


はじめに

リアルワールドデータ（real world data, RWD）が近年注目されている。

RWDは、病院やクリニックなど、日常の臨床現場で記録され蓄積されて

いる患者データの総称である。ランダム化比較試験（randomized con-

trolled trial, RCT）のような特殊環境ではなく、まさに現実の世界を反映

したデータである。

RWDの定義は錯綜している。RWDとは、製薬企業の市販後調査（post 

marketing survey, PMS）を指しているという誤解すらある。

近年、論文報告のガイドラインのひとつに、RECORD（REporting of 

studies Conducted using Observational Routinely-collected 

Data）、すなわち日常的に収集される観察データを用いた研究の報告基準が

加えられた。RECORDの対象となる「日常的に収集されるヘルスデータ

（Routinely collected health data）」には、患者レジストリー（patient 

registry）、保険データベース（administrative claims data）、電子カル

テデータ（electronic medical record data）などが含まれる。RWDは、

Routinely collected health data とほぼ同義である。

RWDを用いた臨床研究は世界的に増加を続けている。臨床研究のゴール

ド・スタンダードはRCTである。しかしRCTは実施困難であることが多

いため、RCTを補完する手段として、大規模なRWDを用いた観察研究デ

ザインによる質の高い臨床研究が急増している。特殊環境のもとで限られた

答えしか得られないRCTでは、「エビデンスの隙間」を埋められない。

日本はRCTだけでなく、RWDを用いた臨床研究でも欧米の後塵を拝し

てきた。しかし近年、日本でも次第に大規模なRWDを収集・蓄積・管理

するインフラが整備されてきた。多くの学会が疾患特異的な患者レジスト

リーを構築している。保険データベースとしては、レセプト情報・特定健診

等情報データベース（NDB）、DPC（Diagnosis Procedure Combination）
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データベースなどが整備されてきた。電子カルテデータを含むデータベース

については、医薬品医療機器総合機構（PMDA）が運用するMID-NET が

代表的である。

日本でもかつてないほどRWDを用いた臨床研究の重要性が注目されて

いる。しかし日本のRWDを用いた臨床研究はその緒についたばかりであ

る。多くの研究者がRWDを用いた臨床研究をやってみたいと考えている。

しかしこれまで、RWDを用いた臨床研究の具体的な方法論について詳細に

記した邦文の書籍は皆無であった。

本書はまずRWDの定義を示すとともに、様々なRWDの類型を紹介す

る。さらにRWDを用いた臨床研究の意義、特にRCTとの相対関係や役割

分担、RWD研究の利点と限界について解説する。

研究者にとって、RWDを用いた臨床研究を実践する上で多くのハードル

が存在する。大きく分けて、ⅰ 研究デザイン、ⅱ 大規模データのハンドリ

ング、ⅲ 観察データの統計解析、ⅳ 論文執筆がある。特に研究デザインの

方法が従来型の臨床研究とは大きく異なる。

RWDを用いる研究では、適切に研究テーマを設定し、上手に対象を選定

し、潜在的な交絡因子となるデータを漏れなくデータベースから抽出し、観

察データに対処する統計手法を駆使することが求められる。

現在の日本では、医学部・薬学部・看護学部などの学部教育において、臨

床疫学や統計学の教育が決して十分でない。臨床研究デザインに関する教育

は、古典的なRCTのデザインの教育が主体である（それとて十分ではな

い）。ましてや、それとは全く異なる観察研究デザインや統計学について、

多くの臨床家は学んだ経験がほとんどない。

東京大学や京都大学などの一部の大学で、大学院教育の一環としてこれら

の知識や技術に関する教育を提供している。しかし、多くの臨床家にとっ

て、そうした大学院教育を受ける機会を得ることは容易ではない。
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本書に示したRWDを用いた臨床研究のメソッドの数々は、筆者が教鞭

を執る東京大学大学院医学系研究科の講義・演習における教育内容に沿って

いる。もちろん大学院の講義・演習の方が濃密でありレベルも高い。本書は

そのエッセンスを伝授するものである。

筆者は臨床疫学のプロフェッショナルである。筆者の研究グループは、

RWDを用いた臨床研究で毎年50本以上の英文原著論文を出版し続けてい

る。本書は、筆者の経験を活かし、臨床医学・疫学・統計学の知識を背景と

して、データベース構築から論文執筆まで、RWDを用いた臨床研究の具体

的・実践的な方法論を解説する。なお、第2章3節「新しく患者レジスト

リーを構築するには」は、日本医科大学武蔵小杉病院救命救急科の田上隆

先生に、また第5章3節「SQLを用いたデータ抽出」は、東京大学生物統

計情報学の大野幸子先生にご執筆いただいた。

読者対象は、臨床研究を志すすべての臨床家・臨床研究者、当該領域に関

心のある企業（製薬・医療機器メーカー等）の従事者、国・自治体等の医療

政策担当者である。

本書を通じて、RWDを用いた臨床研究が我が国でも隆盛し、我が国発の

「リアルワールドエビデンス」が世界に向けて発信され続けることを願って

やまない。

2019年 6月

東京大学大学院 医学系研究科 教授

康永秀生
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リアルワールドデータとは

1

リアルワールドデータ（Real World Data, RWD）とは、日常の臨床か

ら得られる患者データの総称である。近年、IT 技術の進歩などにより、大

規模なRWDを用いた臨床研究が増加している。RWDは、（1）患者レジ

ストリー、（2）保険データベース、（3）電子カルテデータ等を含むデータ

ベースに大別される。

患者レジストリー（patient registry）とは、特定の疾患を有する患者の

詳細なデータを多施設からアドホック（ad hoc = 特定の目的のため）に収

集・登録するシステムの総称である。「患者登録」「症例登録」とも呼ばれ

る。がん登録や外科学会（National Clinical Database, NCD）などがそ

の代表である。

患者レジストリーの主たる目的は、特定の疾患の罹患率や有病割合を調べ

たり、疾患の経過や予後を把握したりすることである。多施設で実施される

ことが基本であり、データを収集する主体は学会をはじめとする研究団体で

あることが多い。

データベースの管理運営やデータ収集の方法、データ項目や内容は、各患

者レジストリーによってまちまちである。概ね、特定の疾患にフォーカス

し、その疾患に特有の詳細な臨床情報を収集していることが多い。データ入

力は各施設の医師に委ねられているため、入力者の負担が大きく、また入力

データの品質管理が必要になることが多い。

薬剤の市販後調査（post-marketing survey, PMS）も広い意味での患

者レジストリーに該当する。RWDと言えばPMSのことを指している、と

誤解されることがあるが、PMSはRWDのほんの一部に過ぎない。

（１）患者レジストリー 

2
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保険データベース（administrative claims database）とは、レセプ

トデータ、Diagnosis Procedure Combination （DPC）データなどの公

的医療保険データを集積したデータベースである。代表的なものとして、厚

生省労働省のレセプト情報・特定健診等情報データベース（National Da-

tabase of Health Insurance Claims and Specifi c Health Checkups 

of Japan, NDB）が挙げられる。本来は診療報酬請求の目的に用いられる

データを、匿名化した上で研究目的に二次的に利用するためのデータベース

である。疾患の種類を問わず、全国の医療機関の膨大な情報が利用可能であ

る点が特徴である。

日本に先んじて諸外国で保険データベースを用いた臨床研究が進められて

きた。日本でも近年こうしたデータベースの整備が進み、研究例も増えつつ

ある。

全国レベルの保険データベースよりもずっと小規模であるものの、多施設

からレセプトデータや DPC データに加えて、電子カルテ（electronic 

medical records, EMR）などから収集した検査データなどの記録を統合

したデータベースがある。代表的な例として、医薬品医療機器総合機構

（PMDA）が構築しているMID-NETが挙げられる。

（２）保険データベース 

（３）電子カルテデータ等を含むデータベース 
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RCTと RWD

2

臨床研究のゴールド・スタンダードはランダム化比較試験（randomized 

control trial, RCT）である。特に新薬の製造販売承認においてはRCTに

よる有効性の検証（治験）が必要である。

RCT は、介入群と対照群を無作為に割り付けるものであり、適応交絡

（confounding by indication）を除外する上で最も優れた方法である。

図1-1 のように、患者の背景要因（年齢、性別、既往歴など）や治療を

受ける施設の要因（スタッフの数、大学病院、地域性など）は、治療効果に

直接影響を与える。さらにこれらの要因は治療Aまたは治療Bの選択にも

影響を与える。この状態を「適応交絡」と呼び、これらの要因を交絡因子

（confounding factor）という。

治療Aと治療Bの真の効果差を知るためには、2群の患者背景を揃える

必要がある。その最も確実な方法がRCTである。それぞれの患者に「治療

Aを受けるか、治療Bを受けるか」をランダムに割り当てることで、2群

の患者背景はほぼ均一になる。すなわちRCTは、ある治療の効果を判定す

るための研究デザインのうち、最も内的妥当性（internal validity）の高い

（１）RCTの優位性 

　図1-1　　適応交絡

治療効果

患者の背景要因
施設の要因

治療 A または
治療Bの選択
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（=真の効果に近い結果を導き出せる）デザインといえる。

一方、観察研究では患者をランダムに割り当てることができず、適応によ

る交絡による影響は不可避である。これを適切に調整しないと、歪んだ結果

を導くことになる。傾向スコア分析や操作変数法などの統計手法を用いて、

ランダム化比較試験になるべく近い状況、すなわち2群の患者背景がなる

べく均一となるように工夫する方法がある（第5章参照）。

RCTは、プラシーボ（偽薬）効果の影響を除外できる点でも優れている。

治療効果の判定が自覚症状の改善などの主観的アウトカムの場合、観察研究

ではプラシーボ効果の影響を除外できない。治療による効果量（eff ect 

size）があまり大きくない場合、観察研究で認められた効果は、治療による

真の効果であるのか、プラシーボ効果であるのか、判別できない。それは薬

だけではなく、外科手術のような侵襲的な治療であっても同じである。

例えば、大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換術は、プラシーボ効果は少

なく、治療による効果量が十分であるため、観察研究だけで十分である。人

工骨頭置換術群と保存的治療群に割り当てるRCTをやる必要はないどころ

か、そのようなRCTは倫理性の観点からやってはならない。なぜなら、人

工骨頭置換術を行わず保存的治療をすれば、患者は寝たきりになってしまう

蓋然性が高いからである。

しかし、脊椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術（percutaneous ver-

tebroplasty, PVP）は、痛みの改善が主たる目的である。このような場合、

手術によるプラシーボ効果は不可避である。観察研究でその影響を排除でき

ない。実際に、プラシーボ効果を排除するために、偽手術（sham sur-

gery）を対照とする PVPの効果を検証する RCT が海外で実施されてい

る 1。
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RCTにはいくつかの問題点もある。それらは、（1）RCTの実施困難性、

（2）RCT における 5つの too、（3）治療の割り当て後に起こる問題点、

に分けることができる。

１）RCTの実施困難性

RCTは倫理的・費用的な問題などから実施困難であることが多い。

すでに市販されている医薬品や汎用されている医療技術について、新たに

RCTにより有効性の検証を行うことは、倫理的にも費用面でも不可能に近

い。救急治療や外科手術も多くの場合RCTの実施は難しい。希少疾患につ

いても患者数の限界によりRCTはほぼ不可能である。

また、RCTは費用がかかりすぎる。倫理的な制約よりもむしろ費用面の

制約の方が、RCTの実施を困難にしている。治験や研究者主導臨床試験で

は、その煩雑な業務や事務処理を医薬品開発業務受託機関（contract re-

search organization, CRO）や研究施設支援機関（site management 

organization, SMO）といった外部機関に委託する。その高額の委託料を

支払うための予算確保が最大の課題となる。

２）RCTにおける5つの too

RCTにはさらに、表1-1に示す「５つの too」という欠点がある。

RCTは、日常臨床とは異なる実験的な条件の下で行われ、しかも参加す

る意欲のある患者に対してだけ行われる。RCTに参加できるような患者は、

臨床現場ではむしろ少数派である。厳格な組入基準（inclusion criteria）・

除外基準（exclusion criteria）が設定され、限定的な対象集団に絞られる。

薬の場合、決められた容量や投与期間が設定される。その結果、リアルワー

ルドの臨床とはかけ離れた状況での効果比較となる。

（２）RCTの問題点 
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たいていのRCTは too simple、too median-aged、too narrowであ

るため、外的妥当性（external validity）［一般化可能性（generalizabili-

ty）］は保たれない。例えば、RCTでは対象が70歳未満であったにもかか

わらず、承認・市販後は70歳以上の患者にも使用されることはしばしばで

ある。その場合、70歳以上を対象としたRCTを新たに実施することはた

いていの場合困難である。

被験者数は too few、観察期間は too brief にならざるを得ないことが多

い。そのためエンドポイント（endpoint）はしばしば、長期観察を要する

真のエンドポイント（true endpoint）ではなく、短期の観察で得られる代

替エンドポイント（surrogate endpoint）が用いられる。

例えば、降圧薬を投与する真の目的は、「脳血管障害や虚血性心疾患の発

症およびそれらによる死亡を回避すること」である。したがって、降圧薬の

真のエンドポイントは、「脳血管障害や虚血性心疾患の発症およびそれらに

よる死亡」である。しかし、これらのイベントの発生率を調べるには多くの

対象患者を長期間にわたり追跡する必要がある。RCTでそれを行うには巨

額の費用がかかり、実施可能性が低くなる。そのため降圧薬のRCTでは、

代替エンドポイントとして「血圧値の安定」を指標とする。しかし実際のと

ころ、「血圧値の安定」は手段であって目的ではない。

また、少ないサンプルサイズでは、稀にしか起こらない合併症を検出でき

ない。稀な合併症は市販後に発見される。

　表1-1　　ランダム化比較試験「５つの too」

Too few（被験者数が少ない）

Too simple（併存症、併用療法がある患者は除外される）

Too median-aged（高齢者、小児、妊産婦は除外される）

Too narrow（薬物投与などの治療方法が限定される）

Too brief（追跡期間が短い）

7
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３）治療の割り当て後に起こる問題点

患者がRCTのプロトコールに従う度合いをコンプライアンス（compli-

ance）という。コンプライアンスの不足により、治療の割り当て後の症例

の脱落やコンタミネーション（contamination）がしばしばおこる。コン

タミネーションとは、対照群に割り当てられた患者が自ら希望して介入群と

同じ治療を受けてしまう現象である。コンタミネーションがあっても、最初

の割り当てに沿って解析する治療企図解析（intention-to-treat analysis, 

ITT）が行われる。コンタミネーションの割合が高すぎると、RCT自体が

失敗に終わる。

前立腺がん検診（PSA検査）の死亡率減少効果を検証したアメリカの

RCTでは、コンタミネーションが多発した。すなわち、対照群に割り当て

られた対象者の多くが、割り当て後に自らの意志でPSA検査を受けてし

まった。そのゆえにRCTの内的妥当性は大きく損なわれた 2。

１）RWDの隆盛

前項のようなRCTの欠点や限界を背景として、いわばRCTの反対命題

として、近年は大規模なRWDを用いた観察研究への注目が高まりつつあ

る。それには以下のような事柄への認識が高まってきたことが挙げられる。

ⅰ 莫大な資金をかけて多数のRCTをやれるほどの財力が産・官・学

のいずれにもない。

ⅱ RCTの対象から外される高齢患者が増加してきた。

ⅲ 治療の選択肢も患者のニーズも多様化し、すべてをRCTで検証す

ることは不可能。

ⅳ 限られた答えしか得られないRCTでは、「エビデンスの隙間」を埋

められない。

（３）RCT vs RWD 

8
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Column 

80 歳以上を対象としたRCT

80 歳以上の心筋梗塞・不安定狭心症の患者を対象として、侵襲

的治療と保存的治療の予後を比較した RCT の結果が、2016 年の

『Lancet』に掲載された 3。「After Eighty Study」と称されたこの

試験は、通常はRCTの除外基準とされる 80歳以上高齢者にフォー

カスした画期的なものである。

とはいえ、候補となる 80 歳以上の対象患者が 4,187 人に対し

て、実際に試験にエントリーした患者は 457 人（約 11%）に過ぎ

なかった。エントリーしなかった 3,730 人のうち、2,214 人は除

外基準（生命予後不良など）を満たし、1,516 人は組入基準を満

たすにもかかわらず参加拒否など種々の理由で不参加となった。結

局のところ、元気で参加の意欲がある患者だけがエントリーした、

つまり 80歳以上の母集団を代表しない、一般可能性の乏しい集団

を対象とした試験となってしまった。

致し方ないところである。これが RCTというものであり、リア

ルワールドとはかけ離れているのだ。多くの臨床家が知りたいの

は、むしろエントリーしなかった 90%の人々の予後ではないだろ

うか。

日本のDPCデータベースを用いて、85 歳以上の急性心筋梗塞

の患者 10,908 人を調べた研究を紹介しよう 4。このうち約 69％

に当たる 7,554 人が冠動脈インターベンションをはじめとする再

灌流治療を受けた。高年齢、低いADL（日常生活動作）、意識障害、

重症心不全、認知症、悪性腫瘍、腎疾患などがあると再灌流治療は

実施されない傾向があった。在院死亡は再灌流治療を受けた群の

13.5%に対し、受けなかった群は 36.5%であった。

9
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前述に加えて、情報技術の発展により膨大なデジタルデータが得られやす

くなってきたことも、RWDを用いた観察研究の進展に拍車をかけている。

今後、大規模RWD研究はさらに隆盛していくに違いない。RCTが衰退

するわけではないものの、大規模RWD研究の増加によって相対的にRCT

の割合は減っていくことが予想される。その先の将来を見据えて、臨床研究

者は、大規模RWD研究に習熟しておく必要があるだろう。

実際のところすでに、RCTを補完する手段として、大規模なRWDを用

いた観察研究デザインによる質の高い臨床研究が世界的に増加している。

RCTがこれまで多く行われてきた循環器の領域で、特にその傾向が顕著で

ある。循環器疾患は患者数が多く、薬剤の種類も多く、RCTの数も多い。

例えば、抗血栓薬（抗凝固薬と抗血小板薬）に関する大規模なRCTが次々

に実施され、エビデンスは成熟している。それでもエビデンスの隙間は残っ

ている。しかし、その隙間を埋めるために新たなRCTを実施しても、既出

のRCTに比べてインパクトは相対的に小さい。つまり同じ領域のRCTが

続くと、次第にRCTの莫大な費用に見合うインパクトが少なくなってくる。

研究者主導RCTに資金を提供する企業も少なくなってくる。その結果、抗

血栓薬の領域ではRCTはむしろ衰退しており、大規模RWD研究が花盛り

といった状況である。

２）RCTと RWDを用いた研究の比較

表1-2に、RCTと RWDを用いた研究の比較を示す。

RCTは厳密に管理された理想的な医療環境下で実施される。高齢者や合

併症のある患者は対象から除外される。RCTで評価されているものは、効

果が最大限に発揮できそうな環境で、しかも効果が高そうな対象に絞った場

合の、つまり理想の世界における「有効性（effi  cacy）」である。一方、

RWDを用いた研究は現実の世界における「有用性（eff ectiveness）」を

評価している。

言い換えれば、RCTは“Can it work?”を問うており、RWDを用いた

10
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研究は“Does it work?”を問うている。“It can potentially work, but 

it does not actually work.”ということは往々にしてある。

優れたRCTは、ランダム化によって両群の背景をバランシングできる。

未測定交絡も含めて、交絡の影響を排除できる可能性が高い。一方でRWD

は、治療の選択はランダムでなく、交絡の影響が避けらない。観察研究のた

めの応用的な統計手法をいかに駆使しようと、交絡を完全に排除することは

できず、その点ではRCTにおよぶところではない。

とはいえ実際のところ、小規模なRCTでは背景のバランシングに失敗し

ていることがある。筆者はそのようなRCTを「へなちょこRCT」と勝手

に呼んでいる。予算が足りず、代替エンドポイントを採用して症例数を少な

くし、その結果として背景のバランシングに失敗し、「へなちょこRCT」化

してしまっていることが少なくない。また、大規模なRCTであってもラン

ダム化後にコンタミネーションが起こり、ランダム化が破綻することも

ある。

RWDの利点として、多様な背景をもつ多数の患者集団を対象にした、現

実の世界で実際に利用されている治療法をありのままに観察したデータが得

られることが挙げられる。データベースによっては、桁外れの症例数を確保

できる。サンプル集団以外にも一般化できる、外的妥当性の高い研究になり

RCT RWDを用いた研究
セッティング 管理された特殊環境 日常臨床
評価している内容 有効性（effi  cacy） 有用性（eff ectiveness）
対象 高齢者、合併症のある患者な

どを除外
高齢者、合併症のある患者な
ども除外されない

交絡の影響 受けにくい 受けやすい
内的妥当性 優れる RCTより劣る
外的妥当性 RWDより劣る 優れる
費用 莫大 RCTより低い
実施可能性 低い RCTより高い

　表1-2　　RCTと RWDを用いた研究の比較
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得る。そうした研究が、RCTとは比較にならないぐらいに低コストで実現

できる。

RWDを用いた研究では、うまく研究テーマを設定し、適切に研究対象を

選定し、潜在的な交絡因子に関するデータを網羅的に抽出した上で、傾向ス

コア分析（propensity score analysis）や操作変数法（instrumental 

variable）をはじめとする交絡調整のための種々の統計手法を用いる必要が

ある（第5章参照）。これらの手順を慎重に踏むことにより、ランダム化比

較試験に準じる分析結果を導き出すことが可能になる。

３）薬事承認におけるRWD活用

今後、各国において、RWDが市販後調査や承認申請などの薬事上の意思

決定に用いられる機会が広がっていくとみられる 5。

アメリカでは、2016年 12月の「21st Century Cures Act」の改訂

において、RWDを薬事上の意思決定に利用する方針を定めた。既承認薬の

適用拡大や市販後安全性調査などに用いるとしている。

医薬品規制調和国際会議（International Council for Harmonisation 

of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, 

ICH）は、医薬品規制に関するガイドラインを作成する国際会議である。

2017年 2月に ICHが発出した「Good Clinical Practice （GCP） Ren-

ovation」では、RWDを薬事上の意思決定に用いる方針が示された。この

方針は、製薬企業だけでなく、臨床研究そのものに大きな影響を与えると考

えられる 6。

日本でも、2018年 4月に「医薬品の製造販売後の調査および試験の実

施の基準に関する省令」（GPSP省令）が改正され、製造販売後調査に「医

療情報データベース」を加えることとした。「医療情報データベース」とは、

電子カルテデータ、レセプト・DPCデータ、患者レジストリーを含む。

しかしRWDは本来、治験データとは異なり、薬事承認申請での利用を

意図していない。それとは異なる目的で取得されたデータの二次利用であ
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る。薬事承認申請で必要とされるようなデータの品質は満たしていない。特

に、RWDに記録されている診断名の妥当性は不十分であり、診断をアウト

カムとする場合にはバリデーションが必要である（詳細は第4章参照）。

Column 

臨床研究法

「臨床研究法」という珍妙な法律ができた。ディオバン事件に端

を発する国内の研究者主導臨床試験の不祥事を契機に、「臨床研究」

を規制することになったのである。

臨床研究法の規制対象は「特定臨床研究」、つまり製薬企業がス

ポンサーとなっている研究者主導臨床試験などである。従来からあ

る新薬の治験は対象ではない。その他の研究もすべて対象外であ

る。つまり「臨床研究法」の守備範囲に入る「臨床研究」は、すべ

ての臨床研究のうちのごく

一部である。「臨床研究法」

という、あたかもすべての

臨床研究を規制するかのよ

うな名称が、紛らわしいこ

とこの上ない。

ランダム化比較試験

観
察
研
究

治
験

特
定
臨
床
試
験

そ
の
他
の
Ｒ
Ｃ
Ｔ
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