なぜ臨床試験は必要か（大橋靖雄）

第1回CSPOR･CRCｾﾐﾅｰ（2000/5/12〜13）

内容
臨床試験はなぜ必要か
そし てCRCの役割は





はじめに
EBMと これまでの我が国の臨床試験の問題
臨床試験の目標：誤差的バラツキとバイアス
ラ ンダム化 の意 義、 ITT（ 解析か らの除 外）



東京大学医学系研究科 生物統計
大橋靖雄



がん臨床試験の目的と相
臨床試験に必要なもの、CRCの役割そして期待
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はじめ に






臨床試験は必要か？
臨床試験 clinical trials:
ヒト、通常は患者を対象とした実験的研究

いかがわしい「治療」法の氾濫
コボち ゃん：比較ということ
割付の問題：試験の「質」
コレステロ ールと冠動脈疾患：なぜ実験が必要か
予想に反した試験結果

医学の進歩は研究の成果に基づいているのである が、
これらの研究は一部なりとも最終的にはヒトを対象とした
実験experimentationによ らなければならない
（ヘルシンキ宣言）

不 整脈に 対する CAS T： 短 期の結 果（ surrogate） と長期 予後
結 腸癌 補助 療法とし ての５ FU+Levami sole:再 現 性の 問題

必要なら：いかに科学的に、倫理的に、効率的に
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なぜ疫学（観察的）研究では不十分か？
はじめ に

たとえば抗高脂血症薬
冠状動脈疾患



未知の因子X




高脂血症




コレステロ ール

動脈硬化

他の要因
他疾患の死亡？

いかがわしい「治療」法の氾濫
コボち ゃん：比較ということ
割付の問題：試験の「質」
コレステロ ールと冠動脈疾患：なぜ実験が必要か
予想に反した試験結果
不 整脈に 対する CAS T： 短 期の結 果（ surrogate） と長期 予後
結 腸癌 補助 療法とし ての５ FU+Levami sole:再 現 性の 問題

心筋梗塞

他の要因

5
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EBM?
１ ． EBMという 言葉し か知ら ないが 、かっこい いの で使っ てい る。
２ ． EBMは 、証拠 がある ことのみ を医 療とする 事だ。
３ ． EBMは 、 RCTを 重視し てい る。

EBMとこ れまでの我が国の臨床試験の問題

４ ． EBMは 、文献 を批 判的に 読むことだ。
５ ． EBMは 、 MEDLINEで検 索 して、文 献をたくさん読 むことだ。
６ ． EBMは 、たくさんの文 献によ る根 拠に基づく治 療を 行う 事 である。
７ ． EBMは 、今あ る患者 の問 題点 を調べ 、その 文献を 読ん で治 療に役
立 てることだ。
８ ． EBMは 、今あ る患者 の問 題点 を一定 の方 法に基づい て定型 化し、
キーワー ド を使っ て文 献 <<等 >>を 検 索し、そ れを 批判的に 吟味し、
その 中から 患者 への有 効 な情 報を 引き出し 、実践 すること である 。
本当？のEBM。
湯浅秀道 （名古屋私立城北病院）
JANCOC メーリングリスト
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我が国のevidenceへの寄与

Evidence Based Medicine


Evidenceを 作る

臨床研究



Evidenceを 評価する ・伝える

コクラン共同計画
種々の雑誌
インターネット等
学会ガイドライン

松崎益徳「循環器メガトライアル」
0／ 288論 文
「 本邦 から報 告されたもの が皆 無であ るの は実に 残念 であ り」

Antithrombotic Trialists’ Collaboration
6試 験、 1,458人 ／ 402試験、 340,000人

Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group


Evidenceを 利用する

臨床疫学

(1992,Lancet）
5試 験、 6,239人 ／ 133試験、 75,000人
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臨床研究を行う上で我が国にないもの

臨床研究を行う上で我が国にないもの





Everything!







国 立がん センター 西條長 宏
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Clinical Research Coordinator / Research Nurse /
Clinical Research Associate / Local Data Manager
Clinical Scientist
Biostatistics/Education of Biostatistics
Data Management, Statistical Center
Audit System, Peer Review System
National Research Act
国家研究規制法
Medical Writing / Medical Writer
Incentives for Patients
Incentives for Participating Doctors
Funding and Evaluation System 研究資金の供給と評価
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公的資金に基 づく／研究者主導型臨床試験の基盤
が治験の基盤で作られるのは健全か？

臨床試験の目標
誤差的バラツキとバイアス

臨床研究clinical research
臨床試験clinical trials
治験 trials for approval

13

精密度と正確度 Precision and accuracy

14

臨床試験の目標

観測値 ＝ 真の値＋バイアス＋誤差的バラツキ
observed
true
bias
error
accuracy

precision

○

○

○

×

×

○

×

×

true value

 バラツキを小さくすること（精度を高くすること）

Clarity
 偏り (バイアス）を小さくすること
Comparability
 広い対象に適用できる結論を得ること
G eneralizability

15

なぜバラツキ？

16

なぜバラツキ？

進 行・ 再発大 腸癌 患者に 対する ５ FUの成績
authors
# of patients respon se (%)
Sharp and Benefeil
Hall and Good
Rochlin et al.
Allaire et al.
Cornell et al.
Every
Field
Bell
Weis s and Jacks on
Fergus on and Humphrey
Hurley
ECOG
Talley
Hyman et al.
Moore et al.
Ans field
Mayo
Ellis on
Kennedy
Knoepp et al.
Ols on and Green

13
19
47
17
13
12
37
22
37
12
150
48
271
30
80
141
358
87
22
11
12

85
63
55
47
46
41
41
36
35
33
31
26
21
20
19
17
17
12
9
9
8

Dose
Administration route
Patients (Eligibility criteria)
Site of metastasis
Response criteria and measurements
Publication bias
Other reasons (random error)

Random error as a model
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誤差的バラツキ Random variation

誤差的バラツキ Random variation

無作為抽出 random sampling : 同一確率で独立に
n=1
population 母集団
0%

sample 対象集団
10%
14%
25%
30%,.....
each result is not equ al to
the true value

20% responder

100%

Mean is 20% !
unbiased

n=4
0%

100%

0%

100%

n=200
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臨床評価とそのバイアス
患者選択・情報収集・交絡

信頼区間 Confidence interval

３ た 論法はなり立つか？（佐久間昭）
飲んだ、直った、ゆえに効いた
雨乞いの論理

1/5 ≠ 4/20 ≠ 20/100 ≠ 200/1000
情報量（precision）の差
95% 信頼区間 confidence interval


(正確な計算あるいは正規近似)
1/5:
0.005-0.72
p ± 196
. × p( 1 − p ) / n
4/20:
0.06-0.44
正規近似
20/100:
0.12-0.28
200/1000: 0.18-0.22








疾患の自然史
対照との比較
個体・病態のバラツキ
ランダム化
未知の因子による交絡
ランダム化
治療・観察のバラツキ
プロトコル作成と遵守
評価の主観性
盲検化（マスキング）
解析（症例除外）によるバイ アス 解析計画書の事前作成
対象選択による一般化可能性 試験の再現

21

選択バイア ス Selection bias

22

選択バイア ス Selection bias

どち らの病院を選びますか？ Which hospital to select?

In total: Hospital A 36%

5-year survival
Surgery
Radiation

B 36%

5-year survival
Surgery
Radiation
Survival Death T otal

Hospital A
B

80%
60%

25%
20%

Hospital A
B

16
24

4
16

20
40

Survival Death Total

20
12

60
48

80
60

Treatment selection (Treatment by indication)
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選択バイア ス Selection bias

交絡 Confounding

MVAC for urothelium cancer:
Sternberg CN et al. (1985), J. Urology
Sternberg CN et al. (1989), Cancer
Loehrer PJ Sr. et al. (1992), JCO

?

原 因系
処 置・ 曝露
treatment/expo sure

12/24 CR
44/121 CR

結 果・ 反応
respon se

関 連 association

因 果 causal effect
他 の要 因
交 絡因 子
confou n ding factor

RCT of MVAC
vs
single CDDP
17 CR 32 PR (in 126) 4 CR 10 PR (in 120)

例 ：重 度な患者に 強い治 療

第 II相試験における患者選択
25
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交絡 Confounding
PS0
active
90%
placebo 85%

Random sampling vs randomization
無作為割付け（無作為化） randomization 内的妥当性の確保
無作為抽出
random sampling 外的妥当性

PS1
active
75%
placebo 65%

target pop ulation
施 設の 限定・ 安全 性の 配慮

PS0 PS1
62 38
98
2

PS0 PS1
active
80
20
placebo 80
20
balanced
PS0-1
active
placebo

87%
81%

stu dy po pulatio n

偶 然・ 同意

unbalanced
無 作為 抽出： 多くの統 計理 論におい て理 論上重 要 な概念 であ るが 、臨床 試験に
おい ては ほとん ど現実 味をもた ない 。私見 であ るが、 不用 で誤解を 招く概 念

PS0-1
active
84.3%
placebo 84.6%

Senn, S(1 997), Statistical Iss ues in D rug Development,Wiley: glossary
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ラン ダム化の意義

ラン ダム化の意義
Byar D. et al. : Rando mized Clinical Trials, NEJM 29 5: 74-80, 1976

治療割付けに伴うバイ アスの除去
予後要因の分布の均等化（平均的に）
個人差・バイアスを確率化

交絡を 小さく
信憑性の向上
ｐ値の根拠

ラン ダム化に基づくdesign-basedな解析
母集団そして(仮想的）無作為抽出に基づくmodel-basedな解析

例 ： 仮 想的 な10人の 患者
治 療に対す る潜 在的 反応
A B
＋
＋
−
−
ラ ンダム割 付け
この 分布は ？

＋
−
＋
−

2人
推定したい 奏効 率の差
3人
(3-1)/10= 20%
1人
4人
10C5 =252ﾊ ﾟ ﾀｰ ﾝ 最良 は 100-20=80%、 最 悪 は 0-40=-40%
真 の値 20%か らのﾊﾞｲｱ ｽは 0、 誤差 的ﾊﾞﾗﾂｷ は大
誤 差的ﾊﾞ ﾗﾂｷを 小さくするには ？ ｻ ﾝ ﾌﾟﾙ ｻｲｽﾞ大 きく

並べ替え分布

幸いに？ 簡単な問題では両者の結果は近似的に等しい
29

30
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ITT?（ワイス：医療の疫学第 4章）
ランダム化比較試験
化学療法 50名
手術療法 50名

ITT?
古今東西喧嘩のたね

全員治療
36名治療
9名拒否で化学療法
5名悪化で化学療法

臨床家
気持ち が悪い
医学的に意味がない

どの群とど の群とを 比較すべきか？
50 vs 36, 59 vs 36, 64 vs 36, 50 vs 50 ….

統計家
その通り
そうかもしれない
しかし統計的にValid
そもそもなぜラン ダム化したの

か？

31

32

ITT? 何を評価するのか

ITT?
治療しようとする意思に基づく解析
割付け後、何が起きようともその群として解析
実は人によって異なるいくつかのレベル、曖昧
なぜ？ 解析対象選択に伴うバイ アス避ける
ラン ダム化によ って保証される comparability保つ
統計解析の基礎（ｐ値の根拠）を作る

処方しようとする意思
実際の処方
服薬
血中濃度
組織内濃度

ITT
per-protocol
PK-guided study

環境（副作用軽減対策などの）変化によって
ITTの意義が薄れる こともあり

33
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統計ガイドライン （E9) ：解析対象の規定
ITT? 有名な実例
Coron ary Drug Project Researc h Group (19 80) NE JM 30 3 1038-10 41
5-years cumulative mortality
ALL
Compliance > 80%

< 80%

Clofibrate

18.0%

15.7%

22.5%

Placebo

19.5

16.4

25.8

解析の役割り
双 方の 解析 を計 画：さらに探 索する ことも望 ましい
同 等性 ・非劣 性試 験ではラ ンダム化さ れた全被 験者 の解析 は問 題
無 作為 化した全症 例
明 らか な組 み入 れ違反 例
組 み入 れ基 準適合 例
未 投与 例、投 与後 未観 測例

Full-analysis set

最 大の 解析 対象集 団

Per-protocol set

試 験計 画適 合例

違 反例 、脱落 例

35
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がん臨床試験の目的と相



がん臨床試験の目的と相

毒性の評価とMTD・臨床用量の決定
新しい治療法の探索・有効性と安全性の評価

第 I相
第 II相

ガイ ドライ ン では前 期と二つ の後 期
有 効性 のエ ン ドポイ ントは response



組み合わせ療法の有効性と安全性の評価
標準的治療法の確立

第 I/II相
第 III相

Stage of the art treatment trial
有 効性 のエ ン ドポイ ントは time-to-death, progres sionなど
QOL評 価
こ れま での 我が 国 では市 販後 、原則 複数
ICH（ 国 際 ハーモ ナイゼー ショ ン）によ る海 外データの 利用
second -line、 third-lineに よ る適 用申請とそ の後 first-lineの試 験

37

38

ＱＯＬ調査表の回収状況まとめ（A+Bｸﾞﾙｰﾌﾟ）

1 .0

グループ
適格例数
調査票回収例数
回収率
投与前の調査有の症例数(* 1)

0 .9

Log rank: p=0.021

0 .8
0 .7

＞2.2: Better status
MST=52.7wks
(N=313)

0 .6
0 .5
0 .4

QO L評価対象例数(* 2)

0 .3

≦2.2: Worse status
MST=46.1wks
(N=77)

0 .2
0 .1
0 .0

0

50

100

150

200

(Week)

Fig 1. Score of psychosocial domain an d
survival (CPT 11 phase 3)

Ｂ

380
255
67.1%
226
59.5%
221
58.2%
125

203
178
87.7%
169
83.3%
169
83.3%
25
12
13
5
3
4
13

治験の最小化

第Ⅰ相 dose-finding



通常は伝統的なコホート型（10-30例）
新しい試み：CRM、１例内での増量、PK情報の利用


Ａ

583
433
74.3%
395
67.8%
390
66.9%
150

未回収例数
未回収の理由
調査実施せず
79
67
調査票紛失
71
58
未回収理由の内訳の詳細
担当医調査忘れ
47
42
患者拒否
21
18
未投与
5
1
病態悪化
4
4
別の調査票を使用
2
2
担当医保管時紛失
42
29
担当医転勤時紛失
6
6
患者保管時紛失
18
18
患者死亡紛失
5
5
* 1：Q OL 調査票の信頼性・妥当性検討の対象例
* 2：* 1から解析除外例を除く

がん臨床試験のデ ザイン


Ａ＋Ｂ

第Ⅱ相 safety and efficacy
通常は2段階試験（20-60例）
ベイズ流逐次試験
ランダム化の導入





第Ⅰ／Ⅱ相



第Ⅲ相 comparative treatment efficacy（イ ベント数50-200）

薬剤組み合わせ、スケジュールの選択は難題
通常は並行群
多因子要因実験 : pros and cons
中間解析
41
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ブ リッジングの事例
あ る抗癌 剤

第 I相 のみ、 併用 試験 を市 販後に

あ る抗癌 剤
あ る降鬱 剤

適 用拡 大を 第 I/II相 のみ で
PK試 験の み

今後の治験は？
一 般薬
第 I相 、国内 の用 量反 応試験 、海 外の第 III相 ＋ （ IIIb試 験 )
第 I相 、小規 模 な用 量反応 試験 、 global試 験へ 参加 ＋（ IIIb試
験）
抗 癌剤
second -line, third-lineでの 早 期承認 ＋市 販後 の first-line
併 用 での 認可
大 規模 検証 試験（とくに補 助療 法）は global試 験へ 参加

42
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Global trial は可能か？

US, Can ada,
Europea n Co u ntries
(Sou th A merica,
Au stralia+New Zeala nd, ..)

臨床試験に必要なもの
CRCの役割そし て期待
Japa n
Asia n countries

Strategic Development
DM & Statistics
(Population PK, Genomics?)
43
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臨床試験に必要なもの（ CRCの関与）

臨床試験に必要なもの







研究全般の品質保証システム
モ ニタ リン グ
監査

研究計画書（プロトコル）と審査システム
評価基準（有効性と毒性）その品質保証システム
統計家のインプットと解析計画書、解析実務
効果安全性評価委員会と安全性の監視システム
研究実施組織と人員の配置



データマネージメント
プ ロト コル ・CRF ・デ ータマ ネー ジメ ント・ 解析 の標 準化
デ ータ マネ ージメ ント の実 務と品 質管 理
教 育の 側面



施 設の 体制
デ ータ セン ター

患者さんへの対応
リ クル ート 、適切 なイ ンフ ォーム ドコ ンセ ント
適 切な コミ ュニケ ーシ ョン とカウ ンセ リン グ
追 跡の シス テム
安 全性 の確 保


45

教育とインセンティブ
医 師、 CRC、 デー タセ ンター 、患 者さ ん

46

〜1960s Pre-computer
Data col lect ed not for resear ch
Ns.
Record

臨床試験のデータ管理
Drs.
Record

Rp.
Record

Labo
Data

Dx.
Pati ent R ecord Report

A var iety typ e o f in fo.

Abstraction
Case Report Form

Counting

47

使用目的を研究者の自己学習用に限り、その他への転用を禁じる

48
By Dr.Fukuda (JCOG)

8

なぜ臨床試験は必要か（大橋靖雄）

第1回CSPOR･CRCｾﾐﾅｰ（2000/5/12〜13）

1960s - 1970s Computer & Data cleaning

1970s - 1980s

Patient Record

I ncreased Regulatory Demand
in Drug Development

Abstraction/Data Capturing
Case Report Form (CRF)
Data Entry / Computerization
Record/File Maintenance
Database

Error can be
det ect ed

Export
Data-set

Error by m any
process es

DM by
Statist icians

Cli ni cal Resear ch er
Statist ician

Res ear ch Nurs e
/Local Dat a M an ager
- as assi stant of
sit e inv est igator

Multi-center Trials

Data ar e d irty
Data Clean in g

Analysis

Specialization

Technology Advancement

Data Coordi n ator
/Central Dat a M an ager
- as assi stant of
stati sti ci ans
in Coordin ati n g Cent er

Specialized staff with knowledge/technology
f or clinical trials which are complicated and
require high quality
50
By Dr.Fukuda (JCOG)
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By Dr.Fukuda (JCOG)

1980s - 1990s

Central / Local Data Management Task

Methodological Advancement

Central

Protocol
Data Defin ition
Data Managem ent Plan
CRF D es ign
Source Do cum ent
Data Capturi n g
Case Report Form ( CRF)

Datab as e

Logi cal Ch eck
Query to S ite

Data-s et
An alysi s

DM in
broad s ens e

Detect Error
Correct Error

Visu al Check
Data Entry

Prevent Error

DM
in n arrow s en se

Report
Regul atory Co mpli an ce

・ Data Def inition
・ D/B Design
・ CRF Design
・Eligibility Check
/Registration

Local
Protocol

Pati ent A ccr ual
Protocol Tr eatm ent

・ CRF Review
Source do cum ent
・ Coding
・ Data Entry
Case report form
・ Logical Checks
・ Files Maintenance
Datab as e
・ D/B Maintenance
・ Query

Data-s et/An aly sis

51
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・ Reporting

最近の我が国のデータマネージ メントの
情勢（製薬会社の場合）

Report

・ Protocol File
Maintenance
・ Recruit
・I nf ormed Consent
・ Registration
・ Scheduling
・I nterviewing
・ Follow-up
・ Data Capturing
/CRF Completion
・ Responding Query
52
By Dr.Fukuda (JCOG)

将来の可能性


病院情報システムの活用




集中検査センター・データセン ターとのネットワーク連携
CRF必要情報入力と自動打ち出し



モニタ不要のシステムは可能か？

来 院日 、併用 薬、 院内検 査


データマネージメント部門の独立



CRF形態の変化

量 ・質とも 不足、 シ ステムとしての未 整備、 申請 遅れ、 ＱＯＬ低 下
visit-type C RF の 採 用
Correction Log Form の 採 用


濃密なモニタリング

CRC無しでは不可能

Local DM

コストの高騰

Monitor

Central DM

このままでは長期大規模試験は不可能
Local DM
53
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データマネージ メント(マネージ ャ）に要求される能力

Clinical

Clinical

Regulatory Affairs

Central

Regulatory Affairs

Data Management

Data Management
Computing
(I nformatics)

Required Knowledge/Skills

Computing Statistics

Statistics

Trial Methodology
Communication skills/Language
Meticulous attention
Problem solving skills
Willingness/Enthusiasm to carry on learning

Clinical

Regul atory A ff airs

Local

Data Management
Comput in g

55

Statist ics

By Dr.Fukuda (JCOG)
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By Dr.Fukuda (JCOG)

CRCセミ ナーで何を 教えるべきか？
野球を例にとれば
野球

CRCセミ ナーで何を 教えるべきか？
野球を例にとれば（つづき）
野球

CRC教育

ルール
スポーツ力学

応用技術

薬事（GCP)、書類事務
（臨床）薬理学

基礎体力養成
基礎技術

臨床、統計、コンピュータ利用技術
臨床試験方法論、CTC/RECIST、
プルトコルの読み方、カルテの読み方、
患者さんとのコミュニケーショ ン

チームプレイ
実践練習
大リーグ観戦
ワールドシリーズ

CRC教育
データ管理実務、SOP作成、QC、
薬剤管理、有害事象への対応、
モニタリング・監査への対応
チームプレイ 、他部門との連携
実習訓練
ASCO出席
海外研究グループ との接触
国際共同研究

57
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グループ討論


第１日

グループ討論

現状のCRC業務の問題点



17:30-19 :00 討 論
20:30-21 :00 発 表 （１ 班 5分）


第２日

テーマ１：CRCに必要な資質と教育・自己研鑚
CR Cに 何 が必 要か： 知識、 経験 、望 ましい背 景とは
現 状 では 一般に何 が欠け てい るか
ど の よう な教 育 システム が望 ましいか ：内容 、方 法、レベ ル

これからのCRC業務
12:20-14 :00 討 論



テーマ２：患者さんのリクルート
リクル ートにどこ ま で関 与？ ：医師と の役 割分担 は
ど の ように 説明 を行 うべき か： 患者の 立場 、研究 者の 立場
ど の よう な説 明材 料が 必要か
臨 床試 験一 般の教 育は どの よう に行う べき か

14:00-14 :30発 表 （１班 5分）
議 長、 書記、 発表 者
自 己紹 介の 後に討論 、 OHP（横 書き）に まとめ 発表
ま ずは 割 り振った テー マで
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グループ討論（つづき）


グループ討論（つづき）

テーマ３：安全性の確保



安 全性 情報 の流れと CRCの 位 置 づけ
検 査情 報の 流れと CRC
毒 性評 価を どう 行う か（ NCI- CTC )

テーマ５：患者さんとの関わり
治 療か 試験 か
患 者さんの 立場 か研究 グルー プの 一員か
長 期の 追跡 をど う行 うか
カウ ン セリング、 コミュ ニケー ション 技術 をど う磨く か

患 者さんの 状態 の観察と 問診 は：医 師との 役割分 担
毒 性発 現時 の対応 ：投 与中止 、延 期、投 与量変 更


テーマ４：試験の科学的実施
スケジ ュール の管 理とプ ロトコル 遵守 ：患者さん 、医 師、 センターと の調 整
問 題のあ る プロトコ ル、逸 脱の 許容 範囲
CRF記 入 と狭 義のデ ータ管理
モ ニタ リング・ 監査へ の対 応
61

62

付録

プロ トコル開発：参考文献

臨床試験の目標


 バラツキを小さくすること（精度を高くすること）

一般的なテキスト
Buyse ME, Sta quet MJ a nd Silvester RJ : Cancer Clinical Trials,
Oxford, 1984
Piantado si S: Clinical Trials, Wiley, 1997
Green S, Benedetti J and Cro wley J: Oncology Clinical Trials,
Cha pma n & Hall, 1997

 偏り (バイアス）を小さくすること

適格条件・プロトコルの遵守
データ管理とくにtimelyで正確な報告
 広い対象に適用できる結論を得ること
暗黙の選択を避ける
patient-log、施設内全症例の データベース
 参加者全体のインセンティブ



プロトコルの構成
医薬品の 臨床試験の実施の基 準の内容（中央薬事 審議会答申）
治験実施 計画書のあり方

桑原

雅明

（武田薬 品工業株式会社）

第６回臨 床評価部会シンポジ ウム、製薬協臨床評 価部会
臨床試験プロトコー ル記載上の留意事項
薬理と治 療

Vol16 No2 Feb '88

治験の総 括報告書の構成と内 容に関するガイドラ イン（ICH‑E3)
JCOGプロ トコルマニュアル（ 案）

63

付録

付録

がん臨床試験に関連する ガイドライン



ICHガイドライン（臨床： E)

ICHガイドライン
厚生省・抗悪性腫瘍薬臨床評価ガイドライン

E１

安全性を評価するために必要な症例数と投与期間
薬審第592号（1994/5/24）
E２a 治験中に得られる安全性情報の取り扱い薬審第227号（1995/3/20）
E２b 副作用症例報告の伝達のためのデータ項目
E２c 市販薬に対する定期的安全性最新報告
薬安第32号（1997/3/27）
E３ 治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドライン
薬審第335号(1996/5/1)
E４ 新医薬品の承認に必要な用量-反応関係の検討のための指針
薬審第494号（1994/7/25）

（ 1992年 1月通 知：ミ クスから出 版）



64

ＪＣＯＧガイドライン （第 3版 1996年 癌と臨床 vol.42 No.2）
日本癌治療学会・臨床試験実施ガイドライン
（ 1997年 1月第 一版 ：金原 出版 ）



抗がん剤市販後研究班ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成委員会・抗悪性腫瘍薬
の術後補助療法に関する 市販後臨床試験ガイドライン



抗悪性腫瘍薬の第Ⅰ相試験のガイドライン

（ 1997年 3月報告書）
（ 1997年 10月 報告 書）
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付録

付録

ICHガイドライン（臨床： E)

臨床研究の報告：ガイドライン

E５

海外臨床データ受け入れにおける人種要因差
薬審第739号（1998/08/11）
E６ 医薬品の臨床試験の実施に関する基準のガイドライン（GCP）
厚生省令第28号（1997/3/27）
E７ 高齢者に使用される医薬品の臨床評価法に関するガイドライン
薬審第104号（1993/12/2）
E８ 臨床試験の一般指針
薬審第380号（1998/4/21）
E９ 臨床試験のための統計的原則
薬審第1047号（1998/11/30）
E１０ 臨床試験でのコントロールグループの選択
ステ ップ２
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Lang T A an d Secic M: How to Report Statistics in Medicine Ann otated Guidelines fo r Auth or s, Editors and Reviewer s, American
College of Physicians, 1997.



Fuk uda H an d Oha shi Y: A g uideline for reporting result s of
statistical analy sis in JJ CO, Japan. J. Clinical Oncology 27, 121127, 1997 (http://w w winfo. ncc.go.jp/jjco/ 英 文・ 日本語とも )



CON SOR T stateme nt
Consolidation of Standard for Reporting Trials

68
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