスター，その周辺地域に所在する 74 の一次医療機関における診療データベースから

喘息患者を特定し，一般医に本試験への参加を募った [25]．  

その他，レジストリやその他データベースをソースとして用いる試験では，施設を介さず

組み入れが行われるため，施設選定の必要はない．スウェーデンにて実施された心筋梗塞

（ST 上昇型）の患者を対象とした試験（TASTE）では，全国的な冠動脈造影と冠動脈イ

ンターベンション施行例の National registry から対象患者を特定しており，施設の条件は

設定されていない [26]．米国で実施された心筋梗塞後に退院した患者を対象とした試験

（MI FREEE）は，保険会社で得られた情報から施設を介さずすべての患者を対象として

いる [27]．  Pragmatic trial では電子的データ収集に対応可能かなど，別の制約が発生する

可能性もあるが，多種多様な施設および担当医師が対象となり得る．実臨床にできるだけ

近い条件でとはいえ，研究実施者に対する GCP のトレーニングが必要になることもある

だろう [25]．また，施設間や医療スタッフ間でどの程度ばらつく可能性があるかなども，

試験デザインの時点で検討する必要があるだろう．先の大腸がん検査の試験（STOP 

CRC）のように、それらばらつきを含めた試験の実施可能性を検証するために，先行して

パイロット試験を実施している例もある [24]．  
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2.2 患者の組入れ基準  

従来の臨床試験でも，その治療薬を適応する対象集団とできるだけ近くなるように組入れ

基準（選択・除外基準）を設けることが望ましいが，実際にはかなり限定された被験者を

対象として実施しているのが現状である．  

組入れ基準を最小限にとどめる（基本的にはそこにいるすべての対象患者を組み入れられ

るようにする）ことは，pragmatic trial の大きな特徴の一つである．  

グルココルチコイド治療を受けている患者を対象とした試験では，かかりつけ医を受診

し，喘息の診断を受けた 12～80 歳の患者を幅広く対象としている一方で，喘息関連 QOL

が低い（喘息患者の生活の質のスコアが 6 以下），または，喘息コントロールが不十分

（喘息管理質問票のスコアが 1 以上）である患者などベースライン特性をある程度揃える

ための基準も設けている．この試験では薬剤の有用性を評価することが目的であるため，

実臨床に近い pragmatic デザインではあるものの，この薬剤の臨床試験では有効性のデー

タがばらついていたこともあり，有用性の評価を可能とするための必要な基準は設定して

いる [28]．  

また，喘息治療薬の安全性を調査した試験（SMART）では，12 歳以上，喘息の診断を受

けている，治療を受けているが吸入長時間作用性β2 刺激薬を処方されていないものを適

格とし，除外基準としては，妊娠及び授乳中，被験者の生命を危険にさらす可能性のある

重大な全身疾患，薬剤に対する有害事象の履歴などが患者の安全性確保の観点から定めら

れている [29]．このように，pragmatic trial においても，患者や被験者の安全を確保する

ことや，倫理的でない条件については組入れ基準に定める必要がある．  

Pragmatic trial では，従来の臨床試験とは異なり，可能な限り実臨床下での実施を目指し

てより幅広い組入れ基準が設けられているが，試験目的や安全性の面など多様な視点から

十分に検討することは同様に求められる．  

また，組入れ基準を通じて標準治療を適用することが妥当とみなされる対象集団を規定す

ることができれば，介入治療の有用性を標準治療と比較することができるので，治療方針

の決定等に資するエビデンスとなり得るだろう．  

 

2.3 ランダム化  

Pragmatic trial では従来の治験と同様に，患者単位のランダム化を行う試験もあるが，集

団を単位とするクラスターランダム化を選択される場合もあり，ランダム化といっても手

法が多彩で，試験目的に合わせて柔軟に選択が可能である．レジストリ，医療データベー

スを利用したランダム化を行う試験の場合，既存のデータベースシステムにオンラインラ

ンダム化モジュールを組み込むといった方法も取ることができる [26]．  
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Pragmatic trial は患者背景がより広範で多様性に富む傾向がある．例えば同じ適応を持つ

複数の薬剤の使用や，同じ薬剤が使用される複数の疾患の組み入れがなされる場合もあ

り，それらを層別ランダム化の因子としたり [30]，従来の臨床試験と同様，結果に影響す

る可能性のある疾患重症度などで層別ランダム化を行い，ランダムにブロックサイズを変

更している試験もある [31]．  

 

2.3.1 クラスターランダム化  

クラスターランダム化は，pragmatic trial「らしさ」のあるデザインの一つである．患者

個人ではなく，集団を割り付けの単位（クラスター）として割り付けするものである

[32]．クラスターの代表的なものとしては医師，医療機関 [24]，学校 [33]，保険者 [27]，地

域 [34]，家族などが挙げられる．クラスターランダム化を行う理由としては，（個人単位

で割付けを行うよりもクラスター単位で割付けを行った方が）管理が容易である，医師の

協力を得やすい，試験参加者のコンプライアンスが向上する，クラスター単位でしか介入

を行えないといった点が挙げられる．また介入のタイプとしては，特定の薬剤や診療行為

というより，介入システム全体の違いが患者アウトカムにどのように影響するかを評価す

る時に適している．これは，同様の目的で通常の個人単位のランダム化を行うと，非盲検

下であるため介入群と非介入群が互いに影響してしまう（ contamination）可能性があるた

めである [1]．例えば，学校単位で禁煙教育の効果を検討したい場合に [33]，禁煙指導なし

の生徒（非介入群）が指導された生徒（介入群）に影響を受ける可能性がある．学校をク

ラスターとすることにより，この影響を少なくすることができるであろう．  

クラスターランダム化試験のデザインには，その目的に応じていくつかの亜型が存在する

[図  3]．通常のデザインに加え，クラスター単位でマッチングや層別割付けするデザイ

ン，クラスタークロスオーバーデザイン，stepped wedge デザインなどがある．クラス

タークロスオーバーデザインでは，すべてのクラスターが，無作為化した順序で，被験治

療と対照治療の両方の治療を受けることになる．試験期間が長くなるものの，総クラス

ター数を減らすことが可能となる [35]．クラスターランダム化の問題点の一つとして，ど

ちらかの群で思ったほど組入れが進まない場合のアンバランスが挙げられる．この問題の

解決法の一つとして，上述したクラスタークロスオーバーデザインや，その特殊形である

ステップウェッジクラスター（ stepped wedge cluster）デザインが挙げられる． stepped 

wedge デザインでは，各クラスターが順に一定の時期をずらして非介入群から介入群へと

クロスオーバーするデザインで，すべてのクラスターが最初は対照治療を受け，クラス

ターごとに無作為に決められた時点で，被験治療に順次クロスオーバーすることになる

[36]．試験期間の途中に各コホートを比較することである時点の横断的なデータを，一つ

のコホートにおける同一症例の複数回のイベントを測定することで長期変化を扱ったデー

タを，またはこれらを合わせて扱うことでコホートデザインのデータを導くことができる

[19]．このデザインは医療サービス等の提供を介入とする場合やワクチン接種を介入とす
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るような公共政策の効果を検討するために用いられることがあり，スコットランドで高感

度トロポニン I アッセイの濃度閾値の検討する試験でも用いられた [37]． 

Randomized controlled trial 

 
Crossover trial 

 
Cluster randomized trials 

 
Cluster Randomized Crossover Trials 

 

Stepped wedge cluster randomized trials 

 

図  3 クラスターランダム化の概念図 
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2.4 同意取得  

Pragmatic trial は介入を伴う医学研究であり，ヘルシンキ宣言に則れば原則インフォーム

ド・コンセントを取得する必要がある．しかし実際には患者組入れ基準，ランダム化の方

法，介入や侵襲の程度により，同意取得の有無や方法にバリエーションがある．  

従来の臨床試験のように，もともと Explanatory な要素が強い試験は，文書による同意取

得を行っており [31, 38-40]，より pragmatic な要素が強い試験においても，文書により同

意を取得している試験は多く報告されている [29, 30, 41-43]．また，救急領域や小児では

保護者や代諾者による代理の同意を取得するケースもあり，これらも従来の臨床試験と同

様である [28, 44]．  

データソースとしてレジストリを用いた pragmatic trial においては，レジストリ参加時に

将来的な臨床試験・試験の参加についても同意取得し，さらに個別の試験を実施する組み

入れ時（割付け前）に，改めてその試験についての同意を文書にて取得した事例がある

[26]．レジストリ内で実施する試験において試験集団や比較対照群等の偏りを防ぐため

に，割付け後に同意を取得する方法が提案されたが [45]，試験参加のタイミングから倫理

的な批判もある．  

クラスターランダム化を行う試験においては，試験毎に同意取得方法は異なっている．学

校をクラスター単位とした試験では学校単位での同意を得た後，参加した個人からも文書

にて同意を得ている [33]．一方で参加医療機関をクラスターとして実施している試験では

個人から同意を取得していない試験もある [24, 34]．これは介入に伴う影響を最小にする

（より一般臨床の状況に近づける）ためと説明されている．日本でもクラスター単位の要

約統計量のみにより評価する場合は個人の情報を伴わないことから，プライバシー（個人

情報の保護に関する法）の視点では同意を不要とすることが可能である．ただ，参加者が

何も知らないうちに試験薬を投与されたりするわけではない．例えば，ワクチン接種につ

いて医師だけが勧めるか保健所も一緒に協力して勧めるかの違いを見るような試験であれ

ば，どちらの勧め方がよいか比較されていることは説明されないかもしれないが，直接的

なワクチン接種という介入行為に対しては説明が行われるだろう．また，カバーされる薬

剤の幅が異なる保険プランを比較する試験では「全患者が少なくとも通常レベルの保険プ

ランには入っているため，書面での同意は取らなかった」として説明している試験もあっ

た [27]．このように適格患者をすべて組入れるような場合には，試験結果に与えるバイア

スを回避するために，同意取得を避ける必要があるかもしれない．日本の医学系倫理指針

のガイダンスにも同意取得の手続きを簡略化できる場合として，当該調査の目的を事前に

伝えることにより，試験結果にバイアスが生じる恐れがある場合が例示されている．ま

た，民間保険の加入者に対して電話による患者指導を介入として非介入群と比較した試験

では，介入群については口頭同意を取得し，非介入群からは同意を取得していなかった

[46]．  



16 

 

同意取得に関しては，従来の臨床試験が文書同意を原則としているのに対し，pragmatic 

trial では試験目的やデザインに応じて同意取得方法を工夫することが可能である．これは

pragmatic trial の特徴の一つであると言える．  

 

2.5 盲検化  

臨床試験の一般指針（ ICH E8 Guideline）では，盲検化は「試験結果に偏りを生じさせる

危険性を減少又は最小化する重要な方法」とされており [47]，従来の臨床試験は二重盲検

で行われることが多い．Pragmatic Trial では，従来通りの二重盲検法が用いられる場合も

あるし [29, 42]，評価者盲検（PROBE 法，prospective randomized open blinded endpoint）を

用いたりすることもある [25, 30, 31]．また必要に応じ，評価者盲検においてアウトカムを

adjudication して評価する手段も採用できる．Pragmatic trail の多くは日常診療内で実施さ

れ，対照群としてはプラセボではなく標準治療や最良の治療を選択するため，これまでの

事例では非盲検デザインを採用しているものが多いが，それぞれの試験目的を達成するう

えでは特段の問題とはなっていない．一方で従来の臨床試験においても比較対照の外見な

どから盲検化が不可能な場合があるので，非盲検化で行われる試験もある．  

 

2.6 多様な介入方法  

Pragmatic デザインにおいても基本的には介入を伴うが，従来の explanatory な臨床試験よ

りは柔軟に対応することが可能である．従来型の臨床試験は科学的な知見を得るために実

施されるのに対し，pragmatic trial は治療方針の決定や政策決定において有益な情報を与

えることが主目的になるため，介入においても実臨床の範囲内での介入を目指す場合が多

い．プロトコルに介入方法の詳細を記載せず，日常臨床と同じように処方してもらう（あ

るいは処方を変えてもらう），などである．また、前治療薬や併用薬など，承認前の被験

薬の有効性（ efficacy）評価に影響を及ぼすと判断されると従来の臨床試験中は一般にそ

の使用が限定されるが，市販後の実臨床ではそのようなことは起こらないことから，それ

らも込みの有用性（ effectiveness）の情報が必要となる．  

例えば，難治療性の大うつ病で一般開業医にかかっている成人を対象とした試験では，日

常診療下において処方されている抗うつ薬に add-on する形で quetiapine と lithium 製剤を

ランダム割り付けし，両群での治療中止率，重症度変化及び cost-effectiveness を評価する

デザインとなっている [41]．割りつけられた薬剤は直前の医師判断により処方の可否を決

定できる仕組みになっており，またベース治療に関しては試験期間中であっても患者の状

態に合わせて変更が可能であるなど，これまでの臨床試験より実臨床に合わせたアプロー

チを採用している．  

また，別の試験では，尿路感染症に罹患していない短期カテーテル法を受ける患者を対象

にして，使用するカテーテルの種類による尿路感染症の発現頻度の比較を行っているが，

実臨床範囲内においてランダムにカテーテルを割り付けることで介入を実施している
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[17]．さらに，過去に大腸癌の検査歴のない者を対象とした試験では，施設ごとに実臨床

下における大腸癌スクリーニングの実施を促す方法を変え，それら方法ごとの大腸癌のス

クリーニング率を比較している [24]．これらの事例のように実臨床の範囲で介入を施す場

合，試験プロトコルにおいて従来の臨床試験ほど介入について厳格に規定する必要はな

く，フレキシブルに対応することができるが，適切に比較評価するためには，実臨床以上

の情報（特定の臨床検査の実施，質問票回答，等）を収集したりする必要もあるので，試

験目的に応じた工夫を凝らす必要がある．  

介入後のフォローアップ／追跡においても，上記と同様に実臨床の範囲内で実施すること

を目指すことから，従来の臨床試験と比較して visit の頻度や必要な検査回数も少なくて

すむ場合が多い．例えば，EMR（ electronic medical records；電子カルテ）を利用して追跡

調査が可能な場合，試験のためだけの頻回な visit を必要とせず，日常診療下での visit の

みで必要な情報を収集できるだろう．特に，入院や死亡といった客観性の高いエンドポイ

ントを設定する試験などでは，特別な検査や調査を実施せずとも，EMR 等による情報

（特別な visit なし）で十分対応できる場合もある [30]．また，試験のための visit を要求

せず，電話でのインタビューや質問票送付による追跡調査で情報収集している試験もあり

[29, 44, 46]，pragmatic デザインにおいては，従来の臨床試験に比べてフォローアップ／

追跡の方法は多様で柔軟に対応することができるメリットもある．また近年，健康分野に

おけるデジタル化が大きく進歩していることから，pragmatic trial において digital devices

を活用したフォローアップ／追跡の手段も有効な打ち手として期待される．  

 

2.7 対照群の選択  

従来の臨床試験では，実薬群の効果を検証するために，対照群としては（可能であれば）

プラセボもしくは実薬を使用することが一般的となっている．一方，pragmatic trial にお

いては，治療方針の決定や政策決定に資するエビデンス構築や情報提供が目的となること

が多いため，対照群はその時点での最良の治療もしくは標準治療を選択することが理にか

なっている（通常プラセボは使用しない）．  

例えば，統合失調症の 18 歳以上の患者を対象として自殺以外の死亡率を主要エンドポイ

ントとした試験では，実臨床下において実薬群として ziprasidone，対照群として

olanzapine を選択している [38]．この試験において olanzapine を対照として選択した理由

は，同じ効能を有しよく使用される薬剤であることに加え，QTc 延長との関連が示されて

いないという特性が考慮されている．これは， ziprasidone に軽度の QTc 延長作用がある

ことが認められており，軽度の QTc 延長が実臨床の現場において死亡率に影響を及ぼす

のかどうかというリサーチクエスチョンに回答するためのアプローチである．このよう

に，標準治療を対照として選択する場合においても，リサーチクエスチョンに呼応する対

照群を選択することが肝要となる．  
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また，12-80 歳のコントロール不良の喘息患者を対象としてロイコトリエン受容体拮抗薬

の有用性を評価した試験では，対照群としてガイドラインにて標準治療とされているステ

ロイド吸入剤を選択し，実臨床下にて評価している [28]．この試験実施の背景として，当

時新薬であったロイコトリエン受容体拮抗薬の臨床試験では，厳格な選択・除外基準のた

め実臨床とは大きく異なった患者が対象であったこと（特に臨床試験では重要な部分集団

である喫煙者が除外されている）及び実薬対照試験間で有効性にバラツキがあったことが

あげられており，これらの背景的問題に対応するために実臨床下に近い pragmatic デザイ

ンによる試験が実施された．（製薬企業は関連しないアカデミア主導による実施）  

また，前項で述べたとおり，pragmatic trial では介入の方法が多種多様であることから，

必ずしも薬剤や治療が対照となるわけではない．例えば，退院後の心筋梗塞患者を対象に

保険の自己負担の有無を介入として薬剤のアドヒアランスと心血管イベントの発症をアウ

トカムとして評価した試験では，通常保険負担群を対照群として設定し，保険の自己負担

なし群との比較を行っている [27]．この場合，対照群は日常診療の範囲内での通常の負担

であり，試験における特別な負担はかからない．また，小児へのインフルエンザワクチン

接種率に関する試験では，小児科やかかりつけ病院を対象に政府によるワクチン接種サ

ポートの有無で介入を行っており，対照群は政府による介入なしである [34]．この事例に

おいても対照群はこれまでの日常診療範囲内での接種行動であり，政府による介入が接種

率を向上させるのかというワクチン政策決定に寄与する情報を与える試験となりうる．  

 

2.8 サンプルサイズ  

Pragmatic trial は従来の臨床試験に比べて，多様な集団を対象とすることで投与群間の治

療効果の差がより小さく，データのバラツキがより大きくなる [29, 48]．症例数設計に必

要なパラメータの変化が必要症例数に与える影響についてはコラムを参照されたいが，一

般的に pragmatic trial は従来の臨床試験に比べ，必要症例数が多くなり，従来の臨床試験

に比べ，より多くの時間とリソースが必要となるという報告もある [49, 50][図  4]．  

  

図 4 従来の臨床試験と pragmatic trials における選択除外基準と対象集団の概念図  

Pragmatic trial の主目的が治療方針の決定や政策決定において有益な情報を与えることで

あることを勘案すると，pragmatic trial でも多くの場合，対照群との間に臨床的に意味の

ある差があるかを，統計的仮説検定を用いて判断できるように症例数を設計する必要があ



19 

 

る．症例数設計には群間の治療効果の差，データのばらつき等のパラメータが必要だが，

pragmatic trial では従来の臨床試験と比較してこれらの推定が難しくなる．  
 

コラム：症例数設計パラメータと症例数の関係  

症例数設計パラメータと症例数の関係に関して，シンプルな例で考えると以下の関係が

ある．  

 群間の治療効果の差が倍になると，必要な症例数は1/4倍になる  

 必要症例数は，群間の治療効果の差の2乗に反比例する  

 SD（標準偏差； standard deviation）が倍になると，必要な症例数は 4倍になる  

 必要症例数は，SDの2乗に比例する  

 

もう少し具体的なイメージとして， 2標本 t検定に基づく症例数設計で alpha = 0.05（両

側），beta = 0.8 を想定し，  

 群間の治療効果の差  = 0.3, 0.4, 0.5とした際，  

 Ex. 治療効果の差が  3/5（0.5⇒0.3）  になると，サンプルサイズは約2.8倍とな

る  
治療効果の差  Common SD 1群あたりのサンプルサイズ  
0.3 1 176 
0.4 1 100 
0.5 1 64 

 

 Common SD = 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0とした際，  

 Ex. Common SD が  1.5 倍（1⇒1.5）になると，サンプルサイズは約2.2倍とな

る  
治療効果の差  Common SD 1群あたりのサンプルサイズ  
0.4 1 100 
0.4 1.5 222 
0.4 2.0 394 

 

Pragmatic trial の症例数設計において異質性は避けては通れない壁となる．2.2 項で述べた

ように，pRCT では組入れ除外基準を最小限とし，多様な集団を対象集団に設定すること

が多い．そのため，pragmatic trial と同様の集団を対象とした臨床試験が事前に行われてい

ない場合（多くの場合行われていないはず），症例数設計のパラメータの不確実性が大き

くなる．このような場合，リアルワールドデータ（RWD）を用いたデータベース（DB）研

究を行い，予め pragmatic trial の成功確率を上げるために症例数設計パラメータの不確実

性を減らしたり，事前に異質性を考慮したシミュレーションを行う（コラム参照）ことは

有用だろう．   

コラム：異質性を考慮したシミュレーション（イメージ）  

例えば，ある pragmatic trial では併用薬の使用を許容しており，併用薬によって検出可能な

治療効果の大きさが異なる場合（量的交互作用がある場合）を想定する．  
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  併用薬 A 使用のサブグループにおける効果：Δ𝐴𝐴~𝑁𝑁(10, 102) 

  併用薬 B 使用のサブグループにおける効果：Δ𝐴𝐴~𝑁𝑁(15, 52) 

  併用薬 B 使用のサブグループの方が併用薬 A 使用のサブグループより有効である  

 

このような場合，標本集団の併用薬の使用割合によって，全体の治療効果の分布は変わ

る．  

併用薬 A：併用薬 B＝ 2:8 の場合  併用薬 A：併用薬 B＝ 8:2 の場合  

  

上記の全体の治療効果の分布は，併用薬による量的な交互作用を考慮せず，併用薬の併用

割合混みの効果を示している点に注意が必要である．量的な交互作用の存在下で全体の効

果を推定する場合，それぞれの層における治療効果を推定し，それらの重み付け平均で治

療効果する必要があるだろう．  

 

前項のとおり，pragmatic trial では実臨床で最も使われる治療を対照とすることが多いだ

ろう．プラセボ対照試験の結果しかないなど，比較したい治療と head to head で比較した

試験が存在しない場合には，症例数設計に必要なパラメータ（ ex. 治療効果の差，データ

のばらつき）の推定のため，間接比較を考慮したネットワーク・メタアナリシスや RWD

を用いた DB 研究から症例数設計パラメータを推定することが必要になる．また， true 

endpoint を求めたい場合において， surrogate endpoint の試験結果しかない場合も，RWD

を用いた DB 研究を参考にしつつ，治療効果の大きさに関しては臨床的に意味のある最小
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差（MID，minimally important difference）を設定することが現実的な対処方法と考えられ

る．また，このような試験設計時に症例数設計に必要なパラメータに不確実性がある場

合，症例数再設計等の中間解析を行うことも有用である．例えば，喘息発作を評価した

SMART 試験ではイベントの発現頻度が想定よりも少なかったため，試験途中に必要被験

者数を 3 万人から 6 万人に増やしたケースもある [29]．がん領域では，OS（overall 

survival：全生存期間）を PFS（progression-free survival：無増悪生存期間）と PD

（progressive disease）後の生存時間（SPP； survival post-progression）の二つに分け，試

験治療は PFS 延長に影響するが，増悪後の後治療の影響は試験治療群間で同じである場

合，SPP が試験治療群間における OS の評価にどう影響をするかを研究した論文もある

[51]．このような後治療や併用治療の影響を考慮したシミュレーションは試験規模を考え

る上で有用だろう．  

また，pragmatic trial の CONSORT 声明 [20]では，従来の臨床試験から pragmatic trial への

拡張時のポイントとして「もし，ターゲットとする key decision making audience により重

要と考えられる最小差（MID）を使うならば，その差はどこから得られたか報告する」と

している．このように，pragmatic trial で設定した試験環境下において，意思決定者に

とって decision driver となる治療の価値が治療効果の大きさでどのような値であるかを把

握しておくことは従来の臨床試験に比べてより重要となるだろう．  

 Pragmatic trial 特有の試験デザインとして、ここではクラスターランダム化試験の症例

数設計について紹介する．クラスターランダム化では，個人単位でランダム化を行う試験

での｢個人｣に｢クラスター｣が対応している．同じクラスターに属する人，家族やクラス

メートはいろいろな意味で似た特徴をもっているはずであり，そのため介入による結果も

似た結果となりやすい傾向にある．そのため，同一クラスター内に属する被験者の結果は

類似し，これをクラスター内相関（ intracluster correlation coefficient, または intraclass 

correlation coefficient [級内相関係数 ], ICC）と呼ぶが，仮にクラスター内相関が 1 である

場合，クラスター内の 1 名を対象としても全員を対象としても同じ結果しか得られないの

で，個人割付けの試験の必要対象者数と必要クラスター数は同じとなる．一方，クラス

ター内相関がゼロである場合，クラスターランダム化試験に必要な対象者数と個人割付け

試験に必要な対象者数は等しくなる．実際にはクラスター内相関は 0 と 1 の間にあるはず

であり，従ってクラスターランダム化試験を行う場合には，このクラスター内相関を考慮

した症例数設計やデータ解析を行う必要がある．  

具体的には，以下の ICC を用いて必要症例数を計算することになる（評価項目が連続変数

で最もシンプルな場合を想定；詳細はコラム参照）．  

ICC =
𝜎𝜎𝑏𝑏2

(𝜎𝜎𝑏𝑏2 + 𝜎𝜎𝑤𝑤2) 

𝜎𝜎𝑏𝑏2：クラスター間の分散，𝜎𝜎𝑤𝑤2：被験者間の分散  
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 個人単位でランダム化する試験の必要症例数  

N =
2�𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄ + 𝑧𝑧𝛽𝛽�𝜎𝜎2

(𝜇𝜇1 − 𝜇𝜇2)2  

𝜇𝜇𝑖𝑖： i 群の平均（ i=1,2），𝜎𝜎2：アウトカムの分散，𝑧𝑧𝑥𝑥：正規分布の x パーセント点  
 

 クラスター単位でランダム化する試験（クラスターランダム化試験）の必要症例数  

N =
2�𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄ + 𝑧𝑧𝛽𝛽�𝜎𝜎2(1 + (𝑚𝑚− 1)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)

(𝜇𝜇1 − 𝜇𝜇2)2  

𝑚𝑚：クラスターあたりの被験者数（各クラスターの症例数は同じと想定）  
 
クラスターランダム化試験と個人単位でランダム化する試験の間には，下記の関係式が成

り立ち，さらに式変形することで，個人単位でランダム化する試験から拡張し，クラス

ターあたりの被験者数𝑚𝑚を求めることが可能である． (1 + (𝑚𝑚− 1)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)の部分を inflation 
factor ，design effect などと呼んだりもする．ここで𝑔𝑔はクラスターの数，N’は個人単位

でランダム化する試験の必要症例数である．  

N = mg = N′(1 + (𝑚𝑚− 1)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) 

m =
𝑁𝑁′(1− 𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)
𝑔𝑔 − 𝑁𝑁′𝜌𝜌ICC

 

症例数設計においては ICC を事前に見積もる必要があるが，ICC の定義式は複数あり，ま

た評価項目の型によっては ICC の算出は難しくなる．評価項目が二値データ，カウント

データ，順序データ，time to event データ，率の場合，クラスター間の被験者数が異なる

場合，調整解析を用いる場合，経時測定データを用いる場合，ICC の不確実性等の様々な

ケースにおける症例数設計の詳細は Rutterford らの論文 [52]を参照されたい．  
 
コラム：クラスターランダム化試験の症例数設計 [53] 
 
調整しない mixed model ANOVA の場合，クラスターランダム化試験のデータY𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖のモ

デル式は下記となる．  
Y𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 + 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖：投与群 i の効果（ i=1,2），固定効果  
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖：投与群 i の j 番目のクラスターの効果（ j=1,...,g），変量効果  

ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖：誤差（k=1,…,m），𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖とは独立である  
このモデル式に確率変数は𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖~𝑁𝑁(0,𝜎𝜎𝑏𝑏2)，ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖~𝑁𝑁(0,𝜎𝜎𝑤𝑤2)の 2 つが含まれている．そのため，

Y𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖の分散𝜎𝜎𝑦𝑦2および級内相関係数は下記で表現される．  
𝜎𝜎𝑦𝑦2 = 𝜎𝜎𝑏𝑏2 + 𝜎𝜎𝑤𝑤2 

ICC =
𝜎𝜎𝑏𝑏2

(𝜎𝜎𝑏𝑏2 + 𝜎𝜎𝑤𝑤2)   
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2 群比較の場合には，各群の平均値の群間差（Δ = (𝑌𝑌�1∙∙ − 𝑌𝑌�2∙∙)）の分散は下記の式となり， 

𝜎𝜎Δ2 = 2�
𝜎𝜎𝑤𝑤2 + 𝑚𝑚𝜎𝜎𝑏𝑏2

𝑚𝑚𝑔𝑔
� 

ICC を式変形すると，  

ICC =
𝜎𝜎𝑦𝑦2 − 𝜎𝜎𝑤𝑤2

𝜎𝜎𝑦𝑦2
 

𝜎𝜎𝑤𝑤2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦2 (1− 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) 
𝜎𝜎𝑏𝑏2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦2𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 

となり，群間差の分散は下記の式に書き直すことができる．  

𝜎𝜎Δ2 = 2�
𝜎𝜎𝑦𝑦2 (1− 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) +𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦2𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑚𝑚𝑔𝑔
� = 2�

𝜎𝜎𝑦𝑦2(1 + (𝑚𝑚− 1)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)
𝑚𝑚𝑔𝑔

� 

以上より，調整しない mixed model ANOVA の場合，必要症例数は下記の式により算

出される．  

N =
2�𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄ + 𝑧𝑧𝛽𝛽�𝜎𝜎2(1 + (𝑚𝑚− 1)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)

(𝜇𝜇1 − 𝜇𝜇2)2  

 

【事例紹介：ELECTRA 試験における症例数設計】 [54] 

試験の目的は，喘息専門の看護師が liaison model を用いたケアを行うことで，喘息に

関する予定外のケアを減らすことが出来るかである．通常のケアと比較を行ったクラ

スターランダム化試験で，主要評価項目は， 1 年間において喘息発作で予定外のケア

を受けた患者の割合である．  

 

症例数設計： [55] 

 治療効果の大きさは 15％（90%から 75%への 15%減少を期待）とした  

 検出力は 80%，両側有意水準は 5%とした  

個人ごとにランダム化を行う通常のランダム化試験では，上記の条件から 1 群あたり

113 例（計 226 例）の症例数が必要となる．本論文では ICC を過去の試験から 0.05 と

推定し，44 のクラスターから症例を試験にリクルートできると考えた．この場合，通

常のランダム化試験とクラスターランダム化試験の症例数の関係式を用いて，クラス

ターあたりの被験者数は下記のように求まる．  

m =
𝑁𝑁′(1− 𝜌𝜌)
𝑔𝑔 − 𝑁𝑁′𝜌𝜌

=
226 × (1− 0.05)
44 − 226 × 0.05

= 6.6 

結果的に，必要症例数は 44×6.6=290 と見積もった．  

また，クラスタークロスオーバーデザインや stepped wedge デザインの必要症例数も，個

人割付け試験の必要症例数と design effect を用いて計算することができる．以下では，近

年注目され，その利用頻度も増えている stepped wedge デザインの症例数設計について説

明する．なお，症例数設計の公式はいくつか提案されているが，クラスタークロスオー
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バーデザインや stepped wedge デザインのような複雑なデザインを用いる場合には，解析

的な症例数設計のほかシミュレーションベースの症例数設計も有用である．  

Stepped wedge デザインの中でも，結果変数が連続量の cross-sectional 試験（各クラス

ターにつき各測定時点で新規被験者をサンプリングする）を想定する．また，クラスター

を変量効果，時期を固定効果とする混合効果モデルを仮定し，クラスターと時期の交互作

用はないものとし，各 step で被験治療に移行するクラスター数，各 step 後のデータ測定

回数は試験期間を通して同じとする．  

この状況下で，design effect および必要症例数は以下の式で表される [36, 56]．  

 

DE𝑆𝑆𝑆𝑆 = (𝑏𝑏 + 𝑘𝑘𝑘𝑘) ×
1 + 𝜌𝜌(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑏𝑏𝑘𝑘 − 1)

1 + 𝜌𝜌 �1
2𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑏𝑏𝑘𝑘 − 1�

×
3(1− 𝜌𝜌)

2𝑘𝑘 �𝑘𝑘 − 1
𝑘𝑘�

 

N𝑆𝑆𝑆𝑆 = N𝑈𝑈 × DE𝑆𝑆𝑆𝑆 
k：総 step 回数，b：ベースライン時点での測定回数，  

t：各 step 後の測定回数，n：各測定時点の各クラスターの被験者数，  
ρ：クラスター内相関係数，𝑁𝑁𝑈𝑈：個人割付け試験の必要症例数  

各クラスターの測定回数は b+kt，総クラスター数は𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑘𝑘(𝑏𝑏 + 𝑘𝑘𝑘𝑘)⁄ で表される．また，各

step で被験治療に移行するクラスター数は総クラスター数を k で除すことによって算出で

きる．症例数設計の特徴としては，クラスターサイズや ICC のほか，総 step 回数，ベー

スライン時点の測定回数，各 step 後の測定回数により必要症例数が決まる点である．

Stepped wedge デザインでは，各クラスターが被験治療と対照治療の両方を受けるので，

介入効果はクラスター間およびクラスター内比較の両方を通して推定可能となること，ま

た，各クラスターでデータを繰り返し測定することから，通常の並行群間デザインや

ANOVA デザインに比べて効率の良いデザインとなる [56, 57]．  

 

2.9 エンドポイントの選択  

Pragmatic trials は臨床現場で医療従事者や患者の意思決定を助けることを目的とするた

め，そのエンドポイントがどのくらい意思決定者に意味があるか？を考えて設定すること

が重要である．  

Pragmatic trial の特徴として，対象集団は従来の臨床試験よりも幅広い集団を設定するこ

とが多いだろう．それ故に，従来の臨床試験よりもより多くの中間事象を考慮する必要が

あるかもしれない．例えば，併用禁止治療を設定しないプロトコルの場合には，併用禁止

薬を使用した場合にその併用禁止薬を服用した効果を治療効果に含めるかが議論になる．

また，従来の臨床試験ほど積極的に試験参加者にコンタクトを取らないため，様々な理由

により脱落が生じやすくなるだろう．これらの中間事象をどのように取り扱うかも検討が

必要である．データ収集の方法に関して，電子医療記録やレセプトデータを二次利用する
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場合，中間事象の発現を正確に捉えられないケースも想定される．したがって，試験立案

時には，このような様々な状況を考慮したうえで， estimand*の 4 つの要素をよく検討

し，設定した estimand に対応したデータ収集がどこまで可能なのか，また，どのような

解析方法を採用できるかを吟味しなければならない．また，仮想ストラテジーのような，

試験治療薬をきちんと飲んでいる患者の治療効果を推定したいケースがでてくるかもしれ

ない．脱落患者がいなかった場合やすべての患者が試験治療薬をきちんと飲んでいる場合

の治療効果を推定する解析等の解析上の留意点は 3.2 項を参照されたい．  

*： estimand の概念（コラム参照）は、本報告書では 2018 年 5 月時点の ICH E9(R1)補遺

の step3 document で述べられている概念を用いた。  

コラム：Estimand 

Estimand とは「試験の目的により提示される，関心のある科学的疑問に対応する推定の

対象；推定されるべきもの」であり，「対象集団」，「変数（又は評価項目）」，「中間

事象の取扱い」，「集団レベルでの変数の要約」の 4 つの要素により整理される．特にポ

イントとなるのが中間事象の取扱いである．中間事象とは，治療開始後に発現し，評価項

目の変数を観測できなくする，又は変数の解釈に影響を与える事象である．例えば，レス

キュー薬の使用，有害事象発現後の治療中止が中間事象として挙げられるが，これらの中

間事象をどのように扱った場合の治療効果を推定したいかを estimand を用いて明確に示

すこととなる．そして，設定した estimand に対して，試験デザイン，データ収集及び統

計解析方法を検討していくことになる．詳細は ICH E9（R1）補遺（2018 年 5 月時点で

Step 3 document）を参照されたいが [58]，例えば，治療方針ストラテジー（中間事象の発

現の有無に関わらず，関心のある変数の値を用いるストラテジー）を採用した場合，中間

事象後の評価項目に関するデータ収集は必要となるが，一方で複合ストラテジー（一つ以

上の中間事象と，他の臨床結果の指標を統合して関心のある変数とするストラテジー）を

採用した場合，必ずしも中間事象後の評価項目に関するデータ収集は必要ないだろう．こ

のように，設定した estimand によって，収集するデータ範囲が変わる．  

参考までに，1 章で紹介した COPD の領域で実施された pragmatic trial を再掲する．下線

部が主な違いである．  

表  4 (表 3 再掲 ) 
 第 III 相試験  Salford Lung Study[21] 

試験デザイン  Prospective， 12 ヶ月，二重盲検，並行群間

ランダム化試験，他施設共同  

Prospective， 12 ヶ月，オープン，並行群

間ランダム化試験，他施設共同  

参加国，  

参加施設数  

合計 15 カ国  

183 医療機関  

イギリスの Salford ， South Manchester  

75 の一般開業医  

対象集団  選択基準  

 同意取得  

 40 歳以上  

選択基準  

 同意取得  

 40 歳以上  
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 第 III 相試験  Salford Lung Study[21] 

 米国胸部学会 /欧州呼吸器学会の診断

基準に従い COPD と診断された  

 過去 1 年間に 1 回以上の中等度 /重度の

COPD 

 10 pack-years 以上の喫煙者である，あ

るいは喫煙歴を有する患者  

 FEV1/FVC 比が 0.7 以下であり， FEV1

が予測値の 70％以下  

 男性もしくは妊娠の可能性のない女性  

外来患者  

 一般開業医により COPD と診断され

た  

 過去 3 年間に 1 回以上の COPD の増

悪がある  

 定 期 的 な 維 持 吸 入 療 法

（ ICS/LABA/LAMA）が行われている  

 

【⇒実臨床を意図し，診断は一般開業医

による判断を採用】  

除外基準（一部）  

 直近の 2 週間で増悪があった，あるい

は直近 1 か月の増悪に対する経口ステ

ロイド薬投与が終了していない  

 現在，喘息であると診断されている  

 COPD の潜在的な原因として α1-アン

チトリプシン欠乏症を有する患者  

 肺容量現象術を受けた患者  

 胸部 X 線写真で肺炎または臨床的に重

要な以上が認められる患者  

 免疫抑制あるいは肺炎に対するその他

のリスクファクターを有する患者  

 コントロール不良のその他の疾患 /異

常，消化性潰瘍疾患あるいは高血圧が

みられる患者  

 5 年以上完全寛解していない癌を有す

る患者  

…など  

除外基準  

 直近の 2 週間で増悪があった  

 慢性経口コルチコステロイド使用  

 

【⇒実臨床を意図し，除外基準を最小限

に設定】  

介入治療   FF50μg，VI25μg 群  

 FF100μg，VI25μg 群  

 FF200μg，VI25μg 群  

 VI25μg 群  

 FF100μg，VI25μg  

比較対照治療   VI25μg   一般医による通常治療（Usual Care）  

 

【⇒実臨床を意図し，対照群は通常治療】 

アウトカム  

（ Primary）  

 中等度 /重度の増悪の年間発現頻度   試験前 1 年間に増悪を起こした患者

における，中等度 /重度の急性増悪の

年間発現頻度  
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このように，pRCT の評価項目は呼吸機能のような surrogate endpoint ではなく， true 

endpoint と考えられる喘息の増悪を評価している．また，実臨床における効果の評価項目

として治療戦略そのものを採用すれば，中間事象の発現に対する特段の考慮は不要となる

だろう．  

 

2.10 データソースと収集法  

従来の臨床試験では，患者を一例ずつ登録する primary data collection（一次データ収集）

が一般的であるが，pragmatic trial ではデータソースの選択に柔軟性がある．例えば患者

レジストリの中で同意を取得してランダム化比較試験を行ったり [26]，保険者のデータ

（いわゆるレセプトデータ）を二次利用したり [27, 46]，日常臨床下のカルテデータを利

用したりする試験が報告されている [25, 30, 37]．試験の初めから最後まですべてのデータ

収集を一つのデータソースまたは収集法で完結する [26]場合もあれば，ベースライン時の

データについて二次データを利用したり（ e-screening） [37]，逆にランダム化後のデータ

は visit なしで日常診療下のカルテから取得する [30]など，ハイブリッドな方法がとられ

ている場合もある．また，データの収集には一部 patient-reported outcomes (PRO)が用いら

れることもあり，被験者状態のスコア評価 [25, 30, 37]を収集する場合などに効果的と考え

られる．  

【レジストリベースランダム化比較試験】 [26] 

レジストリベースで実施された試験の事例として TASTE trial がある．この試験はス

ウェーデン当局が関与している冠動脈造影及び血管形成レジストリのデータを活用して実

施された無作為割付け，オープンラベル，多施設試験で，ST 上昇型心筋梗塞患者におけ

る primary PCI 施行前の血栓吸引療法が 30 日後の死亡率を改善するかどうかを検証し

た．本試験における特徴は，既存の冠動脈造影及び血管形成レジストリ（Swedish 

Coronary Angiography and Angioplasty Registry：SCAAR，11,709 例の患者登録）に本試験

の無作為割付けシステムを組込み，本試験に特異的な情報入力を新たに行うことなく無作

為割付け試験を施行したことである（本試験では、7,244 例がランダム化された）．ま

た，SCAAR はスウェーデンの他の複数のレジストリともリンクされており，患者背景情

報，手技情報，追跡情報（死亡，心筋梗塞，ステント血栓症など）の取得が可能であっ

た．特に生存情報については行政のデータベースを用いるため，ほぼ全例で正確な追跡情

報の取得が可能となった．  

 

【独特なデータハンドリング】 [39] 

Salford Lung Study におけるデータ収集法を図  5 にまとめた．この試験では，被験者の全

ての入院，外来及び救急訪問は EMR（ electronic medical records；電子カルテ）データ

ベースから（発生すればいつでもどこでも）特定できた．また，North West EHealth

（NWEH）によって開発されたプライマリ及びセカンダリケア EHR（ electronic health 
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record）も使用することで，リアルタイムに様々なデータを収集した．プライマリーケア

EHR からは全ての医療に関する被験者のコンタクト情報，時間外の活動情報，抗生物質

又は経口ステロイドの処方を特定することができた．これらのイベントは研究チーム（一

般開業医，研究看護師，又は研究医）によりレビューされ，COPD または non-COPD に識

別された．さらに，EMR からのデータを用いて重篤な副作用を疑ったり，死亡，Salford

地方外の NHS 病院への入院を特定できる外部データソースとリンケージを行った．この

ような仕組みを構築することで，ほぼリアルタイムに遠隔で，かつ連続的に収集できるよ

うに EMR を管理した．  

 

図 5  Salford Lung Study におけるデータ収集法  

Using an electronic medical record(EMR) to conduct clinical tr ials: Salford Lung Study feasibility,  

BMC Medical Informatics and Decision Making 2015 15; 8 を改変  

Salford Royal NHS Foundation Trust：Salford の医療基金。この基金が運営する Salford Royal 

Hospital が試験に参加．NHS：英国の国営医療サービス事業．North West e-Health：マンチェ

スター周辺の EMR などを一元管理することを目的に複数の医療基金やマンチェスター大学に

よって運営される NPO．  
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2.11 安全性情報の取得  

従来の臨床試験（特に治験）を実施している段階においては，安全性に関する知見が不十

分なことより，安全性情報の蓄積が必要であることから，発現したすべての有害事象の収

集が求められ，特に重篤な有害事象はさらに詳細情報の収集が行われている．一方で，こ

れまでに実施された pragmatic trial の多くは，対象となる薬剤が既に承認を受けており安

全性情報が十分蓄積されていることから，薬剤の安全性を幅広く一般的に評価する目的が

ない限り，すべての有害事象を収集対象とはしていない．実際に公表されている

pragmatic デザインの試験では，安全性情報を収集しない試験もあり，これらの試験にお

いては，試験計画の根幹であるリサーチクエスチョンにおいても安全性に関する事項は設

定されていない．また，比較的侵襲性の低い介入について安全性情報を収集していない試

験も報告されている [33, 46]．安全性情報はいかなる場合でも重要ではあるが，特定の安

全性懸念がリサーチクエスチョンに該当しないのであれば，必ずしもその試験内で安全性

情報を収集する必要はないだろう．仮に製薬企業が安全性情報を収集しない試験を実施す

る場合，試験実施中に知り得た有害事象を自発報告扱いとして別途収集するようなアプ

ローチが打ち手の一つとして考えられる．また，既に承認された薬剤に関する市販後の研

究などにおいては、懸念されている有害事象をエンドポイントとして設定し，それに特化

して選択的に安全性情報を収集する方法（例：Large Simple Safety Study, LSSS）もある

[26, 30, 38]．このアプローチは，  2016 年に米国 FDA が発効したガイダンス [59]や現在

ICH において検討されている安全性データ収集の最適化 [60]にマッチするものであり（収

集しても価値を付加しない安全性データは集めない），昨今製薬業界においても注目され

ている risk-based approaches（予めリスクの特定，分析，評価を行い，エラーが発生しに

くい仕組みや体制を構築）や quality-by-design（計画に基づいた質の確保）の概念とも一

致している．  
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3. 実施および解析上の留意点と工夫  

3.1 実施上の留意点  

日常臨床では従来の臨床試験のような高い服薬継続率（いわゆるコンプライアンス）は期

待できない．しかし，せっかく治療を比較しようと割り付けたのだから，ある程度は治療

を続けてもらえるように実施側としては努力をすべき，という考え方もあるだろう．これ

はプロトコル（つまり何が見たいか）に依存する．つまり，治療が続かないこと自体が効

果の一部と考えると，例えば効いた（と本人が思った）のでやめる，嫌なことが起こった

のでやめるなど，中止の理由がその治療と関連している場合と，面倒だからやめる，引っ

越したなど治療によらない場合とでは中止の価値が異なる．しかしながら，これらを加味

して試験デザインを設計している，例えば，日常診療で起こりうる服薬変更した場合の結

果も含めた治療効果を比較したいのであれば，継続について余分な介入を行わない方がよ

いことになる．  

2 章でも述べたとおり，pragmatic trial は従来の臨床試験と比べて，多様な集団を対象と

するので投与群間の治療効果の差がより小さく，ばらつきはより大きくなるため，必要症

例数が多くなる傾向がある．より実臨床を想定した環境で試験を行うために，クリニック

での実施が増え，したがって施設数も増えるかもしれない．これらは試験実施の費用増加

を招き，pragmatic trial の実施可能性は低くなる…果たして本当にそうなのか？例えば，

施設トレーニングを web で行う，visit 頻度を減らす，電子カルテやデジタルデバイスを

活用することでデータ収集プロセスを効率化する，有害事象の収集方法を検討する（ ex. 

収集しない）， e-screening/e-enrollment を活用する等により，モニタリングコストの削減

が症例数増加を相殺する可能性もあるかもしれない．2.11 節で記載したように，安全性

情報の取得を目的とした検査は不要で検査も日常診療で行うものに限れば，追加の費用は

抑えられるだろう．試験目的によっては品質の要求水準も従来の臨床試験とは異なってく

るかもしれない．Pragmatic trial を立案する際には主要仮説を検証するために，どのよう

な手段を用いて，どのように品質を確保するかを柔軟に検討する発想が重要となるだろ

う．  

 

3.2 解析上の留意点  

3.2.1 主要解析  

Pragmatic trial の主要な目的は，日常診療の現場で行われる治療方針の効果を評価し，患

者，医師あるいはその他のステークホルダが意思決定を下すための情報を提供することに

ある．Pragmatic trial では通常 ITT の原則に従って解析を行う． ITT 解析では，試験途中

に治療を中止したり，最初に割付けられた治療からの変更があっても，最初に割付けられ

た治療群どおりに解析を行う [61]．  

Pragmatic trial の主要解析として ITT 解析が用いられる理由としては，主に以下の 2 点が

挙げられる．第一に，このような試験開始後に生じる割付け治療からの変更は日常診療の

現場でも当然起こりうることであり，割付け後に起こったことすべてがその治療方針の一
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部であると考えられる． ITT 解析では，治療方針を比較することで，薬剤の臨床的有用性

（ effectiveness）の評価を行うことができ， ITT 解析によって得られる治療効果は

pragmatic trial において興味のある治療効果にも合致する（具体例は 2 章を参照）．第二

に， ITT 解析は「治療はすべての試験参加者のアウトカムを変化させない」という強い因

果帰無仮説の下で妥当な検定となっている．すなわち，「治療効果はない」という因果帰

無仮説の検定では，例えば最初に割付けられた治療を変更した試験参加者が存在する場合

でも， ITT 解析により第一種の過誤確率を名義の水準に保つことができる [62]．一方，割

付けられた治療を守った試験参加者間での比較（以下，per-protocol 解析）や実際に受け

た治療に従った比較（以下， as-treated 解析）などの通常の解析によって得られる治療効

果は，以下で述べるとおり，一般に無作為化後に測定された要因の影響を受ける（例え

ば，状態の悪い試験参加者ほど，最初に割付けられた治療を変更してしまう）ため，因果

治療効果（無作為化後に測定された要因の影響を適切に補正した治療効果）として解釈で

きない．また，これらの解析では因果帰無仮説の検定でもバイアスが生じる．  

また，このような治療方針の効果の推定を主要目的とする場合，試験途中に治療を中止し

たり，最初に割付けられた治療からの変更があっても，試験を通してすべての測定値を収

集する必要がある．しかしながら，予定していたすべてのデータを測定できることはまれ

であり，測定値が欠測している場合には，欠測データによる不確実性を考慮したもっとも

らしい仮定に基づいてデータを予測する必要がある．例えば，欠測データは試験を継続し

た類似する被験者に基づいて補完されるかもしれない．そしてその類似性は，ベースライ

ンの共変量が同じであること，割付けられた治療群が同じであること，測定値の推移や中

間事象に関する情報が同様であることによって定められると考えられる．これらの欠測を

考慮した解析手法については，欠測データを無視した単純な解析手法から，データが欠測

する理由を積極的に考慮した複雑な解析手法まで様々なものが提案されており，これまで

にデータサイエンス部会が纏めた資料で紹介されているので，そちらを参照して頂きたい

[63-66]．  

 
3.2.2 補足的解析  

Pragmatic trial では通常 ITT 解析を行うが， ITT 解析によって得られる治療効果は治療中

止，試験実施計画書で禁止された併用治療の実施など，無作為化後に下された意思決定に

よる影響を受ける [67]．そして，最初に割付けられた薬剤を服用し続けなかった試験参加

者の割合が高くなるほど，一般に ITT 解析によって得られる治療効果と薬剤の薬理学的

有効性との間の乖離は大きくなる．例えば，ある薬剤の有効性・安全性を評価した試験に

おいて，試験実施計画書で規定された用法・用量に従って正しく薬剤を使用できなかった

患者が半数近くいたとする．この場合，半数もの患者が事前に規定された用法・用量に

従って正しく薬剤を使用できなかったという事実も，この薬剤の用法・用量の特性である

ことから，この事実も含めた効果，すなわち治療方針の効果を推定することが pragmatic 

trial の主目的になる．ただ一方で，例えばこの用法・用量からの変更が安全性の問題で生

じており，有効な補助療法・支持療法を実施することで，比較的容易に服薬を継続するこ

とができる場合，今後この薬剤の使用を検討している患者としては，割付けどおりの治療
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が最後まで継続できた場合に期待される治療効果も知りたいはずであると考えられる．本

来，このような有効性（ efficacy）の治療効果について知りたければ，pragmatic trial では

なく，標準治療を対照とした従来の厳格な無作為化比較試験を実施すればよいが，

pragmatic trial の実施とともに，そのような無作為化比較試験が既に実施されている，あ

るいは今後実施予定である状況というのは限られていると考えられる．また，当該臨床試

験と日常診療の場とで治療変更の程度が異なる可能性があるが，仮に異なったとしても，

割付けどおりの治療を最後まで継続できた場合に期待される治療効果と日常診療の場にお

ける治療変更の程度の情報があれば，それらの情報から日常診療の場における実際的な治

療効果を見積もることができる [67, 68]．従って，医療従事者や患者の意思決定をサポー

トするための情報を提供するという点では，治療方針の効果に加えて，補足的に efficacy

の治療効果である，割付けられた薬剤を服用し続けた場合の治療効果を推定し， 2 つの治

療効果を比較検討し，仮に差異が生じた場合にはその程度や理由について考察することは

有益であると考えられる．参考として，割付けられた薬剤を服用し続けた場合の治療効果

を推定する方法について別添 2 で説明する．  

 

3.2.3 クラスターランダム化試験の解析  

クラスターランダム化試験において，クラスター内相関を考慮した解析を行うには大きく

2 通りの方法がある．一つはクラスター単位でデータを要約してから（例えばクラスター

ごとに平均や割合を算出してから）解析を行う方法，もう一つは解析の単位がランダム化

の単位と異なるものの，個人単位のデータに対してクラスター内相関を考慮した解析を行

う方法である [68]．  

前者の場合，クラスターごとに要約したデータは互いに独立とみなすことができるので，

クラスター内相関について考慮する必要はなく，解析方法については，個人単位でランダ

ム化を行う試験に対するものと基本的に同じになる．従って，アウトカムの型に関わら

ず，比較的に容易に解析を実施することが可能である．欠点として，各群あたりのデータ

数が少なくなる点が挙げられる．  

一方後者の場合，同じクラスターに属する対象者は一般に独立ではないため，それらの相

関を考慮した解析を行う必要がある．解析手法としては，混合効果モデルや一般化推定方

程式などが挙げられ，個人単位で測定された共変量や，異なるクラスターサイズの影響も

比較的容易に考慮することができる．なお，混合効果モデルと一般化推定方式とでは，結

果の解釈において相違があるので注意する必要がある．例えば，2 値データに対する混合

効果モデルにより推定されるオッズ比は，あるクラスターに属する，ある試験対象者の

オッズ比（ある試験対象者が属するクラスターが対照群から介入群へ移った場合のオッズ

比， subject-specific effect）であるのに対し，一般化推定方程式により推定されるオッズ

比は，全クラスターをまとめた全集団における，ある試験対象者のオッズ比（population 

average effect）と解釈される．両者とも妥当な推定値であり，目的に応じて使い分ければ
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良いが，クラスターランダム化試験では，一般に subject-specific effect の推定に興味があ

る場合が多い．しかしながら，例えば政策決定を目的にヘルスサービスリサーチを実施す

る場合には population average effect の推定に興味があるかもしれない．また，クラスター

数が少ない場合には GEE の方が適切な場合もあると考えられる．  

また，混合効果モデルを用いれば，クロスオーバーデザインや stepped wedge デザインな

どの複雑なデザインに対する解析も比較的容易に実施することができる．例えば，

stepped wedge デザインの場合，時間の経過とともに各クラスターが対照治療から被験治

療へ順次移行していくため，時期が曝露やアウトカムに影響を及ぼすことが危惧される

が，混合効果モデルで時期効果を考慮することにより調整可能である [19]．  

また，クラスターランダム化試験特有の問題として，個人単位のデータ欠測に加え，クラ

スター単位のデータ欠測が起こりうる．特にマッチングを行ったクラスターランダム化試

験では，クラスター単位の欠測が生じた場合，マッチング相手のクラスターから得られた

データも解析から除外することになるかもしれない．また，個人単位の欠測により，クラ

スター間でサイズが異なってしまう可能性もある．これらは解析で考慮することが可能で

あるが，まずは計画立案の段階で pragmatic trial の枠組みで欠測・脱落を予防することが

可能かどうか検討することは重要である．  

 

3.3 結果の解釈 

先述したとおり，pragmatic trial は従来型の臨床試験に比較して effect size が小さく，バ

ラツキが大きくなる可能性が高い．そのため，大規模な試験を実施したにも関わらず得ら

れた効果の差は小さいということも出てくるだろう．得られた結果が想定していた結果と

違うといった議論が試験関係者間で生じることがないように，試験デザインの際に本試験

では何を推定することになるのか， estimand の議論を試験関係者間で十分に議論しておく

必要がある．Pragmatic trial は試験薬剤を比較していると考えるのではなく，日常診療下

での治療戦略を比較していると考えると判りやすい．  

Pragmatic trial で得られた結果は，臨床現場の医師にとっては普段の日常診療で観察され

るような患者集団，治療内容の結果であり，受け入れられやすいであろう．一方で，得ら

れた結果は必ずしも薬剤そのものの効果を反映しているわけではないので，為政者や保険

者のような意思決定者にとっては分かりづらい結果になるかもしれない．これこそ

estimand の議論であり、どのような estimand を構成するのか，試験実施者は意思決定者

にとって何が必要ということを事前に議論して試験デザインに組み込む必要がある．   
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4. 日本で実施する際の法的な側面  

本章では pragmatic trials において，人を対象とする医学系研究に関する倫理指針や GCP

省令に従ったインフォームド・コンセント（ IC）を受けない場合の同意取得の必要性とそ

の法的根拠について述べる．ランダム化，侵襲を伴う実験的試験 1においては単に倫理上

の要求でなく刑法等に照らしても研究対象者の自由意思に基づく文書による同意が必要で

あり，pragmatic trials においても全ての対象者から IC を受けることが標準である．しか

し，pragmatic trials では，通常の診療を受ける患者を対照に用い（試験への参加者ではな

く情報の提供者とする）たり，介入を被験者ごとではなく，施設や自治体などの「クラス

ター」ごとに行う場合など，介入が薬機法の新たな承認を要するものでなければ，全ての

対象者から IC を受けることが困難あるいはより簡便な同意を得ることで実施が可能と考

えられる場合もある．このような場合の「介入」の定義，介入に対する同意の必要性につ

いてはその内容，割付方法，侵襲の内容を含め個別に評価する必要があるであろう．な

お，同意について代諾の扱い，研究対象者への補償，研究の透明性の確保に関する規制な

どは法令ごとに対応する手順が各施設において定められているため，本章では扱わない．  
 

4.1. 同意取得に関する法令，倫理指針等の俯瞰  

同意取得に関しては，以下の 2 つの側面をとらえる必要がある．  

1) 被験者の利益を目的とした医療ではない介入的措置による心身への危害，介入・侵襲

に関する説明と同意  

2) 個人情報の取り扱い（プライバシーの保護）に関する同意  

「介入」とは「研究目的で人の健康に関する事象に影響を与える要因の有無又は程度を制

御する行為」であり，標準治療を継続する（他に変更しない）なども含まれる．つまり，

何らかの曝露等の評価を目的として，研究の対象者とならなければ行われない（必要のな

い）治療を行ったり，診療行為に制限を加えれば介入と考えられる．「侵襲」は研究対象

者の身体又は精神に傷害又は負担が生じる行為であり「障害行為」として刑罰の対象とな

り得る．このため，介入または侵襲を伴う行為の正当化には行う研究計画について研究対

象者本人（場合によっては代諾者）の自由意思による文書同意が必須となる [69, 70]．  

また，医学研究における研究対象者の情報は，個人情報の保護に関する法律等に定義され

る「要配慮個人情報」を含むため，研究実施機関は研究対象者から取得，利用及び情報を

第三者へ提供することについて予め明示的な同意を得る必要がある．  

                             
1 本章における“介入”とは，「研究目的で人の健康に関する事象に影響を与える要因の有無又は程度
を制御する行為」とする．従って，提供するサービス（日常生活の指導プログラムなど）の提供を
割付けることも介入であるが，個別にダイレクトメールを送るなどその提供を積極的に行う地域
と，駅にポスターを張るのみなど積極的に行わない地域を比較する場合など，対象者募集の手法を
変えることで群を分けるような方法も介入として扱う．  
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このように，「同意」の目的，内容，求めている法令は 2 種類に大別される．これを別の

面で捉えると，前者は研究主体（実施者）から対象者（が受ける通常の診療等）への何ら

かの関与があることを前提としており，研究への参加の同意を得ているが，前者が全くな

く，後者のみの場合は研究主体からの関与はなく，対象者から既存の情報等の提供を受け

るのみであるため，研究への情報等の提供の同意を得ることとなる．この後者の典型的な

場合が研究の実施と情報等の発生（採取）の時間関係を問わない場合である．  

 

被験者への介入および侵襲に関する説明と同意  

医学研究においては，研究の実施主体によらず，以下の法令や指針において，方法や項目

の指定されたインフォームド・コンセント（ IC）の取得が義務付けられている．  

 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（「医学系倫理指針」） [69, 70] 

 医学系倫理指針以外の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（「GCP 省令」）  

 臨床研究法  

 刑法（第 204 条，第 35 条，第 37 条），医師法（第 19 条），医療法（第 1 条の 4 第 1 項）

[71] 

個人情報の取り扱い（プライバシーの保護）に関する説明と同意  

個人情報の保護は古くから医師等に課せられている守秘義務（刑法１３４条等）及び診療

の分担連携（医療法第１条の 4 第３項，第４項）の考え方とは必ずしも一致しておらず，

加えて，民間と公的機関で個人情報の保護に関する法が異なる，同意を得る方法の明確な

規定がない，各主務大臣による解釈・運用が行われてきたこともあり，統一された考え

方，解釈が社会に十分浸透していないかもしれないが，個人情報の取り扱いは以下の法令

によって規制されている．  

 刑法等に規定される守秘義務（刑法 134 条， [72, 73] ）  

 個人情報の保護に関する法律（「個情法」，民間事業者対象）  

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（「行個法」，国の行政機関対象）  

 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（「独個法」，独立行政法人

等）  

個情法，行個法，独個法および全国に約 2000 個あるとされている地方公共団体の各条令

（「個条例」）をまとめて「個情法等」と称す．図 6[74]に示すように，個人情報を取り

扱う事業者 2によって適用される法が異なる．   

                             
2 ：「取り扱う事業者」は本人または第三者から個人情報を取得する事業者に加えて，研究に個人情
報を提供する事業者，研究を共同で行う事業者を含む．  
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4.2. 個人情報保護法における「同意」の内容と例外  

治験では IC の取得は日常的に行われており，介入や侵襲のリスクをどのように伝え，同

意を取得するか，そしてなぜそれが必要であるかについて製薬企業では十分に理解されて

いると考え，ここでは割愛する．  

個情法における「同意」は治験・臨床研究のインフォームド・コンセント（ IC）と異な

り，方法，内容項目は指定されておらず，「個人情報取扱事業者等が本人の承諾する旨の

意思表示を認識すること」とされている [75-77]．   

通常の診療に必要な個人情報の取得については，受診の事実により同意が得られていると

みなされるが，研究への利用並びに第三者（研究依頼者を含む）への個人情報の提供はあ

らかじめ同意を得られている範囲（利用の目的，第三者提供を行う場合は提供される情報

の範囲と提供先の範囲）を超える場合は，明示的な同意（研究対象者があらかじめ認知し

ている範囲を除く）を得てその事実を記録する必要がある．この点について GCP では規

律が不足しており，製造販売後臨床試験として行う場合などには注意が必要と思われる．

具体的には，研究に伴い研究対象者の診療情報等が第三者提供される場合には，第三者へ

の提供を利用目的とすること，提供される個人データの項目  ，第三者への提供の方法，

本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること，本人の求めを受け付ける方法につい

て同等の内容が IC に含まれている必要がある．中でも提供される個人データの項目は氏

名，住所等に限定されず，診断名，処置など研究対象者に関する情報全てであり [図  7]，

例えば「氏名，住所等個人情報は提供されません」という表現は誤りであるだけでなく，

個人情報の第三者提供に当たらない，という誤った理解，解釈につながるため，用いるべ

きでない．  

図 6 個人情報保護制度の体系 

《 基本法制》

基本理念
国及び地方公共団体
の責務・ 施策
基本方針の策定 等
（ 第１ 章～第３ 章） ※1

個人情報取扱事業
者の義務等 ※1
（ 第４ 章～第６ 章）

※2 ※3 ※4
個人情報保護委員会
（ 事業分野ごと のガイ ド ラ イ ン）

※1個人情報の保護に関する法律
(個人情報保護法）

※2行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律

※3独立行政法人等の保有する個人情報の
保護に関する法律

※4各地方公共団体において制定される
個人情報保護条例
（個人情報保護条例の中には、公的部門に

おける個人情報の取扱いに関する各種
規定に加えて、事業者の一般的責務等
に関する規定や、地方公共団体の施
策への協力に関する規定等を設け
ているものもある。）

《民間部門》 《公的部門》
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コラム GCP と個人情報保護法  

「GCP 省令」では IC に「被験者に係る秘密が保全される旨」という項目はあるが，GCP

省令第 36 条第 3 項で「実施医療機関の長は、被験者の秘密の保全が担保されるよう必要

な措置を講じなければならない。」とされ，個人情報は治験依頼者に提供されないかのよ

うな建付けであり，個人情報が第三者に提供されること，開示等に関する事項など個人情

報の取り扱いに関する規律は明確にされていない（個情法第  2 条（第  1 項）， [78] ）．こ

の規定は個情法と整合を取られたものではないが結果的に整合させることは可能であると

考えられる．つまり，実施医療機関において本人から第三者に提供される情報の範囲とし

て氏名，住所その他研究対象者の特定につながる情報は提供されないことを含めた第三者

提供の同意を得ることにより，当該医療機関が民間医療機関であれば個情法における第三

者提供時の記録義務，独法であれば各機関が定めた手順に従い「本人同意に基づく個人情

報の提供」が可能である．そして，受領者である製薬企業（個人情報取扱事業者）は「個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務

編）」2-2-2-1（2）事例 2）にある「提供者で管理している  ID 番号のみが付されたデー

タの提供を受けた場合」は個人情報に当たらないと判断することが可能であり，その場合

は図 3 の 4 段目の扱いとなり，受領者における確認記録義務は生じず，当然にその他，利

活用において個人情報としての制約を受けない．ただし，一旦，個人情報に当たらないと

判断した情報を医療機関が保有する個人情報と紐づける（例えば疑義照会，追跡情報の取

得）ことは再度個人情報化することであるとして認められない，つまり疑義照会（クエ

リー）はできないと考えられる．なお，モニタリングは GCP 省令第 21 条，第 37 条等に

基づき，個情法等の適用除外を受けるため可能である．  

個情法の義務付けは取扱う目的の特定であるので，目的とデータが同じであれば 3，治験

のような研究計画ごとの同意は求められていない．このため，予め「〇〇〇疾患の病態解

明と医薬品を含む治療法の開発」のように目的を特定して同意を得られていれば，その範

囲の研究計画であれば「個人情報の利用についての同意は得られている」と解釈できる．  

なお，個情法では事業者が個人データから統計情報を作成すること，作成した統計情報を

第三者に提供することに本人同意を必要としていない．つまり，何らかの利用目的により

本人同意を得て取得，保有している診療情報を医療機関やレジストリの運営者自身が研究

に必要な集計，統計情報を作成すること及びこれを第三者に提供することに本人同意は求

められていない [75-77]．この点については後でクラスターランダム化とともに説明を加

える．  

                             
3 取得した生体試料から，当初の説明以外の情報を取得して扱う場合を除く．  
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個情法，独個法では，他の法令に基づく場合や学術研究を主たる目的とする場合等は例外

とされている [79] ．  

 

日本で pragmatic trials を実施する場合，この「法令」に該当する法令の候補としては

GCP 省令および臨床研究法が挙げられる．次に，学術研究を主たる目的とすると認めら

れる条件としては，日本では大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそ

れらに属する者が主導する必要がある．すなわち，製薬企業は学術研究を目的とする機関

とは認められない 4．加えて，研究の主たる目的が商品開発ではなく，学術研究であるこ

とも必要である．  

したがって，例えば特定被検薬（医薬品）の価値形成を目的とする医学系研究を企業が主

導する場合などには，臨床研究法の対象とはならず，また学術研究を主たる目的とすると

も認められないため，個情法の例外規定の対象とならないと考えるのが適切であろう 5，

[80 ]  ．つまり，介入や侵襲に関するリスクについて説明し，同意を得るのと同時に，要配

                             
4 個情法第 76 条第 1 項第 3 号「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属
する者」，個人情報保護員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」
83 ページ※３参照  

5 臨床研究法が個情法等の「法令に基づく」例外に当たることは現時点で明示されていないが，臨床
研究法は個情法の適用除外である学術研究を対象としていることに加え，臨床研究法施行規則には
第三者提供時の記録等の規律があり，法令は二重規制を行わない考えかたから個情法等の例外に当
たると推定される．  

 

図 7 個人情報の定義と個情法の義務規定 
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慮情報取得及び利用の目的や，第三者提供に関する内容についても，同様に説明し，同意

を得ればよいことになる．  

製造販売後の調査・研究が医薬品等の適正使用のために必要な情報収集を目的とするので

あれば，医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの例

外の記載があることから [79]，薬機法に基づいて「医薬品等の適正使用のために必要な情

報収集への協力」として医療機関等から製薬企業に本人同意なく情報を提供することが認

められる．つまり，調査・研究を行う根拠が薬機法第１４条の４の新医薬品等の再審査で

はなく，薬機法第６８条の２第 1 項及び第２項に基づくものであること（根源には公衆衛

生の向上に必要であって本人同意を得ることが困難である）を明確にすれば，医学系倫理

指針並びに個情法等において例外規定の対象とできると考えられるが，例外の適用（患者

本人の同意不要）は個別に判断が必要であるため，認定個人情報保護団体である日本製薬

団体連合会を通じて個人情報保護委員会に照会すべきであろう．  

 
4.3. 同意取得の例外となり得る場合  

侵襲・介入を伴う場合は IC の取得が原則である．しかし，pragmatic Trials にはその一部

に情報の提供のみの対象者（期間）を含む場合がある．例えば  

• Zelen design[81, 82]， cmRCT（ cohort multiple randomised controlled trial design） [83, 

84]（通常診療対照）  

医療機関の電子カルテあるいは患者登録データベースから研究対象者基準に合致する

患者の組（ペア）を選びランダムに選んだ一方に介入治療の説明を行い， IC を受けら

れた場合に組ごと研究対象とする（組の他方に追加の説明同意なし 6）．   

• A Randomized Wait-List Controlled Trial[85, 86]（順番待ちリスト対照）  

試験への参加同意を得た被験者を直ぐに介入（被験治療）開始するグループ（A）と

後から行うグループ（B）に分け，A の介入期間と B の介入前の期間を比較する．同

意を得た全ての患者が被験治療を受けられ，通常診療との比較である．  

これら情報の提供のみの対象者であれば，介入・侵襲を含む IC は必要でなく，個情法で

求められる同意（情報の項目，利用目的，第三者提供等について）が必要である．対し

て，クラスターによる割付の本人同意の必要性は介入の性質と合わせて個別に評価する必

要がある．例えば，あるアミノ酸が集中力に与える影響を評価する目的で，ある中学の 2

年生 6 クラスをランダムに 2 つに分けて一方の給食にアミノ酸を添加し，計算テストの結

果を比較する場合，つまり，介入が本人の意思と無関係に行われる場合は少なくとも事前

に本人及び保護者に研究計画の説明は必要であろう 7．しかし，清涼飲料の自販機を設置

                             
6 全く同意を得ないのではなく，受診時に予め，将来的な研究への提供，参加について同意を得る 2

段階同意が用いられる．  
7 医学系倫理指針においても説明会による同意取得は例示されている．全員から賛成が得られれば同
意が得られていると扱えるが，一部に反対がある場合は反対者を除く必要が生じ，実施は難しいで
あろう．  
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している 50 校をランダムに 2 つに分け，一方に全国統一テストの前 6 か月間，キャン

ペーンとしてアミノ酸飲料を半額で提供し，他方には他の清涼飲料のみを販売し，統一テ

ストの結果により比較する場合は介入への同意は購入により意思表示されており，改めて

の同意は必要ない．テスト結果の利用については，提供を受ける情報が学校単位の統計情

報であれば個情法における同意は不要であるが [75-77]，生徒毎のデータの提供を受けて

集計を行う場合は目的と第三者提供について個情法における同意が必要である．なお，統

計情報の場合であっても，統一テストに関する生徒，保護者への説明内容によっては，同

意は必要な場合があり得る 8 ．  

 

対象者に対する介入・侵襲のないデザインの場合  

観察研究の場合は自然実験のように研究を目的とせず，割付が生じた状態を扱うことがあ

る 9．その場合， IC の取得を要する介入・侵襲は伴わないが，個人情報の利用（取得，

利用，第三者提供）に関する同意が必要となる．このうち，診療では受診の事実により取

得の同意が得られているとみなされるが，研究への利用並びに第三者（研究依頼者を含

む）への個人情報の提供は個別に同意を得る（研究対象者があらかじめ認知している範囲

を除く）必要がある．  

 

また，侵襲及び介入を伴わない観察研究を直接規律する法令はない．臨床研究法は観察研

究を対象外としており，個情法等は「学術研究」における個人情報の利用（取得並びに第

三者提供を含む）を規制の対象としていない．医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施

の基準に関する省令（GPSP 省令）は再審査に用いる資料の信頼性について規定されてい

るが，研究対象者についておよび，個人情報の取り扱い，保護については全く記載されて

いない．よって，純粋な観察研究における個人情報の取扱いを定めた法令はなく 10，学

術研究以外は個情法等に従い，学術研究は医学系倫理指針に従うこととなる．個情法にお

いては要配慮個人情報が含まれる場合と含まれない場合で扱いが異なるが，医学系の観察

研究はすべて要配慮個人情報が含まれるとする．  

 

図 8 は個情法等における個人情報の利用目的変更及び第三者提供について整理されたもの

である．何れの法においても，学術研究および法令に基づく場合，公衆衛生の向上等に必

要でかつ本人同意を得ることが困難な場合といった例外以外は提供する個人情報取扱事業

者はあらかじめ本人同意を得ることが義務付けられている．また，見落とされがちである

                             
8 個情法は同意を得た個人情報の取得・保有の目的以外で統計情報を作成し利用すること及びこれを
第三者に提供することに本人の同意を必要としていない．しかし，テストを行う際の説明文書にこ
れらを行わないことが記載されていれば，個情法にかかわらず，私法上の契約として同意が必要と
なる．  

9 クラスターランダム化は意図的に割付を生じさせるので，これには含まない．  
10 研究対象が薬機法の承認を得ていない医薬品，用途等を用いて国の承認を得るための成績を集める
場合の臨床研究は GCP 省令の対象であるが，観察研究ではない．また， GCP 省令を準用する承認され
た医薬品を用いる製造販売後臨床試験は観察研究では行えない介入あるいは侵襲を伴う場合である
ので，やはり観察研究ではない．  
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が，個情法第 17 条第 2 項は「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あら

かじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない」とされ，ガイドラ

イン（通則編）には不正な取得の事例として「事例 2）法第 23 条第 1 項に規定する第三

者提供制限違反をするよう強要して個人情報を取得する場合」と説明されているが，個情

法ガイドラインに「個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を第三者提供の方法により取得

した場合、提供元が法第 17 条第 2 項及び法第 23 条第 1 項に基づいて本人から必要な同意

（要配慮個人情報の取得及び第三者提供に関する同意）を取得していることが前提となる

ため、提供を受けた当該個人情報取扱事業者が、改めて本人から法第 17 条第 2 項に基づ

く同意を得る必要はないものと解される。」と説明されていることから取得についての本

人同意は免除される．しかし，第三者提供を受けた場合でも個人情報を保有するにあたっ

ては同意の得られている利用目的の特定とそれを超える利用についての義務は課されてい

るため [75-77]，提供を受ける際に確認した取得の経緯（表 5）から，あらかじめ特定され

た利用目的の達成に必要な範囲を超えて扱う（統計情報の作成，匿名加工情報の作成を除

く）場合は提供先取得者において改めて本人への通知等 [87]を行う必要がある．  

 

表 5 個情法における受領者の記録事項  
 提

供
を
受
け
た
年
月
日 

第
三
者
の
氏
名
等 

取
得
の
経
緯 

本
人
の
氏
名
等 

個
人
デ
ー
タ
の
項
目 

個
個
人
情
報
保
護 

委
員
会
に
よ
る
公
表 

本
人
の
同
意 

オプトアウトによる第三者提供  ○ ○ ○ ○ ○ ○  

本人の同意による第三者提供   ○ ○ ○ ○  ○ 

私人などからの第三者提供   ○ ○ ○ ○   
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患者レジストリやバイオバンクデータの二次利用  

pragmatic trials では，既存のコホート，レジストリ，バイオバンク（以下「患者登録

等」）や日常診療の電子カルテなどのデータ（以下「診療情報」），日常診療で採取され

る生体試料などを何らかの形で利用する場合がある．このうち，患者登録等は学術研究と

して倫理指針に従って取得，運用されている場合がある．学術研究は個人情報の保護に関

する法律（「個情法」，行政機関，独立行政法人に関するものを含めて「個情法等」）は

開示等の一部を除いて（個情法第 76 条第 3 項，）学術研究を適用除外としている．このた

め，個情法ではあらかじめの同意取得が義務付けられている要配慮個人情報を含む個人情

報を同意なく（オプトアウト，公表などにより）取得，利用されていることが少なくな

図 8 倫理指針説明会（平成 28 年 11 月 2 日）資料２ 
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い．しかし，製薬企業が行う開発研究は学術研究ではないため個情法の適用を受け 11，

患者登録からの要配慮個人情報の提供 /取得にあたっては本人の同意が必要である．  

この「学術研究から学術研究外への個人情報の提供」について医学系倫理指針を読み解い

てみると，学術研究を目的とする場合と「特段の理由があるとき」（法令に基づく例外理

由等）以外に第三者提供の規定がない．このため，学術研究である患者登録から開発研究

に提供するには，  

①  本人同意を得て提供する．  

②  研究成果として公開する． [個人情報保護法ガイドライン（通則編）要配慮個人情報

の取得（法第 17 条第 2 項関係） ] 

③  学術研究者（団体・機関）と主たる目的を学術研究として共同研究を行う  

④  氏名，住所，個人識別符号等を含まない非個人情報として扱う  

等が考えられる．①および②は倫理指針，個情法ともに適切なもので全く問題はない．④

は，非個人情報は個情法等の適用を受けないことによる扱いである．個情法では提供元に

おいて法に従った第三者提供を行う際に，氏名等が削除され，その情報単体からは個人を

識別できなくされている場合は提供先において個人情報に該当しないと判断することが可

能である．この運用を利用して学術研究により取得または提供された個人情報に氏名等が

含まれなければ，個情法においては非個人情報として法の適用外とすることは可能であ

る．  

しかし，倫理指針においては，氏名等の削除は安全対策であり [70, 88]，それによって個

人情報でなくすることは不適切とされており，本人同意なくオプトアウトなどにより第三

者提供を可能とされている代わりに，提供先に氏名等が提供されない場合でも受領者（提

供先）においても個人情報であるとされていることから法を潜脱する行為とみなされる可

能性がある．  

②は全く問題がないとしたが，もともと，個情法のこの規定は電話帳，出版物，論文など

を想定されており，「公開」はだれでも入手可能な状態を指していると考えられるので，

仮に学術研究として構築，運営されている患者データベースが，利用を申し出て契約等手

続きを踏めば提供される場合は，「公開されている」とするのは難しそうである．WEB

で規約に同意してユーザー登録すればすぐに利用可能となるデータベースであれば，「公

開されている」といえるかもしれない．  

「学術研究を目的とする場合と法令に基づく場合以外に第三者提供の規定がない」と説明

したが，正確には医学系倫理指針第 5 章第 12-1-(3)ア他に「特段の理由があるとき」と記

載されている．この説明としてガイダンスには「学術研究の用に供する場合以外で法律・

条例等に具体的な根拠がある場合を指しており、例えば、個人情報保護法で定められる

                             
11 個情法第 76 条第 1 項第 3 号「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに
属する者」，個人情報保護員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則
編）」 83 ページ※３参照  



44 

 

「公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で

あるとき」などが該当する。個人情報の保護に関して適用を受ける法令に従って、一義的

には研究責任者が判断し、その理由を示して倫理審査委員会で審査の上、機関の長の許可

を得る必要がある」と説明されている．つまり，個情法における例外規定と同じであり，

市販医薬品の安全性研究であれば「特段の理由」に該当するかもしれないが，開発研究で

は難しいであろう．  

以上より，侵襲，介入がなく医学系倫理指針において簡略化した同意あるいは同意取得が

困難で通知・公表+オプトアウト（拒否機会の保証）が認められる場合であっても，当該

開発研究が，得られている同意の利用目的（第三者提供を含む）と関連性のある範囲であ

れば通知・公表による利用が可能であるが，そうでない場合の利用にあたっては本人同意

を得る必要があると考えられる．  

 
4.4. Pragmatic trials 実施時の法的側面：まとめ  

研究の対象者が“研究への参加者”であれば，研究計画に対して IC を受ける必要があ

る．研究への“情報等の提供者”であれば，研究計画毎の IC は必須ではないが，個情法

等が義務付ける情報の取得・利用の同意は必要である．  

改正された個情法は 2017 年 5 月に全面施行され，医学系倫理指針はこれに合わせて改定

され，臨床研究法及び施行規則も医学系倫理指針にならって制定されているため，これら

を正しく理解して研究計画を策定し，研究を実施すれば，学術研究であるため適用除外さ

れている個情法に照らしても明らかに違法な状況となることはない．対して，製薬企業が

臨床研究を行う場合に適用される GCP 省令，GPSP 省令は個情法との関係が整理されてお

らず，省令に従うことでは個情法の求める義務を満たすことは保証されない．具体的に

は，GCP 省令第 51 条の説明文書の項目にない，被験者情報の第三者提供に関する事項

（データ項目，提供の方法，停止，苦情受付についてなど）の説明が必要となる．加え

て，pragmatic trials では簡略化した同意取得方法を用いられることが考えられる．その場

合は，介入・侵襲のための同意（ IC）と個人情報の取り扱いのための同意を分けて考える

ことが有効である．後者では同意を受ける方法を明示しておらず，GCP であれば研究計

画を特定した同意が求められるが，個情法の義務付けは取扱う目的の特定であるので，目

的が同じであれば，研究計画ごとの同意は求められていない．このため，予め「〇〇〇疾

患の病態解明と医薬品を含む治療法の開発」のように一般人が範囲を理解できる表現で目

的を特定して同意を得られていれば，研究計画ごとの同意は必須ではない．   
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おわりに  

現状では，「質の高いエビデンス」は臨床とは異なるシステムから生み出されている．一

方， IT 技術の発展とともに， “big data”がより身近に利用できるようになってきた．現在

は利用価値を見出すことが難しい，利用可能性が乏しいデータであっても，将来は臨床試

験のデータとして活用可能となる時代が来るかもしれない．理想的には治験がその薬剤が

承認後に使用されるであろう日常臨床の中で実施され，かつ日常臨床がシステマティック

にエビデンスを生み出すような仕組みがあれば，治験のたびにそれぞれの企業が試験ごと

にデータ収集の仕組みを立ち上げる必要がなくなり，治験を臨床と別のシステムとして立

ち上げる時間と手間，そして費用を節約できることとなる．   

ある程度の有効性や安全性について分かっている治療薬の場合は，今後，Phase 3 を

pragmatic trial として実施することも検討の対象となるかも知れない．その際に得られる

エビデンスは，一般化可能性を高めたものになると思われる．  
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#
Therapeuti

c area
Phase Country

施設と担当医師の
決め方

患者の組入
れ基準

(治験と比較)

クラスター
ランダム化

同意取得 盲検化 介入の方法 対照群の選択
サンプル
サイズ

エンドポイントの
選択

データソー
スと収集法

安全性情報
の取得

PROの使用 Reference

1 CV IV Sweden
冠動脈造影及び
血管形成レジスト
リ参加施設

緩い No あり open ＰＣＩに先立つ血栓の吸引 血栓吸引の有無
3621 vs
3021

30日以内の全死亡 secondary なし なし NEJM 2013; 369:1587-97

2 CV IV US plan sponsor単位 緩い Yes なし open 日常診療範囲内 自己負担の有無
2845 vs
3010

主要血管イベントで
の再入院

secondary なし なし NEJM 2011; 365:2088-97

3 Infectious NA UK 一般臨床施設 緩い No 事後的 open 日常診療範囲内
異なるカテーテルの

3群比較

2097 vs
2153 vs
2144

症候性カテーテル関
連の尿路感染症の
発生率

primary なし あり Lancet 2012;380:1927-35

4 Injury IV
49
countries

一般臨床施設 緩い No あり open 電話 介入の有無
5007 vs
5001

傷害後2週間以内の
死亡

primary なし あり Lancet 2004;364:1321-8

5 Smoking NA
England &
Wales

参加に意欲のある
学校から層別無作
為抽出

緩い Yes あり open
Peer-led intervention（生
徒を通して介入）

介入の有無
5318 vs
5313

介入後の喫煙割合 primary なし あり
Lancet 2008;371:1595-
602

6 CV IV Scotland NA 緩い Yes NA open
high-sensitivity troponin
I assay の早期実装群と後
期実装群

high-sensitivity
troponin I濃度の閾
値を比較

2160 vs
1453

心筋梗塞or心関連
死亡

primary
なし なし Lancet 2015; 386:2481-8

7 Asthma IV UK 一般臨床施設 緩い No あり open 日常診療範囲内 LTRA vs 標準治療
148 vs 158
170 vs 182

MiniAQLQ（喘息特
有のQoLアンケート）

primary あり あり NEJM 2011; 364:1695-707

8
Psychoneur
ologic

IV US, et al
臨床試験（治験）と
同様

緩い No あり open 日常診療範囲内
ziprasidone vs
olanzapin

9077 vs
9077

死亡 primary なし なし

J Clin Psychiatry.
2008;69:114-21.
Am J Psychiatry.
2011;168:193-201.

9 DM IV US
commercial
insurance claims

緩い No あり open 電話 介入の有無 700 vs 700 効果と服薬継続率 secondary なし なし
Contemp Clin Trials.
2017;59:57-63.

10
Psychoneur
ologic

IV UK
clinical reserch
network hubsから
選択

緩い Yes あり open 日常診療範囲内
quetiapine vs
lithium製剤

138 vs 138
治療脱落率と重症
度変化

primary あり あり
BMC Psychiatry.
2017;17(1):231.

11 Oncology IV US 一般臨床施設 緩い Yes なし open
日常診療範囲内

介入の有無
13 sites vs
13 sites

Screening rate primary なし なし
Contemp Clin Trials.
2014;38(2):344-9.

12 Infectious NA US 一般臨床施設 緩い Yes なし open 政府の介入
ワクチン接種勧奨
に関して政府の介
入の有無

26123 vs
15377

介入前後の接種割
合

primary なし なし Prev Med. 2014;69:110-6.

13 Immunology IV
UK &
Germany

臨床試験（治験）と
同様

治験と同様 No あり blind 日常診療範囲内に近い 介入の有無 132 vs 121
治療成功率とAE発
現率

primary なし あり
Lancet. 2017;389:1630-
1638.

14
Asthma/CO
PD III UK 一般臨床施設 緩い No あり open

日常診療範囲内に近い
既存治療 vs 配合
剤

1396 vs
1403

ACT合計スコア secondary あり なし

Thorax.
2014;69(12):1152-4
BMC Pulm Med.
2015;15:160.
Respir Res. 2015;16:101

15 Infectious IV Germany 一般臨床施設 緩い No あり blind 日常診療範囲内
ibuprofen vs
ciprofloxacin

36 vs 33 症状消失の割合 primary あり あり BMC Med 2010;8:30

16 CV IV
UK,
Denmark,
and the
Netherlands

一般臨床施設 緩い No あり Open 日常診療範囲内
celecoxib vs
NSAIDs

3647 vs
3650

非致死性心筋梗塞
による入院

secondary
(primary for
serious
adverse
events)

あり なし
Eur Heart J 2017 38, 1843
–1850

17 DM IV US NA 緩い No あり open 日常診療範囲内 ベースライン治療
7227 vs
1505

SAEの発生率、入
院、死亡

primary あり あり
Diabetes Care 2005; 28(3):
539-543

18 Asthma IV US
地域ごとの
investigatorによっ
て割付。

緩い No あり blind 日常診療範囲内
通常診療 vs
通常診療
+salmeterol

13176 vs
13176

呼吸関連の死亡ま
たは呼吸関連の生
命を脅かす事象の
合計が40％以上の
増加

primary あり なし Chest 2006; 129(1): 15-26
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割付けられた薬剤を服用し続けた場合の治療効果の推定  

長期に及ぶ臨床試験では，治療は一度で終了することはなく，通常治療は複数回繰り返し

行われる．その場合，試験において興味があるのは治療が複数回繰り返される場合の治療

効果の推定にある．  

観察研究において繰り返し治療が行われる場合，治療を受けることによって患者の状態が

変化し，その結果によって次に行う治療が決まり，またその結果によって患者の状態が変

化する，…，というプロセスの繰り返しであり，次にどの治療を受けるかどうかは一般に

ランダムではない．このとき，治療によって変化する要因は，最終的なアウトカムのリス

ク要因であり，かつ次に行う治療を決定する要因でもあるため，時間依存性交絡要因と呼

ばれる．時間依存性交絡要因は，交絡要因であると同時に，治療と最終的なアウトカムと

の間の中間要因でもあるため，これらの要因を用いて通常の調整解析を行うと治療効果の

推定にバイアスを伴う [68, 89]．  

また，無作為化比較試験においても，無作為化によりベースライン時点での交絡要因の影

響を調整することができるが，試験途中で生じる追跡不能や治療変更は，一般に無作為化

後に測定された要因の影響を受けているため，ランダムでない追跡不能に起因する選択バ

イアスや，最初に割付けられた治療を続けなかったり，プロトコル治療中止後の併用治療

の実施などに伴うバイアスが生じる [90]．  

このような状況下で，これらの要因の影響を適切に考慮し，因果治療効果（試験途中で生

じる追跡不能や治療変更がなかった場合の治療効果）を推定するための方法として，総じ

て g-method [91]と呼ばれる方法が提案されている．G-method には inverse probability 

weighting（ IPW） [92, 93]，構造ネストモデルに基づく g-estimation [94-96]，g-formula [97, 

98]，2 重ロバスト法を用いた拡張法  [99, 100]などが含まれる．適用する手法によって，

必要となるデータや前提条件が異なるため，状況に応じて使い分けを行えばよいが，どの

手法を用いるにしても，興味があるのはランダムでない追跡不能や治療変更がなかった場

合に観察される治療効果の推定である．以下では，これらの手法のうち g-estimation 法に

着目し，MEGA Study データを用いて ITT 解析に基づく治療方針の効果と g-estimation 法

に基づく因果治療効果の違いについて説明する [101]．なお，g-estimation 法による解析と

は，構造ネストモデルを用いて，潜在アウトカムの対比を部分集団によりモデル化し，そ

れらのモデルから対照治療を受けていた場合の結果を予測し，それが割付け群間では等し

くなることを利用として，因果治療効果を推定する方法である．  
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ランダム化に基づく g-estimation 法の適用事例  

MEGA Study は，動脈硬化性疾患の既往のない軽度から中等度の高脂血症患者を対象に，

プラバスタチン（メバロチン）による治療の心血管系疾患発症抑制効果を検証することを

目的とした，PROBE 法に基づく， explanatory な要素の強い pragmatic trial であった．食

事療法単独群と食事療法＋メバロチン併用群の 2 群から成り，試験期間（最大 10 年）中

に各患者は繰り返し治療を受けた．主要評価項目は致死的・非致死的な心筋梗塞，狭心

症，心臓死および突然死，冠動脈血行再建術の施行のいずれかである CHD の発症であっ

た．  

表 6 に MEGA Study において，治療法の交換（食事療法単独群に割り付けられたがメバ

ロチンの投与を受けた，あるいは食事療法＋メバロチン群に割り付けられたが休薬した）

を一度でも経験した対象者数を示す（ここでは簡単のため，試験期間を通して一度でも治

療法の交換があったか否かの 2 値データとして取り扱う）．表 6 に示すとおり，治療に

対するコンプライアンスは完全ではなく，食事療法単独群に割り付けられた患者の約

20%が少なくとも 1 回はメバロチンを服用しており，食事療法＋メバロチン群に割り付け

られた患者の約 60%がメバロチンを一度でも休薬している．  

 

表 6  MEGA Study において治療法の交換を一度でも経験した対象者（10 年間）  

割付け群  % 対象者数  

食事療法単独群  

食事療法＋メバロチン群  

21.3 

63.1 

844 

2,441 

表中の%，対象者数は，食事療法単独群ではメバロチン治療を一度でも受けた患者，食事療法＋メ

バロチン群ではメバロチン治療を一度でも休薬した患者の割合，対象者数を表す．  

[101]の表 2 を一部改訂  

次に，表 7 にそのような治療法の交換を経験した対象者の CHD 発症状況を示す（ここで

は簡単のため，CHD イベントを発症したか否かの 2 値データとして取り扱う）．  
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表 7 MEGA Study における CHD 発症状況（10 年間）  

割付け群  対象者数  CHD 発症数  実際の治療  対象者数  CHD 発症数  

食事療法  

単独群  

3,966 101 食事療法  

メバロチン a)  

3,122 

844 

82 

19 

食事療法＋  

メバロチン群  

3,866 66 食事療法 b)  

メバロチン  

2,441 

1,425 

20 

46 

a）メバロチン治療を一度でも受けた患者  

b）メバロチン治療を一度でも休薬した患者  

[101]の表 6 を一部改訂  

この分割表の結果を用いて， ITT 解析に基づく治療方針の効果， as-treated 解析および per-

protocol 解析に基づく治療効果、そして g-estimation 法に基づく因果治療効果を推定する

ことについて考える．  

まず ITT 解析では治療法の交換があったか否かに関わらず，割付け群どおりに解析する

ので， ITT 解析に基づく CHD 発症リスク差の推定値は 66/3,866－101/3,966=－0.008 とな

る．As treated 解析では実際に受けた治療間で比較するので， as-treated 解析に基づく

CHD 発症リスク差の推定値は (46+19)/(1,425+844)－ (20+82)/(2,441+3,122)=0.010 となる．

また，per-protocol 解析では割付け治療を守った対象者間で比較するので，per-protocol 解

析に基づく CHD 発症リスク差の推定値は 46/1,425－82/3,122=0.006 となる．  

ここで，これらの結果の解釈について考える． ITT 解析では治療法の交換も含めた治療方

針を比較するので，食事療法＋メバロチン群は CHD 発症リスクを 0.8%減少させると解釈

できる．一方， as-treated 解析や per-protocol 解析の結果については，リスク差の推定値が

それぞれ 1.0%，0.6%になったからといって，メバロチン治療は CHD 発症リスクをそれぞ

れ 1.0%，0.6%増加させると解釈するのは正しくない．なぜなら，MEGA Study における

治療法の交換は，対象者の状態が悪くなってきたのでメバロチンの投与を受けた，あるい

は状態が良くなってきたので休薬したなどのようにランダムでない治療法の交換であると

考えるべきであり，そのような治療法の交換が生じている場合，これらの解析に基づく治

療効果はバイアスを伴うからである．そこで，g-estimation 法に基づき因果治療効果（ラ

ンダムでない治療法の交換がなかった場合の治療効果）を推定することについて考える．  

対象者 i に対する潜在的な 2 つの CHD 発症状況（潜在アウトカム）を想定する．対象者 i
がメバロチン治療を受けた場合の結果（Yi1）と食事療法単独治療を受けた場合の結果

（Yi0）である．実際には各対象者はこの 2 つの潜在アウトカムのうちの一方のみが観察

されることになる．その場合，本来推定すべき治療効果は Yi1 と Yi0 の差として定義でき
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る．ここで，その治療効果はすべての対象者に共通（δ = Yi1－Yi0）と仮定し，データから

δを推定することを考える．  

そのために，表 7 の分割表の結果から，すべての対象者が食事療法単独治療を受けた場

合の結果を予測する．実際に受けた治療がメバロチンである場合には，その治療効果を差

し引くことで予測することは可能であり，例えば，食事療法単独群の CHD 発症数は，

844 名分のメバロチン治療の効果を差し引くことで 101－844δとなる．食事療法単独群の

CHD 非発症数は 3,966－ (101－844δ)となる．また，食事療法＋メバロチン群でも同様に

予測することができ，食事療法＋メバロチン群の CHD 発症数および CHD 非発症数はそ

れぞれ 66－1,425δおよび 3,866－ (66－1,425δ)となる．そして，これはすべての対象者が

食事療法単独治療を受けた場合の結果なので，無作為化の下では，割付け群間でこの予測

した結果は等しくなるはずである．このことを利用して， δを推定する方法がランダム化

に基づく g-estimation 法 [95]である．実際に因果治療効果を計算すると，以下のようにな

る．  

𝛿𝛿 = �
66

3,866
−

101
3,966

� �
1,425
3,866

−
844

3,966
�� =

−0.0084
0.1558

= −0.054 

この結果から，メバロチン治療は CHD 発症リスクを 5.4%減少させると解釈することがで

きる．ただし，この因果治療効果の推定では，いくつかの仮定の成立が前提となるため注

意する必要である．具体的には，ある対象者 i の潜在アウトカムは他の対象者 j が受けた

治療には依存しないことを意味する SUTVA（ stable unit treatment value assumption），各

対象者は 2 つの潜在アウトカムのうちの一方のみが実際に観察されるという consistency 

assumption，治療効果に対する共通性の仮定の成立などが前提となる．  

また，ここでは結果変数が 2 値データの場合の結果について述べた．実際の MEGA Study

の主要評価項目は CHD 発症までの期間であり，結果変数が CHD 発症までの期間の場合

の g-estimation の適用については Tanaka らの論文 [102]を参照頂きたい．  

 

その他の解析手法について  

その他の解析手法の特徴について簡単に述べるが，詳細については参考文献を参照して頂

きたい．  

IPW 法による解析とは，各時点において時間依存性共変量を含むその時点までの共変量

歴から，試験参加者が実際に受けた治療の累積確率を推定し，その逆数で各試験参加者の

データを重み付けた解析である．各試験参加者を重み付けして膨らませた疑似集団内にお

いては，治療は無作為化後に測定された予後因子とは独立とみなすことができるので，無

作為化後に観測された予後因子や選択バイアスの影響を受けない．この手法の背景にある

考えとしては，例えば治療を受ける確率が 3 である場合，背景に同じような予後因子を持
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つ対象者が 2 名いるので，治療を受ける確率の逆数で重み付けることで，そのような対象

者も解析で考慮するというものである． IPW 法は回帰モデルに基づく標準化とも捉える

ことができる．g-formula 法による解析とは，観測データに回帰モデルを当てはめ，共変

量歴から各試験参加者が各治療を受けた場合の予測値を求めることで，因果治療効果を推

定する方法である． IPW 法では治療に対するモデル化（ exposure modeling）を行うのに対

して，この g-formula 法ではアウトカムに対するモデル化（outcome modeling）を行う．

Doubly-robust 法とは，治療とアウトカムの両方をモデル化する方法であり，何れかのモ

デルが正しく特定されてさえいれば，因果パラメータの一致推定量を得ることができる．

ただし，ランダム化に基づく g-estimation 法と同様，これらの方法を用いて妥当な治療効

果を得るためにはいくつかの仮定の成立が前提となる．例えば， IPW 法では g-estimation

法で前提とした仮定に加え，治療を受ける確率の推定において，未測定の交絡因子がない

ことを前提とする．これは非常に強い仮定であるものの，観測データからは検証すること

ができず，仮に未測定の交絡因子が存在する場合にはそれに起因するバイアスを除くこと

はできない．従ってモデル化する際には，治療とアウトカムに影響を与える時間依存性共

変量を慎重に検討する必要がある．また，すべての共変量の組み合わせにおいて，治療を

受ける確率は 0 ではない（かつ 1 未満である）ことを意味する positivity の仮定の成立も

前提となる．これらの仮定が成立していない場合，たとえ治療効果を推定できたとして

も，因果治療効果として適切に解釈することはできない．従って，計画立案においては，

pragmatic trial の枠組みで，これらの解析の実施に必要なデータを収集するための方策を

検討する必要がある．  

近年，がん領域などを中心に，因果治療効果の推定を目的とした解析手法の適用事例は増

えつつあり，RPSFT（ rank preserving structural failure time）法や IPCW 法などは，NICE 

Decision Support Unit が発行する Technical Support Documents [103]でも紹介されている．

また，SAS コードや R コードも実例とともに書籍 [68, 104]で紹介されているので，本手法

を実装する際には参照して頂きたい．
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