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Small Clinical Trialsが抱える課題

 薬効評価を行うために大規模な臨床試験を実施することが困難である

◦ 希少疾病

 Conventional levels of statistical precision are unlikely to be obtainable prospectively if 
the trial is required to evaluate treatment of a rare disease. (Lilford et al., 1995)

 Commonly used statistical methods of estimation and testing hypothesis may not be 
appropriate for small clinical studies. (Kianifard & Zahur, 2010)

◦ 希少がん

 Treatment for rare cancers are difficult to evaluate in randomised clinical trials as there 
are too few patients to detect any genuine treatment differences. (Tan et al., 2003)

◦ 小児患者

 It can be difficult to conduct pediatric clinical trials because there is often a low incidence 
of the disease in children, making accrual slow or infeasible. In addition, low mortality 
and morbidity in this population make it impractical to achieve adequate power. 
(Shoenfeld et al., 2009)

 頻度論の統計学的仮説検定の枠組み等では十分な評価が難しい場面では，
過去の知見を活用できたり，特定の値以上の治療効果が得られる確率を直接計算できる
Bayesian Approachが役立つと考えられる．
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 Y：データ，θ：パラメータ，Y*：予測値

p(θ)

p(y|θ) p(θ|y) p(y*|y)

意思決定

Bayes流推測

事前分布事後分布

尤度

事前分布

 メリット

◦ 過去の知見や事前の取り得る立場に
応じて規定することができる

◦ 実験，解析，解釈，議論，追加実験とい
った反復サイクルからなる科学的研究
の学習過程に適合する

 デメリット

◦ 事前分布の選択が恣意的であれば，得
られる結果も恣意性を拭い去ることが
できない

◦ 客観的な事前分布を設定することがし
ばしば困難である
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評価項目

治療効果が
この区間に

存在する確率が
XX%

 信頼区間（頻度流）

◦ 無限回の臨床評価を繰り返したとき治療
効果の集団的指標の真値が含まれる相
対頻度がXX%になるような区間

 信用区間（Bayes流）
◦ その区間内に治療効果の真値がXX%の

確率で存在する区間

 確率の解釈はBayes流の方が理解が容易

治療効果
の真値

評価項目
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 Bayesian Methods in Medical Product Development and Regulatory Reviews 
（Price & LaVange, 2014）

◦ Bayesian approaches are generally well-accepted and even promoted by regulatory agencies for 
use in early and exploratory phases of drug development but less so in the confirmatory trial 
setting.

 Bayesian clinical trials at the University of Texas M.D. Anderson Cancer Center 
（Biswas et al., 2009）

◦ 米国のテキサス州ヒューストンにある有名な大規模がんセンター「M.D.Anderson Cancer Center」ではすで
に200 試験以上がBayesian Approachの観点で計画されている

 活用事例
◦ がん第I相臨床試験
◦ Continual Reassessment Method  (CRM)

◦ Piantadosi et al. (1998), Neuenshwander et al. (2006) 
◦ Bayesian Adaptive Randomization (第2相臨床試験) 
◦ Response Adaptive Randomization

◦ BATTLE試験（Zhou et al., 2008）
◦ I-SPY 2試験（Barker et al., 2009）
◦ ASTIN試験（AP Grieve & M Krams, 2005）

◦ Small Clinical Trials
◦ MYPAN試験（2013-）

◦ Polyarteritis nodosa (PAN:結節性多発動脈炎)の小児患者に対するシクロホスファミド（CYC）とミコフェノール
酸モフェチル（MMF）の効果を比較するOpen label試験
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1. Small Clinical Trials: Issues and Challenges (Charles H. et al., 2001)
◦ Bayesian methods (Thall, 2000; …; Whitehead and Brunier, 1995) can be applied in most of 

the design and analysis situations described in this report and in many cases will be extremely 
useful for the analysis of results of small clinical trials.

2. Guideline on Clinical Trials in Small Populations (CHMP, 2006)
◦ Such methods (Bayesian methods) may be advantageous when faced with small datasets, 

although introducing prior beliefs is often a concern in drug regulation. As with sensitivity 
analyses mentioned above, a variety of reasonable prior distributions should be used to 
combine data from studies to ensure that conclusions are not too heavily weighted on the 
prior beliefs.

3. A guide to the design and analysis of small clinical studies (Kianifard & Zahur, 
2010)

◦ Bayesian methods can be considered in some studies, which may provide interesting 
interpretations of study results [29].

4. Small Clinical Trialsによる薬効評価の考え方 (製薬協, 2013)
◦ ベイズ法を利用すれば，母数に対する分布を持った推測が可能となるため，効果が存在しない確率や，ある一

定以上効果が存在する確率を得ることができる．SCTsでは，これらの確率を利用したベネフィット・リスクの評価
方法を検討する価値があると考える．
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 新薬の事前情報

◦ 小児試験を計画する際の成人データ

◦ 外国試験のデータ

 対照薬またはプラセボの事前情報

◦ 新薬に比べて事前情報が多い

ポイント
① 以下の事前情報をデザイン（症例数設計）＆最終解析に用いることについて

② Small Clinical Trialsでは試験自体から得られる情報に限りがあるため，
頻度流とBayes流の両方の観点から試験結果を評価し，解釈することについて
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 Bayesian methodに基づく症例数設計

1. 単群試験（2値データ）： Teramukai & Daimon (2012), Whitehead et al. (2008)
• 無情報＆有情報事前分布のどちらにも対応可能

2. 2重盲検試験（正規データ）： Gsponer et al. (2014), Whitehead et al. (2008)
• 対照群にヒストリカル・データの情報を組み入れる：

3. 成人データの情報を小児試験の事前情報として組み入れる：Schoenfeld et al. (2009)

探索的試験
での適用
を想定

ポイント
① 以下の事前情報をデザイン（症例数設計）＆最終解析に用いることについて
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 症例数の決定方法（Whitehead et al. (2008)）
◦ 判断基準

 効果あり：

 効果なし：

◦ パラメータ

 ：標準薬による治療の成功確率

 :期待される新薬による治療の成功確率

 および : 治療効果を判定するために十分と考えられる1に近い値

 ：事前分布（ここではベータ分布 を用いる）

◦ 症例数設計（ ）

 事後分布に基づき，以下の2つの式を満たす最小の および



ここで

if

if

：治療成功例
：治療失敗例
：試験を成功させるために必要な治療成功例数

Bayes流と頻度流：類似点
• Type 1 error (α) と 1-η
• Power (1-β) と ζ

－ただし，両者を同じ構造で捉えるべき理由はない
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 ： 事前分布の設定

◦ ベータ分布 B(a, b): a>0, b>0, 平均 分散

1. 無情報事前分布

1. B(1,1)：一様事前分布

2. B(0,0)*：データからの情報を最大限に事後分布に反映する事前分布（*:この0は限りなく0に近い値を示す）

3. B(0.5,0.5)：Jeffreys事前分布

2. 有情報事前分布

1. B(1, 4): 平均0.20

B(1,1) B(1,4)B(0.5,0.5)
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α=0.025, 1-β=0.9, 
η=0.975, ζ=0.9

α=0.05, 1-β=0.9, 
η=0.95, ζ=0.9

α=0.025, 1-β=0.8, 
η=0.975, ζ=0.8

α=0.05, 1-β=0.8, 
η=0.95, ζ=0.8

n u n u n u n u

p0=0.20, 
p*=0.40

Prior1 B(1,1) 44 14 35 11 32 11 23 8

Prior2 B(0,0) 46 15 37 12 34 12 25 9

Prior3 B(0.5,0.5) 43 14 37 12 28 10 23 8

Prior4 B(1,4) 41 14 32 11 29 11 20 8

Freq 56 18 47 15 41 14 35 12

 検討例

◦
◦ ：事前分布

1.無情報事前分布：B(1,1)，B(0,0)，B(0.5,0.5)
2.有情報事前分布：B(1,4) （平均0.20）

◦ 頻度流：
Bayes流：

◦ 各パターン毎の必要症例数（ ）および必要成功例数（ ）
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 中等度から重度のクローン病患者を対象とした第2相試験で実施

◦ 薬剤：ヒト抗IL－17Aモノクローナル抗体 セクキヌマブ

 主要評価項目

◦ クローン病活動指数（CDAI： Crohn‘s Disease Activity Index, 0~600）のベースライ
ンから6週までの変化量（ （実薬）もしくは （プラセボ））の差

 投与群

◦ 実薬群，プラセボ群

 過去の試験

◦ 中等度から重度のクローン病患者を対象とした2重盲検試験はこれまでに実施されている

 これらの過去の試験のプラセボ群の結果を統合し，本試験の事前情報として活用する

 プラセボ群：過去の6試験の情報を活用した有情報事前分布

 実薬群：無情報事前分布
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 過去の試験結果（プラセボ群）

◦ 交換可能性が成り立つとき， 過去の6試験（ ）
およびPoC試験（ ）のプラセボ群の効果はランダム効果モデル
で表される

◦ Meta-analytic-predictive approach (Neuenschwander et al., 2010)
に基づき， の予測分布を求める



 試験間の変動を考慮した結果，671名のプラセボ群の患者の結果に対して
相当なDown-weightingが行われている

 症例数設計 (Gsponer et al., 2014)
◦ パラメータ

 プラセボ群のCDAI変化量（事前分布）:
 実薬群のCDAI変化量（事前分布） :
 標準偏差:   

◦ 判断基準

1. 効果あり： かつ

2. 効果なし：
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事前標本

過去の6試験：プラセボ群の患者数

試験 1 : N=74
試験 2 : N=166
試験 3 : N=328
試験 4 : N=20
試験 5 : N=25
試験 6 : N=58



θp Difference
δ

中間解析 最終解析 全体
期待症例数

NSuccess
(%)

Indeterminate
(%)

Futile
(%)

Success
(%)

Indeterminate
(%)

Futile
(%)

Success
(%)

Indeterminate
(%)

Futile
(%)

-49

0 1.1 35.6 63.3 0.1 78.6 21.3 1.2 14.1 84.7 40.7pts
40 32.2 61.0 6.8 8.9 87.1 4.0 41.1 48.1 10.8 48.3pts
50 50.0 47.5 2.5 12.7 86.1 1.2 62.7 33.5 3.8 44.2pts
60 67.6 31.6 0.8 13.3 86.4 0.3 80.8 18.1 1.1 39.5pts
70 82.2 17.6 0.2 10.3 89.7 0.0 92.5 7.3 0.2 35.3pts

 症例数設計
◦ 試験デザイン（2段階デザイン）

◦ 各パターン毎のSuccess/Indeterminate/Futileの確率および期待症例数

δ
N

α=0.05, 
Power=0.8

α=0.05, 
Power=0.9

40
50
60
70

156pts 
100pts 
70pts 
52pts 

208pts 
134pts 
94pts 
68pts 

プラセボ群: 10例
実薬群: 20例

第1段階

Success

中間解析

Futile

第2段階

(1) を満たす場合

(2) を満たす場合

(1) および (2) を満たさない場合

Success

Futile

Indeterminate

最終解析

プラセボ群: 10例
実薬群: 20例

Ongoing
(1) を満たす場合

(2) を満たす場合

(1) および (2) を満たさない場合

参考）頻度流（割付比 1：1）
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 症例数の決定方法（Schoenfeld et al. (2009)）
◦ 成人患者と比較した場合に小児患者の疾病発生率が低い等のために，小児試験単独

で十分な検出力を確保することが難しい場合に成人試験から得られた治療効果に関す
る情報をデザインおよび解析に利用する

◦ 成人試験からの有効性パラメータと小児試験の有効性パラメータが正規分布から抽出
されたとする階層モデルを利用し，小児試験に必要な症例数を設定する方法
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 ICH E9
◦ 臨床試験の計画と解析においては，頻度論的立場からの統計手法に基づく方法が主流になってい

ることから，本ガイドラインは仮説検定や信頼区間を議論する場合，主として頻度論的手法（用語集
参照）を念頭に置いている．これは，他の方法が適切でないと主張するものではない．ベイズ流の手
法や他の手法の使用も，それらの使用の理由が明らかであり，異なる仮定の下でも結果として得ら
れる結論が十分に安定している場合には検討することができる．

 感度分析

◦ 事前分布の選択 (Spiegelhalter et al., 1994)
 懐疑的事前分布

 専念的事前分布

 臨床的事前分布

 無情報事前分布（参照事前分布）

ポイント
② 頻度流とBayes流の両方の観点から試験結果を評価し，解釈することについて
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 検討例

◦ 評価項目：治療効果に関する連続量のデータ

◦ 患者人数：10名

◦ 治療効果：

◦ 結果：標本平均 3，標本標準偏差 10（簡単のため，σ=10と置き換える）

◦ 解析方法

 頻度流：点推定値および95%信頼区間を算出

 Bayes流：異なる立場の事前情報から事後分布を算出

 θ の事前分布：臨床的に意味のある治療効果 Δ=5
 懐疑的事前分布 ： （θがΔを上回る確率はおよそ0.05）

 専念的事前分布 ： （θが0を下回る確率はおよそ0.05）

 臨床的事前分布 ： （過去の臨床試験の結果を参照）

 無情報事前分布 ： 一様分布（正規分布において標準偏差を無限大に設定した分布とも見做せる）

ポイント
② 頻度流とBayes流の両方の観点から試験結果を評価し，解釈することについて
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 検討例
◦ 解析結果

 頻度流

 点推定値：3
 95%信頼区間 [-3.20, 9.20]

◦ 結論

 諸種の立場から事前分布を設定し，治療効果に関して様々な角度から吟味した結果，
本薬剤は正の治療効果が得られる可能性が高いと考えられる．

事前分布の種類

無情報 臨床的 懐疑的 専念的

事前確率 0.5 0.73 0.05 0.95

事後確率 0.83 0.87 0.74 0.97

 Bayes流

 θの事後分布

 正の治療効果（θ > 0）を与える事前確率・事後確率
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 Exploratory Phase試験での適用を意図して提案されている
Bayesian approachはSmall Clinical Trialsに応用できる
かもしれない

 成人データの情報を小児試験の事前情報として組み入れた
試験デザインの方法が提案されていた

 頻度論に基づき試験が計画された場合でも，頻度流とBayes
流の両方の観点から結果を解釈することが考えられる

19



 Lilford, R.J., Thornton, J.G. & Braunholtz, D. (1995). Clinical trials and rare diseases: a 
way out of a conundrum. British Medical Journal ，311, 1621-1625.

 Kianifard, F. & Islam, M.Z. (2011). A guide to the design and analysis of small clinical 
studies. Pharmaceutical Statistics, 10, 363-368.

 Tan, S-B., Dear, K.G.B., Bruzzi, P., Machin, D. (2003). Strategy for clinical trials in rare 
cancers. BMJ, 327-347.

 Schoenfeld, D.A., Zheng, H. & Finkelstein, D.M. (2009). Bayesian design using adult data 
to augment pediatric trials. Clinical Trials, 6, 297.

 Price, K. & Lavange, L. (2014). Bayesian Methods in Medical Product Development and 
Regulatory Reviews. Pharmaceutical Statistics, 13(1), 1-2.

 Biswas, S., Liu, D.D., Lee, J.J. & Berry, D.A. (2009). Bayesian clinical trials at the University 
of Texas M. D. Anderson Cancer Center. Clinical Trials, 6, 205-216.

 Piantadosi, S., Fisher, J.D. & Grossman, S. (1996). Practical implementation of a modifed 
continual reassessment method for dose-finding trials. Cancer Chemother Pharmacol, 
41, 429-436. 

 Neuenschwander, B., Branson, M. & Gsponer, T. (2008). Critical aspects of the Bayesian 
approach to phase I cancer trials. Statist. Med, 27, 2420-2439.

 Zhou, X., Liu, S., Kim, E.S., Herbst, R.S. & Lee, J.J. (2008). Bayesian adaptive design for 
targeted therapy development in lung cancer – a step toward personalized medicine, 
Clinical Trials, 5, 181-193.

 Barker, A.D., Sigman, C.C., Kelloff, G.J., Hylton, N.M., Berry, D.A. & Esserman, L.J. (2009). 
I-SPY 2: An adaptive breast cancer trial design in the setting of neoadjuvant 
chemotherapy. Clinical Pharmacology and Therapeutics, 86, 97-100.

20



 Grieve, A.P. & Krams, M. (2005). ASTIN: a Bayesian adaptive dose–response trial in acute 
stroke. Clinical Trials, 2, 340-351.

 Institute of Medicine. (2001). Small Clinical Trials: Issues and Challenges.
 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 データサイエンス部会 タスクフォース 2. (2013). Small 

Clinical Trialsによる薬効評価の考え方. 
 Teramukai, S., Daimon, T. & Zohar, S. (2012). A Bayesian predictive sample size selection 

design for single-arm exploratory clinical trials. Statist. Med, 31, 4243-4254.
 Whitehead, J., Elsa Vald´es-M´arquez, Johnson, P. & Graham, G. (2008). Bayesian sample 

size for exploratory clinical trials incorporating historical data. Statist. Med, 27, 2307-
2327.

 Gsponer, T., Gerber, F., Bormkamp, B, Ohlssen, D, Vandemeulebroecke, M. & Schmidli, H. 
(2014). A practical guide to Bayesian group sequential designs. Pharmaceutical Statistics, 
13(1), 71-80.

 ICH. Tri-partite guideline on E9 Statistical Principles for Clinical Trials. 1998. 厚生省医薬
局審査管理課 臨床試験のための統計的原則．医薬審第1047号．平成10 年11 月30 日．

 Spiegelhalter, D.J., Freedman, L.S. & Parmar, M.K.B. (1994). Bayesian approaches to 
randomized trials. Journal of the Royal Statistical Society, A157, 357-416.

 五十川直樹・大門貴志・後藤昌司．（2013）．【医学統計入門（7）】臨床評価におけるBayes流接近法
（II）．日本心血管インターベンション治療学会，5(2)，124-135.

21



ご清聴

ありがとうございました

22


