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Fisherʼs randomization rule has been widely viewed as a revolutionary invention in

experimental design. The three rationales of randomization in clinical trials are (i)

randomization ensures that known and unknown confounders are asymptotically

controlled, (ii) the use of randomization itself provides the basis of statistical inference,

supposing patients in a clinical trial are a non-random sample of a population, and (iii) the

act of randomization mitigates selection bias by providing unpredictability in treatment

allocation. Randomized controlled trials have been the gold standard for more than five

decades, while such trials may be costly, inconvenient and ethically challenging. Some

Fisherian statisticians have emphasized the importance of design-based inference based

on randomization test, however some statisticians does not agree with them. From the

Bayesian point of view, the randomization sequence is ancillary for a parameter of

interest, and randomization itself is not absolutely essential although it may sometimes

be helpful. In this review, I provide an overview of the rationales of randomization and

the related topics, and discuss the significance and limitations of randomization in clinical

trials.
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1．は じ め に

臨床試験の方法論は，英国の統計学者ロナルド・フィッシャー（1890-1962）が考案した統計的

実験（技術的実験）の方法論を基礎として発展してきた．人工的に作った純粋な条件下での因果

関係を立証しようとする科学的実験に対して，統計的実験は以下の特徴を有する（竹内 2003）．

・実験の場は，現実の応用の場に近い状況に設定される．



・結果の分析には誤差の存在を前提にしなければならない．

・いくつかの因子を同時に変化させて結果を見ることがある．

・目的は，何らかの基準によって現実の場において最も良い結果が得られるような条件を求め

ることである．

実験計画におけるフィッシャーの 3原則

1. 局所管理（local control）

2. ランダム化（randomization）

3. 繰り返し（replication）

は，1919 年にフィッシャーがローザムステッド農事試験場に就職し，従来の農事試験の方法を改

良しながら，自ら開発した分散分析法に適用可能なデータを獲得するために考案された．実験に

伴う誤差は，測定誤差のような偶然誤差と系統誤差（またはバイアス）の 2つに大きく分類され

る．局所管理によって系統誤差を可能な限り減少させ，ランダム化によって系統誤差を偶然誤差

に転化し，繰り返しによってその誤差を精確に推定すれば，妥当な有意性検定が行えるという論

理である（竹内2003, 芝村 2004）．現在では，ランダム化の原理は科学的方法の基本となり，多く

の分野で標準的な方法として利用されている．医学分野においては，ランダム化対照臨床試験

（randomized controlled trials）が最も証拠水準の高い統計的実験とみなされている．そこでは，

対象が試験に順次登録され，複数の試験治療のいずれか 1つにランダムに割り付けられる．ラン

ダム化対照臨床試験が農学や工学など他の分野のランダム化実験と大きく異なることは，その対

象が人であることから倫理的課題を伴うことである．そのため歴史的に，臨床試験におけるラン

ダム化に関する議論は他の分野とは独立になされ，その方法論は独自の発展をしてきたと考えら

れる．

本総説では，臨床試験におけるランダム化の意義と限界について，主に統計学的な観点から解

説する．ランダム化の技術的側面については，優れた成書である Chow and Chang（2011），Yin

（2012），Rosenberger and Lachin（2016）などを参考にしていただきたい．なお，randomization

の日本語訳として，ランダム化，無作為化，確率化などが使用されているが，ここではランダム

化を用いる．

2．因果と関連

観察に基づく科学においては，事象の観察可能な特性によって現象を記述し，それら現象間の

関連を記述し，最後に，それら現象間の因果関係を記述することが，研究の主体をなしている．

医学分野においては，疫学という学問分野が代表的であり，疫学者は，主に観察によって，曝露

と疾病の間の因果関係を知ることを目標として様々な型の研究を行い，疾病の予防に繋げる努力

を行っているが，関連から因果への階段を上ることはそれほど容易ではない．因果を示すために

は，対照試験が必要であるということは古くから認識され，旧約聖書のダニエル書で，食事（野

菜食+水または王の豪華な食事+ワイン）が健康状態に及ぼす影響を調べた事例が，最初に記録

された対照試験と言われている．我が国では，明治時代に海軍軍医であった高木兼寛（1849-1920）

が，食事（米食またはパン食）を変えた 2隻の艦を同じ航路を航海させて，食事と脚気との関連を
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調べた事例が有名である．

このような対照試験を行うことができたとしても，さらに別の障壁が存在する．それは，曝露

群（試験群）と非曝露群（対照群）が比較可能かどうかである．比較可能性を妨げる最も大きな

要因は交絡（confounding）である．交絡とは，曝露の効果が他の変数の効果と混ざってしまうた

めに生じるバイアスのことである（Rothman 2012）．これら他の変数は交絡因子（confounding

factor，confounder）と呼ばれる．ある変数が交絡因子であるためには，以下の 3条件を満たす必

要がある．

1. その因子は結果（疾病の発生，予後など）に因果的に影響している．

2. 曝露群と非曝露群の間で，その因子の分布が異なっている．

3. その因子は曝露と結果の中間に位置する変数ではない．言い換えると，その因子は曝露の結

果ではない．

観察研究において交絡を制御する効果的な方法は，曝露群と非曝露群の交絡因子の分布を均衡

させるために，傾向スコア（propensity score）などを用いてマッチングを行うことである．また，

データ解析において交絡を調整する方法（層別解析，回帰モデルなど）も存在する．ただ，いず

れの手法を用いても，観測された因子について制御・調整を行うことはできるが，観測されなかっ

た因子は制御・調整できない．従って，関連から因果への階段を上がるための手法としては，ラ

ンダム化に比べると物足りない．しかしながら，観察研究のデータのみに基づいて，この困難な

階段を上がった最も有名な例がタバコと肺癌の例である．1964 年に米国公衆衛生総監の諮問委

員会は，膨大な数の文献をレビューし，関連の一致性，強固性，時間的前後関係，生物学的な機

序，量反応関係，禁煙後のリスク減少の有無などを評価した上で，タバコは肺癌の 1つの原因と

なっていると結論づけた．次章で登場するオースティン・ブラッドフォード・ヒルは，この委員

会報告に基づいて 9つの因果性の基準（強固性，一致性，特異性，時間性，生物学的用量関係，説

得性，整合性，実験的証拠，類似性）を提唱した（Hill 1965）．このように，脚気の例と同様に，

たとえ原因物質（ビタミンやニコチンなど）が特定されていなくても，因果関係を示唆すること

が可能な場合がある．しかもこの例では，曝露群（タバコを与える群）と非曝露群（タバコを与

えない群）を設定して，どちらかの群に対象をランダムに割り付けることは現実的に不可能であ

る．実際には，様々な理由によりランダム化対照試験を実施することが不可能で，コホート研究

やケース・コントロール研究などの観察研究の結果から推測される関連に基づいて因果関係を評

価しなければならない場面は多く存在する．

3．ランダム化対照試験の歴史とランダム化の意義

ランダム化を用いた最初の臨床試験は，ジェームス・アンバーソンらが 1931 年に報告した肺結

核の臨床試験と言われている．彼らは，コイン投げによって 24 人の患者を sanocrysin治療群と

対照群に振り分けた（Amberson 1931）．その後，1940 年代に英国 Medical Research Council の

統計家・疫学者オースティン・ブラッドフォード・ヒル（1897-1991）の指導の下で実施された臨

床試験によってランダム化が広く知られるようになった．そこでは，107 人の肺結核患者に対し

てストレプトマイシンの効果が調べられた（Medical Research Council 1948）．1954 年のポリオ
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ワクチンの試験では約 40万人の子供がワクチン投与またはプラセボ（食塩水）投与のいずれかに

ランダムに割り付けられた（Francis 1955）．この試験でワクチンの効果が立証されたものの，プ

ラセボ対照が必要であったかという議論が引き起こされた．最終的には，年ごとにポリオ発生率

が変動するために，プラセボ対照が必要であったという結論に至り，これを契機にランダム化対

照試験が医学界に受け入れられるようになったと考えられている．

ICH（International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals

forHuman Use：医薬品規制調和国際会議）の統計ガイドラインには，「ランダム化は，臨床試験

において，被験者への試験治療の割付に意図的に偶然の要素を取り入れており，後に試験データ

を解析する際に，試験治療の効果に関する証拠の定量的な評価のための正しい統計的根拠を与え

る．また，ランダム化は予後因子が既知であるか未知であるかにかかわらず，予後因子の分布が

類似した試験治療グループを作るために役立つものである．」と記載されている（厚生省医薬安全

局審査管理課長 1999）．すなわち，臨床試験におけるランダム化の意義は，統計家ジェローム・

コーンフィールド（1912-1979）が整理しているように，

1. 試験群間の比較可能性を高める

2. 推論のための統計学的な基礎を与える

の 2点である（Cornfield 1959）．1 つめの意義については，既知の因子であればマッチングや統

計的な調整に用いることが可能であるが，観測されていない未知の因子についてはそれが不可能

であるということから説明できる．この点が，第 2章で述べたように関連から因果への階段を上

がることに大きく関連しており，医学研究においてランダム化対照試験が最高水準の証拠を提供

することの所以となっている．2 つめの意義については，第 7章において詳しく述べる．3 つめ

の意義として，次の対象に割り付けられる治療を医師が予見できないように割付の隠匿化

（allocation concealment）を行って選択バイアスを防ぐことが挙げられる．

また，医師または対象を盲検化（blinding）または割り付けられた治療をマスク化（masking）

して評価に関するバイアスを防ぐことも重要であるが，これにはランダム化以外の操作を加える

必要があるため，ランダム化の意義とは言えない．

4．ランダム化の方法

ランダム化の方法の詳細については，Chow and Chang（2011），Yin（2012），Rosenberger and

Lachin（2016）などの優れた成書に譲り，ここではいくつかの用語の解説だけを行う．

4．1 準ランダム化

ランダム化に準じた方法，例えば，来院日または入院日の曜日・日付，対象の誕生日やカルテ

番号，あるいは来院順に基づく方法は，割付の予見性が高いことから選択バイアスをもたらし，

患者特性の均衡が崩れる可能性も高い．これらは準ランダム化（quasi-randomization）または偽

ランダム化（pseudo-randomization）と呼ばれ，このような方法を用いた試験は準ランダム化対

照試験（quasi-randomized controlled trial）として，ランダム化対照試験と区別して扱うべきであ

る．
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4．2 均等ランダム化と不均等ランダム化

K個の群に割付を行う場合，各対象を 1/K の確率で K群のうちの 1 つに割り付ける方法は均

等ランダム化（equal randomization），そうでない方法は不均等ランダム化（unequal

randomization）と呼ばれる．計画された各群への割付確率の比を割付比と呼ぶ．多くの臨床試

験では均等ランダム化が用いられるが，倫理的な配慮などから対照群に割り付けられる対象を減

らしたい場合に，割付比を 2（試験群）：1（対照群），または 2（高用量群）：2（低用量群）：1（対

照群）などとした不均等ランダム化が用いられることがある．

4．3 固定的ランダム化と適応的ランダム化

並べ替えブロックランダム化などの古典的なランダム化の方法は，試験開始時に割付確率が固

定されているため固定的ランダム化（fixed randomization）と分類される．以下に単純ランダム

化，制約付きランダム化，層別ランダム化について概要を述べる，一方，割付確率が試験中に変

化することを許容する方法は適応的ランダム化（adaptive randomization）と呼ばれる．それは，

何に従って割付確率を変化させるかによって，割付数適応的，共変量（ベースライン予後因子）

適応的，反応（アウトカム）適応的などに分類される．以下にそれぞれの代表的な方法について

概要を述べる．

1）単純ランダム化

最も単純なランダム化の方法は，公平なコインを投げて割付を決定するように，固定された割

付確率で対象を各群にランダムに割り付ける方法である．このような方法は単純ランダム化

（simple randomization）または完全ランダム化（complete randomization）と呼ばれ，次の割付を

予見することが困難であるという利点を有する．しかしながら，群間の不均衡（規定した割付比

からの乖離）を引き起こすリスク，または重要な予後因子を均衡させることができないリスクが

高いという欠点がある．

2）制約付きランダム化

① 強制均衡手順

単純ランダム化の大きな欠点は，各群の対象数が不均衡となるリスクが相当程度あるというこ

とである．特に標本サイズが小さい場合には，規定した割付比からの乖離が検出力の無視できな

い低下をもたらすかもしれない．この欠点を克服するためには，強制的に各群に同数の対象が割

り付けられるようにするしかない．そのような強制均衡手順（forced balance procedures）とし

て，ランダム割当て規則（random allocation rule）と切断 2項デザイン（truncated binomial design）

がある．

ランダム割当て規則は，「壺モデル」―壺の中に各群のラベルをつけた一定数の球を入れておい

て，対象が登録されるごとにその壺から球を 1つずつランダムに抽出し，そのラベルに相当する

群を割り付けるというモデル―で考えると分かりやすい．標本サイズを n（nは偶数）とし，2群

（群 A と群 B）に均等割付を行う場合，壺に群 A の球 n/2個と群 B の球 n/2個を入れておいて，

球を 1 つずつランダムに非復元抽出するという方法である．切断 2項デザインは，2群均等割付

の場合，いずれかの群の割付数が n/2 に達するまでは単純ランダム化により割付を行い，それ以
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降の対象はすべてもう一方の群に割り付けるという方法である．

② 並べ替えブロックランダム化

強制均衡手順の欠点は，全体での均衡は保証されているものの試験途中では均衡が崩れるリス

クがあることであり，試験が完遂しなかった場合や登録される対象の予後因子が時間によって変

動するような場合に大きな問題となる．それを克服する方法が並べ替えブロックランダム化

（permuted block randomization）であり，そのオプションとして固定ブロックサイズ（fixed

block size）とランダムブロックサイズ（random block size）がある．

固定ブロックサイズでは，2群均等割付の場合，サイズm（mは 2の倍数）のブロックを作り，

各ブロック内に群 A が m/2，群 B が m/2含まれるすべての順列の集合内の要素（ブロック）を

ランダムに並べ，その順にしたがって対象を割り付ける．この方法の利点は，試験途中であって

もブロックサイズの倍数で群間の均衡が保証されることであり，もしブロックの途中で試験が終

了しても不均衡の程度が小さいことである．一方，ブロックサイズを小さくすると予見可能性が

高まり，選択バイアスにつながるため，次の割付が予見できない程度にブロックサイズを大きく

する必要がある．また，予見可能性の観点からブロックサイズは試験実施計画書などに記載せず，

試験参加医師に知らせてはならない．一方，ランダムブロックサイズは予見可能性を小さくする

ために考案された方法で，2群均等割付の場合，ブロックサイズを｛2，4，6，8｝から等確率にラ

ンダムに選んだ後にそのブロックサイズに関する可能な順列の集合から要素（ブロック）をラン

ダムに選ぶ．

3）層別ランダム化

制約付きランダム化は，単純ランダム化の欠点を補うために群間の割付数の均衡を取る方法と

して有用であるが，予後因子の分布が群間で均衡していないと交絡によるバイアスを引き起こす

可能性が高くなる．予後因子や対象特性以外の重要な因子（例えば，施設など）で層を作り，各

層内で別々に，対象を各群にランダムに割り付けるという方法が層別ランダム化（stratified

randomization）である．層を作るために用いる因子を層別因子と呼ぶ．層内においてはいかな

るランダム化の方法を用いてもよいが，層別ランダム化と並べ替えブロックランダム化を組み合

わせる層別並べ替えブロックランダム化が最も一般的である．この方法の欠点としては，層当た

りの標本サイズが小さくなると，群間の割付数の不均衡を引き起こすリスクが高いことである．

4）割付数適応的ランダム化

代表的な方法は偏コインデザイン（biased coin design）であり，表の出る確率 p（p>1/2）の偏

りのあるコインを仮想的に投げるという逐次的なランダム化規則である．それまでに割り付けら

れた各群の対象数（割付数）を指標として，次の対象の割付確率を決める．例えば，割付数が少

ない群に p=2/3 で割り付けることにより，不均衡の程度を逐次的に小さくしていく．

5）共変量適応的ランダム化

最小化法（minimization）または動的割付（dynamic balancing）とも呼ばれ，それまでに割り

付けられた対象の共変量（割付調整因子と呼ばれる）の群間不均衡の程度を指標として，次の対

象の割付確率を決める．この方法により，予後因子などの分布の不均衡を防ぐことができる．
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6）反応適応的ランダム化

代表的な方法はプレイ・ザ・ウィナー規則（play-the-winner rule）であり，先行対象の反応（2

値の場合は成功または失敗）を指標として，次の対象の割付確率を決める．例えば，先行対象の

反応が成功であれば，次の対象は先行対象と同じ治療群に確率 p（p>1/2）で割り付ける．近年

は，それまでの各群の反応確率のベイズ流事後分布を比較して割付確率を決めるという方法（ベ

イズ流適応的ランダム化）がよく用いられている．

4．4 クラスターランダム化

これまでは，個人単位のランダム化について述べてきたが，クラスター（集団）単位でランダ

ム化を行うことも可能である．例えば，新しい検診法の効果を調べる際に，個人に対して新しい

検診法と従来の検診法をランダムに割り付けることはあまり現実的でなく，時としてコストがか

かる．そのような場合，検診を行う施設などを単位としてランダム化を行った方が実施や管理が

容易となる．この方法はクラスターランダム化（cluster randomization）と呼ばれる（丹後 2018）．

5．ランダム化に関連するバイアス

試験群間の比較可能性を高めることはランダム化の意義の 1つであるが，以下に述べる様々な

バイアスによって比較可能性が損なわれる可能性がある．

5．1 選択バイアスと確認バイアス

選択バイアス（selection bias）とは，ある治療を受けさせるように医師が特定の対象を選択す

ることによって引き起こされる．ランダム化対照試験においては，医師が次の割付を知っている，

または高い確率で当て推量できる場合に選択バイアスが生じる．例えば，次の割付を知った上で，

重症な対象には治療 A を軽症な対象には治療 B をというような選択が行われると，ランダム化

の意義の大部分が損なわれる．割付の隠匿化とは，このような選択バイアスを防ぐために，医師

が次の割付を当て推量できないようにする技法である．

選択バイアスに関連して，主にオープンラベル試験において，割付を医師に知らせる方法とし

て封筒法（SNOSE technique：sequentially numbered, opaque, sealed envelopes technique）が利

用されてきたという歴史がある（Brody 2016）．これは，割付（例えば，治療 Aまたは治療 B）が

記載された紙を不透明な封筒に入れて封をし，対象が試験に登録されるたびにその封筒を開け，

それを知るという方法である．この封筒を医師または第三者が厳重に管理して割付の隠匿化を行

えば，何ら問題ない方法であるが，運用を誤るとランダム化自体が失敗に終わる可能性が高い方

法である．特に医師の手元に封筒を置いた場合には，開封記録を残すなどの厳格な運用が必要で

ある．しかし最近では，外部機関に症例登録センターを設置し，割付内容をコンピュータに格納

する，あるいはアルゴリズムを用いた適応的ランダム化を行うことが主流であり，封筒法を用い

る機会は徐々に減ってきている．

一方，盲検化（またはマスク化）はより複雑であり，割り付けられた治療を試験終了（最終解

析の実施）まで医師または対象に知らせないことにより，結果の評価に入り込むバイアスを防ぐ
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ことが目的である．このようなバイアスは確認バイアス（ascertainment bias）と呼ばれる．医師

および対象に治療内容を知らせない場合を二重盲検，対象のみにそれを知らせない場合を単盲検

と呼ぶ．また，盲検化を行わない場合はオープンラベル（または非盲検）と呼ばれる．盲検化は

評価項目と大きく関係し，評価項目の判定に主観的な要素が含まれる場合（例えば，医師または

患者による自己記入式質問票に基づく場合）には盲検化の必要性が高まる．しかしながら，手術

手技，医療機器，細胞治療などの臨床試験では盲検化が困難な場合も多く，評価に関する確認バ

イアスを小さくするために，試験とは独立した委員会で割付内容を伏せた上で評価項目の判定を

行うなどの工夫がなされている．

5．2 偶然バイアスと経時的バイアス

特に小規模な臨床試験では，ランダム化の結果として偶然によって予後因子の分布に不均衡が

生じることがよくある．既知の因子に関する不均衡を小さくするような技法（マッチング，層別

ランダム化，共変量適応的ランダム化など）は存在するが，未知の因子数は分からず，その不均

衡の大きさを確かめることもできない．観測されない共変量によって引き起こされるバイアスは

偶然バイアス（accidental bias）と呼ばれる．また，その特殊な場合として，特に長期にわたる臨

床試験において，登録患者の予後に関連する特性の分布が時間と共に変化するときには経時的バ

イアス（chronological bias）が生じる可能性がある．

5．3 試験実施計画からの逸脱により生じるバイアス

重複登録などのランダム化エラー（randomization error）によるランダム化規則からの逸脱，

追跡不能（lost to follow-up）による欠測データの発生，およびノンコンプライアンス

（noncompliance）などの試験実施計画からの逸脱が比較可能性に影響することは必至である．こ

れらを防ぐためには，計画段階でできる限りの策を講じるしかないが，完全に防ぐことは困難な

ため，そのような逸脱を想定して統計解析計画を立案する必要がある．

6．ランダム化の倫理

インフォームド・コンセント（IC：informed consent）は，「結果に関する十分な情報を与えら

れた者からの何らかの介入を行うことについての同意」を意味する概念であり，医療行為に対し

て用いられることが多い．ICには「診療の IC」と「研究の IC」という 2つの ICがあり，それら

は独立した経緯を辿って発展してきた．臨床試験に係わる「研究の IC」は米国の行政規則によっ

て義務化された後，1975 年からヘルシンキ宣言（世界医師会 2013）に明記され，現在では国際標

準となっている．

ランダム化対照試験においては，治療を対象に割り付ける方法として確率を用いるが，そのよ

うな考え方は通常の医療には存在しない．医療現場では，患者がどの治療を受けるかは医師の最

良の判断に基づいているからである．ランダム化対照試験が（診療ではなく）研究であることは

明確であるが，例えば，標準治療が存在せず，最後の治療機会である（効果や安全性が検証され

ていない）「革新的治療」が患者に提供されるというような場面において，研究と診療の境界は明
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確ではない．このような背景から，被験者保護システムについての議論が米国で始まり，1974 年

に全米研究法が制定，全米委員会の報告書「ベルモント・レポート-研究被験者保護のための倫理

原則とガイドライン（1979 年）」において研究と診療の境界が議論され，その過程でロバート・レ

ヴァインは研究と診療を区別する 2つの理論モデル―意図モデルと承認モデル―を提唱した（田

代 2011）．しかしながら，研究と診療の境界に係わる課題は理論だけで解決できることではなく，

研究者はいわゆる「実験と治療のジレンマ」を抱えながら新規医療技術の開発を続けているとい

う現状は変わらない．

特にランダム化対照試験について，このジレンマを解決しようと登場したのが，1974 年に

チャールズ・フリードが提唱した「均衡（equipoise）」という概念であり（Fried, et al. 2016），そ

れは「ある治療が有効かつ安全であるか，無効であるか，あるいは有害であるかが確認されるま

で，医師は均衡―どちらの治療がより有益であるかについて心から不確かな状態（a state of

genuine uncertainty）―にある」と説明される．「均衡」の判断は医師個人が行うべきという議論

に対して，1987 年に哲学者ベンジャミン・フリードマンは「臨床的均衡（clinical equipoise）」と

いう概念を提唱し，その判断を経験豊かな臨床家の集団，すなわち医療コミュニティが行うこと

と定義し直した（Freedman 1987）．この見解は医師・研究者に広く受け入れられたが，研究と診

療を明確に区別して異なる倫理的基盤を構築すべきという立場からの批判もあり，その論争は続

いている（田代 2011）．

評価のバイアスを減らすために二重盲検化を行う際には，プラセボを用いる必要がある．プラ

セボ対照に関する倫理はランダム化の倫理の延長線上にあり，これまで様々な議論がなされてき

ている．特に，ヘルシンキ宣言の 2000 年改訂の際に中心的な論点となり，現在の 2013 年改訂で

は，第 33項「プラセボの使用」に以下の記載がある（世界医師会 2013）．

「新しい治療の利益，リスク，負担および有効性は，以下の場合を除き，最善と証明されてい

る治療と比較考量されなければならない：

証明された治療が存在しない場合，プラセボの使用または無治療が認められる；あるいは，

説得力があり科学的に健全な方法論的理由に基づき，最善と証明されたものより効果が劣る治

療，プラセボの使用または無治療が，その治療の有効性あるいは安全性を決定するために必要な

場合，そして，最善と証明されたものより効果が劣る治療，プラセボの使用または無治療の患者

が，最善と証明された治療を受けなかった結果として重篤または回復不能な損害の付加的リスク

を被ることがないと予想される場合．

この選択肢の乱用を避けるため徹底した配慮がなされなければならない．」

現実には，「最善と証明された治療」があるかどうかの判断は国や地域によっても異なり，それ

ほど容易ではない．医学界としては，診療ガイドライン作成などを通じて標準治療についてのコ

ンセンサスを形成しながら，臨床試験を実施する国や地域の事情を勘案して最適なデザインを適

用していくしかない．試験統計家としては，以上述べたような倫理的な観点を考慮しながら，ラ

ンダム化対照試験のデザインを工夫することが必要となる．プラセボや無治療対照に対するデザ

イン上の工夫も多く提案されているが，ランダム化の方法に関する工夫の 1つが反応適応的ラン

ダム化であり，後述するように一部のベイズ流統計家はこの方法を推奨している．
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7．推論の基礎としてのランダム化

第 3章において，ランダム化は「推論のための統計学的な基礎を与える」と述べた．本章では，

母集団パラメータの統計的検定による母集団モデル（population model）とは全く異なる発想か

ら生まれたランダム化モデル（randomization model）を解説する．ロナルド・フィッシャーによ

り提案されたこの考えは，ランダム化の意義を理解する上で非常に重要である（長谷川 2018,

Rosenberger et al. 2019）．

7．1 母集団モデル

統計的検定は母集団モデルの概念を基礎として発展してきた．このモデルは，患者の標本はあ

る参照母集団の代表であり，患者の治療への反応は独立に同一の確率分布に従うと仮定する．具

体的には，治療 Aを受ける予定の患者の母集団 A と治療 Bを受ける予定の患者の母集団 Bから，

それぞれ群 A（nA 人）と群 B（nB 人）の標本がランダムに抽出されたと仮定する（図 1）．そう

すれば，群 Aの患者 jの反応 YAjと群 Bの患者 jの反応 YBjは，それぞれパラメータ θA と θB を

もつ確率分布 G（例えば，ある平均とある分散をもつ正規分布）に従うことから，治療効果を比較

する統計的検定（例えば，t検定）を構成することができる．また，母集団モデルに基づく標準的

な統計的検定と推定量の多くは尤度から導かれるが，治療割付が真の患者の反応（すなわち，母

集団パラメータ）と独立であれば，その尤度は，患者がランダム化されたかどうかにかかわらず

同一となる．従って，母集団モデルはランダム抽出を前提とし，ランダム化という操作を考慮し

ていないと言える．しかしながら，臨床試験の対象が母集団からランダムに抽出された標本であ

ることを仮定することには無理がある．むしろ，治療 A も治療 B も受けたことのない適格患者

が参加医療機関において医師に選ばれ，参加に同意した対象からなる標本であり，治療 Aまたは
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治療 Bを受けた患者の母集団自体が想定できない．そこで臨床試験においては，詳細不明の患者

集団から未定義の方法で n人の標本が選ばれ，その n人が群 A（nA 人）と群 B（nB 人）にランダ

ム化され，群 Aと群 Bの患者の反応（YAjと YBj）は，それぞれパラメータ θA と θB をもつ確率

分布 G に従うというモデルを想定することが可能である．これは，疑似母集団モデル（invoked

population model）と言われているが，この考え方は検証できない多くの仮定に基づいており，こ

れは基本的に母集団モデルなので，当然ながら解析の際にランダム化は考慮されない（Lachin

1988）．また，疑似母集団モデルと次に述べるランダム化モデルを区別することは現実的に不可

能であり，それらを区別する必要性も低いので，ここに疑似母集団モデルを持ち出す必要はない

という意見もある（Wittes 2019, Day 2019）．

7．2 ランダム化モデル

先に述べたように，臨床試験の対象が母集団からランダムに抽出された標本であることを仮定

することはできない．図 2 に示すように，ランダム化モデルは，参加医療機関の適格患者から n

人の標本が選ばれ，その n人が群 A（nA 人）と群 B（nB 人）にランダム化されるというモデルで

ある（Lachin 1988）．ランダム化を行うことによって，実際に登録された n 人の中で，治療効果

が等しいかどうかについて分布に仮定を置かない検定（assumption-free test）により調べること

ができ，これをランダム化検定（randomization test）と呼ぶ．

ランダム化帰無仮説（randomization null hypothesis）は，「治療割付はランダム化された n人

の反応に影響がない」であり，この帰無仮説の下では，観測された反応は治療によって影響を受

けない確定値（deterministic value）とみなされる．すなわち，母集団モデルでは治療割付を固定

して反応を確率変数と考えるが，ランダム化モデルでは反応を固定して治療割付を確率変数と考

える．治療効果の適当な尺度が検定統計量として用いられ，ランダム化系列のすべての可能な並

べ替えに対して，その検定統計量が計算される．そして，観測された検定統計量と同じまたはよ
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り極端な結果が得られる確率を足し合わせたものが P値となる．検定統計量としては，平均値の

差，割合の差など何を選択してもよいが，線形順位検定（linear rank test）という統計量のクラス

が用いられることがよくある．これは，比較的単純なランダム化の方法を用いた場合に，標本サ

イズが大きくなれば，線形順位検定の結果がランダム化検定の結果と等しくなることに起因して

おり，Wilcoxon順位和検定，Mantel-Haenszelカイ二乗検定，ログランク検定などはこのクラス

に含まれる（Rosenberger and Lachin 2016）．また，標本サイズが大きいときには，緩い条件の下

でランダム化検定と母集団モデルに基づく検定（例えば，t検定）は同等となるため，ランダム化

帰無仮説を棄却することにより母集団パラメータに言及することが可能となる．しかしながら，

標本サイズが小さいときには，いずれの検定を用いても結果を一般化する際には強い仮定（ラン

ダム抽出や分布の仮定など）が必要となる（Proschan and Dodd 2019）．ランダム化検定自体は仮

定を必要としないが，ランダム化の手順に完全に依拠していることに注意すべきである．

7．3 ランダム化検定と再ランダム化検定

ランダム化検定は，特定のランダム化の方法によって生成される治療割付のすべての可能な並

べ替えの参照集合（reference set）を用いて行われる．一方，並べ替え検定（permutation test）

は尤度を伴う母集団モデルに基づいており，データが交換可能（exchangeable）であれば，どの

ようなデータセットに対しても行うことができる．並べ替え検定では，データのすべての並べ替

え（順列）は同一の確率を有するため，確率 1/2 で個々の治療割付を決める完全ランダム化では

ランダム化検定と並べ替え検定は一致するが，それ以外の方法では，通常参照集合内の要素が同

一の確率をもたないため両者は一致しない．

実際には，治療割付のすべての可能な並べ替えの数が膨大になる場合や複雑な適応的ランダム

化を用いた場合には，参照集合を生成することが困難となる．そのような場合には，再ランダム

化検定（re-randomization test）と呼ばれるモンテカルロ法（モンテカルロ再ランダム化とも呼ば

れる）を用いる必要があり，それは，ランダム化の方法に基づいて L個（L=15,000程度でよい）

のランダム化系列を再生成し，それらの検定統計量の分布から P値を計算する（Rosenberger et

al. 2019）．この方法については，1980 年代後半にそれを実装したコンピュータプログラムの開発

が試みられ，シミュレーションの結果，デザインに基づく解析の重要性が論じられている（Ohashi

et al. 1988）．しかしながら，当時はコンピュータ技術の限界もあり，実践での利用はほとんどな

されなかった．

現在では，理論的な検討やシミュレーションによって，再ランダム化検定は様々な結果変数の

型やランダム化の手順に対して適用でき，しかも第 I種の過誤確率を保持できることが確認され

ている．また，近年普及してきた共変量適応的ランダム化や反応適応的ランダム化のような複雑

なランダム化の方法に対する再ランダム化検定の妥当性と有用性も示されている．また，登録患

者の特性の変化や手術手技の学習効果などにより結果に時間的傾向が生じている状況でも，再ラ

ンダム化検定はそのような経時的バイアスを除いた治療効果を評価できるという利点を有する．

ただし，適応的ランダム化の場合には各群あたりの標本サイズがランダム化系列ごとに異なるこ

とに加えて，反応適応的ランダム化においては結果によって参照集合が非常に小さくなり，検定
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自体が成立しないことがある．このような場合に備えて burn-in period（試験の最初に固定的ラ

ンダム化を行う期間）の導入が有用かもしれない（Proschan and Dodd 2019）．

7．4 ランダム化検定の限界

Basu D（1980）は，30 人から共変量を揃えた 15 対（2人ずつ）の組を作って 1/2 の確率でラン

ダム化を 15回行った場合と，30 人から同様の因子を揃えた 2 対（15 人ずつ）の組を作って 1/2

の確率でランダム化を 1回だけ行った場合を事例として論じている．これらの実験ではいずれも

15 人ずつの 2つの群が形成されるが，標本空間（すなわち，参照集合）が異なるため，ランダム

化検定に基づく P値は当然異なる．また，後者の実験には標本空間が 2点しかない（すなわち，

P値は 1/2 または 1 しかない）ため，それは情報をもたらす実験とはいえない．従って，データ

解析の段階でランダム化の過程を考慮することは無意味であり，ランダム化検定自体が論理的に

成り立たないと主張している（Basu 1980）．Wittes（2019）は実務統計家の立場から，ランダム化

対照試験は外的妥当性が成り立つことを前提として実施されるのが常であるため，母集団モデル

に基づく解析を標準として差し支えなく，ランダム化検定が必要となるのは，小標本サイズかつ

結果変数の分布が不明なとき，あるいは壺モデルなどの特殊なランダム化法を用いたときなど，

かなり限定された状況のみであると主張している．Louis（2019）は，ランダム化検定は反応適応

的ランダム化のような複雑なデザインには利用できないこと，ほとんどの臨床試験で発生する欠

測値や試験実施計画からの逸脱に対処困難なことなどを理由に，ランダム化検定を標準的な方法

とすることに反対している．これらの議論から，特殊な状況でランダム化モデルおよびそれと区

別が困難な疑似母集団モデルを想定してランダム化検定を行った場合には，結果を解釈する際に

外的妥当性に関しての考察を付加する必要が生じる．

また，臨床試験の報告において推定は本質的であり，ランダム化検定に対応した信頼区間を構

成する単純な方法がないことは大きな問題であるという指摘もある（Rosenberger et al. 2019,

Day 2019）．ランダム化に基づく区間推定については，異なる治療効果の大きさごとに P値を評

価する必要があり，計算上の負荷が大きいのが欠点であるが，いくつかの効率的な計算法が提案

されている（Wang and Rosenberger 2020）．

8．ベイズ流の立場からみたランダム化の役割

ルービンの因果モデルで有名なドナルド・ルービン（1943-）は，割付メカニズムが無視可能

（ignorable）かそうでないか（nonignorable）によって，因果効果に関するベイズ流推論の事前分

布への依存の程度が異なることを示した．なお，無視可能な割付メカニズムとは，共変量（患者

のベースライン値）と観測された結果変数にのみに依存して割付確率が決まることを意味する．

そのうえで，因果効果に関するベイズ流推論を行う際のランダム化の役割について以下のように

述べている（Rubin D 1978）．

「強い事前知識がある場合にランダム化は重要でないかもしれない．ただし，治療効果と関連

する共変量をすべて記録することが難しく，それら共変量と結果との関連がよく分かっていない

ような場合には，古典的なランダム化デザインはベイズ流統計家にとって必須のツールと考えら
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れる．なぜならば，ランダム化デザインはベイズ流解析の事前分布に対する感度を劇的に減少さ

せ，計算をかなり簡便にするからである．」

一方，科学哲学者コリン・ホーソン（1945-2020）らは，臨床研究においてランダム化はときと

して役に立つが必須ではないと主張する．ベイズ流の方法は，仮説が正しい確率を扱う．つまり，

ある証拠が与えられた下で調べたい仮説（例えば，ある薬に効果があるかどうかという仮説）が

正しい確率を最大にするように臨床試験をどのようにデザインするかという問題を考える．例え

ば，試験群に入っていることを患者あるいは医師が知ることによる心身効果を小さくするにはプ

ラセボを用いた二重盲検化が役に立つし，単盲検試験の場合には，医師が予後因子を考慮して割

付を決定するというような方法は予後因子に関する条件が等しいという仮定を崩すので，ランダ

ム化が有用である．また，調べたい仮説以外の条件を揃えるという面から，予後因子の分布を均

衡させるためのランダム化は有用である．臨床試験におけるベイズ流解析の特徴は，（i）蓄積さ

れた結果を連続的に評価できること，（ii）予後因子の分布が均衡した群であれば比較可能である

こと（すなわち，意思決定の妥当性が頻度流における検定のようにランダム化の有無に依存しな

いこと），である．特徴（ii）に関して，ヒストリカル対照（historical control）との比較は倫理的

問題も少なく標本サイズも比較的小さくなるため，ランダム化を必須条件としないベイズ流の立

場から推奨できると述べている（Howson and Urbach 2006）．すでに存在する利用可能なデータ

をヒストリカル対照として用いれば，ランダム化対照試験は不要であるという議論は，特に希少

疾患を対象とした医療技術評価の開発において重要である．第 2章で述べたように，観察研究

データを用いて治療法の評価を行う際に生じる様々なバイアス（交絡など）があるため，比較可

能性をどのように保証するかという問題に帰着する（Pocock 1976）．これに対して，多くの理論

的に興味深い統計解析手法が提案されているが，実践上はヒストリカル対照データの信頼性や

データベース構築のコストなどを考慮しなければならない．

Kadane JB and Seidenfeld T（1990, 1999）は，意思決定者が 1 人（または 1組織）の実験を

「experiments to learn」，複数の意思決定者が関与する実験を「experiments to prove」と区別した

上で，前者において，実験者（すなわち，意思決定者）は自身の期待効用に基づいて介入を選択

すればよいのでランダム化の必要性はほとんどないが，後者においては，実験者は他者（例えば，

論文の読者）を納得させるために，選択バイアスや確認バイアスを含む観察者バイアス（observer

bias）を防ぐことを目的としたランダム化が役立つことがあると述べている．これは，前者では

主観的な事前分布を許容するが，後者ではより客観的な事前分布が要請されることを示唆してい

る．また彼らは，知識を更新するというベイズ流の基本概念から，古典的なランダム化ではなく，

反応適応的ランダム化が倫理的により好ましい方法であると主張している．臨床試験は基本的に

「experiments to prove」であり，ランダム化が有用な場面があることは明らかであるが，臨床試

験特有の倫理的問題とのトレードオフを考えて，状況に応じてランダム化に変わる方法を模索す

るしかない（Spiegelhalter 2004, Berry 2004）．

ランダム化検定に対するベイズ流の立場からの批判として，ランダム化検定は尤度原理を満た

さないので容認できないというものがあるが，それは検定一般（または P値）に関する批判であ

る．また当然であるが，ベイズ流推論ではランダム化系列を表す統計量は補助統計量（ancillary
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statistics）なので，関心のあるパラメータに関する推論（尤度や事後分布）とは無関係である

（Kadane and Seidenfeld 1990, Kadane and Seidenfeld 1999, Seidenfeld 2019）．

9．希少疾患に対する臨床試験デザイン

日本製薬工業協会（2013）は，Small Clinical Trials という観点から，評価変数，比較対照，エ

ビデンスの質と量，情報の示し方の 4点を整理することで効率の良い開発・試験計画を選択でき

るとした上で，製薬企業及び規制当局は，ベネフィット評価法を柔軟に検討すべきという提言を

行っている．希少がんに焦点を当てた PMDA科学委員会希少がん対策専門部会（2017）では，試

験デザインの制約を緩和できる条件や状況として，単群試験デザインの許容，奏効率等の代替評

価項目の採用，第 I種・第 II種の過誤確率の上昇が挙げられている．また，効率的なデザインと

して，遺伝子情報に基づいた試験（アンブレラ試験またはバスケット試験），N-of-1 試験などの自

己対照試験，適応的デザイン，ベイズ流デザインが提案されている．

近年，希少疾患の臨床試験に携わる機会が増えてきたことから，ランダム化試験がなぜ必要な

のか，どのような場合に必要なのか（または必要ないのか）という主題について考えるようになっ

た（手良向2019b）．最近では，希少疾患を対象としたある再生医療製品が 2018 年 12月に日本で

承認されたとき，すぐにNature誌が批判的な記事を掲載し，その批判の 1つとして「ランダム化

対照試験を行わなければ有効性について結論を出すことはできない」と主張した事例がある．そ

の反論として，ランダム化を行うことが現実的に困難な状況も存在し，その条件として「希少疾

患で他に治療法がないこと，または治療法があったとしても既存の治療法では疾患が改善する見

込みがほぼないことが分かっていること」があると述べた．また，ヒストリカル対照との比較に

関する限界はあるものの，その再生医療製品の有効性をベイズ流の方法を用いて事後的に評価し

た（尾前他 2019）．なお，小規模な臨床試験においては，比較可能性という観点からランダム化が

最適な手段ではないことが指摘されている（Saint-Mont 2015）．

10．お わ り に

限られた資源から意味のある情報を得るという観点から，臨床試験デザインの策定において試

験統計家の役割と責任は大きい（手良向2019a）．そこには，医師を含む多くの関係者がチームを

組み，ヒストリカル対照を含むデータの信頼性を確保しながら，様々なバイアスを最小限にして

比較可能性を高める技術が要求される．臨床試験において，フィッシャーが考案したランダム化

という実験計画上の画期的手法が今後も重要な位置を占めることは否定しないが，それに代わる

方法を模索する時期がきていることも確かである．
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