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将来を担う研究者の育成を目指して
2019年8月3（土）～4（日）
クロスウェーブ幕張（千葉市）
日本骨粗鬆症学会は，健康寿命延伸のための課題とされる骨の健康維持・増進を
目指して，骨粗鬆症の領域で活躍できる研究者の育成を急務としている．その中
で，研究者が精力的に臨床研究に勤しみ，学会で活躍し，超高齢社会に貢献でき
るようになるための教育研修の場として，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「臨床研究の手法」を学ぶことを主眼として，研究デザイン
学や生物統計学などの講義に加え，参加者のプレゼンテーションやグループワー
クが行われる．臨床研究を立案し実行するまでのプロセスや，研究費申請や論文
作成から投稿，採択までのノウハウを学ぶ講義が行われる．誌面では，2 日間に
わたるセミナーの講義や発表の概要をレポートする．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．

第 1日目

（敬称略）

開会挨拶.............................................................................................................................................................................................................岩本 潤
臨床研究をデザインする	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 井上大輔・寺内公一
研究の新規性を探る：文献検索の方法	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������古谷武文
ROAD study	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������吉村典子
IORRA コホート	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������古谷武文
妊娠後骨粗鬆症に関するデータベース研究	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������寺内公一
JPOS..................................................................................................................................................................................................................伊木雅之
医師主導型臨床研究：A-TOP 研究会	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 田中司朗
医師が理解しておくべき治験	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������山﨑隼人
研究費申請書の書き方	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������井上大輔
論文の読み方・書き方	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������岩本 潤
論文の投稿から採択まで	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������岩本 潤
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
研究奨励賞受賞者プレゼンテーション	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 船山 徹・塚本 学
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

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

臨床研究の立案から実施まで	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������吉村典子
臨床研究を成功に導くための秘訣	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������村木重之
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よる介入計画の有無により，まずは観察研究と介入研究

開会挨拶

に分けられることを紹介．そこから，最終的に縦断研究
（コ

冒頭では 2019 年セミナー開催にあたり，委員長の岩本

ホート研究，ケース・コントロール研究），横断研究，症

潤氏
（慶友整形外科病院）
より，セミナーの目的として，
「研

例報告などの型が決定されるまでの流れを述べ，型ごと

究者が精力的に臨床研究に勤しみ，学会および論文から

の特徴や長所や短所について紹介するとともに，ランダ

社会貢献へと続く環境をサポートすること」，また育成委

ム化比較試験における対照群や症例数設定の方法，コホー

員会の目標として，
「自力で競争的研究費を獲得し，デー

ト研究の集計の方法など，研究の具体的手順や注意すべ

タを収集し，解析を行い，論文化まで遂行できる研究者

き点などを添えた．

を育成すること」と述べた．そして，2 日間にわたるプロ
グラムの詳細について紹介し，プレゼンテーション成功
の秘訣として，
「『Less is More』
～メッセージが明確であれ

研究の新規性を探る：文献検索の方法

ば，文字数や行数が少ないほどインパクトに残る，発表

古谷武文氏（若林医院，東京女子医科大学）は，自身の

時間を守り質疑応答は誠実に～」との言葉を添えて参加者

経歴として，これまで東京女子医科大学の IORRA コホー

にエールを送った．

トを使用し，RA（関節リウマチ）患者の骨粗鬆症について
臨床研究を行い，多数の英語原著論文を発表してきた経
歴を披露．

臨床研究をデザインする

その経験から，研究を始めるにあたり，重要なのは文

セミナー初日の最初の講義では，井上大輔氏
（帝京大

献検索して新規性について確認を行うことであるとした．

学 ち ば 総 合 医 療 セ ン タ ー）が，
「CQ/RQ」
「PECO/PICO」

そのための手法として，氏自身が PubMed を開いて調べ

「FIRM NESS」をテーマに臨床研究のデザインについて解
2

たいキーワードを入れ，
「先行研究」
「RA での報告」
「日本人
の報告」
「研究手法が横断，前向き，後ろ向き」
「IORRA コ

説した．
冒頭で，エビデンスと実臨床の距離は遠く，効果を担

ホートで実現可能」という点を確認していることを紹介．

保するだけに過ぎないこと，エビデンスと目の前の患者

その中で「日本人の報告」について，BMI や疾患感受性

さんを結ぶのが臨床研究であると指摘．そして，研究デ

遺伝子，食習慣の違いなどを背景として，欧米の臨床研

ザインへのステップは，CQ から良い RQ をつくることが

究結果を 100 % 日本の臨床に応用するのは適切ではなく，

重要であり，疑問を持てば文献検索を行うことを勧めた．

日本人のエビデンス創出が必要であるとした．

また，良い RQ の条件として FIRM NESS の視点で考え
2

最後に実践編として，氏が現在計画中の新規研究を挙

る習慣を身につけるよう促し，
「興味深い，切実で重要，

げ，文献検索のデモを行いながら，新規性確認作業の実

新規・独自性」が重要とした．

際を披露した．

研究の第一歩は，これらの疑問を 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，臨床研究において必要なのは
「豊かな想像力」であ
ると強調した．

ROAD study
続いてセミナーでは，
「わが国の臨床研究」セッションの

続いて寺内公一氏
（東京医科歯科大学）が，
「研究デザイ

1 題目として，吉村典子氏（東京大学）が，大規模コホート

ンの型」をテーマに解説を行った．まず，日常臨床の疑問

疫学研究 ROAD study をもとに，臨床研究の進め方につ

を RQ に構造化できれば，その構成要素を変数化して測

いて説明した．

定方法について検討，研究デザインの型を決める必要が
あるとした．

法のひとつであり，特定の要因に曝露した集団と曝露し

研究デザインの型には多様な種類がある中，研究者に
202（766）

冒頭で，コホート研究について，分析疫学における手
ていない集団を一定期間追跡し，研究対象となる疾病の
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要因と疾病発生の関連を調べる観察的研究であると説明．
前向きに追跡するため，因果関係を解明できることが
最も大きな強みであり，複数の疾患をアウトカムに設定
できるメリットがある一方，まれな疾患には不向きであ
り，時間と費用がかかるデメリットがあり，脱落がない
よう注意深い追跡が必要であるとした．
また，コホート研究では有病率，発生率，予後，危険
因子を把握することで早期発見，予防対策につなげられ
るとし，2005 年にスタートした ROAD study では，これ
まで骨粗鬆症の有病率，発生率などの疫学情報が得られ
ていることを紹介した．
また，複数の疾患をアウトカムとして設定できる 1 例
としてフレイルとサルコペニアと，骨粗鬆症について，
それぞれの発生に対する相互関係を解明できている点に
触れ，今後要介護への影響，死亡との関連などの観点で
検討を続けていくと述べた．

妊娠後骨粗鬆症に関するデータベース研究
「わが国の臨床研究」のセッション 3 題目は，寺内氏が，
妊娠後骨粗鬆症の現状を把握するための予備的解析とし
て，DPD データを用いて行った研究について紹介．病態
が不明で，疫学的調査も十分に実施されていないまれな

IORRA コホート

疾患の研究には，DPC データを用いた後方視的観察研究

「わ が 国 の 臨 床 研究」のセッション 2 題 目 は， 古 谷 氏

が適しているとした．

が，東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センターで
「患

“妊娠後骨粗鬆症”は保険未収載であるため，産科入院後

者数日本一の強みを生かそう！」
「リアルワールドデータ

2 年以内の骨折を妊娠関連骨折と定義したうえで，産科入

を使ってクリニカルクエスチョンを明らかにしよう！」を

院後 2 年以内の骨折入院率や，脆弱性骨折好発部位の骨

モットーに開始された RA の前向き観察研究 IORRA コ

折入院率，骨密度や骨代謝マーカー検査が実施率，妊娠

ホート研究の概要を紹介した．

関連骨折リスク因子などを明らかにしたと紹介した．一

IORRA コホートは 2000 年より調査を開始，毎回 3～

方，DPC データを使用する limitation として，保険未収

5,500 名の情報を集積し，患者情報や医師評価，臨床検査

載の病態は一義的に検出できず，産科入院した施設と同

値のデータベースを構築，これまで英文原著論文 136 報

一施設に骨折入院した症例しか検出できないこと，臨床

を発表していることを紹介．コホートの具体的な運用の

データが欠如している点を述べた．

手法，データベース構築の手法や骨を紹介し，コホート

今後，さらなる調査を実施し，骨折に対する予防的介

の長所と短所を意識しながら研究を進めることの重要性

入を目的とした妊娠後骨粗鬆用の予防・診断・治療ガイ

を説いた．

ドライン策定が望まれると述べるとともに，ビッグデー

そして，これまでの成果として，IORRA コホートを用
いた骨粗鬆症研究では，RA 患者の骨折部位やリスク因子

タの時代において，DPC データの活用が有用となる可能
性を指摘した．

の同定につながり，日本人 RA 患者の歯科治療の受診状
況や，顎骨壊死を合併した RA 患者の背景，RA における
歯周病の関連因子などの把握につながり，アンメットメ
ディカルニーズに応えている点を紹介した．

JPOS
「わが国の臨床研究」のセッション 4 題目は，伊木雅之
氏
（近畿大学）が，骨粗鬆症の診断に必要な日本人女性の
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骨密度・骨代謝指標の標準値を設定し，骨折リスク要因
を明らかにすることで，有効な骨粗鬆症検診の提案につ
なげる JPOS 研究について紹介．

医師が理解しておくべき治験
本講義において，山﨑隼人氏
（日本ベーリンガー・イン

日本人女性の特性を表す調査とすることを目的とし，

ゲルハイム株式会社）は，まず，臨床研究における治験と

10 年間で追跡率 80 % 確保することを構想し，そのための

臨床試験の違いについて解説．治験は，有効性や安全性

対象地域と対象者，調査項目の決定などについて述べた．

が未知の被験薬や機器を用いてその有効性と安全性など

こうした追跡研究の目的のひとつとして，アウトカム

を検討するものであり，GCP 省令に準じて科学的に適正

の把握が挙げられ，生死転居の把握や骨密度測定，椎体

に実施されているとした．

骨折の診断，臨床骨折の判定などを実施していることを

また，医薬品などの承認までの道のりとして，創薬期

紹介．また，当初設定した追跡率を上げるためには
「未受

から承認申請までの各開発段階における試験を挙げ，非

診調査」が重要であり，その調査内容や方法を述べたうえ

臨床試験では GLP（good laboratory practice：医薬品の

で，10 年後の追跡率は 87.2 % を達成したと紹介した．

安全性に関する非臨床試験の実施基準）の適用のもと各種

最後に，今後はより簡便な骨折リスク予測モデルを用

試験が義務づけられ，第 III 相試験では，事前に設定した

いた検診スキームの提案，有効性評価や，骨密度，骨折，

主要評価項目で有意差が認められた場合に承認となるこ

骨代謝が他の臓器に及ぼす影響について検討すべること

とも紹介した．そして，新医薬品承認審査事務における

を展望として述べた．

留意事項として，得られた結果に臨床的意義があること，
ベネフィットと比較して許容できないリスクが認められ

医師主導型臨床研究：A-TOP 研究会

ないことなどを挙げ理解を促した．
さらに，新薬創出に向けた動向として，創薬研究のア

「わが国の臨床研究」のセッション 5 題目は，田中司朗

ウトソーシングや，国際共同治験の増加傾向に触れ，一

氏
（京都大学）が，医師主導型研究組織である Adequate

人でも多くの医師が治験について正しく理解し，新規治

Treatment of Osteoporosis
（A-TOP）研究会の活動につい

療法の開発のキープレーヤーとなるべきと説いた．

て紹介．企業治験と医師主導型臨床試験の違いについて
述べた後，医師主導型臨床試験として A-TOP 研究会主
導の JOINT-03 試験を例に挙げ，head to head 試験であ
る特性から企業がカバーできないようなエビデンスの創
出が可能である点を強調した．

研究費申請書の書き方
本講義では，井上氏が，まずは研究費の申請を行う理
由として，研究遂行のために必要であり，利益相反や倫

そして，2018 年 4 月に施行された臨床研究法を紹介し，

理の観点からも研究開始前に確定しておくこと，論文に

臨床研究のうち，製薬企業から提供を受けた資金や，未

も明文化が求められること，競争的資金の獲得はそれ自

承認や適応外の薬などを使って行うものが「特定臨床研

体が実績となることを示した．

究」と規定され，データ操作などの不正が行われないよう

また，実際に申請書を書くうえで重要な 3 要素として，

研究者にはモニタリングや監査が義務づけられた点を紹

① RQ の新規性と重要性，②研究アイディアの独自性と

介した．

倫理性，③見やすさ，わかりやすさ，とした．

そのうえで，JOINT-03 試験には，現在の規制でいえば

その中で，
「研究課題」
（タイトル）の付け方に関する具体

臨床研究法が適用されることを紹介し，これからの医師

的なアドバイスとして，古い表現や漠然とした内容を避

主導型臨床試験は，倫理指針や臨床研究法の遵守，品質

け，30～40 字に収めること，社会への還元や発展性をア

管理・品質保証の実施が不可欠であるとし，第三者によ

ピールすることを勧めた．

る保証，監査の具体的な流れや方法を解説した．

また，
「研究目的」は論文の abstract にあたる最も重要な
位置づけにあるとして，起承転結を意識しながら，国内

204（768）

The Journal of Japan Osteoporosis Society Vol.5 No.4 2019

将来を担う研究者の育成を目指して

外の研究動向や自身の研究の必然性を読みやすくまとめ，

介し，対応には「折れない心」が不可欠であり，reject 判定

特色・独創性を明示し，学術的・社会的意義と将来性・

であっても査読者の見解に従い論文を修正し，別の雑誌

発展性がある点を強調すべきとした．

への投稿を慎重に検討すべきとアドバイスした．最後に，

そして，最後に，独創性や，業績に基づいた必然性と
実現性が重要であり，書類上のテクニックとして誤字・

投稿から採択までの過程で何よりも重要な点として誠実
さであると指摘した．

脱字は厳禁であり，自身で校正を行い客観的に再確認す
ることなどと述べた．

発表・討議

論文の読み方・書き方
本講義では，岩本氏が，論文の作成にあたって念頭に

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

置くべきポイントを具体的に解説．例えば，タイトルに

セミナー初日最後のプログラムは，研究者が 1 グルー

は新知見が反映され，重要な問題を扱っていること，簡

プにつき 4～5 名，4 つのグループに分かれ，コメンテー

潔であり興味深いことが重要とし，抄録は PubMed など

ターや実行委員，研究奨励賞受賞者らのアドバイスを受

にも掲載されることから論文中で最も重要な部分と捉え

けながら臨床研究のデザインを行った．

るべきとアドバイスした．

A グループは
「大腿骨近位部骨折後の脊椎伸展運動によ

また，本文においては，仮説・研究目的，研究デザイ

る二次骨折予防効果の検討」，B グループは「二次骨折予

ンの型，対象者，群分け・介入方法・研究期間，評価項目，

防に対する運動療法・リエゾンサービスの有用性─ 2 施

新知見，研究の問題点と今後の方向性，結論などが明確

設共同前向き検討」，C グループは「大腿骨近位部骨折患

に述べられている必要があると述べた．

者に対する骨折リエゾンサービスの効果─骨粗鬆症治療

一方，論文の読み方として，読む価値の有無は研究方

率と治療継続率は向上するのか」
，D グループは「閉経後

法のデザインに基づいて決めるべきとし，p 値＜0.05 のみ

の骨密度低下に対するビタミン D の投与
（サプリメント）」

を判断基準とせず，科学的に読むに値しない論文を捨て

について発表を行い，会場から研究デザインに対する指

去る技術も必要と提案した．

摘や，より良いデザインとするためのアドバイスが提供
された．

論文の投稿から採択まで
本講義では，引き続き岩本氏が，冒頭で近年の問題と

研究奨励賞受賞者プレゼンテーション

して predatory journals
（悪徳雑誌）の存在に警鐘を鳴ら

セミナー 2 日目最初の講義では，2019 年度日本骨粗鬆

し，その特徴や悪影響について述べた．そして，質の高

症学会研究奨励賞受賞者 2 名が，各自が行う研究内容を

い論文を適切な雑誌に投稿することを目指すべきとして，

もとにプレゼンテーションを行った．

骨粗鬆症・骨代謝領域において投稿が推奨される主要雑
誌を紹介した．

1 題目は，船山徹氏（筑波大学）が，
「新鮮骨粗鬆症性椎体
骨折に対する最適な初期治療法確立に向けた研究の立案」

それらの主要雑誌における構造化抄録の一覧を紹介し

をテーマに発表．

たうえで，論文投稿の際の注意点として，論文の内容が

船山氏は，新鮮骨粗鬆症性椎体骨折に対し，受傷後初

雑誌に合っているかどうかをはじめ，具体的なポイント

期の入院安静とジュエット型体幹硬性装具装着による離

を紹介するとともに，引用論文には投稿雑誌の文献を引

床により，一定の効果は得られているが，他の保存治療

用しておくことを推奨した．

法との成績の違いが不明であったことを紹介．そこで，

そして，査読者からのコメントや質問への回答例を紹

新鮮骨粗鬆症性椎体骨折に対する最適な治療法の確立に
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向け，入院安静指示の有無による保存治療成績の違いを

のグループに分かれ，参加者がそれぞれの研究計画に基

前向きに検討した研究について紹介し，臨床研究の計画

づくプレゼンテーションを行い，コメンテーターや実行

立案にける留意点や，倫理委員会承認に向けて問題となっ

委員，研究奨励賞受賞者らとともに意見交換を行った．

たポイントを紹介した．
2 題目は，塚本学氏
（産業医科大学）が，
「慢性閉塞性肺疾
患に伴う骨粗鬆症の病態メカニズム解明に向けて～新た
な骨粗鬆症モデルの確立」
をテーマに発表．

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

慢性閉塞性肺疾患
（COPD）の肺病変は，主に骨密度と関

2 日目のランチョンセミナーでは，田中氏が「骨粗鬆症

連が強い肺気腫であるが，生体内における病態は不明で

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

あると前置きした．そこで，病態解明のためのモデル動

た．

物を確立すべく調査を行い，エラスターゼ誘導性肺気腫

まず，統計学はばらつきを扱う学問であり，骨粗鬆症

モデルマウスの筋・骨における変化の調査に至った経緯

領域の臨床研究では，患者の特徴や治療内容，骨折判定

を紹介．COPD に伴う骨粗鬆症の病態メカニズム解明に

における評価者間の違い，環境など，コントロールの難

向けた研究プロトコルから結果までを紹介し，本モデル

しいばらつきが存在すると指摘．そこで，ばらつきを意

マウスが COPD 骨粗鬆症モデル動物として有用であり，

味のある部分と誤差に分類し，誤差を考慮して現象を理

COPD の増悪防止や骨・筋代謝動態に応じた治療に役立

解する統計学的思考が必要と述べた．

つ可能性について述べた．

そのうえで，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

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

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．
さらに，リツキシマブ臨床試験の論文を参考に，③に

初日に続き，研究者らによる進行中の臨床研究に関す

ついては，データの型を重視することを挙げ，それぞれ

るプレゼンテーションが行われ，会場からは各プレゼン

の解析のポイントを解説するとともに「個人内で反復測定

テーションに対し，論文化を前提としたアドバイスや提

はあるか」
「交絡の調整は必要か」などが統計手法を選ぶ重

案が付与された．

要な基準であるなど，生物統計学を臨床研究に取り入れ

また，初日に続くグループワークでは，引き続き 4 つ

るための詳しい説明が重ねられた．

臨床研究の立案から実施まで
講義では，吉村氏が，臨床研究は
「病気の予防，診断や
原因究明，治療法の改善のために，ヒトを対象として行
われるすべての研究」であるとし，臨床研究の流れを「仮
説→研究計画→データ→解析→結果の解釈」と示したうえ
で，
「何を明らかにするのか」を決めることが研究の第一歩
とした．
そして，臨床研究では研究デザインを重視すべきとし
て，分類では「実態把握・仮説設定のための研究デザイン」
「仮説検証のための検証デザイン」があり，研究デザイン
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の選択にあたっては，
「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
ることが重要であると指摘した．
そのうえで「仮説検証のための研究デザイン」であるコ
ホート研究の具体例として，吉村氏が手がける ROAD
study の結果を示した．

臨床研究を成功に導くための秘訣
村木重之氏
（東京大学，むらき整形外科クリニック）が，
住民コホートを成功に導く秘訣として，
「地域代表性」
「追
跡率」の 2 つを紹介．ROAD study では 3,040 例の地域住

目的変数を
「転倒なし」
「1 回転倒」
「2 回以上転倒」の 3 群に

民の参加を得ており，海外の代表的コホート研究規模を

分けて関連因子を検討すると，女性の 1 回転倒では関連

上回っている点を強調した．

はなく，2 回以上転倒では BMI や握力，膝痛との関連が

また，臨床研究においては生データの吟味も重要であ
るとして，ROAD study のベースライン調査で得られた
転倒率から，女性では 2 回以上転倒は加齢により増加す
るが，1 回転倒は年代間に差がないことを指摘．
ここで，女性では転倒回数により関連因子が異なるこ
とを予想すべきであり，ロジスティック回帰分析により

認められたことを紹介．統計解析では，適切な説明変数
の選択により結果が大きく変わってくると述べた．
さらに，ROAD study を例に，地域住民に結果をすべ
てフィードバックするなど地域にメリットをもたらすこ
とが，高い追跡率を維持し，コホート研究を成功に導く
コツであると述べた．
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