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解説の進め方①
• E17の適用

• MRCTの基本的な考え方

•地域間のばらつきの軽減

•異なる用法・用量

•異なる対照薬

•併合戦略

•症例数配分

•一貫性評価

•事前規定
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一問一答形式

相互に密接に関連する質
問のため、基本的な概念
を補足しながら解説



解説セッションの留意事項

•本解説において、E17 EWG/IWG でコンセンサスが得ら
れていることと、そうでないものとを区別するため、コンセンサ
スが得られているポイントについては、
以下のように明示した。

•『治療効果に影響する(ことが知られている)内因性・外因
性民族的要因』は、この解説の中でも頻出するキーワード
であるが、表現（記載）が長いため、便宜的に本ワーク
ショップでは
「重要な民族的要因」又は要因と置き換えて解説する。
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Consensus



E17の適用
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MRCTを実施する場合、基本的にE17を適用する
という理解でよいか。
E17を適用しないケース（例えば、統計的な原則、
症例数設定等が必ずしもガイドラインで推奨され
た方法でない場合）があるといった考え方はあり
得るか。

基本的には、E17に示した考え方を踏まえ、
MRCTを計画・実施することが望ましい。
一方で、疾患や薬剤の特性、試験の目的等を考
慮して、E17と必ずしも合致しない部分がある
MRCTがデザインされることもあり得ると考え
ることから、個別品目ごとに、対面助言等で議
論すべきと考える。
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併合戦略はE17で示している考え方の一つであ
り、当該戦略が適用できないことは、E17が適
用できないことにはならない。
重要な民族的要因の影響を検討するための情報
量は、類薬の有無等によって異なるものの、新
規作用機序の薬剤か否かにかかわらず、E17で
示している考え方を踏まえ、非臨床試験成績や
探索段階で得られた情報等に基づき、個別品目
ごとに、そのときに最適と考えられる試験デザ
インや開発戦略が適用されるべきである。

重要な民族的要因を特定できず、併合戦略の妥当性
が科学的に説明できない場合は、MRCTであっても
E17は適用できないのか？
そうであれば、すでに類薬が多くあるような薬剤のみがE17
が適応できることになるように思われる。
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希少疾病等、試験計画時に収集可能な事前情報や各
地域で組入れ可能な症例数が限られる場合において
も、E17に基づくMRCTの計画は可能か。

可能である。希少疾病で情報や地域毎の患者数が限ら
れるからといって、MRCTが計画・実施できないとい
うことはない。
事前情報の量が限られるという状況下で、患者対象以
外の試験から収集可能な情報（PK・PD等）、類薬の
情報等も参考に、どのようなデザインが適切かを検討
する必要がある。

国際共同治験は希少疾病、特殊な集団あるいは極めて多数の被験者が必要
な場合に、妥当な開発期間内で予定被験者数を組み入れるという観点で効
率的な方法と考えられてきた。（2.1.1）

上述の症例数配分の枠組みに当てはまらず、より柔軟な対応が求められる
場合もある。例えば、希少疾病を対象とした試験や、感染症の急激な流行
に対処するための試験では、有病率が地域間で大きく異なり、治験を実施
可能とするため、一つあるいは複数の地域が治験の症例組み入れの大半を
占めることを許容せざるを得ない場合もある。（2.2.5）



MRCTの基本的な考え方
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民族差がないことを確認した上でMRCTを実施しているにも
かかわらず、
MRCTの結果を踏まえて民族差の有無を確認しなければなら
ないのはなぜか？

 MRCTの計画段階では、例え民族差があったとしても、単一プロト
コールで試験が実施可能な程度の差であり、試験全体の結果解釈へ
影響を及ぼす可能性が高くないと想定されるかを確認している。

 一方、MRCTの結果が得られた段階では、計画時に入手可能な限ら
れた情報に基づく想定が正しいものであったかを確認することが重
要。

参加国間で民族差がないという前提がないと
MRCTには参加できない？

内因性・外因性民族的要因が被験者の医薬品に対する反応に及ぼす影響に
ついて地域間で異なると予想される場合もあり、この点は、国際共同治験
計画時に考慮されるべきである。（2.1.1）

治療効果における内因性・外因性民族的要因による影響の受けやすさが地
域によって異なる場合があるが、これを理由に国際共同治験の実施断念を
判断すべきではない。（2.2.1）
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重要な民族的要因が事前に判明しているケースは多くないかも
しれない。そのような場合、代替として地域毎の評価を行うこ
とが適切であろう。

背景因子別や地理的な地域別の部分集団解析のみではなく、併
合された地域を含む地域間差を確認するのはなぜか？

特定の「重要な民族的要因」が事前に判明している場合は、併合
された属性別集団に基づく評価の重要性が増すであろう。

地域は、しばしば潜在的な内因性・外因性民族的要因の代替と
しての役割を果たしており、それらの要因は地域や集団を互い
に特徴づけるものである。（2.2.5）
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今後は、日本人部分集団のみでの「有効性検証」は
要求されないのか？

従前より、日本人部分集団について検証仮説の
設定や仮説検定が必須とはしていない。

日本人部分集団の記述的要約（点推定値等）は要求され
ないのかという趣旨の場合、

治療効果の一貫性を評価する上で必要なデータ
ならば、今後も提示が求められる。



地域間のばらつきの軽減
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MRCTを実施する場合、特定の地域に対する追加の措置
や他の軽減措置を講じることが許容されているが、特定
の地域のみ異なる対応を行うことで、試験結果の一般化
（当該地域の実臨床への適用）に悪影響を及ぼす可能性
はないか。

可能性はある。したがって、E17に記載したとお
り、地域間のばらつきの軽減の程度が試験結果の
一般化可能性に影響を及ぼしうるかどうかを考慮
することも重要であり、地域間のばらつきを軽減
させるための措置については、試験結果の一般化
可能性とMRCTとして実施することの妥当性を損
なわないと判断できる範囲に収めるべきと考える。

軽減措置に関しては、注意すべき点がある。例えば、軽減措置を過剰
に行うと（試験対象の絞り込みなど）、治療効果を示しやすくなるか
もしれないが、特定の地域に試験結果を適用する妥当性が低下する可
能性がある。(Training Material Module 2 (slide#10 note))



異なる用法・用量
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MRCT内で異なる用法・用量を用いる場合、どの
ようなデザインが想定されるか。至適用量が異な
る場合（例えば、特定の地域では他の地域より低
い用量が推奨用量と見込まれる場合）、その地域
は別途独立した試験が実施されるべきではないか。

Training Material 
Module 3において、
MRCT内で集団ごとに
異なる用量設定を行う
ことが許容され得る事
例や、異なる用法・用
量を設定する際に考慮
すべき事項をまとめて
いるので、参照された
い。

(Training Material Module 3 (slide#4))



異なる実対照薬
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「国際共同治験で異なる提供元の実対照薬
を使用する場合は（中略）、全ての参加地
域で実対照薬が同じ品質を持つことを保証
する必要がある」との記載はどのような状
況を意図したものか確認したい。

「国際共同治験で異なる提供元の実対照薬
を使用する場合」については、地域によっ
て試験で使用する対照薬の製造所や製造方
法が異なる場合を想定している。
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実対照薬の選択にあたり、特定の地域では未承認
の用法・用量を設定することが計画されている場
合、当該設定が可能であるか審査当局に相談する
際に考慮すべき点などはあるか。

実対照薬の選択にあ
たり、未承認の薬剤
や用法・用量を設定
する際に考慮すべき
事項については、
Training Material 
Module 7にまとめ
ているので参照され
たい。 (Training Material Module 7 (slide#4))



併合戦略、症例数配分、
一貫性評価、事前規定など



解説の進め方②

•併合戦略
•症例数配分
•一貫性評価
•事前規定

解説の要望が多かったこれらのテーマは、以下のような基本的
な概念と深く結びついている。

『治療効果に影響する(ことが知られている)内因性・外因性民
族的要因』のエビデンスの強さ、あるいはエビデンスを高めていく
ための学習過程

それぞれの解説の前に、これらの概念を説明することから始める。

事前アンケートで
解説の要望が
多かったテーマ

基本的な概念
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基礎的な概念
の解説
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重要な民族的要因の例

E17の図2で示されているように、
「疾患の重症度」や「民族」が重要な民族的要因と
考えられる場合もある

(注) E17の図２はそれぞれの要因と治療効果とが相関関係にあることを示している
22基礎的な概念



重要な民族的要因の例（つづき）

Training Material Module 2 (slide#25)より引用

非小細胞肺癌に対するゲフィチニブの例では
「EGFRのmutation」が重要な民族的要因
であることが突きとめられた

23基礎的な概念



重要な民族的要因の例（つづき）

地理的な「地域」又は規制上の「地域」で治療効果が異なるかも
しれないと考え、計画に反映させる場合は、
 「地域」を重要な民族的要因の候補、あるいは
 重要な民族的要因を見つけるための入口と捉えることもできる

24基礎的な概念



さまざまな重要な民族的要因

民族

地理的な地域・

規制上の地域

極めて多数の
民族的要因の集合体
であり、真の要因の
代替的な要因

E5別添にまとめられた
個々の民族的要因
（これらとて真の要因の
サロゲートかもしれない）

反応性の違いの原因として
突きとめられた重要な民族的要
因

内因性/外因性
民族的要因

更に特定
された要因

「どれだけ多くの
重要な民族的要因を
一緒に考えているか」

による分類
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重要な民族的要因にはさまざまなレベルがありえる
基礎的な概念



重要な民族的要因の探求

反応の違いを生む
真の原因の
探求

重要な民族的要因を探求していく学習過程は、
このピラミッドを上っていくようなもので、
研究開発全体を通して続けられる。
市販後まで続けられる場合もある。

【併合戦略の意義にも関係する】
どの重要な民族的要因（又はその候補）も
このような探求の入口かもしれず、探求は
継続すべき。
重要な民族的要因に着目した併合戦略は
そのことをMRCTの治験依頼者に認識させる
という意義がある。

26基礎的な概念



重要な民族的要因の検討はプログラムレベルで
進められる

学習過程の初期
(開発早期？)では
これらの要因で
併合を考える
こともある

学習過程が進めば
これらの要因で
併合を考える

探索段階の
臨床試験

検証的な
臨床試験

必要な場合は
市販後の研究

Experience

Reflection

Conceptualise

Test
Experiential

Learning
Cycle

[Kolb’s experiential learning theory]

27基礎的な概念

併合の位置付けは学
習過程によって異な
る（本スライド#48

参照）



重要な民族的要因の学習過程：EGFRとゲフィチニブの例

最初は重要な民族的要因の候補として
いろいろな要因が考えられたであろう

Training Material Module 2 (slide#18-27) に詳細な事例紹介がある

基礎的な概念 28



開発半ばで、いくつかの民族的要因が着目され、「アジア」の「女
性」の「腺癌」で高い有効性が観察された

基礎的な概念 29

重要な民族的要因の学習過程：EGFRとゲフィチニブの例

Geography

→Female

→Asian

→Adenocarcinoma



EGFR

EGFR

EGFR

着目された因子で特徴づけられた集団の結果の多くは、
EGFRのmutationの頻度の違いで説明できた

基礎的な概念 30

重要な民族的要因の学習過程：EGFRとゲフィチニブの例



教訓

•第2相までにアジアの症
例が組み入れられなけれ
ば、発見は遅れたかもし
れない。

•この例が教えてくれる教
訓は、重要な民族的要
因が特定されていない段
階では、広い患者背景
を持つ集団で検討するこ
との重要性。

Proof of Concept以前の段階からMRCTを行うことが一
般的には推奨される。しかし、可能な限り均一な集団で行う
ことのメリット（迅速性、コスト）と多様な集団で行うことのメ
リット（上記教訓）の双方を理解しておくべき。

基礎的な概念 31



安全性評価における重要な民族的要因

重要な民族的要因の学習過程は安全性評価
にもある
•臨床的に重要な有害事象については、真の原因の探求が
続けられることもある（例;カルバマゼピン、フェニトインのSJS
に関連するHLA抗原の特定など）
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安全性評価における併合戦略の利用可能性については、Training Material 
Module 5 (slide#12) に記載がある

リスク因子としての重要な民族的要因は、
有効性評価とは異なる場合があり、有効性評価で用いた
併合戦略が安全性評価には適用できないかもしれない
ことには注意が必要

基礎的な概念基礎的な概念



【回答】
検証的試験において併合戦略を検討する場合は、開発の早期段階で
重要な民族的要因の候補となる要因の影響を評価しておくべき。
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Q11
治療効果に影響を与える民族的要因の検討は開発プログラム
のどの段階で始めるべきか。

基礎的な概念



Q5
どれくらいの経験の蓄積があれば併合戦略が利用できるのか、
具体的な基準があるのか。

【回答】
併合戦略の正当性については治験の蓄積(量)だけに限らず、医薬品の
治療効果に影響を及ぼす内因性・外因性民族的要因の影響の程度、
関連の強さといった点も考慮して判断すべきであることから、一概に
どのような経験がどの程度の年月蓄積されなければ適用できないという
目安はない。また、必ずしも事前規定された解析ではなくても、事後的
又は探索的に地域（又は属性別集団）を併合して解析すること等
によってエビデンスを集積することで、その後に計画される臨床試験に
おける併合戦略の活用に繋がることが期待される。

34基礎的な概念



地域の定義や
併合戦略に
関する解説
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地域とは？

Regulatory Region
Commonality in regulatory

requirements

Geographical Region
Commonality in locational

proximity

Pooled Region
Commonality in intrinsic and/or extrinsic factors known to 

potentially affect the treatment effect

併合された地域

規制上の地域 地理的な地域

併合地域を含めて整理したのが下図であり、
地域＝何らかの観点で共通性（Commonality）を持つ国の集合と考えることもできる

E17はこれら3種類の地域のどれか、あるいは全てを用いることを
要求してはいない。

Training Material Module 5 (slide#6) を和訳

地域＝地理的な地域、国又は規制上の地域

Consensus

E17用語集より

Consensus
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併合戦略

重要な民族的要因の共通性、
重要な民族的要因の分布の共通性に着目

Pooled Region
併合された地域

Pooled Subpopulation

併合された属性別集団

「”標準治療”にアクセスできるか」
の二者択一など、カテゴリ分けが可能な場合

体重や重症度のように分布がある場合

【注意】併合戦略は、E17で体系化されたアプローチであるが、
E17は併合戦略を必須とはしていない

Consensus
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「疾患の重症度」が重要な民族的要因の場合

Fig.2a 患者レベル
で考える

地域レベル
で考える

重症度の分布が近い
地域をグルーピングする

重症度が同じ
患者をグルーピングする

Pooled Subpopulations
併合された属性別集団

各地域は、それぞれ特有の
重症度の分布を持つ

Pooled Regions
併合された地域

個々の患者は、
それぞれ特有の
重症度情報を
持っている

38

重要な民族的要因のエビデンスが強く、治療効果との関連性が強くなればなるほど
Pooled Subpopulationの重要性は高まっていく

地域の定義や併合戦略



ある国が単独の地域と定義される場合

他の国々とは異なる規制要件？ MRCT参加国中で、その国のみ
”飛び地”のように離れている

重要な民族的要因orその分布が
他の国と共通しているエビデンスが不十分

39地域の定義や併合戦略



【回答】
①重要な民族的要因が特定されていない（エビデンスが不十分な）
場合、②重要な民族的要因が特定されているものの、当該要因につ
いて、日本と他の地域が類似しているとは判断できない場合等。

Q7 日本が単独の地域として定義されるのはどのような場合か。

40地域の定義や併合戦略



どのように重要な民族的要因を特定
（併合戦略を立案）していくか

Step 1 情報収集 Step 3 反映Step 2 検討

民族的要因に関する情報
を収集：

• 既存の試験結果
• 文献、ガイドラインなど
公表された情報源
 疾患や遺伝情報

• データベース
 WHO疾患DB
 レジストリ

• 医療従事者の意見

収集された情報に基づき、
民族的要因の影響評価

必要に応じて、追加の探
索的試験(PK/PDなど）
の実施、またはM&Sによる
検討

重要な民族的要因を特
定して、MRCTの試験デザ
インに反映させる
 組入れ基準に反映？
 併合戦略を事前規定？
 層別割付け、主要な解析
モデルに反映？

Training Material Module 2 (slide#6-10), 
Module 5 (slide#9-10)に基づき作成

疾患の予後因子
治療効果の予測因子

これらのプロセスは、目新しいものではなく、併合戦略を立案しようとするMRCTのみならず
通常、どのような臨床試験においても割付け因子、主要な解析における共変量を決定する
ために行われるプロセスと同様である

Consensus
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どの重要な民族的要因に着目するかで
併合のパターンは異なる

Factor X

Region A Region B
Region D

Region C

Factor Y

(注) 説明を単純化するため、各地域の要因X、要因Yの平均値が
プロットされている。要因によっては地域ごとに分布をもっている

Region A,B,D

Region C

Region A,B,C
Region D

Training Material Module 5 (slide#11) より引用

Consensus
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Q4
併合戦略を立案するにあたり、治療効果に影響を与える民族的
要因の「地域間の類似性」はどのように判断されるのか。

【回答】
『「ICH E17：国際共同治験の計画及びデザインに関する一般原則
(案)に関する御意見・情報の募集について」に対して寄せられた御意見
等について』に記載のとおり、併合の正当性にどの程度の類似性が必要
となるかは、試験計画時点までに得られている情報を基に個別品目
ごとに判断すべきであり、詳細についてはPMDAにおける対面助言に
おいて議論する必要があると考える。なお、地域間に違いがあること自体
が問題となるのではなく、その違いに臨床的意義があるか（違いによる有
効性及び安全性への影響の程度）が重要である。
したがって、「少しでも異なる可能性があれば」いかなる場合でも（併合
が）許容されないということにはならない。

43
地域の定義や併合戦略



重要な民族的要因
の知見レベル
に応じた計画
立案の解説

44



重要な民族的要因についてどれだけわかっている
か？― いろいろな状況がありうる

＿＿はわからず
＿＿の候補すら
挙げられない

要因A,B,Cが
＿＿の候補

要因Aは＿＿の
可能性が高い,
要因B,Cは候補

要因Aは確実に＿＿,
要因B,Cは＿＿の

可能性が高い,
要因Dは候補

これら以外にも状況は無数に存在しうる。
そのことが、ケース・バイ・ケースの対応が
必要な理由の一つ。

No idea

45

要因
要因要因

要因要因

要因

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案



現状、どんな場合が多いだろうか？

No idea

現状では、多いかもしれない

せめて、これらであるよう
開発早期から考えたい

バイオマーカーや
遺伝情報などが
もっと利用できる
将来は、増える？

46

＿＿はわからず
＿＿の候補すら
挙げられない

要因A,B,Cが
＿＿の候補

要因Aは＿＿の
可能性が高い,
要因B,Cは候補

要因Aは確実に＿＿,
要因B,Cは＿＿の

可能性が高い,
要因Dは候補

要因
要因要因

要因要因

要因

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案



計画のさまざまな要素に関わってくる

状況に応じてできることが変わってくる

地域をどのように定義するか？
どのような併合戦略を
とることができるか？

各地域への症例数
配分をどのように
するか？

一貫性評価をどの
ように行うか？

これらをどのように事前規定するか？
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併合戦略の使い方
重要な民族的要因が

既知（エビデンスが十分）で説明力も強い かつ

そのことをMRCTに参加する地域の規制当局
と合意できる

このような状況であれば、E17が勧めるように併合戦略を
事前規定できる

重要な民族的要因に関する情報が不十分 または 説明力が
弱い場合には、併合戦略は、

• より探索的な意味合いが強い参考情報の位置づけで
事前規定するか、

• 事後的な解析において、MRCTの結果を多角的に
検討する中で用いることは否定されるものではない

より
探索的

併合戦略を探索的に利用することがありうる
（Training Material Module 5 (slide#12)参照）

Consensus
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体系的な探索 Structured Exploration

Known Known

Known Unknown

Unknown Unknown

既知の(Known)＿＿による
既知の(Known)影響

既知の(Known)＿＿による
未知の(Unknown)影響

未知の(Unknown)＿＿による
未知の(Unknown)影響

”体系的な探索”は、より特定された重要な民族的要因を探索していくための
計画で、考える順序でもあり、エビデンスの重みの順序でもある。

E17では、”体系的な探索”を事前によく考えて計画することを勧めている。
下に示す３ステップを分けるのは、重要な民族的要因の知見の程度である。

事前規定

探索的な解析として計画

事後的な解析

事後的な解析

Consensus
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要因

要因

要因

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案



こんな場合、何ができるか？(1/4)

併合戦略 事前規定できない

事後的な解析
 内的一貫性/外的一貫性で
エビデンスの補強

＿＿はわからず、＿＿の候補すら挙げられない。

Known Known

Known Unknown

Unknown Unknown

要因を考慮した解析計画が
事前規定できない

No idea

50

（注）例示であり、そうであることを
保証するものではない

要因 要因

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案

要因

要因を考慮した解析計画が
事前規定できない
要因



こんな場合、何ができるか？(2/4)

要因A,B,Cが＿＿の候補

併合戦略

Known Known

Known Unknown

Unknown Unknown

事前規定できない

事後的な解析
 内的一貫性/外的一貫性で
エビデンスの補強

 要因A,B,Cについて探索的
な解析を計画し得る

51

（注）例示であり、そうであることを
保証するものではない

要因

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案

要因を考慮した解析計画が
事前規定できない
要因



こんな場合、何ができるか？(3/4)

併合戦略

Known Known

Known Unknown

Unknown Unknown

要因Aは＿＿の可能性が高い
要因B,Cは＿＿の候補

 規制当局と合意できれば
要因Aで事前規定もあり得る

事後的な解析
 内的一貫性/外的一貫性で
エビデンスの補強

 要因Aについては要因を考慮した解
析計画が事前規定できる場合もある

 要因A,B,Cについて探索的
な解析を計画し得る
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（注）例示であり、そうであることを
保証するものではない

要因
要因

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案
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こんな場合、何ができるか？(4/4)

併合戦略

Known Known

Known Unknown

Unknown Unknown

要因Aは確実に＿＿
要因B,Cは＿＿の可能性が高い
要因Dは候補

 要因Aで事前規定
 規制当局と合意できれば

要因A,B,Cで事前規定もあり得る

事後的な解析
 内的一貫性/外的一貫性で
エビデンスの補強

 要因Aについて要因を考慮した解析計画が事
前規定できる

 要因B,C含めて事前規定できる場合もある

 要因A,B,C,Dについて探索的
な解析を計画し得る
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（注）例示であり、そうであることを
保証するものではない

要因
要因

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案
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重要な民族的要因の知見レベルによって変わるもの

54

重要な民族的要因がよくわかっていればいるほど、
計画できることが多くなっていく

Unknown/Unknown解析（事後的な解析）については
同じ記載としたが、当該MRCTで得られた結果、新たな外部情報
によって、内容は変わってくるだろう

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案



事前規定の盲検解除前の修正

基本的にE9で説明された盲検解除前の解析計画についての修正は可能

併合戦略や体系的な探索については、重要な民族的要因の
エビデンスの強さが重要であり、MRCTで偶発的に収集されただけ
かもしれないデータに基づく修正は難しいであろう。
（特に、事前規定された併合戦略やKnown Known解析）

MRCTの外部の情報が新規に得られ、エビデンスが強いと判断できる
場合は、修正が許容される場合があるかもしれない。

55

試験治療を盲検化した状態で、例えば①被験者又はデータを解析対象集
団から除外することに関する判断を行うべきである。また、②変数変換の可能
性の検討と③外れ値の定義、④最近の研究で明らかになった重要な共変
量をモデルに加えること、⑤パラメトリック手法を用いるかノンパラメトリック手法
を用いるか等について再検討して差し支えない。この時点で下された判断は、
報告書に記述されるべきである。（E9 7.1 評価と報告より、丸数字は本発表のために追記）

もっとも④が併合戦略などの文脈に関連

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案



【回答】
併合戦略を含め、MRCTの統計解析に関する基本原則は、E9に
準拠すると解釈されるため（E17：1.1項参照）、統計解析計画の
主要な内容は試験計画段階で統計解析計画書に記載すべきであり、
その詳細を確定するのは割付内容が明らかになる前までとなる。
併合戦略に関する計画も同様であり、試験開始前の規定を原則とし、
E17に記載したとおり、少なくとも盲検試験の場合は治療の割付内容
が明らかになる時点より前に最終化する必要がある。したがって、試験
開始後から、割付内容が明らかになる前の間に、併合戦略が規定さ
れる可能性はあり得るが、その受け入れ可否は、追加で得られた情報、
併合戦略による解析の位置付けや目的等に基づき判断されることから、
個別品目ごとに、対面助言等で議論すべきと考えられる。

56

Q3
併合戦略はプロトコールで事前規定できなければ利用できない
のか。
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Q6

併合された地域をプロトコールで事前規定する場合に、どの程度
詳細な定義が必要とされるのか。また、全ての参加国がどの地
域に含まれるかを完全には事前規定できない場合に、どのような
対応が考えられるか。

【回答】
現時点で明確な基準はない。個別品目ごとに、対面助言等で議論し
たい。
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同じ疾患領域or同じ作用機序の薬剤

同じ疾患領域であっても作用機序等が異なる薬で
あれば、重要な民族的要因が異なる場合もある

開発時期の違い、あるいは開発早期に行った試験の違い
（検討した集団の違い、何を検討したかの違い等）によって、
重要な民族的要因に関する知見の蓄積の程度が異なる状
況もありうる

58

同じ疾患領域や同じ作用機序の薬剤であっても、
薬剤ごとに異なった併合戦略をとることはあり得る
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治療効果の一貫性評価
E17において一貫性評価は、2.2.7統計解析計画の「地域間
及び属性別集団間の一貫性の検討」において説明されている

地域間及び属性別集団間の一貫性の検討
統計解析計画には、地域間及び属性別集団間の治療効果の一貫性評価を
含めるべきである。ここで言う治療効果の一貫性とは、異なる地域間あるいは
属性別集団間の治療効果について臨床的に重要な差がないことと定義される。
この評価を行うために様々な解析方法が考えられ、以下の（１）から（４）に
示すものに限らないが、これらを含め、おそらくこれらを組み合わせて用いることになる。

一貫性は、治療効果（結果）の一貫性であって、集団背景の類似性ではない。
一貫性の検討は、集団間で治療効果について臨床的に重要な差が認められた
場合に、その理由を重要な民族的要因で説明することも含んでいる。

59
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E17ガイドライン 2.2.7項より引用



さまざまなアプローチを組み合わせて
一貫性評価に役立てる

記述的要約

グラフ表示（フォレスト・プロットなど）

モデルに基づく推定（共変量で調整した解析など）

シグナル検出の方法としての治療と地域の交互作用の検定

(1)

(4)

(3)

(2)

Training Material Module 6 (slide#10) を和訳

これら４つのアプローチは例示であり、他のアプローチもありうる。
一貫性評価で行われる解析は検証的なものではなく、補完的なものである。
さまざまなアプローチから得られる”観察されたこと”(finding)を組み合わせ、
エビデンス(ある結論に対する確信)を高めていく努力が必要。

60
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”観察されたこと”のエビデンスを高める

どんな”観察されたこと”にも、
エビデンスを高める努力が必要

 内的一貫性(Internal
consistency)

 外的一貫性(External
consistency)

どんなFindingも周辺情報と組み合
わせて考える必要がある！

エビデンス
レベルの

階段

エビデンスの
確立

そうである
可能性が高い

シグナルの検出

エビデンスの
熟成
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MRCTの結果は
さまざまな側面から検討される

併合戦略

Known Known

Known Unknown

Unknown Unknown

MRCTの結果の
信憑性

生物学的合理性

臨床的意義

外的
一貫性

内的
一貫性

統計学的な
不確実性

結果として何が起こりうるかを、MRCTの計画時に注意深く検討

体系的な探索

Training Material Module 6 (slide#7-9) を和訳

62

Consensus

重要な民族的要因の知見レベルに応じた計画立案



地域の症例数を
どう考えるか？

63



一貫性評価の中での特定の地域集団(1)
MRCT全体の結果

地域ごとの結果

地域A

地域B

地域C

地域D

Test Drug Better

ある国が単独の地域と定義される場合：

 治療効果は、地域間で一貫
しているか？

 結果が大きく異なる地域は
ないか？

 一部の（症例数の多い）
地域が全体の結果を
”引っ張っている”ことはないか？

 上記の点などを踏まえ、全体の
成績を各地域に適用できること
が説明可能か？

他の地域含めて地域間で臨床的に重要な差異は生じていないかを見る。
地域Bvs全体というよりも、各地域vs全体という見方も行うべきである。
特定の地域のみに着目せず、臨床的に重要な差異が認められる地域があるなら、
重要な民族的要因によって差異が生じた理由の説明を試みる。
自国を含む地域でも起こりうることか注意深く検討する必要がある。
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一貫性評価の中での特定の地域集団(2)
MRCT全体の結果

地域ごとの結果

地域A

地域B

地域C

地域D

地域Bの国ごとの結果

Test Drug Better

i国

g国
h国

j国
k国 このような視点で、「特定の地域」を

見ることもありうる

自国が地域Bに含まれる場合：

65地域の症例数をどう考えるか？

 …
 …
 …
 …

前のスライド
と同様の視点

 …
 …
 …
 …

前のスライド
と同様の視点で、
特定の地域内
の国間の違い
を見ていく



【回答】
併合戦略が可能と判断され、試験内で複数の併合された地域が設
定された場合、各併合された地域間の一貫性は検討すべきと考えら
れるが、各併合された地域と全体集団の一貫性も確認するべきである。
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Q8
併合された地域が事前規定されたMRCTの結果に基づいて
地域間の一貫性評価を行う際に、全体集団と各地域の一貫性
を確認する必要はあるか。

地域の症例数をどう考えるか？



地域への症例数の配分

E17では、“現在用いられている方法”として
５つのアプローチが紹介されている

1.比例配分：地域の患者数や罹患率に比例
するように配分

2.均等配分：各地域への症例数の均等な配分
3.効果の確保：既存の通知で例示されている配分
4.地域の統計的有意性：ある地域で統計的に有意
5.既定の最低症例数：「最低○○例入れてください」

E17本文では3、4、5については難点を述べているが、
これらを否定しているわけではない。
ちなみに4は、E5Q11（H18.10.5付け事務連絡）で
「もっとも説得力を有する試験結果」とされていた方法。
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E17が推奨するのは
“Balanced” approach

統計的な思考 現実

R
e
g

io
n

 A

R
e
g

io
n

 B

R
e
g

io
n

 C

R
e
g
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n

 D

R
e
g
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n

 E

地域間差を検出する力は、
均等な例数の時、最大となる

症例数（罹患率）は
地域間で異なる

R
e
g

io
n

 A

R
e
g

io
n

 B

R
e
g

io
n

 C

R
e
g

io
n

 D

R
e
g

io
n

 E

重要な点は；
各地域の症例数に大きな不均衡を生じさせないこと
 極端に症例数が少ない地域を作らないこと
 極端に症例数が多い地域を作らないこと

比例配分均等配分
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【回答】
各地域における治療効果の推定精度を確保することに加え、各地域
で想定される患者数、組み入れ速度、実施可能な施設数等の実施
可能性も考慮し、バランスを取ることが重要である。

さらに、バランスを取る上で重要な点は、各地域の症例数に大きな不
均衡を生じさせないこと（本スライド#68参照）であり、この点は併
合された地域内の症例数配分を検討する際にも考慮すべきである。

Q10
MRCT全体の症例数を各地域に配分する際に様々な留意点を
バランス良く考慮するとは、例えばどういうことか。
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70

地域の類似性の判断 限られた事前情報

併合戦略が利用できない？

同疾患領域,作用機序等で併合戦略は異なってもよい？

MRCTで収集された情報
あるいは外部情報の利用

盲検解除前の修正

事後的な利用

要因の情報が不十分

併合戦略
重要な民族的要因
のエビデンス

Protocol等への記載の程度

地域の定義

どのくらい知識の蓄積が必要？

症例数配分
既存通知の方法の位置付け

バランスを考慮した配分とは？

一貫性評価

全体的な説得力をどう高めるか？

事前規定

要因の情報が十分

疑問と解説を対応付けるための索引 赤字は対応するスライドNo.

#48-57

#50,51

#52,53

#34

#33

#55,56

#48

#39,40

#39

#58

#67

#64-66

#49-54

#59-62

#57

#68,69

#36

#25-27

各地域と全体集団の一貫性

日本が含まれる地域

日本が単独の地域

開発早期の要因の評価の重要性

体系化された探索をどう計画する？


