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日本骨粗鬆症学会若手サマーセミナー 2016 REPORT

日本骨粗鬆症学会は，若手研究者が精力的に臨床研究に勤しみ，
学会および論文発表から社会貢献へと続く環境を支援すること
を目的として，毎年8月に若手サマーセミナーを開催している．
セミナーでは，研究論文作成を主眼として，臨床試験の基礎か
らレベルアップの方法，論文の作成のノウハウ，疫学，統計の
基礎知識などの講義に加え，参加者のプレゼンテーションやグ
ループワークを取り入れた実践的なセミナー形式で実施してい
る．誌面では，2 日間にわたるセミナーの講義や発表の概要，
会場の様子についてレポートする．なお，実行委員および専
門家による講義の詳しい内容については本誌特集企画（JJOS 
Vol.1 No.1）にまとめられているのでそちらを参照されたい．

将来を担う若手研究者の育成を目指して

　第1日目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （敬称略）

　開会挨拶 .........................................................................................................................................................................................................  岩本　 潤

　臨床研究のすすめ .................................................................................................................................................................... 茶木　 修・田口　 明

　臨床研究をデザインする：疑問を RQ に構造化する ............................................................................................................................  井上 大輔

　ランチョンセミナー　疫学研究の進め方 ..............................................................................................................................................................  吉村 典子

　コホート研究の進め方 .................................................................................................................................................................................  古谷 武文

　論文の読み方・書き方 .................................................................................................................................................................................  岩本　 潤

　論文の投稿から採択まで .............................................................................................................................................................................  鈴木 敦詞

　臨床研究の計画・実行・データ解析・発表の実際 .....................................................................................  柏井 将文・松本 浩実・近藤 直樹

　発表・討議　若手研究者グループワーク（臨床研究を一からデザインする）

　発表・討議　デザインした臨床研究のプレゼンテーション

　第 2 日目

　発表・討議　若手研究者プレゼンテーション・ディスカッション

　発表・討議　若手研究者グループワーク

　ランチョンセミナー　生物統計集中講義 ............................................................................................................................................................... 田中 司朗

　ランチョンセミナー　OLS 事業の概要と骨粗鬆症マネージャー認定制度について ..................................................................................................  鈴木 敦詞

　臨床研究を成功に導くための秘訣 ....................................................................................................................................... 今西 康雄・吉村 典子

　わが国の疫学研究：RORD study を中心に ............................................................................................................................................ 村木 重之
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の取り組み方や考え方が大きく進歩し，ひいては臨床医
としてのさらなるスキルアップにつながると述べた．
　若手研究者に対しては，臨床研究の流れの中で CQ を
抱き，インターネットやデータベースを活用した情報整
理，基礎実験・研究によっても解決できない場合は「ぜひ，
臨床研究を計画・実行すべき」と述べ，「臨床研究は自分を
大きくするチャンス」と締めくくった．
　次に，田口氏は，自身が歯科医として臨床研究を手が
けることとなった背景として，臨床上，数々の疑問に直
面したことを挙げた．氏は大学卒業後，大学院にて歯科
放射線学を専攻，DEQCT による顎骨骨密度測定法の開
発に取り組んだが，当時研究法を伝授してくれる指導者
に巡り合えず，独学で基礎的実験を繰り返す中，顎骨に
ついてはわからないことが山ほどあると気づいたという．
以降，多くの臨床上の疑問が湧き出てきたが，当時の歯
学部の臨床研究に対するレベルが低いと感じ，産婦人科
や心臓血管生理学講座などの学内勉強会に参加．その後，
臨床研究トレーニングとして，米国での研究留学に加え
て米国大学院にも入学し，医療統計学，臨床疫学，分子
生物学，研究倫理，統計ソフト実践，RCT の作成などを
学んだ経歴を披露した．
　こうした経験を積むことで臨床的疑問を解決する手法
の一端を知ることができ，将来必ず役に立つこと，臨床
的疑問の中には，必ずしも診療に直結しないものもある
が，歯科領域には解決されていない臨床的疑問が山積し
ているとし，「若手研究者に真理を見つけて欲しい」と語り
かけた．

臨床研究をデザインする

　井上大輔氏（帝京大学ちば総合医療センター）は，臨床
はエビデンスをリアルワールドへ浸透させる演繹的作業，
研究は患者から得られた知見を科学的真実へつなげる帰
納的作業と解説したうえで，実際にはエビデンスと実臨
床には大きな乖離があり，多くのエビデンスは臨床判断
の根拠としては貧弱であるとした．そのうえで重要なの
は，まずは本質を理解し，疑問をもつこと，そして批判
的であることの重要性を述べた．
　疑問には，①疫学・実態，②検査・診断，③病態・リ

開会挨拶

　2016 年セミナーの開会にあたり，委員長の岩本潤氏（慶
應義塾大学）より，内科，整形外科，婦人科，生物統計学，
公衆衛生の多領域から構成される若手研究者育成委員会
委員の紹介，セミナー趣旨とスケジュールの説明があっ
た．また，セミナーの目的として，若手研究者が精力的
に臨床研究に勤しみ，学会発表などを通じて社会貢献す
ることと述べられるとともに，参加者に対してはセミナー
の主役として躊躇なく質問し，参加者同士の交流を深め
て欲しいとエールが送られた．

臨床研究のすすめ

　セミナー初日の最初の講義では，茶木修氏（横浜労災病
院），田口明氏（松本歯科大学）の 2 名が，臨床研究の魅力
や実行するためのスキル，留意点などについて語った．
　茶木氏は，臨床研究の定義として患者の協力のもと，
病気の原因解明，予防・診断・治療の改善，患者の QOL
向上などのために行う医学研究と解説した後，臨床研究
は誰のためにあるのかについて会場の若手研究者に質問．
多くが答えた「患者さんのため」という回答に対し，無効
例をはじめ研究対象となった個々の患者に必ずしも利益
が生じるとは限らず，将来の患者のため，社会全体の利
益のためともいえるが，結果として有効性が示されるこ
とで利益が生じることを臨床研究の側面として述べた．
　また，臨床研究をうまく実行するためのポイントとし
て，プロトコール作成，データ収集・管理，倫理的配慮
の留意点について説明．プロトコールについては，当該
分野ですでに発表されている成果を網羅的に検討したう
えで有望なテーマを見つけ出し，綿密に研究計画するこ
と，データ収集・管理については，データベースを利用
して効率的に管理すること，個人情報の取り扱いについ
て厳重な管理に努め，社会的弱者である患者には倫理的
配慮を徹底することなどを具体的なアドバイスとして示
した．
　そして，臨床研究から得られるメリットとして，ひと
つの病態や疾患に照準を絞った研究に一定期間従事する
ことにより，再び臨床の現場に戻った後，自身の疾患へ
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スク依存，④予防・治療の 4 つがあるが，その疑問には
明確な答えがないことが臨床研究のスタートとなるとい
う．その第一歩は，疑問を RQ に置き換えることであり，
構造化には PICO/PECO で定式化することを勧めた．
　また，良い RQ の条件として FIRM2NESS を挙げ，な
ぜこの RQ が重要なのか，実臨床や今後の研究にどう役
立つのか，また症例数や予算，時間の観点から実施可能か，
倫理的に問題はないか，測定や修正・介入が可能か，といっ
た視点で考える習慣を身につけるよう促した．
　最後に，医学的，統計的感覚により科学的な常識を身
につけること，交絡因子や因果関係，バイアスに着目す
るなどして豊かな想像力を身につけること，そして自分
や他人の研究に批判的でありながら，興味と手法，実施
可能性を維持しながら良い臨床研究を立てて欲しいと
語った．

ランチョンセミナー

疫学研究の進め方

　初日のランチョンセミナーでは吉村典子氏（東京大学）
が，疫学とは人間集団における健康状態とそれに関連す
る要因の分布を明らかにする学問であると紹介し，人間
集団とは 2 人以上を対象とした研究であることと説明さ
れた．
　次に，疫学の祖といわれる英国の麻酔科医 John Snow
とコレラの予防についてのエピソードを紹介．さらに日
本国内からは脚気の撲滅に尽力し，ビタミンの父といわ
れる高木兼寛の麦飯の介入研究を紹介した．John Snow
にしても，高木兼寛にしてもコレラや脚気の減少に成功
したのは病原体が特定される前のことであった．
　このように疫学研究は，対象について観察を行い，そ
の特徴を明らかとする記述疫学の手法により，たとえ生
物学的要因が不明であっても社会的要因，状況の観察に
よって患者増加の防止につながると述べた．
　そして，実際に疫学研究を行ううえで重要なのは研究
デザインであると述べ，デザイン選定において考慮すべ
きポイントを述べたうえで，自身が専門とする運動器疾
患をターゲットとした疫学研究の進め方について解説し
た．

コホート研究の進め方

　午後からは古谷武文氏（東京女子医科大学）が，ランダ
ム化比較試験（randomized controlled trial：RCT）の特
性として，エビデンスグレードでは最上位に位置するが，
安全性と疾患活動性の高い患者を対象とし，薬効評価を
目的として短期間で行われる傾向がある点を指摘．RCT
以外の手法として，コホート研究，症例対照研究，横断
研究，症例報告がある中で，コホート研究について，調
査開始時点で疾病が発生していない集団を曝露の有無で
分けて観察するため追跡には労力，時間，費用を要し，
まれな疾患には向かないが，慢性疾患の評価や因果関係
の解明に適していると述べた．
　そして，氏自身の経歴として，それまで手がけてきた
遺伝子研究から，東京女子医科大学附属膠原病リウマチ
痛風センターが運用する IORRA コホートを用いた骨粗鬆
症研究に転向し，日本人 RA 患者における骨折リスクや
FRAX®，ビタミン D 欠乏，顎骨壊死などについて報告し
ていることを述べた．こうした先行研究のバリデーショ
ンスタディのメリットとして，研究計画が立てやすい，
論文を書きやすい点を挙げ，日本人 RA 患者において骨
折部位や 10 年間の骨折発生率，歯科治療，抜歯，顎骨壊
死についての報告はほとんどなく，アンメットニーズに
答えられる可能性を示唆した．
　また，IORRA コホートは骨粗鬆症の研究用にデザイン
されておらず，骨密度や骨代謝マーカーが得られないと
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いう短所はあるが，1 万人規模の膨大な患者数，使用薬剤
も解析可能であるという長所を有し，労力，費用，時間
の負担が軽減される点でメリットは大きく，もし既存研
究を使える立場なら，ぜひ長所に着目して活かす方法を
考えるべきとアドバイスした．
　骨粗鬆症は全身性疾患であるため，知識の不十分な点
については内科や整形外科，婦人科，統計解析について
は統計家，さらには英語論文をゴールとする場合には英
文校正業者など，その分野の専門家の力を借りることも
一法と述べ，氏の経験が「若手研究者にとって有益な情報
となることを期待したい」と締めくくった．

論文の読み方・書き方

　岩本氏は，事業活動において品質管理などの業務を円
滑に進める PDCA サイクルの手法を例に，最近は G（ゴー
ル）を付与した GPDCA が，計画→実行→評価→改善をよ
り良く運用する点で注目されていると紹介．G は臨床研
究では仮説にあたり，仮説が最適か否かを考えることか
らスタートすると述べた．
　そして臨床研究をデザインする際は，CQ を PECO/
PICO を用いて RQ に構造化し，FINER や FIRM2NESS 
を用いて RQ をアップグレードすることが重要であり，
その結果は臨床現場に還元され，より良い医療の提供に
寄与すべきものでなければならないと語った．
　臨床研究の流れとして，福原俊一氏の「臨床研究の道標」
を参考に，漠然とした疑問から研究の基本設計図へ仕上

げるため，①疑問を構造化する，②先行研究からすでに
わかっていることとそうでないことを明確化する，③疑
問をモデル化する，④測定をデザインする，⑤研究の型
を選ぶ，⑥比較の質を高める，⑦倫理的配慮を行う，といっ
た 7 つのステップを示した．
　論文作成にあたって明確に述べるべき項目として，仮
説（または問題提起）・研究目的・ 研究デザイン（型）・対
象者（採択基準，除外基準）・群分け，介入方法・研究期間・
評価項目（主要，副次的）・統計解析・研究の問題点と今
後の方向性・結論（新知見と臨床的意義）を提示，それぞ
れのポイントを解説した．
　また，論文を書く際の留意点として，まずは RQ（仮説）・
研究目的・研究デザインの型を明記し，イントロダクショ
ンは仮説設定の根拠を述べること，方法・結果ではサブ
タイトルを活用してキーデータはグラフで提示，考察で
は最初に新知見を要約し，議論のポイントを 3 ～ 4 点挙
げてそれぞれひとつのパラグラフで議論することを挙げ
た．そして，研究の問題点と今後の方向性についても述べ，
最後に仮説・研究目的・新知見を受ける形で結論を述べ
ることで，論文に一貫性をもたせることが重要と説いた．
こうしたポイントを踏まえて簡潔かつ明確に述べられた
論文は読者に理解しやすく，逆にこれらのことを念頭に
置いて論文を読むと，そのエッセンスが理解しやすいと
いう．
　最後に，論文作成に行き詰ったときの岩本氏の手法と
して，「箇条書きにすること，シミュレーションすること，
結論から全体を見直してみること」を秘訣として伝授し
た．

論文の投稿から採択まで

　続いて鈴木敦詞氏（藤田保健衛生大学）は，研究成果の
発表方法として学会発表と論文発表を挙げ，その意味合
いの違いについて説明．
　学会発表は身近な指導者や会場内の座長，聴衆が内容
をチェックし，誰がどのような考え方で内容を吟味して
いるかが明確で，検証中の仮説も発表が認められている．
一方，論文発表は，見知らぬ査読者が無記名で批判的吟
味を行い，科学的論理的整合性や完結性を求めるもので
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あると述べたうえで，査読のある雑誌に論文が掲載され
ることは，研究業績として価値が高いと語った．
　論文作成の事務的な流れとして，まずは日本人にあり
がちな英語面での不利をカバーするため，有料英語校正
サービスの活用を勧めた．そして論文作成，英文校正を
経て最終的に編集部受理に至るまで，採択の最終決定は
編集長にあるものの，編集長もすべての領域の判断は難
しく，査読者の意見が重要視されると述べた．
　査読の結果，1 回で「Accept（受理）」となるのはきわめ
てまれで，その理由として査読者は多忙な研究者であり，
論文が採択されるには査読者に理解されやすいことが欠
かせないとして，具体的なポイントを紹介．
　タイトルと抄録が簡潔・明瞭で論文の主張が明示され
ていること，投稿規定に準拠していること，また根拠と
なる統計手法を中心として適切なメソッドであること，
ディスカッションはイントロダクションで挙げた CQ に
答えていること，そして研究の欠点についても limitation
で記載し，公正な論文であることをアピールすることな
どを挙げた．
　また，査読に返事を出す際の留意点や，英文校正は投
稿前に 1 回，審査後再提出の際の 2 回行うこと，投稿す
る雑誌は雑誌の各付けランキングである IF が参考にな
るが，雑誌の趣旨に合わないと不採用となりがちなこと，
さらに査読者の判断には影響しないが，可能なら投稿す
る雑誌の論文を引用するなど雑誌のインパクトファク
ター向上に配慮することなどを指摘した．
　最後に，査読の結果が Reject であっても，査読者と意
見が合わなかったに過ぎないと捉え，すぐに別の雑誌に
投稿するなど諦めずに挑戦するよう，励ましの言葉をか
けた．

臨床研究の計画・実行・データ解析・発表の実際

　セミナー 1 日目最後の講義では，2015 年度日本骨粗鬆
症学会研究奨励賞受賞者 3 名が，各自が行う研究内容を
もとにプレゼンテーションを行った．
　1 題目は，柏井将文氏（大阪大学）が，骨折治癒に対する
骨形成促進薬テリパラチドと骨吸収抑制薬デノスマブ併
用療法の効果について発表．脊椎脊髄外科指導医の在籍

する阪大関連 25 施設における脊椎手術の現状として，術
式内訳で最も多い固定手術後の骨粗鬆症関連の合併症が
続発していることを紹介．骨粗鬆症脊椎に対する画期的
な方法はないかを CQ として，テリパラチドとデノスマ
ブの併用療法が劇的な骨強度改善を行いつつ，かつ骨再
生を促進するかを RQ として挙げた．そこで，複雑な骨
折修復過程を皮質骨修復と海綿骨修復に分け，それぞれ
の骨欠損修復過程におけるテリパラチドとデノスマブの
併用効果について，最初のステップとしてマウスを用い
た検討を行った．研究プロトコールや評価項目，解析結
果について報告を行うとともに，小動物での検証からヒ
トでの介入研究へのステップアップが今後の課題として
述べた．
　2 題目は，松本浩実氏（鳥取大学）が，鳥取県山間部の日
野町と手がける，ロコモ予防と転倒・骨折予防のプロジェ
クト GAINA study の概要を紹介．そのコホートを利用し，
ロコモと骨粗鬆症およびサルコペニアの関連性について
検討する横断的研究について発表した．そして，研究デ
ザインやセッティングと対象，調査項目や解析方法につ
いて紹介し，結果について述べるとともに，観察研究の
コツとして，研究デザインに応じたガイドラインを参考
にしつつ，交絡以外のバイアスとなる要因には常に注意
を払うなど，効率的で無駄のない研究計画を立てること
が重要と述べた．また，研究を開始する際，環境や職務
などから研究の実効性を考えるとテーマが限られ，本来
自身の興味があるテーマを取り扱えないことも多いが，
仲間づくりや自治体との連携など，解決のための工夫が
重要と語った．
　3 題目として，近藤直樹氏（新潟大学）が，骨関節の活性
酸素制御における USP10（ユビキチン特異的プロテアーゼ
10）の機能について発表．ストレス応答における USP10
の機能について，ストレスによって誘導される活性酸素
産生を抑制することを紹介した．そして，予備研究とし
て全身性の USP10 ノックアウトマウスを作製，大腿骨皮
質骨厚低下，骨髄造血障害により，300 日以内にすべて
のマウスが死亡したと述べた．本研究では，USP10 を骨
特異的に欠損させたマウスにおいて，骨における USP10
の機能を明らかとすること，また抗酸化剤を骨特異的
USP10 ノックアウトマウスに投与し，活性酸素が骨病変
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に関与するかの検討を行い，その結果について述べた．
今後の展望として，骨特異的 USP10 ノックアウトマウス
のフェノタイプのより詳細な解説を行うことや，骨特異
的 USP10 ノックアウトマウスの介入実験を行い，細胞内
機序（酸化ストレス，応答系）を検討することを挙げた．

発表・討議

若手研究グループワーク
（臨床研究を一からデザインする）
～デザインした研究のプレゼンテーション

　セミナー初日最後のプログラムは，若手研究者が 1 グ
ループにつき 3 ～ 4 名，5 つのグループに分かれ，コメン
テーターや実行委員のアドバイスを受けながら「骨粗鬆症
の予防と治療におけるビタミン D の効果と役割」をテーマ
に臨床研究のデザインを行った．
　A グループは「要介護を除く 70 歳以上の地域在住高齢
者にけるビタミン D（サプリメント）と運動療法（フラミン
ゴ療法，バランス訓練）の転倒予防効果」，B グループは「施
設入所中の ADL が保たれている高齢女性（65 歳以上）に
おけるビタミン D（天然型ビタミン D）の効果」，C グルー
プは「活性型ビタミン D 製剤単独投与が有効な患者背景の
検討」，D グループは「血中 25（OH）D はサルコペニアに関
連するか」，E グループは「サルコペニア患者におけるエ
ルデカルシトール，天然型ビタミン D の影響―転倒リス
クを改善できるか」について発表を行い，会場からいくつ
かの的確な指摘を受けた．

発表・討議

若手研究者プレゼンテーション・ディスカッショ
ン～若手研究者グループワーク

　セミナー 2 日目は初日に続き，若手研究者による進行
中の臨床研究に関するプレゼンテーションが行われ，各
プレゼンテーションに対し会場から論文化を前提とした
的確なアドバイスが付与された．その中で，統計解析の
手法や倫理委員会にかけるポイントについて指摘があっ
たほか，脱落率を抑制すること，先行研究での結果を吟
味すること，同様のテーマの研究者と人脈をつくること

などのアドバイスがあった．
　また，初日に続くグループワークでは，5 つのグループ
に分かれ，参加者がそれぞれの研究計画に基づきプレゼ
ンテーションを行い，実行委員とコメンテーター，さら
に 2 日目は研究奨励賞受賞者も加わり，初日の講義で習
得した知識を反映させた，活発な意見交換を行った．

ランチョンセミナー

生物統計集中講義／ OLS 事業の概要と骨粗鬆症
マネージャー認定制度について

　2 日目のランチョンセミナーは 2 題行われ，1 題目の田
中司朗氏（京都大学）は，「生物統計集中講義」をテーマとし
て講演を行った．
　まず，骨粗鬆症領域の臨床研究では患者の特徴や治療
内容，評価者による骨折判定の違いなど，コントロール
の難しいバラつきが存在するため，バラつきを意味のあ
る部分と誤差に分解し，誤差を考慮して現象を理解する
統計学的思考が必要であると述べた．
　そこで，生物統計学を用いて，①臨床論文の構成にお
いては PECO を使って研究仮説を明確にすること，②デー
タ管理に労力を惜しまないこと，③存在・発生・比較の
指標を区別すること，④ p 値を理解すること，⑤データ
の型によって回帰モデルを使い分けることを解説した．
　たとえば，②データ管理については，プロトコールや
調査票，データ入力フォームの構築など，苦労の半分以
上は準備作業であり，1 つひとつのプロセスにエラー源が
ある．臨床試験ではこれらの作業について第三者による
保証を行うことが義務付けられ，介入研究はモニタリン
グと監査が求められる中，観察研究ではどのような対策
を行うべきかについて，氏が手がける CEPIA-J study の
例を挙げ，対応策やルールづくりの手法を紹介した．
　③存在・発生・比較の指標については，有病割合，リスク，
発生率，生存曲線，リスク比，発生率比，ハザード比の
指標ごとにポイントを解説するとともに，用語の用い方
として比，割合，率の違いについても説明．また，医師
はイベントの判定や取り扱いには厳密だが，さまざまな
要因で分母が抜けやすいため，論文で割合を計算すると
きに齟齬が生じないよう分母の確認が必要とアドバイス



将来を担う若手研究者の育成を目指して

The Journal of Japan Osteoporosis Society   Vol.2  No.4   2016
（407） 75

した．
　また，④ p 値については，その概念を詳しく説明する
とともに，仮説検定においては，帰無仮説あるいは対立
仮説かを設定し，判定基準を決定，実験の規模を計算し
たうえで実施するという，正式な手続きを踏むことの重
要性を説いた．サンプルサイズの設計によってはエラー
も出るとして，設定が必要なパラメータの説明も行った．
　会場からは，研究において骨折が 1 例も出ない場合の
検定方法や，観察研究をいつまで行うか，その根拠をど
こに求めるべきか，複数ある有意水準のうちどれがスタ
ンダードか，測定値が感度未満の場合の取り扱い方など
について質問があり，氏が詳しい解説を行った．
　2 題目の鈴木敦詞氏は，「OLS 事業の概要と骨粗鬆症マ
ネージャー認定制度について」をテーマとして講演を行っ
た．
　骨粗鬆症診療の現状として，大腿骨近位部骨折の 50％
は脆弱性骨折既往例で発生し，骨折後の適切な治療によ
り反対側の骨折は 3 年で約 70％減少するが，骨折 1 年後
の受療率は 20％にも満たない点を指摘．高い骨折リスク
を有しながら治療の機会に恵まれない，いわゆる骨粗鬆
症におけるケアギャップが拡大している中，かかりつけ
医，骨粗鬆症専門医，整形外科医間の連携推進が欠かせ
ないと述べた．
　先駆的な例として，FLS（英国における骨粗鬆症リエゾ
ンサービス）を挙げ，治療継続率の向上，再骨折率の低下，
死亡率の低下，費用対効果向上など数多くのメリットが
得られていることを紹介した．
　そして，日本においても同様の取り組みとして，日本
骨粗鬆症学会が開始した OLS（骨粗鬆症リエゾンサービ
ス）と，骨折予防を担う診療支援のプロフェッショナルで
ある骨粗鬆症マネージャー制度について解説．その受験
資格や，院内ではチーム医療の中核となり，地域では施
設間の情報共有の窓口となるという位置づけなどを説明
した．また，マネージャーと協力しながら OLS を推進す
る存在として，同時期に発足した骨粗鬆症学会認定医制
度の申請要件や，期待される役割についても紹介．
　今後の展望として，OLS の有用性に対する認識を広め
るとともに，骨粗鬆症マネージャーと骨粗鬆症学会認定
医がより活躍の場を広げ，多くの患者が最適な骨粗鬆症

診療を得られるよう期待すると締めくくった．

臨床研究を成功に導くための秘訣

　本講義では，今西康雄氏（大阪市立大学），吉村典子氏
の 2 名が臨床研究を成功に導くための秘訣を語った．
　今西氏はまず，遺伝子研究からトランスレーショナル
リサーチに転向した経緯と，その決断を後押しした言葉
として，留学先の教授の「基礎医学を極めるためには，実
地の臨床を経験することで得られる病態への深い理解と，
患者を救うには何をすべきかの高い志が必要」という言葉
を紹介．
　転向後の自身の経歴として，リン調節因子としての
FGF-23 の作用や，PTH との間のネガティブフィードバッ
ク系形成を明らかにしたこと，また，シナカルセト塩酸
塩の維持透析下における二次性副甲状腺機能亢進症での
承認取得までの経緯や，低リン血症性骨軟化症の骨代謝
改善作用の検討，J-DOPPS 公募研究として手がけた血液
透析患者の経済的，社会的要因と生命予後の関連の検討
について披露した．そして，現在実施中の臨床試験として，
アロマターゼ阻害薬で治療される乳癌術後の骨質と骨量
低下におけるエルデカルシトールとリセドロネートの併
用治療試験の概要についても述べた．
　これらの経験を通じ，臨床試験に取りかかる際にはさ
まざまな壁にぶつかるが，その壁を超えるための指南と
して「臨床研究 7 つの御法度」を紹介．①データをとって
から研究デザインを考える，② RQ が明確・具体的でない，
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③対象が不明確，④主要なアウトカム変数を設定しない，
⑤変数の測定方法の信頼性と妥当性を検討しない，⑥解
析計画を事前に作成しない，⑦結果の解釈について，統
計的有意差のみで，臨床的・社会的に意味のある差かど
うか検討しない，これらを氏自身の戒めとして活用して
おり，ぜひ若手研究者にも参考にして欲しいと語りかけ
た．
　2 題目の吉村典子氏は，ROAD study に至るまでに多く
の臨床研究を手がけた経験から，自身の失敗を振り返り
つつ，臨床研究の立ち上げから成功に導くまでのコツに
ついて語った．
　臨床研究では，ベースライン調査の段階で費用が発生
するため，研究の実行は財源確保に左右されやすく，公
的グラントである科学研究費助成事業や AMED，その他
民間のグラントを獲得することの重要性を述べた．
　また，自分の研究分野の学会にはできる限り出席して
交流を広げ，人脈をつくること，同じ分野のシニアの研
究者から指導を受けること，研究成果をさらに発展させ
るために共同研究者を見つけることなど，具体的なアド
バイスを行った．

わが国の疫学研究：ROAD study を中心に

　2 日間にわたるセミナー最後のプログラムは，村木重
之氏（東京大学）が ROAD study の概要説明に加え，これ
までの調査結果から得られた成果について報告を行った．
冒頭で，疫学研究の目的を有病率，予後，危険因子を把
握することで早期発見，予防対策につなげることにある
とし，ROAD study についてその目的に沿った形で結果
を紹介した．
　まず，1 つ目の有病率について，レントゲン上の診断
から膝 OA の有病率が男性 44.6％，女性 66.0％，腰椎
OA が男性 82.6％，女性 67.4.％，骨粗鬆症は，腰椎 L2 ～
L4 で男性 3.4％，女性 19.2％，大腿骨頚部の場合は男性
12.4％，女性 24.5％で，それぞれ人口統計にあてはめた推
定患者数が得られていることを紹介．
　予後については，運動器疾患の QOL 低下について
PCS 値により他の慢性疾患と比較を行い，圧迫骨折で最
も QOL が低下し，膝 OA は脳血管障害の既往と差を認

めなかったこと，そして部位別の検討では，膝痛に比べ
腰痛で低下し，腰痛のある人のみ抽出した KL (Kellgren-
Lawrence) 分類による検討では，腰痛の QOL への影響は，
OA の進行の程度とは関連がなかったが，圧迫骨折の有無
とは有意な関連を示しており，この結果から，圧迫骨折
のある腰痛の患者で QOL 低下が著しく，予防の重要性が
示唆されると述べた．
　また，OA 自動定量システムである KOACAD を用い
て膝 OA 重症度の膝痛の割合を調べると，重度でも痛み
が無い人がいる点を挙げ，60 年前に開発された KL 分類
が現在の高齢者に適しているかが疑問である点を指摘．
そこで，関節裂隙狭小化と骨棘形成を別個に解析すると，
それぞれが独立して疼痛や ADL 障害に関連していること
が明らかとなったという．骨棘形成は，関節不安定性を
通じて，疼痛や ADL 障害に影響を及ぼす可能性があると
述べた．
　男女別でみると，男性では疼痛には mJSW，ADL 障害
には OPA がより影響を与えており，骨棘形成は疼痛より
もむしろ ADL と関連していることが解明されている一
方，女性では疼痛，ADL 障害に関節裂隙狭小化が影響し
ていたが，男性では関節裂隙狭小化よりも骨棘形成のほ
うが疼痛や ADL 障害に影響していた．このことから，レ
ントゲン上の膝 OA 重症度以外に恐らく筋力などの因子
が強く関連するとして，筋力増強のための運動が疼痛対
策として有用と語った．
　危険因子については，年代別，性別の転倒率について
検討を行い，複数回転倒の危険因子として歩行速度，膝
痛が挙げられたことを紹介．この結果から，KL 分類で膝
OA に該当する場合であっても，膝痛を改善し，ウォーキ
ングなどで歩行速度を向上させれば転倒予防につながる
可能性を述べた．
　ROAD study では，ベースライン調査，第 2，3 回目
調査を経て 2015 年から第 4 回目調査が進行中であり，そ
れらのデータをふまえて運動器疾患の予防，早期診断を
目的としたエビデンス集積をさらに進めていくと締めく
くった．


