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　医薬品などの有効性・安全性評価のため行われる臨床試験は医療の進歩には不可欠で
す。臨床試験は人を対象として行われるので倫理的な配慮が必要なことは言うまでもあ
りませんが、医薬品開発などのビジネスの一環として行われるため、過去には臨床試験
において統計データの人為的操作が認められ社会問題になったことは記憶に新しいかと
思います。そのような背景を踏まえ、京都大学大学院医学研究科は2016年にAMED生
物統計家育成支援事業の育成拠点に選定され、2018年4月に臨床統計家育成コースを
開設しました。本コースは、日本初のSchool of Public Health（SPH）である社会健
康医学系専攻に設けられた2年制の専門職学位課程です。
　京都大学はiPS細胞を用いた再生医療、抗PD-1抗体によるがん免疫療法の開発をは
じめ、卓越した医学研究拠点として世界的に高く評価されています。基礎研究の成果を
臨床応用につなげ、疾患の予防・診断・治療のための技術を確立することは、我々の重
要な使命です。臨床統計家は、統計学を基礎とする臨床試験方法論のプロフェッショナ
ルであり、臨床応用の過程で不可欠であることは言うまでもありません。しかし、日本
ではSPHで体系的な専門教育を受けた臨床統計家は極端に不足しています。実際に欧
米では日本の数十倍の臨床統計家が、医療が進歩するために欠かせない人材として活躍
しています。
　本コースの特色は、大学院での医学・公衆衛生の幅広い知識の習得の上に、京都大学
医学部附属病院・国立循環器病研究センターでの実学的研修を行っていることです。こ
れにより、学生たちは修了後に行う実務のイメージを十分に持ちながら学ぶことができ
ます。また2年次には、修士論文に相当する課題研究を行い、各自の設定した課題解決
に取り組みます。本活動報告書に、シラバス・課題研究レポートを掲載していますので、
関心のある方はご覧ください。
　生物統計家育成支援事業は、2021年3月で5年間の節目を迎えます。本コースの修了
生は、北海道大学、慶應義塾大学、がん研有明病院、京都大学など全国の医学研究拠点
で働いています。これも関係者の皆様のご支援があってこそと考えております。2021
年度からは、「生物統計家育成推進事業」として大学院2年プラス卒後教育1年の一貫教
育に取り組むことになりました。教員一同、気を引き締めて学生指導にあたる意気込み
です。引き続きご支援のほどお願い申し上げます。

　良質な臨床研究をする上で生物統計家の存在は必須である。このことは、海外の臨床系
のtop journalが生物統計家の参画を論文採択の必須条件にしていることからも明白である。
しかるに、我が国における生物統計家の不足は深刻である。様々な理由を挙げることができ
よう。歴史的な臨床研究の軽視、臨床研究基盤整備の立ち後れ、臨床研究への公費投入不足、
アカデミアにおける生物統計の不理解等々。そのために臨床研究のレベルが低く臨床研究を
目指す優秀な人材がでないというデフレスパイラルが続いていた。結果として、臨床研究実
施に際しての要に位置する生物統計家の育成は欧米諸国に比べ著しく立ち後れていた。
　しかし、時代は変わりつつある。優れた基礎研究も実用化に繋がらないとその存在意義が
問われるようになってきたことに加え、基礎研究から橋渡し研究、臨床研究、事業化への道
を滞りなく進めることを目的としてAMEDが創設され、いわゆる死の谷、魔の川、ダーウィ
ンの海に橋が架けられようとしている。これに呼応するかのように、優れた橋渡し研究や臨
床研究が次々に産み出され、我が国の医療イノベーションは新たな時代に入りつつある。こ
れに伴い、国内の生物統計家の位置はより高いところに向かい、その数もアカデミアにおけ
るポストも徐々に増えてきた。
　だが、ここで次のステップに進む上での問題が新たに登場した。すなわち、限られた人的
資源の中でどうにかやり繰りしていた研究活動が、その活性化に伴い絶対的な不足状態に陥
りつつあるという問題である。優秀な兵士と強力な兵器でもって疾患制覇に向けた戦いを繰
り広げるとしても、精密な戦略がないと勝利には至らない。戦略策定上の参謀に相当するの
が生物統計家である。その役割も、試験デザインの設計から解析方法の策定、臨床研究の進
捗に応じた研究計画の適切な改変、そして戦いの成否を見極めるための統計解析とその活動
は多岐にわたり、かつ必須のものである。我が国の研究活動が更に拡大するためにも、また
その本質が向上するためにも、生物統計家の更なる充足は必須の課題である。
　そのような状況下におけるAMEDの生物統計家育成支援事業は、生物統計家不足に一石
を投じるものであり、かつ製薬企業団体からの寄附金と国の研究資金を原資とする産学官連
携事業という独創的なものである。これをもってすべてが満たされる訳ではないが、継続的
な生物統計家育成に向けての礎が築かれたと思われる。容易ではない事業ではあるがこれま
での京都大学の努力と成果に敬意を表すと共に、我が国の研究活動がさらに躍進することを
祈念する。
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活動報告書発刊に寄せて 発刊に寄せて
日本製薬工業協会 医薬品評価委員会

委員長　　　　　日吉　裕展
運営委員会幹事　稲垣　　治

一般社団法人日本計量生物学会　会長

松井　茂之

　京都大学大学院医学系研究科におかれましては、このたびの日本医療研究開発機構（AMED）の臨床研究・治験推

進研究事業第一期（生物統計家育成支援事業）の満了、さらには継続する第二期の事業（生物統計家育成推進事業）

にも採択されたとのこと、誠におめでとうございます。第一期終了にあたり、成果を取りまとめた活動報告書の刊行

をお祝い申し上げるとともに、拙文を寄せさせていただきます。

　この生物統計家育成推進事業は、2016年に臨床試験の実務を担う統計の専門職（臨床統計家）の人材育成を目的と

して公募され、京都大学大学院と東京大学大学院が育成拠点として選定されて事業が開始されました。この事業設立

の背景には、2012年に開始されました「臨床研究・治験活性化5か年計画2012」により日本における臨床研究の活性

化が図られることになり、高質な臨床試験の実施に不可欠な臨床統計家のニーズが高まった点、そしてリサーチイン

テグリティ向上の一環として、臨床試験での利益相反管理が謳われるようになり、アカデミアにて実施される臨床研

究においても試験計画立案やデータ解析に専任の生物統計家の関与が求められるようになった点があります。

　その後「医療法の下に位置づけられた臨床研究中核病院事業」が開始され、臨床研究中核病院に指定されるための

人員要件として施設ごとに2名の生物統計家を配置することが明記されたことで、アカデミアにおける生物統計家不足

が顕在化し、生物統計家の育成が喫緊の課題となりました。日本製薬工業協会（製薬協）としても、患者さんのご協

力によって得られた臨床試験の成果を科学的に適正なエビデンスとして医療・医学の進歩につなげるには生物統計家

の関与が必須と捉えており、当時は発足直後であったAMEDより、「産学官の協働での生物統計家育成」へのお声がけ

をいただき、製薬協も生物統計家育成推進事業にマッチングで参画させていただくこととなりました。

　事業のスタート時には、講座を大学のどこに設置し、募集する大学院生の枠をどのように確保するか、大学本部や

文部科学省との折衝でご苦労されたと伺っています。そのような中で、京都大学におかれましては大学院医学系研究

科社会健康医学系専攻の中に「臨床統計家育成コース」（https://www.cbc.med.kyoto-u.ac.jp/）を設置する形で円

滑なスタートを切っていただき、医療統計学分野との協働により、厳しいことで知られる米国の公衆衛生学のプログ

ラムにも匹敵するカリキュラムを作成するとともに、速やかに学生さんの指導を開始いただき、関係された先生方の

ご尽力にお礼申し上げます。なお余談ですがカリキュラムの厳しさについては、AMEDでの事業3年目の中間評価の

際に、評価委員の先生から「これではあまりにも厳しくて学生さんの負担が大きすぎる」と同情する声が出たとも伺っ

ております。また、第一期の学生さんの修了時には、この事業の目的を具現化すべく、アカデミアの臨床研究関連組

織へ就職できるよう努めていただき、その点も深く感謝しております。

　来年度から開始される第二期のAMED生物統計家育成推進事業では、新たな生物統計家が継続して誕生していくこ

とに加え、学内の育成コースを修了した方が第一線の生物統計家として現場で十分に活躍できるよう、修了生の育成

を意図した卒後教育にも力をいれてくださると伺っております。「臨床統計家育成コース」の薫陶を受ける機会に恵ま

れた修了生のみなさまの、更なる成長を期待しております。また、今後は企業に所属する統計家との交流機会も増え

ていくものと期待しております。先にも述べましたとおり、医薬品の利活用を含む医療技術を向上させるにあたり、

貴重な「データ」を「価値」に変換する臨床統計家の役割は、臨床研究のプロセスの中で最も重要なものの一つです。「臨

床統計家育成コース」の活動が、アカデミアばかりでなく企業が行う臨床試験の高質化にもつながり、その結果、日

本の臨床研究水準が向上して世界中の製薬企業が「新しい臨床試験はまず日本で」と考えるのが当たり前となる、そ

んな日が来ることを夢見て、第一期の満了へのお祝いの言葉とさせていただきます。

　この度、国立研究開発法人日本医療研究開発機構による生物統計家育成支援事業の成果が報
告されるにあたり、関連学会である一般社団法人日本計量生物学会からご挨拶申し上げます。
　日本計量生物学会は1980年9月に設立され、その前身は1953年に発足された国際計量生
物学会（International Biometric Society）の日本支部発足まで遡ります。現在まで多く
の生物統計家が所属しており、2018年には臨床試験の統計家を認定する「試験統計家認定
制度」を開始しました。2020年12月までに責任試験統計家30名、実務試験統計家38名、
合計で68名を認定しました。しかし、その中には製薬企業の方も多く含まれますので、研
究機関や病院などのいわゆるアカデミアの臨床研究実施機関に限定しますと、いまだ十分な
数とはいえないのが現状です。これに対して、本育成支援事業では、京都大学と東京大学の
二拠点を併せて年間20名、3年間では60名もの生物統計家の生産をめざすものです。以上
にあげた認定者数はこれまでの何十年にも渡る蓄積に基づいてようやく達成できた数値と捉
えますと、本事業の取り組みがいかに画期的であるかが分かります。
　本事業の修了生は、日本全国の臨床研究実施機関に配置されることと思いますが、臨床研
究の最前線で活躍できるようになるにはまだまだ多くのことを経験し、学ぶ必要があります。
最初の到達点として実務試験統計家の認定を果たしてほしいと願います。その後は責任試験
統計家になるまでの長い道のりが待っています。責任試験統計家は、次の世代の育成を担う
ことにもなりますので、その育成が最終目標になるかと思います。
　日本医療研究開発機構の関係者の皆様におかれましては、これまでの多大なご支援に心か
ら御礼を申し上げますとともに、今後も、修了生のフォローアップ教育等でのご支援を賜り
たく切にお願い申し上げます。
　修了生の受入機関の先生方におかれましては、（医学以外のバックグランドをもつ）修了
生を温かく迎えていただき、将来、臨床研究に欠かせない人材となれますように導いていた
だけますようお願い申し上げます。
　最後に、本事業の拠点で教育活動に従事された先生方におかれましては、体制立ち上げか
らたいへんな苦労の連続であったかと思いますが、数多くの修了生の輩出を果たされたこと
に対して心から敬意を表します。
　日本計量生物学会は、実質、本事業の支援団体として、修了生が生物統計のプロフェッショ
ナルとして自覚し、成長していくプロセス全般を支えていく所存です。今後も開かれた学会
としての発展に努めて参りますので、皆様方の引き続きのますますのご指導ご鞭撻をいただ
けますと幸甚です。何卒宜しくお願い申し上げます。
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概　　要

京都大学吉田キャンパス本部正門

大学院
  人間・環境学研究科
  文学研究科
  教育学研究科
  法学研究科
  経済学研究科
  理学研究科
  医学研究科
  薬学研究科
  工学研究科
  農学研究科
  エネルギー科学研究科
  アジア・アフリカ地域研究研究科
  情報学研究科
  生命科学研究科
  総合生存学館
  地球環境学堂・地球環境学舎
  公共政策連携研究部・公共政策教育部
  経営管理研究部・経営管理教育部

学部
  総合人間学部
  文学部
  教育学部
  法学部
  経済学部
  理学部
  医学部 附属病院

  薬学部
  工学部
  農学部

（令和2年10月1日現在）
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京都大学大学院医学研究科
Kyoto University Graduate School of Medicine

新医学領域の開拓と革新的医療の創成 健康と医療に関わる社会的・国際的課題に挑戦

◆理念と目標（医学研究科）
　京都大学大学院医学研究科は、医学を、生命科学と理工学を基盤とし、個および集団としての
人の健康と疾病を取り扱う統合的な学問と位置づけ、生命現象の根本原理、病気の成因、病態 
の機構を解明し、その成果を先進的医療と疾病予防に発展させる国際的研究拠点を形成する。
　これにより、専門領域での深い学識に加え基礎生物学から臨床医学・社会医学までを見通す広
い視野を備えた医学研究者の養成を行う。

◆組織図
大学院医学研究科　Graduate School of Medicine

　医学専攻　Medicine　 博士課程（4年）

　医科学専攻　Medical Science　 修士課程（2年）　 博士後期課程（3年）

　社会健康医学系専攻　Public Health　 専門職学位課程（2年もしくは1年）　 博士後期課程（3年）

　人間健康科学系専攻　Human Health Science　 修士課程（2年）　 博士後期課程（3年）

　ゲノム医学国際連携専攻　Advanced International Medicine Course　 博士課程（4年）

　寄附講座　Contributed Chairs

　附属教育研究施設　Research Institutes

　　教育プロジェクト　Educational Projects

　　研究プロジェクト　Research Projects　

　　農学連携プロジェクト　Industry-Academia Collaboration Project

医学部　Faculty of Medicine

　医学科　Department of Medical Science

　人間健康科学科　Human Health Science

　附属病院　Kyoto University Hospital

　　教育プロジェクト　Educational Projects

社会健康医学系専攻
Kyoto University School of Public Health

　2000年4月、我が国初の高度専門職業人を養成する公衆衛生専門大学院として、京都大学大学院医学研究科社会
健康医学系専攻（修士課程）が設置された。
　社会健康医学系専攻の使命は、「医学と社会をつなぐ」の理念のもと、医学・医療と社会・環境を包括した教育、研究、
社会実践を通して、人々の健康と福祉を向上させることである。健康や医療に関する問題は非常に広い範囲にわたっ
ており、本専攻の教員の専門性は多岐にわたっている。

　当専攻の各分野は、広範な社会健
康医学研究領域において活発な研究
を展開している。設置以来現在まで、
査読つき国際医学雑誌（SCI、SSCI）
に英文原著論文 2,000篇以上を発
信し、獲得した公的競争的研究費は
100億円を越えている。
　また欧米のみだけでなくアジア、
アフリカ諸国との国際共同研究も活
発に展開されている。

　社会健康医学の基盤を形成する「コ
ア領域」である疫学、統計学、行動
医学、健康政策・マネジメント、環
境衛生学をはじめ、多彩な教育プロ
グラムを提供している。また大学院
生への個人指導（メンタリング）を
通じて専門性の修得やキャリア形成
を促進している。
　また、「臨床研究者養成（MCR）コー
ス」、「遺伝カウンセラーコース」、「臨
床統計家育成コース」などの特別プ
ログラムなど、時代や社会が求める
人材の育成、多様な教育ニーズに対
応する努力がなされている。 　当専攻の構成員は、その研究成果

を医療現場や政策に還元することを
常に念頭に研究活動を行っている。

　専門の知識と技術を持って、個人・
組織・地域・国・世界レベルで貢献
する活動と人材育成を行っている。

研究　Research教育　Education

成果の還元・実践　Implementation Science

専門的貢献　Professional Practice

◆社会健康医学系専攻の特徴
１．我が国初の公衆衛生大学院（2000年創立）
２．最高度に充実したカリキュラムと研究指導
３．臨床研究・統計家養成の拠点
４．ダブルディグリーなど、国際的な教育・研究体制の充実
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◆社会健康医学系専攻の組織
　本専攻には、定量的評価に不可欠な疫学・統計に関する基盤領域から、ゲノムや環境と健康との関わり、感染症の
数理モデル健康増進と行動変容、医療の質や経済的評価、倫理的側面、社会への健康情報の発信、社会疫学、健康政
策と国際社会との関わりなど、様々な教育・研究を推進する分野が設置されている。学生のバックグラウンドも、医・
歯・薬・保健といった医療に直接関連する学部だけではなく、理・工・農・法・経・文と広汎にわたり、すでに専門
的な職業に就いている社会人も数多く入学している。

健康解析学講座 健康管理学講座 健康要因学講座

国際保健学講座

社会生態学講座

環境衛生学
教授：西浦 博

医療経済学
教授：今中 雄一

医療統計学 
教授：佐藤 俊哉

医療疫学
准教授：山本 洋介

薬剤疫学
教授：川上 浩司

ゲノム情報疫学〈協力分野〉

教授：松田 文彦

臨床統計家育成コース
(Clinical Biostatistics Course)

特定教授（専任）：田中 司朗

臨床研究者養成（MCR）コース
プログラム・ディレクター：
川上 浩司

健康情報学
教授：中山 健夫

医学コミュニケーション学
准教授：岩隈 美穂

知的財産経営学〔メディカル
イノベーションセンター〕

教授：早乙女 周子

社会疫学 
教授：近藤 尚己

環境生態学
〔東南アジア地域研究研究所〕

教授：山崎 渉

健康増進・行動学
教授：古川 壽亮

医療倫理学・遺伝医療学
（遺伝カウンセラーコース）
教授：小杉 眞司

健康政策・国際保健学
准教授：里村 一成

人間生態学〔フィールド医学〕

准教授：坂本 龍太

予防医療学〔健康科学センター〕

〈協力分野〉

教授：石見 拓

臨床統計家育成コース
Clinical Biostatistics Course

　臨床統計学（Clinical Biostatistics）は、臨床試験
でどのようにデータを集めるか（研究計画）、どのよ
うに解析するか（統計解析）といった方法論を提供す
る科学である。アカデミアや製薬メーカーは医薬品な
ど様々な医療技術を開発しているが、実用化するため
には人を対象とした臨床試験を行い、有効性・安全性
を評価しなければならない。科学的に厳密な評価を行
うために統計学が活用され、臨床試験と数理の両方に
強い臨床統計家の参画が不可欠である。
　臨床統計家の仕事は、臨床試験の実務と臨床試験方
法論の研究とに大きく分かれる。
　臨床試験の実務では、試験実施計画書（プロトコー

ル）の作成、中間解析、統計解析（プログラミング・
報告書作成）、データの解釈がなされる。これらは医
師との共同作業で行われるため、医療一般に関する知
識とコミュニケーション能力が求められる。
　方法論の研究では、数学的な証明・導出、コンピュー
ターシミュレーション、実データへの適用を通じて新
しい統計手法を開発し、その性能を評価する。図は、
臨床統計家のコアコンピテンシーを示したものである。
　臨床統計家には、質の高い仕事を行うための実務ス
キルから、統計学や臨床試験方法論の素養まで、幅広
い専門能力が求められる。

◆臨床統計学とは

統計学が医学の未来を創る
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　臨床統計家育成コースは、社会健康医学系専攻に特
別コースとして設置された2年制の専門職学位課程で
ある。本コースは、AMED生物統計家育成支援事業
として実施している。

　本事業では、京都大学大学院・京都大学医学部附属
病院・国立循環器病研究センターと東京大学大学院・
東京大学医学部附属病院・国立がん研究センターが、
生物統計家の育成拠点として採択された。

◆臨床統計家育成コースの設立経緯

　京都大学大学院医学研究科は、5専攻（医学専攻、
京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻、医科
学専攻、人間健康科学系専攻、社会健康医学系専攻）
から構成される。
　社会健康医学は、健康と社会に関わる「実践科学

（implementation science）」として、その重要性は
益々高まっている。世界一のスピードで少子高齢化が
進む日本では、国民全体の健康と幸福、そして長寿を
目指すためにも医療・保健の現状を把握し、最適な医
療・保健のしくみに結びつくための学術基盤となる社
会健康医学の一層の発展が強く望まれている。

■アドミッションポリシー
　社会健康医学系専攻専門職学位課程は、将来、保健・
医療・福祉分野における専門職あるいは教育研究職に
つくことを希望する者が、「社会における人間」の健
康に関わる問題を探知・評価・分析・解決するために、
高い倫理的責任感を備え、優れた教養の下、必要とな

る高い専門知識、専門的技術、態度、そして高度な専
門的職業人に必要な理論と実務の両面にわたる能力を
身につけることを目的としている。
　勉学の対象となる学問分野は、自然科学から人文科
学にわたっていることから、あらゆる分野の出身者
で、国内外の保健・医療・福祉分野で高度専門職業人
あるいは教育研究者としての活躍をめざす意欲あふれ
る者、そして専門職に必要な要件を積極的かつ自律的
に獲得する意思のある者を求める。
　入学者選抜にあたっては、一般選抜及び社会人選抜
の区分に分けて実施し、いずれにおいても英語や専門
科目の筆記試験および口頭試問により、語学力、コミュ
ニケーション能力、専門的な知識と考察力、専門職に
向けての意欲、これまでの実績等を総合的に加味し、
評価判定する。これに加えて、臨床統計家育成コース
では、最低限必要な統計学の素養として、統計検定2
級程度の能力が必要となる（統計検定2級の資格を持
つことが入学の条件ではない）。

◆京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻

■カリキュラムポリシー
　社会健康医学系専攻専門職学位課程は、「社会にお
ける人間」の健康に関わる問題を探知・評価・分析・
解決するために必要な知識、技術、態度および高い倫
理的責任感を備えた、保健・医療・福祉分野における
専門職につく多様な人材を養成することを目的とし
て、基礎、応用、実践からなる系統的な教育を行い、ディ
プロマポリシーに掲げる目標を達成するために、以下
の方針でカリキュラムを作成している。
　具体的には、「基礎教育」では、社会健康医学分野
のあらゆる専門家に必要な、コア領域（疫学、医療統
計学、環境科学、行政・管理、社会科学）の教育を行
い、非医療系出身者には、加えて、医学の基本知識を
養うために、基礎医学、臨床医学の概論的教育を行う。
これらの基礎教育以外に、さらに「応用教育」として、
先端医科学から人文社会科学にわたる多様な選択科目
を用意し、応用性、学際性の高い教育を提供すること
により、高い素養を備えた専門家を養成する。「実践
教育」では、課題研究を全員に課し、研究の企画・倫
理審査・実施・発表を経験する中で、知識を統合的に
理解させるとともに、専門家に必要な企画力、プレゼ
ンテーション能力、及び職業的倫理の理解を涵養する。
　学修の成果は、各種講義・実習等への参加姿勢、定
期試験の成績、課題研究の発表内容等で評価する。各
科目内容の詳細や、学修成果の評価方法については、
シラバスにおいて科目ごとに明示している。
　こうした系統的な教育に加えて、臨床統計家育成
コースでは、臨床統計家に必要な知識、技術、態度を
2年間で体系的に学習できるよう、臨床統計関連科目
だけではなく、医学、疫学、研究倫理などから全体の
カリキュラムが構成されている。これに加えて、臨床
試験を実施している京都大学医学部附属病院・国立循
環器病研究センターと連携し、on the job training
による臨床研究に関する実地研修を提供する。この実
務経験を通じて、計画立案、データマネジメント、解
析等、臨床統計学の実践的な技術を学ぶことができる。

■ディプロマポリシー
　社会健康医学系専攻の専門職学位課程では、原則2
年以上在学し、かつ分野科目（課題研究を含む）で
30単位以上修得することが学位授与の必要要件であ
る。ただし、各特別コース・プログラムにおいては必
須科目が別途定められている。課題研究については、
配属された研究室で行い、研究のアイデアとそれに対

応する研究のプロトコールの作成、データの収集と解
析、結果の考察とを経験し、プレゼンテーションによ
る最終審査に合格することが求められる。
　修了にあっては、「社会における人間」の健康や疾
病に関わる問題を探知・評価・分析・解決する知識、
技術、態度を有する高い素養を身につけるとともに、
先端的課題の解決に取り組む総合的な能力および高い
責任感、倫理性を備え、以下の点に到達していること
を目安とする。

１．社会健康医学に関わる実務・政策・調査・教育
において、専門的かつ指導的役割を果たすこと
ができる。

２．人々の健康に関わる経済・環境・行動・社会的
要因について知識を深め、新しい知識と技術を
生み出すことができる。

３．生み出した新しい知識と技術を健康・医療に関
わる社会の実践、方策と政策に還元できる。

４．社会健康医学に関わる優れた教養や各専門の知
識と技術をもって、個人・組織・地域・国・世
界レベルで貢献できる。

　さらに、臨床統計家育成コースでは、以下の点に到
達していることを修了の目安とする。

１．臨床研究の科学的な質を保つために必要な統計
学基礎および臨床統計学を修めること。特に「臨
床試験のための統計的原則（ICH E9ガイドラ
イン）」について十分に理解すること。

２．病院での臨床研究に関する実地研修を通じて、
統計解析、データマネジメント等の実務を経験
し、臨床統計家に求められる技術に習熟するこ
と。

３．臨床研究の倫理的な質を保つために必要な知
識・態度を身につけること。特に日本計量生物
学会作成の「統計家の行動基準」について十分
に理解すること。
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◆臨床統計家育成コースの運営体制
　本コースの大学院での教育は、生物統計家育成支援
事業による臨床統計学講座と医療統計学の教員が一体
となって実施している。
　本事業の分担機関Aである京都大学医学部附属病
院、国立循環器病研究センターは病院での実地研修、
分担機関Bである北海道大学病院は分担機関Aで開発
した実地研修の提供、協力病院の神戸大学医学部附属
病院ではインターンシップを実施している。情報・シ
ステム研究機構 統計数理研究所、厚生労働省、医薬
品医療機器総合機構、大阪大学、岩手医科大学は、非

常勤講師として講義を一部担当している。
　カリキュラム開発において、情報・システム研究機
構 統計数理研究所は、本コース教員とともに統計基
礎科目の開発を担当している。また、外部にアドバイ
ザリーボードを設置し、カリキュラムへの助言や評価・
改善を行っている。
　臨床統計家の学術団体である日本計量生物学会と
は、本コースと共催で計量生物セミナーを開催してお
り、試験統計家認定制度において本コースの修了者は
講習会の免除が認められる。

事業報告
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2016.	 9.	13	 	 生物統計家育成支援事業	事業開始
2016.	10.	24	 	 教科書「短期集中!	オオサンショウウオ先生の医療統計

セミナー論文読解レベルアップ30」出版
2017.	 2.	 1	 	 大学院医学研究科に臨床統計学講座を設置
2017.	 2.	 1	 	 田中司朗、特定教授に着任
2017.	 2.	 3	 	 ホームページ公開、Twitter、Facebook開設
2017.	 3.	 3	 	 臨床統計家育成コースキックオフシンポジウム「医療系デー

タサイエンス教育の新展開」開催（キャンパスプラザ京都）
2017.	 2.	13	 	 聴講コース「臨床研究者のための生物統計学」スタート
2017.	 3.	31	 	 佐藤俊哉教授、ベストティーチャー賞受賞

事業報告

2016
TOPIC キックオフシンポジウム

—医療系データサイエンス教育の新展開—

2017年3月3日に、キャンパスプラザ京都にて、キックオフシンポジウムを開催した。2018年度入試の学生募集の
ため、シンポジウム後に第1回臨床統計家育成コース説明会を行った。

PROGRAM

■開会の辞（田中司朗、京都大学）
■生物統計家育成支援事業の概要（吉田易範、日本医療研究開発機構）
■ご挨拶（北野正雄、京都大学　教育・情報・評価担当理事）
■ご挨拶（中山健夫、京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻　専攻長）
■基調講演　データサイエンス教育と臨床統計家育成コースへの期待
　（樋口知之、情報・システム研究機構　統計数理研究所　所長）
■臨床統計学講座・臨床統計家育成コースの概要、現在、未来（佐藤俊哉、京都大学）
■臨床統計家に望む資質と教育　データセンターの立場から
　（福田治彦、国立がん研究センター JCOGデータセンター長）
■臨床統計家に望むこと　医薬品審査の観点から
　（安藤友紀、医薬品医療機器総合機構スペシャリスト）
■日本計量生物学会	試験統計家認定制度の概要（手良向聡、京都府立医科大学　生物統計学教室）
■パネルディスカッション
　（樋口知之、福田治彦、安藤友紀、手良向聡、濱崎俊光（国立循環器病研究センター）、佐藤俊哉）
■閉会の辞（上本伸二、京都大学大学院　医学研究科長）
■臨床統計家育成コース説明会
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■2016年に出版された英語論文
1.	 Ikeda	M,	Shimizu	S,	Sato	T,	Morimoto	M,	Kojima	Y,	 Inaba	Y,	Hagihara	A,	Kudo	M,	Nakamori	S,	Kaneno	

S,	Sugimoto	R,	Tahara	T,	Ohmura	T,	Yasui	K,	Sato	K,	Ishii	H,	Furuse	J,	Okusaka	T.	Sorafenib	plus	hepatic	
arterial	infusion	chemotherapy	with	cisplatin	versus	sorafenib	alone	for	advanced	hepatocellular	carcinoma:	
A	randomized	phase	II	trial.	Ann	Oncol	2016;	27:2090-6

2.	 Sozu	T,	Sugimoto	T,	Hamasaki	T.	Reducing	unnecessary	measurements	 in	clinical	 trials	with	multiple	
primary	endpoints.	J	Biopharmaceutical	Stat	2016;	26:631-43

3.	 Tanaka	S,	Tanaka	S,	 Iimuro	S,	 Ishibashi	S,	Yamashita	H,	Moriya	T,	Katayama	S,	Akanuma	Y,	Ohashi	
Y,	Yamada	N,	Araki	A,	 Ito	H,	Sone	H;	 Japan	Diabetes	Complications	Study	Group.	Maximum	BMI	and	
microvascular	complications	 in	a	cohort	of	 Japanese	patients	with	 type	2	diabetes:	 the	 Japan	Diabetes	
Complications	Study.	J	Diabetes	Complications	2016;30(5):790-7

■2016年に出版された日本語論文
1.	 朝倉こう子,	濱﨑俊光.	回帰解析:	ロジスティック解析を中心として.	Drug	Delivery	System	2016;31:72-81
2.	 田中司朗,	上村夕香理.	骨粗鬆症論文で理解する生物統計学―代表的な手法とその結果の解釈―第1回ランダム化臨床試

験とp値.	J	Japan	Osteoporosis	Soc	2016;	2(1):11-15
3.	 上村夕香理,	田中司朗.	骨粗鬆症論文で理解する生物統計学―代表的な手法とその結果の解釈―第2回3群以上の比較.	J	

Japan	Osteoporosis	Soc	2016;	2(2):27-30
4.	 田中司朗,	上村夕香理.	骨粗鬆症論文で理解する生物統計学―代表的な手法とその結果の解釈―第3回ネットワークメタ

アナリシス.	J	Japan	Osteoporosis	Soc	2016;	2(3):17-22
5.	 上村夕香理,	田中司朗.	骨粗鬆症論文で理解する生物統計学―代表的な手法とその結果の解釈―第4回コホート研究とロ

ジスティック回帰.	J	Japan	Osteoporosis	Soc	2016;	2(4):21-6

■2016年に出版された教科書・学術書
1.	 田中司朗,	角山雄一,	中島裕夫,	坂東昌子　編.	放射線必須データ32被ばく影響の根拠.	創元社,	2016（共著）
2.	 田中司朗,	田中佐智子.	短期集中!	オオサンショウウオ先生の医療統計セミナー .	論文読解レベルアップ30.	羊土社,	

2016（共著）

2017.	 4.	 1	 	 京都大学REDCapシステム運用開始
2017.	 4.	22	 	 オープンキャンパス東京開催
2017.	 5.	20	 	 オープンキャンパス京都開催
2017.	 5.	27	 	 コース説明会開催（博多）
2017.	 8.	 1	 	 耒海美穂特定助教（兼任）、清水さやか特定助教（兼任）の

着任
2017.	10.	 5	 	 班会議（アドバイザリーボード）
2017.	12.	15	 	 臨床統計シンポジウム	ICH	E9（R1）「臨床試験における

estimandと感度解析」について
2018.	 2.			9／	 	 福岡薬剤師会研修会開催　	「添付文書・論文読解のための

統計セミナー」
2018.	 2.	17	 	 コース説明会開催（博多）
2018.	 2.	24	 	 コース説明会開催（仙台）
2018.	 3.	 1	 	 大前勝弘、特定助教に着任

事業報告

2017

	 2.	16
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臨床統計シンポジウム
—ICH E9（R1）「臨床試験におけるestimandと感度解析」について—

2017年12月15日に、TKPガーデンシティ PREMIUM神保町にて、2017年度臨床統計シンポジウムを行った（日本
計量生物学会、医薬品医療機器総合機構、日本製薬工業協会と共催）。2017年当時、ICH	E9「臨床試験の統計的原則」
の補遺（ICH	E9（R1））について、ステップ2文書（ガイドライン案）が合意され、パブリックコメント中であった。
そこで臨床試験におけるestimandをテーマとして、ガイドライン作成メンバーが個人の立場で、それぞれの地域で
の考え方・捉え方について講演を行った。

PROGRAM

■開会のあいさつ（菅波秀規、興和）
■ICH	E9（R1）ステップ2	文書の紹介（安藤友紀、PMDA）
■US	Perspective（Thomas	Permutt、FDA）
■EU	Perspective（Frank	Bretz、Novartis）
■パネルディスカッション
　（安藤友紀、Thomas	Permutt、Frank	Bretz、Mey	Wang（醫藥品査驗中心）、菅波秀規、田栗正隆（横浜市立大学））

TOPIC

TOPIC
オープンキャンパス京都
分野説明会（2017.5.20）

2017年度臨床統計シンポジウム（パネルディスカッション）
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TOPIC
研究紹介　Validation of surrogate endpoints in cancer clinical trials

via principal stratification with an application to
a prostate cancer trial

　がん臨床試験では、代替エンドポイントの妥当性評
価への関心が高まっている。この研究は、代替エンド
ポイントが2値データ、臨床エンドポイントが生存時
間データであるようながん臨床試験を想定し、主要層
別（principal	stratification）に基づく代替エンドポ
イントの評価を提案した。提案する枠組みでは、単調
性の仮定を置いた下で、代替エンドポイントがどの治
療でも反応する集団、一方の治療のみ反応する集団、
反応しない集団という3つの主要層を定義する。その

上で、代替性の指標として、主要層ごとの因果効果
（principal	effect）の推定を行う。提案する推定方法
は、平均スコア推定方程式をEMアルゴリズムにより
解くことで実装される。
　提案手法を、前立腺癌第III相臨床試験のデータに
適用した結果、PSAが妥当な代替エンドポイントで
あること、代替パラドックスの観点から主要層別アプ
ローチとメタアナリシスアプローチを相補的に用いる
べきであることが示された。

■2017年に出版された英語論文
1.	 Asakura	K,	Hamasaki	T,	Evans	SR.	 Interim	evaluation	of	efficacy	or	 futility	 in	group-sequential	 trials	with	

multiple	co-primary	endpoints.	Biom	J	2017;59(4):703-31
2.	 Imai	T,	Tanaka	S,	Kawakami	K,	Miyazaki	T,	Hagino	H,	Shiraki	M	for	the	A-TOP	research	group.	Health	state	

utility	values	and	patient-reported	outcomes	before	and	after	vertebral	and	non-vertebral	 fractures	 in	an	
osteoporosis	clinical	trial.	Osteoporos	Int	2017;28(6):1893-901

3.	 Ochiai	T,	Hamasaki	T,	Evans	SR,	Asakura	K,	Oono	Y.	Group-sequential	 three	arm	noninferiority	clinical	
trials	designs.	J	Biopharmaceutical	Stat	2017;	27:1-24

4.	 Saito	T,	Kawai	M,	Kimura	E,	Ogata	K,	Takahashi	T,	Kobayashi	M,	Takada	H,	Kuru	S,	Mikata	T,	Matsumura	
T,	Yonemoto	N,	Fujimura	H,	Sakoda	S.	Study	of	Duchenne	muscular	dystrophy	long-term	survivors	aged	40	
years	and	older	living	in	specialized	institutions	in	Japan.	Neuromuscular	Disorders	2017;	27:107-14

5.	 Sugimoto	T,	Hamasaki	T,	Evans	SR,	Sozu	T.	Sizing	clinical	 trials	when	comparing	bivariate	time-to-event	
outcomes.	Stat	Med	2017;36(9):1363-82

6.	 Tanaka	S,	Matsuyama	Y.	Ohashi	Y.	Validation	of	surrogate	endpoints	in	cancer	clinical	trials	via	principal	
stratification	with	an	application	to	a	prostate	cancer	trial.	Stat	Med	2017;36(19):2963-77

7.	 Tanaka	S,	Miyazaki	T,	Uemura	Y,	Miyakawa	N,	Gorai	 I,	Nakamura	T,	Fukunaga	M,	Ohashi	Y,	Ohta	H,	
Mori	S,	Hagino	H,	Hosoi	T,	Sugimoto	T,	 Itoi	E,	Orimo	H,	Shiraki	M.	Comparison	of	concurrent	 treatment	
with	vitamin	K2	and	risedronate	compared	 to	 risedronate	alone	 in	patients	with	osteoporosis:	 Japanese	
Osteoporosis	Intervention	Trial-03	(JOINT-03).	J	Bone	Miner	Metab	2017;35(4):385-95

■2017年に出版された日本語論文
1.	 田中司朗,	上村夕香理.	骨粗鬆症論文で理解する生物統計学―代表的な手法とその結果の解釈―第5回骨折リスク評価と

ROC曲線.	J	Japan	Osteoporosis	Soc	2017;	3(1):353-8
2.	 上村夕香理,	田中司朗.	骨粗鬆症論文で理解する生物統計学―代表的な手法とその結果の解釈―第6回生存時間解析.	J	

Japan	Osteoporosis	Soc	2017;	3(2):147-51
3.	 田中司朗,	今井匠,	上村夕香理.	骨粗鬆症論文で理解する生物統計学―代表的な手法とその結果の解釈―第7回代替エン

ドポイント.	J	Japan	Osteoporosis	Soc	2017;	3(3):267-72
4.	 上村夕香理,	田中司朗,	今井匠.	骨粗鬆症論文で理解する生物統計学―代表的な手法とその結果の解釈―第8回平均因果

効果とintention-to-treat解析.	J	Japan	Osteoporosis	Soc	2017;	3(4):361-5
5.	 濱﨑俊光.	統計家からの一言：仮説検定におけるp値の解釈.	Coronary	Intervention.	2017;13(2):59-62
6.	 佐藤俊哉.	臨床統計家育成と統計検定2級.	ESTRELA	2017;282:2-7
7.	 佐藤俊哉.	ASA声明と疫学研究におけるP値.	計量生物学	2017;2:109-15

■2017年に出版された教科書・学術書
1.	 乾賢一　監修,	安原眞人,	佐藤俊哉,	平山佳伸　編.	薬学倫理・医薬品開発・臨床研究・医療統計学.	中山書店,	2017（共著）	

▶論文掲載はP39から
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