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クロスウェーブ幕張（千葉市）

日本骨粗鬆症学会臨床研究サマーセミナー 2017 REPORT

日本骨粗鬆症学会は，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
論文作成のノウハウ，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による実践形式
が用いられている．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 .................................................................................................................................................................... 古谷 武文・竹内 靖博
　ランチョンセミナー　骨粗鬆症に対する治療介入と efficacy の評価 ...................................................................................... 井上 大輔・寺内 公一
　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
　医師主導型臨床試験（A-TOP 研究会） ....................................................................................................................................................... 田中 司朗
　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
　研究費申請書の書き方（Grant writing） ...................................................................................................................................................  井上 大輔
　プレゼンテーションを成功させるためのコツ .........................................................................................................................................  吉村 典子
　臨床研究の計画・実行・データ解析・発表の実際 ................................................................ 蛯名 耕介・立木 隆広・濱﨑 貴彦・渡部 玲子
　発表・討議　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　研究者プレゼンテーション・ディスカッション
　発表・討議　研究者グループワーク
　統計解析ワンポイントアドバイス（ROAD study を例に） .................................................................................................................... 村木 重之
　ランチョンセミナー　骨粗鬆症臨床研究者のための生物統計講義 .................................................................................................................. 田中 司朗
　OLS 事業の概要と骨粗鬆症マネージャー認定制度...............................................................................................................................  鈴木 敦詞
　臨床研究を成功に導くための秘訣 ....................................................................................................................................... 村木 重之・石橋 英明
　臨床研究の立案から実施まで（ROAD study を中心に） ........................................................................................................................ 吉村 典子
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HOMA（homeostatic model assessment）- βのカットオフ
値を導き出したことを報告．より良い治療法の開発につ
ながるなど，臨床研究のメリットを強調した．

ランチョンセミナー

骨粗鬆症に対する治療介入と efficacy の評価

　初日のランチョンセミナーでは，1 題目として井上大輔
氏（帝京大学）が，「骨粗鬆症治療の薬剤選択」をテーマとし
て講義を行った．
　現在，臨床で用いられる骨粗鬆症治療薬は多岐にわた
るが，薬剤選択基準の根拠に乏しい点を指摘．大腿骨
近位部骨折ではエビデンスレベルの高い薬剤が少なく，
BP（ビスホスホネート）長期投与による効果減弱，デノ
スマブ中止後の多発性椎体骨折，CKD（chronic kidney 
disease）患者に対する禁忌なども問題点として挙げた．
　そこで，井上氏の私案として，年齢と既存骨折の有無
により分類したカテゴリー A，B，C のそれぞれに，骨粗
鬆症治療薬の適切な選択を目指したアルゴリズムを供覧．
患者の病態や併存疾患など個々のニーズを踏まえ，一生
のスパンを考慮した骨粗鬆症治療薬選択のエビデンスを
蓄積していく必要性を訴えた．
　2 題目の寺内公一氏（東京医科歯科大学）は，「骨粗鬆症治
療の efficacy の評価」をテーマとして，臨床研究では CQ
を RQ（Research Question）に構造化することを第一ス
テップとして，構造的な RQ には PECO・PICO を用いた
記述，FIRM2NESS の概念による吟味が必要とアドバイス．
臨床研究で最も重要なプロセスはデザイン段階にあると
し，考え抜かれたデザインをもたない研究からは，優れ
た統計ソフトウェアを利用しても有意義な解析結果は得
られないとした．
　そして，efficacy（理想的に制御された環境での治療パ
フォーマンス）と effectiveness（リアルワールドでの治療
パフォーマンス）は必ずしも合致せず，その要因のひと
つにアドヒアランス低下の問題などがあるとした．そし
て，論文を読む際に efficacy と effectiveness を見極め
る有用なツールとして，被験者選択基準の厳しさや治療
者の熟練度を評価する PRECIS（Pragmatic-Explanatory 
Continuum Indicator Summary）の活用を勧めた．

開会挨拶

　2017 年セミナー開催にあたり，委員長の岩本潤氏（慶友
整形外科病院）より，本年より参加者の年齢制限を取り払
い，「若手サマーセミナー」から「臨床研究サマーセミナー」
へと名称変更したことが報告された．そして，現在のわ
が国においては，国民の健康寿命延伸を目指した骨の健
康維持が課題であるとし，本セミナーが骨代謝・骨粗鬆
症領域で活躍しようと意欲に燃える研究者にとって，社
会に貢献できる研究成果を世に出すきっかけとなって欲
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，古谷武文氏（東京女子
医科大学），竹内靖博氏（虎の門病院）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．
　古谷氏は，基礎研究の多くは臨床応用に至るまでに長
期間を要し，多大な労力と研究費の確保のため実施施設
が限られるのに比べ，臨床研究は小規模の医療施設でも
実施でき，リアルワールドを反映した結果が得られると
した．また，臨床研究の種類について，RCT（ランダム化
比較試験）はエビデンスレベルでは最上位にあるが，慢性
疾患の合併症や有害事象の評価にはコホート研究，ケー
スコントロール研究が有用とした．
　そして，臨床研究の醍醐味として，現場で感じた疑問
を科学的に証明できる，結果を臨床現場にフィードバッ
クできる，アンメットニーズに応えられることなどを述
べた．
　次に竹内氏は，臨床研究の意義として，①まれな症例
の病態解析から普遍的な病態生理の解明を目指すこと，
②素朴な疑問を CQ（Clinical Question）として多数例の集
積により仮説を検証すること，③基礎研究の新規の知見
から臨床的課題のブレークスルーを目指すこととした．
　②について竹内氏の経験として，先端巨大症治癒症例
の中で，術前に認められた耐糖能障害が治癒する症例と
残存する症例の違いを規定する因子について研究を行い，
術後耐糖能正常化を予知する IGI（insulinogenic index），
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疫学研究の進め方

　午後からは吉村典子氏（東京大学）が，疫学研究におい
ては有病率や発生率，関連因子を明らかにすることが疾
病予防の第 1 歩であるが，運動器疾患では慢性に進行し，
経過が長く発症機転がわかりにくいという特性のため，
一般住民集団を設定して長期追跡を行う必要があるとし
た．
　そして，吉村氏が手がける ROAD study を例に，特性
の異なる 3 地域にコホートを設定し，研究成果としてベー
スライン調査から骨粗鬆症などの有病率，追跡調査から
発生率や危険因子としてのビタミン D 不足などを同定し
たことを紹介．また，疫学研究を成功に導くコツとして，
長期の追跡調査では参加率を高く保つ必要があるため，
地域のスタッフとの密な連携や，参加者の立場に立った
結果説明の重要性，飽きさせないための新しい調査項目
の導入などの工夫が必要であると述べた．

コホート研究の進め方

　続いて古谷氏は，氏が参加する IORRA コホート研究
を例に，データベース構築の手法やコツについて述べ，
IORRA コホートを用いた骨粗鬆症研究では，RA（関節リ
ウマチ）患者の骨折部位やリスク因子同定，歯科治療や顎
骨壊死の頻度把握などにつながったことを報告した．
　また，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く，論文が書きや
すい，アンメットニーズに応えられる可能性がある点を
紹介．ただし，IORRA コホートが骨粗鬆症研究目的でデ
ザインされていないため，骨密度や骨代謝マーカーが得
られない点に触れ，既存研究を使える立場なら労力や費
用，時間の負担軽減など，メリットを活かす方法を考え
るべきとアドバイスした．

医師主導型臨床試験（A-TOP 研究会）

　本講義では，田中司朗氏（京都大学）が，医師主導
型 研 究 組 織 で あ る A-TOP（Adequate Treatment of 
Osteoporosis）研究会の活動について紹介．代表的な第Ⅲ

相試験を挙げ，それらの試験におけるデータの品質管理・
保証のために必要なプロトコールや研究組織について解
説した．
　そして，研究者主導の試験では，（承認申請のための治
験に課せられる GCP でなく）倫理指針・臨床研究法の遵
守が求められる点を指摘．データマネジメントにおいて
はプロセスごとに人の作業が介在してエラーが起こるた
め，品質管理・品質保証の実施が本質的な業務であるとし，
第三者による保証，監査の具体的な流れや方法を説明し
た．
　また，今後の臨床試験の方向性として，臨床試験から
導かれる結論への信頼性や信用性を高めるため，データ
シェアリングの方法が期待されると述べた．

論文の読み方・書き方

　本講義では，岩本氏が，論文を読む理由は，エビデン
スに基づいて医療を実践するためであること，論文を読
む価値の有無については研究方法のデザインに基づいて
判断すべきであり，仮説に対する興味，結果の性質やイ
ンパクト，考察の推測で決めるべきではないと指摘した．
　論文の書き方については，研究方法を科学的にデザイ
ンしたうえで，仮説・研究目的を明確にすることが重要
であると強調し，序論・方法・結果・考察・結論に一貫
性をもたせながら，まとめるポイントを紹介した．一貫
性のある論文は読者にとって理解しやすい．論文作成に
行き詰まったときの打開策のひとつとして，論文を後ろ
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から（結論から）読んで，仮説・研究目的まで一貫性・整
合性があるかどうか確認することを提案した．また，プ
リントアウトして何度も読み返すことも重要であるとし
た．誤字・脱字をはじめ表現の不適切さや理論展開の未
熟さなど，多くのことに気付くとアドバイスした．

論文の投稿から採択まで

　本講義では，鈴木敦詞氏（藤田保健衛生大学）が，論文
採択の最終決定権は editor にあるが，重視されるのは
査読者の意見であると指摘．査読者はボランティアであ
り，査読者に理解されやすいことを必須として，論文の
タイトルや抄録，abstract のまとめ方のチェックポイン
トを解説．最近の査読の傾向として，method や result の
信憑性が問われやすいことも指摘した．そして，最も重
要なのは科学的考察に基づいた論文であることであり，
discussion は introduction で挙げた CQ に応え，研究の
欠点についても limitation で記載し，論文の公正性をア
ピールすることが重要とした．
　また，査読者への返事の出し方や投稿する雑誌の選び
方を紹介するとともに，結果が reject であっても，納得
できない場合は査読者と意見が合わなかったと捉え，す
ぐに別の雑誌に投稿することをアドバイスした．

研究費申請書の書き方（Grant writing）

　本講義では，井上氏が，研究費申請書を書くうえで重

要な 3 要素を①アイディア，②業績，③見栄えとし，研
究タイトルは古い表現や内容を避け，社会への還元や発
展性を示唆するアピールが必要とした．
　そして，タイトルや「研究目的」の書き方について NG
例と OK 例を紹介し，「研究の学術的背景」では独創性と発
展性を明示し，「研究期間内に明らかにすること」では箇条
書きで具体的かつ現実的に，「本研究の学術的な特色・独
創的な点および予想される結果と意義研究目的」では，学
術的・社会的意義と将来性・発展性がある点を強調すべ
きとした．
　さらに，審査員を退屈させないよう独創的なアイディ
ア，業績に基づいた必然性と実現性を重視し，書類上の
テクニックとして，誤字・脱字は厳禁であり，専門用語・
略語を多用しないこと，自身で校正を行い客観的に再確
認することも必要と述べた．

プレゼンテーションを成功させるためのコツ

　本講義では，吉村氏が，よいプレゼンを行うために，
発表の仕方やスライドの作り方について，ウェブページ
などでよく取り上げられているコツを紹介した．
　さらに吉村氏の座長やフロア聴衆としての経験から，
発表の仕方では，「時間厳守」，スライドの作り方では「図
表は大きくわかりやすく」「アニメーションを多用しすぎ
ない」ことが重要だと述べた．海外での英語プレゼンの際
に英国人上司からアドバイスされたのは，「1 日 15 回発表
原稿を読みなさい」だったとして，とにかく練習すること
が大切だと締めくくった．

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，2016 年度日本骨粗鬆
症学会研究奨励賞受賞者 4 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，蛯名耕介氏（大阪大学）が，「天然型・活性型ビ
タミン D 併用の違いによる 12 カ月間のデノスマブ投与効
果の違いについての検討」について発表．
　本研究では，デノスマブを導入した閉経後骨粗鬆症患
者を対象に，天然型ビタミン D 併用群と活性型ビタミン
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D3 併用群に分類し，6 カ月ごとの血中骨代謝マーカーと
DXA による骨密度で治療効果を評価．デノスマブ導入後
の骨密度増加率は，腰椎と大腿骨近位部では両群で差を
認めなかったが，大腿骨頚部，橈骨遠位 1/3 では 12 カ月
後に活性型ビタミン D3 群で有意に増加し，intact-PTH（イ
ンタクト副甲状腺ホルモン）は活性型ビタミン D3 群で有
意に低かった．
　これまで日本人では活性型ビタミン D3 による骨密度増
加効果は低いと考えられてきたが，デノスマブ治療にお
ける活性型ビタミン D3 併用において，皮質骨脆弱性を回
避することによる骨折予防の可能性を示唆した．
　2 題目は，立木隆広氏（近畿大学）が，「無自覚の椎体骨折
は死亡リスクを増大させるか―長期大規模前向きコホー
ト研究―」について発表．
　本研究では，1996 年に開始した JPOS Cohort Study に
おける最初の 10 年の無自覚な椎体骨折をデジタル画像に
より把握，その後死亡との関連を 2006 ～ 2016 年まで追
跡して評価した．解析対象（女性）において，死亡に対す
る無自覚の椎体骨折のハザード比は 2.1 倍で，追跡開始か
ら 2 年間の死亡を除外すると 2.6 倍であった．
　椎体骨折は，脊柱変形などにより合併症をきたして死
亡を増大させると考えられ，臨床では痛みがなくてもレ
ントゲンで発見されれば積極的に介入する必要性がある
と提言した．
　3 題目では，濱﨑貴彦氏（国立病院機構呉医療センター・
中国がんセンター）が，「新たに開発した CT カラーマッピ
ング処理画像による骨粗鬆症性脊椎椎体骨折の骨癒合過
程の検討」について発表．
　骨粗鬆症性椎体骨折の骨癒合過程は従来，CT による評
価が行われきたが，白黒画像をカラー画像に変換して元
画像と重ね合わせることで，椎体内骨量変化をより良好
に抽出することを可能とした．
　骨折症例における骨癒合過程をカラー画像で対比する
と，海綿骨が形成される局所状態がより視覚的に把握し
やすく，ファントムなどの特殊な器機を使用する必要も
なく一般臨床での使用が可能である．絶対値ではないた
め患者間の比較が難しく，QCT（quantitative computed 
tomography）を用いた定量的評価が必要となるが，非骨
折椎体での評価が可能となれば，骨粗鬆症治療薬の治療

効果判定にも有用と示唆した．
　4 題目は，渡部玲子氏（帝京大学）が，「糖尿病コントロー
ルと骨密度および骨質との関連についての横断的・縦断
的観察研究」について発表．
　骨脆弱性には，骨密度低下とともに骨質劣化が貢献す
ることが知られており，その機序を明らかにすべく，血
糖コントロールと骨代謝関連指標（骨密度および骨質）と
の関連について横断的研究を行った．対象はホルモンの
影響を考慮し，2 型糖尿病の男性のみとして解析を実施．
重症椎体骨折と骨粗鬆症，骨量減少症の頻度を明らかに
したが，HbA1c と関連する骨代謝関連指標との相関は
認められなかった．骨密度の重回帰分析では，BMI と血
中 25OHD 濃度が規定因子であり，TBS（trabecular bone 
score）では年齢，BMI，骨密度とともにピオグリタゾン使
用と全身炎症が規定因子であった．
　血糖コントロール状態に依存した骨代謝関連指標の変
化については，縦断的な検討が進行中であると報告した．

発表・討議

研究者グループワーク
（臨床研究を一からデザインする）
〜デザインした臨床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，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，研究奨励賞受賞者らのアドバイスを受
けながら「ビタミン D」をテーマに臨床研究のデザインを
行った．
　A グループは「季節ごとのビタミン D 摂取量を決定す
る」，B グループは「食事からのビタミン D 摂取が骨密度
に与える影響」，C グループは「血清 25 水酸化ビタミン D
値の増加は転倒を予防するか？」，D グループは「CKD を
有する高齢骨粗鬆症患者に対するエルデカルシトールの
骨折抑制効果」，E グループは「ビタミン D と転倒予防」に
ついて発表を行い，会場から指摘やアドバイスを受けた．
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発表・討議

研究者プレゼンテーション・
ディスカッション〜研究者グループワーク

　セミナー 2 日目は初日に続き，研究者らによる進行中
の臨床研究に関するプレゼンテーションが行われ，会場
からは各プレゼンテーションに対し，論文化を前提とし
たアドバイスや提案が付与された．
　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，コメンテーターや実行委員，研究
奨励賞受賞者らとともに，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．

統計解析ワンポイントアドバイス
（ROAD study を例に）

　本講義では，村木重之氏（むらき整形外科クリニック）
が，研究者にとっては解析結果の解釈が醍醐味であると
し，ROAD study における転倒を題材に解説を行った．
　ROAD study では，ベースライン調査で過去 1 年の転
倒経験を聴取しており，女性では，複数回転倒は年齢と
ともに増加していたが，1 回のみの転倒は年齢と関係がな
く，1 回転倒と複数回転倒では，その関連因子が異なる可
能性があることを考慮すべきとした．
　そして，ロジスティック回帰分析により目的変数を「転
倒なし」「1 回転倒」「2 回以上転倒」の 3 群に分けて関連因
子を検討すると，女性の 1 回転倒では関連因子は認めら
れず，複数回転倒では BMI や握力，膝痛との関連が明ら
かとなったことを紹介．統計解析では生データを一生懸
命みること，適切な説明変数を選択することで結果も大
きく変わってくることを述べた．

ランチョンセミナー

骨粗鬆症臨床研究者のための生物統計講義

　2 日目のランチョンセミナーでは，田中氏が「骨粗鬆症
臨床研究者のための生物統計講義」をテーマに講義を行っ
た．

　まず，統計学はばらつきを扱う学問であり，骨粗鬆症
領域の臨床研究では，患者の特徴や治療内容，骨折判定
における評価者間の違い，環境など，コントロールの難
しいばらつきが存在すると指摘．そこで，ばらつきを意
味のある部分と誤差に分類し，誤差を考慮して減少を理
解する統計学的思考が必要と述べた．
　その上で，臨床研究で用いられる生物統計学について，
① PICO を使って研究仮説を明確にする，②存在・発生・
比較の指標を区別する，③データの型によって統計指標
を使い分ける，④ロジスティック回帰を使いこなす，⑤ p
値を理解する，と解説した．
　例えば，②については，存在の指標として有病率，発
生の指標としてリスク，オッズなど，比較の指標として
リスク比，オッズ比，ハザード比などを挙げて説明．比
や割合，率の正確な意味を解説するなど，生物統計学を
臨床研究に取り入れるための詳しい説明が重ねられた．

OLS 事業の概要と骨粗鬆症マネージャー認定制度

　本講演では，鈴木氏が，骨折ハイリスク例に積極的な
治療介入を行うには，かかりつけ医，骨粗鬆症専門医，
整形外科医間の連携が必要と指摘．骨折予防のための取
り組みとして，日本骨粗鬆症学会により運用される OLS

（骨粗鬆症リエゾンサービス）の活動と，骨粗鬆症マネー
ジャー制度について紹介した．
　骨粗鬆症マネージャーは平成 26 ～ 28 年にかけて 1,867
名を認定，職種では看護師，理学療法士，薬剤師，診療
放射線技師，管理栄養士など多職種が合格している状況
を報告．資格制度の認定に加え，OLS 共通評価項目“OLS-7”
や「骨粗鬆症連携手帳」の作成を挙げ，OLS を展開してい
くためのツールの強化についても強調した．さらに，日
本における OLS のエビデンス作りのための多施設共同研
究もスタートしており，最適な骨粗鬆症診療の実現を目
指して活動を拡大していくと述べた．

臨床研究を成功に導くための秘訣

　本講義では，村木氏が，臨床研究を実態把握・仮説設
定のための研究デザインと，コホート研究など仮説検証
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のための研究デザインに分類．コホート研究を成功に導
くには「地域代表性」が重要であり，観察する集団が母集
団を正しく代表するよう，大規模で実施すべきとした．
　また，ROAD study における転倒に関する研究を引用
し，本研究の追跡調査から危険因子として歩行速度や膝
OA（変形性関節症），膝痛を同定できたことを報告．追跡
率を維持する秘訣として，結果をすべてフィードバック
するなど，参加者のモチベーションを高める必要性を説
いた．
　実際に本研究では 3 年目の追跡率が 81.5％，死亡や転
居を除外すれば 100％と推定され，地元のサポートを得
て地域住民にメリットをもたらすことが追跡率を維持し，
コホート研究を成功に導くと述べた．
　続いて，石橋英明氏（伊奈病院）が，地域在住中高年者
を対象とした運動介入研究を例に，研究をうまく運ぶ秘
訣を紹介した．
　この研究では，60 代，70 代の要支援・要介護非該当の
住民に郵送で参加依頼をし，約 3 割の 765 名が横断調査
と運動介入調査に参加した．この調査で，ロコモの評価
法の妥当性や，ロコモの該当率，ロコモーショントレー
ニングの有効性を示した．
　研究の準備段階では，自治体の福祉課に研究の必要性
を詳しく説明し理解と協力を得た．また延べ 60 日に及ぶ
運動機能評価では，毎回 15 名の理学療法士が測定に協力
した．本研究では，自治体の担当課と多くの理学療法士
の協力が最も大きな「成功の秘訣」であり，つまり，良い
人間関係の構築が必要不可欠とのアドバイスであった．

臨床研究の立案から実施まで
（ROAD study を中心に）

　セミナー最後の講義では，吉村氏が，臨床研究の流れ
を「仮説→研究計画→データ→解析→結果の解釈」と示し，
仮説の曝露と結果の設定が研究の第一歩とした．研究デ
ザイン選択にあたっては，「観察対象とする曝露・疾病の
性質」「利用できる情報源」「回答を出すまでの時間的余裕」

「現在までの先行研究の状況」「投入できる経費，労力」を
考慮することが重要と指摘した．
　また，ベースライン調査では最大限情報を入手するこ

とが将来の研究に役立つとし，エビデンス蓄積のために
は追跡率維持も必要で，「新規性のある検査項目を取り入
れる」「地域住民にスタッフとして協力を得る」など，きめ
細やかな配慮の例を紹介した．さらに，ROAD study で
は第 5 回調査の準備が進行中であり，「コホート研究は研
究者の情熱が続く限り，そして対象者が望む限り永遠に
続く」と締めくくった．


	p107-113.臨床研究セミナー
	p115-135.シンポジウム6

