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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医薬の観察研究又は疫学研究のための被験者を登録する方法であって、
　被験者について比較対象要因及び登録調整因子を決定するステップと、
　決定された比較対象要因及び登録調整因子について、当該被験者の情報を記録するステ
ップと、
　比較対象要因に応じて分類してなる複数の比較集団のそれぞれにおいて既に登録された
被験者のうち登録調整因子の同一水準に属する被験者数の総和、及び各比較集団の目標と
する登録被験者数に基づいて、事前に仮登録された被験者について仮登録から本登録へ移
行する確率を設定するステップと、
　前記確率に従って、仮登録された被験者を本登録するステップと
を備えることを特徴とする被験者登録方法。
【請求項２】
　請求項１記載の被験者登録方法において、
　前記複数の比較集団のうち第１の集団における前記被験者数の総和をＳ１、第２の集団
における前記被験者数の総和をＳ２とし、該第１、第２の集団において登録する被験者数
をｃ１，ｃ２とし、Ｘｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、Ｘ１＞Ｘ２＞……＞Ｘｎ＞０となる
ようにあらかじめ設定したｎ個の定数とし、Ｙｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、１００≧Ｙ
１＞Ｙ２＞……＞Ｙｎ＞０となるようにあらかじめ設定したｎ個の定数としたとき、
　前記確率は、前記第１の集団においては、いずれかのｉに対してＸｉ×Ｓ１≦（ｃ１／
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ｃ２）×Ｓ２のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］とし、前記第２の集団においては
、１００［％］とすることを特徴とする被験者登録方法。
【請求項３】
　請求項１記載の被験者登録方法において、
　前記複数の比較集団のうち第１の集団における前記被験者数の総和をＳ１、第２の集団
における前記被験者数の総和をＳ２、第３の集団における前記被験者数の総和をＳ３とし
、該３つの集団において登録する被験者数をｃ１，ｃ２，ｃ３とし、Ｘｉ（ｉ＝１，２，
…，ｎ）を、Ｘ１＞Ｘ２＞……＞Ｘｎ＞０となるようにあらかじめ設定したｎ個の定数と
し、Ｙｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、１００≧Ｙ１＞Ｙ２＞……＞Ｙｎ＞０となるように
あらかじめ設定したｎ個の定数としたとき、
　前記確率は、前記第１の集団においては、いずれかのｉに対してＸｉ×Ｓ１≦（ｃ１／
ｃ３）×Ｓ３のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］とし、
　前記第２の集団においては、いずれかのｉに対してＸｉ×Ｓ２≦（ｃ２／ｃ１）×Ｓ１
のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］とし、
　前記第３の集団においては、１００［％］とすることを特徴とする被験者登録方法。
【請求項４】
　医薬の観察研究又は疫学研究のための被験者を登録する登録処理をコンピュータに実行
させるためのコンピュータプログラムであって、
　比較対象要因と登録調整因子を取得し、前記被験者の比較対象要因と登録調整因子の水
準を記録するステップと、
　前記比較対象要因に応じて分類してなる複数の比較集団のそれぞれにおいて既に登録さ
れた被験者のうち各登録調整因子の同一水準に属する被験者数の総和と、各比較集団の目
標とする登録被験者数とに基づいて、事前に仮登録された被験者について仮登録から本登
録へ移行する確率を設定するステップと、
　前記確率に従って、仮登録された被験者を本登録するステップと
を備えることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項５】
　医薬の観察研究又は疫学研究のための被験者を登録する被験者登録システムにおいて、
比較対象要因と登録調整因子を取得し、前記被験者の比較対象要因と登録調整因子の水準
を記録する記憶装置と、比較対象要因に応じて分類してなる複数の比較集団のそれぞれに
おいて既に登録された被験者のうち各登録調整因子の同一水準に属する被験者数の総和と
、各比較集団の目標とする登録被験者数とに基づいて、事前に仮登録された被験者につい
て仮登録から本登録へ移行する確率を設定し、前記確率に従って、仮登録された被験者を
本登録する登録処理装置とを備えたことを特徴とする被験者登録システム。
【請求項６】
　請求項５記載の被験者登録システムにおいて、
　前記複数の比較集団のうち第１の集団における前記被験者数の総和をＳ１、第２の集団
における前記被験者数の総和をＳ２とし、該第１、第２の集団において登録する被験者数
をｃ１，ｃ２とし、Ｘｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、Ｘ１＞Ｘ２＞……＞Ｘｎ＞０となる
ようにあらかじめ設定したｎ個の定数とし、Ｙｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、１００≧Ｙ
１＞Ｙ２＞……＞Ｙｎ＞０となるようにあらかじめ設定したｎ個の定数としたとき、
　前記登録処理装置は、前記確率を、前記第１の集団においては、いずれかのｉに対して
Ｘｉ×Ｓ１≦（ｃ１／ｃ２）×Ｓ２のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］に設定し、
前記第２の集団においては、１００［％］に設定する手段を備えることを特徴とする被験
者登録システム。
【請求項７】
　請求項５記載の被験者登録システムにおいて、
　前記複数の比較集団のうち第１の集団における前記被験者数の総和をＳ１、第２の集団
における前記被験者数の総和をＳ２、第３の集団における前記被験者数の総和をＳ３とし
、該３つの集団において登録する被験者数をｃ１，ｃ２，ｃ３とし、Ｘｉ（ｉ＝１，２，
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…，ｎ）を、Ｘ１＞Ｘ２＞……＞Ｘｎ＞０となるようにあらかじめ設定したｎ個の定数と
し、Ｙｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、１００≧Ｙ１＞Ｙ２＞……＞Ｙｎ＞０となるように
あらかじめ設定したｎ個の定数としたとき、
　前記登録処理装置は、前記確率を、前記第１の集団においては、いずれかのｉに対して
Ｘｉ×Ｓ１≦（ｃ１／ｃ３）×Ｓ３のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］に設定し、
前記第２の集団においては、いずれかのｉに対してＸｉ×Ｓ２≦（ｃ２／ｃ１）×Ｓ１の
ときＹｉ［％］、それ以外では０［％］に設定し、前記第３の集団においては、１００［
％］に設定する手段を備えることを特徴とする被験者登録システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医薬の観察研究又は疫学研究のための被験者として、患者を分類して登録す
るための方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　新医薬品の承認申請において、患者を被験者とした臨床試験が行われる。この臨床試験
では、被験者となり得る研究対象者を、予後に影響を与えると考えられる要因（以下、比
較対象要因という）で構成された群（以下、比較群という）に、作為又は無作為に割付け
る。そして、割付けられた比較群間で予後の結果を比較することによって比較対象要因を
評価することが行われる。ここで、比較対象要因とは、例えば、新治療法の有無、従来治
療法と新治療法、従来予防法と新予防法であり、割付とは、予め定められた規則に基づき
被験者を特定の群に所属させていくこと（介入）或いはその作業を指す。割付は、被験者
の背景因子が比較群の間で均一になるように実施される。
【０００３】
　上記のような臨床試験等を経て製造承認された医薬品は、製造販売後に製造業者によっ
て観察研究が行われる。観察研究は、臨床試験のような介入を行わず、日常診療下で被験
者の情報を収集することにより、医薬品の有効性・安全性を確認すると共に、開発段階で
は得られなかった医薬の適正使用に関する情報の収集及び提供を目的としている。
【０００４】
　また、費用や倫理的配慮などの点から、介入を伴う臨床試験の実施が不可能な場合にも
、観察研究が実施される。観察研究では、被験者を特定の群に所属させるという割付を行
わず（介入がない）、被験者の状態に応じて、比較対象要因が医師の判断で決定されるた
め、比較対象要因の水準で構成された集団（以下、比較集団という）間で背景因子に偏り
が生じる。このため、介入のないことが比較対象要因に関する情報の比較を困難にしてい
るという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、上記のような医薬の観察研究又は疫学研究において、被験者の登録を
行う際に、有効性及び安全性に影響があると考えられる背景因子に関して比較群間のバラ
ンスを計算し、比較群間のアンバランスを最小化することによって、比較集団の比較可能
性を向上させる方法を提供することである。
【０００６】
　また、上記の比較対象要因で構成された比較集団に登録することにより、比較集団間で
の被験者の背景因子の偏りを小さくして、比較集団の比較可能性を向上させることで、比
較対象要因に関する的確な情報が得られる登録システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、医薬品の安全性及び有効性を確認するために、観察研究又は疫学研究におい
て、比較集団間の背景因子の分布に偏りをなくすように登録を制御する方法として用いら
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れる。
【０００８】
　以下、調査対象となる被験者を登録する手順について説明するが、ここで用いられる用
語の意味は、次のとおりである。
（１）比較対象要因と登録調整因子
　本発明において、比較対象要因は、被験者が保有する要因のうち、観察研究又は疫学研
究で比較しようと考えるものである。その要因の差異によって、治療の効果や副作用等が
変化するか否か、変化する場合は、その変化の度合がどの程度であるか等について調査研
究を行う。
【０００９】
　比較対象要因としては、被験者の遺伝子多型、嗜好、既往症、合併症、運動頻度、学歴
等が挙げられるが、観察研究又は疫学研究の目的に応じて適宜設定すればよく、これらに
限定されない。
【００１０】
　また、上記比較対象要因に臨床的に影響すると考えられる因子を登録調整因子といい、
被験者の性別、年齢、遺伝子型、患者状態、癌の転移状態、前治療の有無・種類などが挙
げられる。登録調整因子は、観察研究又は疫学研究の目的や比較対象要因に応じて適宜設
定されればよく、これらに限定されない。
（２）比較対象要因と登録調整因子の調整及び確率の決定
　本発明においては、比較対象要因ごとに被験者を分類するが、その分類時には、被験者
の背景情報について水準を記録していく。水準は、登録調整因子ごとに設定されるもので
あり、各登録調整因子についての被験者の特徴を分類するための符牒である。例えば、登
録調整因子が「性別」の場合、水準は、男性１、女性２と設定される。この場合、新たに
登録する被験者が男性であれば、「性別」は「１」と記録する。
【００１１】
　水準ごとに分けて既に登録された被験者の登録調整因子の各々について同一水準に属す
る被験者数の総和と比較対象要因に基づいて、被験者を本登録へ移行する確率を設定し、
当該確率に従って、該当する比較集団に登録する。
【００１２】
　ここで、当該「確率」は、比較集団間の登録調整因子のずれをどの程度まで許容するか
等、研究において必要とされる精度や目的に応じて適宜決定すればよい。
（３）登録の手順
　本発明は、複数の比較集団について適用可能である。初めに、２つの集団を比較評価す
る場合を考える。この場合、比較対象要因をAとＢの２つとして説明する。
【００１３】
　図１に示すように、初めに、対象の被験者をスクリーニングし（ＳＴＥＰ１）、被験者
に研究の説明をして同意を取得する（ＳＴＥＰ２）。次に、比較対象要因Ａ，Ｂに応じて
被験者を分類する（ＳＴＥＰ３）。Ａの対象者は全て登録する（ＳＴＥＰ５）。
【００１４】
　一方、Ｂの登録をする場合、次のような採択を行い（ＳＴＥＰ４）、それによって逐次
、その時点でＡとＢの間で患者背景等の要因（登録調整因子）が近似するように動的（時
間と共に可変）に登録する。このような登録手順を「動的登録」と称する。
【００１５】
　なお、ＡとＢの間で登録調整因子が近似するということは、Ａに分類される被験者の集
団における登録調整因子の水準の分布（度数分布）と、Ｂに分類される被験者の集団にお
ける登録調整因子の水準の分布（度数分布）とが近似することを意味する。例えば、登録
調整因子が「性別」である場合、Ａに分類される被験者の集団における「性別」の水準の
分布、すなわち、男性の人数と女性の人数との割合と、Ｂに分類される被験者の集団にお
ける男性の人数と女性の人数との割合とが近似することを意味する。
【００１６】
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　詳細には、本発明の方法で以下のように設定される確率に基づき、採択か否か（本登録
の可否）を判定し（ＳＴＥＰ４）、「否」であれば当該被験者は不参加とし（ＳＴＥＰ６
）、「採択」のとき本登録（ＳＴＥＰ５）を行う。こうして登録（本登録）された被験者
は、以後の治療等の経過について追跡される（ＳＴＥＰ７）。一方、ＳＴＥＰ４で不採択
とされた被験者は本調査の対象から除外されるため、以後の追跡は行わない。
【００１７】
　既に登録された被験者の各登録調整因子に対し、比較対象要因Ｂの被験者の集団に新た
に組み入れようとする被験者と同じ水準に属する比較対象要因Ａの被験者数の総和をＳａ
、同様にＢの被験者数をＳｂとし、Ａ、Ｂにおいて登録する被験者数（目標とする登録症
例数）をｃａ，ｃｂとし、Ｘｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、比較対象要因Ａ、Ｂの集団間
（比較集団間）のバランスの度合を表す区分値として、Ｘ１＞Ｘ２＞……＞Ｘｎ＞０とな
るようにあらかじめ設定したｎ個の定数とし、Ｙｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、１００≧
Ｙ１＞Ｙ２＞……＞Ｙｎ＞０となるようにあらかじめ設定したｎ個の定数（登録確率）と
したとき、
　前記確率は、Ｂにおいては、例えばいずれかのｉに対してＸｉ×Ｓ１≦（ｃ１／ｃ２）
×Ｓ２のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］とし（登録しない）、Ａにおいては、１
００［％］とする（全登録）。つまり、被験者の登録は既に登録された被験者からなる比
較対象要因の集団間（比較集団間）のバランスの程度区分とそれに付随する登録確率に基
づき実行される訳である。例えば、ｎ＝３、Ｘ１＝１、Ｘ２＝０．９、Ｘ３＝０．８、Ｙ
１＝１００、Ｙ２＝１０、Ｙ３＝５というように、比較対象要因の集団間のバランスの程
度は４区分（～１．０、１．０～０．９、０．９～０．８、０．８～）、各区分に割り当
てる確率はそれぞれ１００％、１０％、５％、０％となる。なお、Ｂの選択条件の追加及
び選択確率、あるいは選択確率の種類数は、変更可能である。また、Ｓａ及びＳｂは被験
者数だけでなく、既に登録された被験者数に対し、新たに組み入れようとする被験者と同
じ水準に属する比較対象要因Ａ、Ｂの被験者数の割合としてもよい。
【００１８】
　次に、集団が３つの場合は、次のようになる。
【００１９】
　複数の集団のうち第１の集団における前記被験者数の総和をＳ１、第２の集団における
前記被験者数の総和をＳ２、第３の集団における前記被験者数の総和をＳ３とし、各３つ
の集団において登録する被験者数をそれぞれｃ１，ｃ２，ｃ３とし、Ｘｉ（ｉ＝１，２，
…，ｎ）を、比較対象要因の集団間（比較集団間）のバランスの度合を表す区分値として
、Ｘ１＞Ｘ２＞……＞Ｘｎ＞０となるようにあらかじめ設定したｎ個の定数とし、Ｙｉ（
ｉ＝１，２，…，ｎ）を、１００≧Ｙ１＞Ｙ２＞……＞Ｙｎ＞０となるようにあらかじめ
設定したｎ個の定数（登録確率）としたとき、
　前記確率は、前記第３の集団においては、例えばいずれかのｉに対してＸｉ×Ｓ１≦（
ｃ１／ｃ３）×Ｓ３のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］とし、
　前記第２の集団においては、いずれかのｉに対してＸｉ×Ｓ２≦（ｃ２／ｃ１）×Ｓ１
のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］とし、前記第３の集団においては、１００％と
する。なお、Ｘｉ及びＹｉは前記第２、３の集団で異なる値を設定してもよい。
【００２０】
　本発明によれば、上記のように、各集団において既に登録された被験者のうち、前記登
録調整因子の各々について仮登録された被験者と同一水準の被験者数の総和と、各集団に
おいて登録する被験者数とに基づいて、仮登録された被験者を本登録へ移行する確率を設
定し、当該確率に従って、仮登録された被験者を該当する集団に登録するようにしたので
、比較集団間で被験者の背景等の要因の偏りが小さくなって、比較対象要因に関する的確
な情報が得られる。
【００２１】
　また、本発明によれば、医薬の観察研究又は疫学研究のための被験者を登録する登録処
理をコンピュータに実行させるコンピュータプログラムが提供される。これは、前記のす
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べてのステップをコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２２】
　更に、本発明によれば、医薬の観察研究又は疫学研究のための被験者を登録する被験者
登録システムは、比較対象要因の水準で分けた比較集団を設定し、前記集団の各々に属す
る被験者を、予め定めた複数の登録調整因子について当該被験者の水準と共に記録する記
憶装置と、前記各集団において既に登録された被験者のうち各登録調整因子の同一水準に
属する被験者数の総和と、前記各集団において登録する被験者数とに基づいて、仮登録さ
れた被験者を本登録へ移行する確率を設定し、前記確率に従って、仮登録された被験者を
該当する集団に登録する登録処理装置とを備えたことを特徴とする。
【００２３】
　更に、上記被験者登録システムは、前記複数の比較集団のうち第１の集団における前記
被験者数の総和をＳ１、第２の集団における前記被験者数の総和をＳ２とし、該第１、第
２の集団において登録する被験者数をｃ１，ｃ２とし、Ｘｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、
比較対象要因の集団間（比較集団間）のバランスの度合を表す区分値として、Ｘ１＞Ｘ２
＞……＞Ｘｎ＞０となるようにあらかじめ設定したｎ個の定数とし、Ｙｉ（ｉ＝１，２，
…，ｎ）を、１００≧Ｙ１＞Ｙ２＞……＞Ｙｎ＞０となるようにあらかじめ設定したｎ個
の定数（登録確率）としたとき、
　前記登録処理装置は、前記確率を、前記第１の集団においては、いずれかのｉに対して
Ｘｉ×Ｓ１≦（ｃ１／ｃ２）×Ｓ２のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］に設定し、
前記第２の集団においては、１００［％］に設定する手段を備えることを特徴とする。
【００２４】
　あるいは、上記被験者登録システムは、前記複数の比較集団のうち第１の集団における
前記被験者数の総和をＳ１、第２の集団における前記被験者数の総和をＳ２、第３の集団
における前記被験者数の総和をＳ３とし、該３つの集団において登録する被験者数をｃ１
，ｃ２，ｃ３とし、Ｘｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、比較対象要因の集団間（比較集団間
）のバランスの度合を表す区分値として、Ｘ１＞Ｘ２＞……＞Ｘｎ＞０となるようにあら
かじめ設定したｎ個の定数とし、Ｙｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、１００≧Ｙ１＞Ｙ２＞
……＞Ｙｎ＞０となるようにあらかじめ設定したｎ個の定数（登録確率）としたとき、
　前記登録処理装置は、前記確率を、前記第１の集団においては、いずれかのｉに対して
Ｘｉ×Ｓ１≦（ｃ１／ｃ３）×Ｓ３のときＹｉ［％］、それ以外では０［％］に設定し、
前記第２の集団においては、いずれかのｉに対してＸｉ×Ｓ２≦（ｃ２／ｃ１）×Ｓ１の
ときＹｉ［％］、それ以外では０［％］に設定し、前記第３の集団においては、１００［
％］に設定する手段を備えることを特徴とする。
【００２５】
　本発明のコンピュータプログラム及び被験者登録システムによれば、コンピュータで本
発明の方法を実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の方法を用いて、観察対象となる被験者を登録する一般的な症例登録の手
順を示す図。
【図２】本発明の方法を用いて、CPT-11などの抗がん剤の副作用を観察研究する図。比較
対象要因をUGT1A1遺伝子多型とし、登録調整因子を性別、年齢、PS (performance status
)、レジメン、分子標的薬、施設とした研究の登録事例を示す図。
【図３】本発明の方法を実行する登録処理システムの主要部の構成を示す図。
【図４】遺伝子の型によって分けて登録される複数の症例登録群の例を示す図。
【図５】本発明に関するシミュレーションより得られたデータの代表例を示す図。
【図６】本発明に関するシミュレーションより得られたデータの代表例を示す図。
【図７】本発明に関するシミュレーションより得られたデータの代表例を示す図。
【図８】本発明に関するシミュレーションより得られたデータの代表例を示す図。
【発明を実施するための形態】



(7) JP 5562209 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

【００２７】
　本発明の実施形態は、例えば、次のような観察研究に用いられる。但し、これらの例に
限定されるわけではなく、医薬の承認申請後の製造販売段階で行われる観察研究又は疫学
研究における全ての症例登録に適用可能である。
（１）CPT-11などの抗がん剤の副作用
　比較対象要因：UGT1A1遺伝子多型
　登録調整因子：性別、年齢、PS (performance status)、レジメン、分子標的薬、施設
（２）プラスグレルやクロピドグレルなどの抗血小板薬の心血管系疾患発症抑制作用
　比較対象要因：P2Y12遺伝子多型 
　登録調整因子：性別、年齢、LDLコレステロール値、糖尿病、高血圧、前治療薬、喫煙
（３）オルメサルタンやロサルタンなどの降圧薬の脳血管系疾患発症への影響
　比較対象要因：嗜好（高塩分メニューの接種頻度あるいは塩分摂取量など）
　登録調整因子：性別、年齢、LDLコレステロール値、血圧値、糖尿病、喫煙
（４）患者属性の服薬コンプライアンス遵守状況への影響
　比較対象要因：学歴や既往歴・合併症、血液型など
　登録調整因子：性別、年齢、前治療薬
（５）運動習慣の脳血管系疾患発症への影響
　比較対象要因：運動頻度
　登録調整因子：性別、年齢、LDLコレステロール値、糖尿病、高血圧、前治療薬、喫煙
 
　上記の観察研究のうち、抗がん剤の観察研究である使用成績調査に本発明の方法を適用
する場合について、具体的に説明する。本実施形態では、特定の抗がん剤の副作用につい
て調査し、治療など必要な措置をとるために、調査対象となる被験者（この場合、患者）
の症例登録を行う。
【００２８】
　前提として、比較集団間の患者背景で、副作用の危険性が患者のＵＧＴ１Ａ１遺伝子多
型（ワイルド型、ヘテロ型、ホモ型に分けられている）によって異なることが知られてい
る。そして、臨床現場における遺伝子多型別の患者は、ホモ型が非常に少ない。そこで、
抗がん剤の有効性及び安全性をＵＧＴ１Ａ１遺伝子多型間で比較評価するために、数の少
ないホモ型の患者を積極的に登録し、ワイルド型とヘテロ型の登録を制御し、登録調整因
子について、比較集団間の患者背景の分布に偏りをなくすように登録を制御する方法とし
て、本発明が用いられる。この場合、登録調整因子としては、上記（１）に記載した如く
、性別、年齢、PS (performance status)、レジメン、分子標的薬、施設が用いられる。
【００２９】
　ここで、「ＵＧＴ１Ａ１」とは、肝臓に存在する代謝酵素ＵＤＰグルクロン酸転移酵素
(ＵＧＴ: uridine diphosphate glucuronosyl transferase)の一種であり、その遺伝子多
型（UGT1A1*28、UGT1A1*6）は、ある種の抗癌剤の副作用発現に関与することが知られて
いる。
【００３０】
　本明細書においては、被験者の遺伝子多型について、いずれもが野生型としてもつ場合
をワイルド型、いずれかをヘテロ接合体としてもつ場合をヘテロ型、いずれかがホモ接合
体（UGT1A1*6／*6、UGT1A1*28／*28）としてもつか或いはいずれもヘテロ接合体（UGT1A1
*6／*28）としてもつ場合をホモ型と称する。
【００３１】
　以下、調査対象となる被験者を登録する症例登録の手順を説明する。
【００３２】
　図２に示すように、調査担当者（医師）は、患者スクリーニング（ＳＴ１１）を経て遺
伝子多型検査を行い（ＳＴ１２）、その検査結果により選択基準に合致した患者に対して
、本調査への参加について患者に説明し同意を得る（ＳＴ１３）。
【００３３】
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　次に、本発明の方法を用いて遺伝子多型別の症例登録を行う。その前提として、各ＵＧ
Ｔ１Ａ１遺伝子多型（ワイルド型、ヘテロ型、ホモ型）の調査予定症例数ｃ１，ｃ２，ｃ
３を、臨床的及び統計的背景に基づいてそれぞれ６００、１１００、３００とする。これ
らの中で、ホモ型の患者は人口の１０％程度と少ないことから、ホモ型の目標症例数が３
００例に達するように、各施設との契約時にホモ型の目標症例数を明らかにする。
【００３４】
　各施設において、契約時に定めたホモ型の症例数に達した場合は、それ以降の当該施設
におけるホモ型の症例登録可否については調査依頼者と協議する。同様に、ホモ型以外の
遺伝子多型（ワイルド型及びヘテロ型）の症例数が契約時に定めた例数に達した場合には
、それ以降の当該施設におけるホモ型以外の遺伝子多型の症例登録は受け付けないものと
する。
【００３５】
　調査担当者は、上記ＳＴ１３での同意取得後、治療開始（予定）日から１４日経過する
までの間に、登録処理システム（ＥＤＣ:Electrical Data Capturing ）の入力装置（具
体的には、入力端末の表示画面）から登録を行う（但し、治療開始日から１５日以上経過
してからの登録は受け付けない）。
【００３６】
　次に、遺伝子多型別の症例登録を行う。この登録処理は、例えば、ホストコンピュータ
とこれに接続する入力端末（表示装置を含む）で構成される登録処理システムによって実
行される。図３は、その主要部の構成を示す。
【００３７】
　図３に示す登録処理システムは、ＣＰＵ１と、ここで演算処理されるデータや演算結果
を格納（記憶）する記憶装置２とを備えている。ＣＰＵ１は、本発明の方法を実現する機
能実現手段として格納されたコンピュータプログラムに従って、後述の動的登録処理を実
行する。なお、入力端末（表示装置を含む）には、例えば、調査実施施設に設置されたコ
ンピュータ端末等を用いることができる。
【００３８】
　図２に戻ると、上記ＳＴ１３で同意を得た患者（被験者）の比較対象要因（遺伝子多型
）と登録調整要因とを含む情報が入力端末からコンピュータに入力される。このとき、コ
ンピュータのＣＰＵ１は、以下に説明する処理（ＳＴ１４～ＳＴ１８の動的登録の処理）
を実行する。
【００３９】
　ＣＰＵ１は、各々の遺伝子型により２群（ホモ型の群と、ワイルド型又はヘテロ型の群
）に分ける（ＳＴ１４）。
【００４０】
　さらにＣＰＵ１は、ワイルド型又はヘテロ型の対象者（症例）については、全例を一次
登録（ＳＴ１５：仮登録）後、本発明の方法で設定される確率に基づき採択か否か（本登
録の可否）を判定し（ＳＴ１６）、「否」であれば当該患者は不参加とし（ＳＴ１８）、
「採択」のとき本登録（ＳＴ１７）を行う。この本登録では、ＣＰＵ１は、当該患者の情
報（遺伝子多型、登録調整要因を含む）を遺伝子多型別に記憶装置２に記録する。こうし
て登録（本登録）された症例は、以後の治療等の経過について追跡される（ＳＴ１９）。
一方、ＳＴ１６で不採択とされた症例は本調査の対象から除外されるため、以後の追跡は
行わない。
【００４１】
　ホモ型については、全例を本登録する（ＳＴ１７）。従って、全症例が追跡の対象とな
る（ＳＴ１９）。
【００４２】
　上記の症例登録では、ＳＴ１４からＳＴ１８までの手順（動的登録）において、ワイル
ド型又はヘテロ型については、それまで登録されたホモ型の患者背景（施設、性別、年齢
、登録時パフォーマンス（ＰＳ）、レジメン（化学療法ステージ１次、２次）、分子標的
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薬（有、無））を登録調整因子として、仮登録されたワイルド型又はヘテロ型の患者を本
登録に移行するかどうか判定する。その際、ワイルド型又はヘテロ型とホモ型との間で上
記患者背景の分布が類似するように、ワイルド型又はヘテロ型の本登録への移行確率を動
的に変化させる。その動的確率は、後述のように設定される。
【００４３】
　まず、新たに組み入れられたワイルド型又はヘテロ型の患者（仮登録）について、既に
登録されたワイルド型の中で各登録調整因子の水準に属する患者数の総和をＳwildとし、
同様にヘテロ型、ホモ型の患者数をそれぞれＳhete、Ｓhomoとする。これら３つの数値は
、次式で算出される。
＜遺伝子多型毎の患者数の総和＞
　Ｓwild ＝ 同一性別のワイルド型の患者数
＋同一年齢区分のワイルド型の患者数
＋同一ＰＳのワイルド型の患者数
＋同一レジメンのワイルド型の患者数
＋同一の分子標的薬をもつワイルド型の患者数
＋同一施設のワイルド型の患者数
　Ｓhete = 同一性別のヘテロ型の患者数 
＋同一年齢区分のヘテロ型の患者数
＋同一ＰＳのヘテロ型の患者数
＋同一レジメンのヘテロ型の患者数
＋同一の分子標的薬をもつヘテロ型の患者数
＋同一施設のヘテロ型の患者数
　Ｓhomo ＝ 同一性別のホモ型の患者数
＋同一年齢区分のホモ型の患者数
＋同一ＰＳのホモ型の患者数
＋同一レジメンのホモ型の患者数
＋同一の分子標的薬をもつホモ型の患者数
＋同一施設のホモ型の患者数
　なお、上記の「同一」というのは、仮登録された患者の各登録調整因子と同一であるこ
とを意味する。
＜動的確率＞
　上記のＳwild、Ｓhete、Ｓhomoを用いて、新たに仮登録された患者に対して、仮登録か
ら登録への移行確率を、以下のように定める。調査の主目的はワイルド型とホモ型、及び
ワイルド型とヘテロ型の有効性及び安全性を比較することであるため、各々の比較の遺伝
子型（ＳwildとＳhomo、ＳwildとＳhete）を用いて移行確率を設定する。
【００４４】
　なお、目標症例数は、前述のように、ｃ１（ワイルド型）：ｃ２（ヘテロ型）：ｃ３（
ホモ型）＝６００：１１００：３００である。
【００４５】
　ワイルド型の場合：
　Ｓwild ≦２（＝ｃ１／ｃ３）×Ｓhomoであれば、確率１００％で登録する
　0.9×Ｓwild ＜２×Ｓhomoであれば、確率１０％で登録する
　0.8×Ｓwild ＜２×Ｓhomoであれば、確率５％で登録する
　上記以外の場合であれば、確率０％とする（登録しない）。
【００４６】
　ヘテロ型の場合：
　Ｓhete ≦11/6（＝ｃ２／ｃ１）×Ｓwildであれば、確率１００％で登録する
　0.9×Ｓhete ＜ 11/6 ×Ｓwildであれば、確率１０％で登録する
　0.8×Ｓhete ＜ 11/6 ×Ｓwildであれば、確率５％で登録する
　上記以外の場合であれば、確率０％とする（登録しない）。
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【００４７】
　ホモ型の場合：
　確率１００％で登録する（全例登録）。
【００４８】
　補足すると、上記のように確率を設定する例は、本発明におけるｎ、Ｘｉ（ｉ＝１，２
，…，ｎ）、Ｙｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）を、ｎ＝３、Ｘ１＝１、Ｘ２＝０．９，Ｘ３＝
０．８、Ｙ１＝１００、Ｙ２＝１０、Ｙ３＝５とした場合の例である。
【００４９】
　また、確率Ｐ％で登録（本登録）するという処理は、例えば１から１００までの値の範
囲内の乱数を発生し、その乱数の値がＰ以下の値であるか否かによって、登録するか否か
を決定するようにすればよい。なお、乱数の発生は、公知の乱数発生器により行なうよう
にすればよい。
【００５０】
　また、登録調整因子（水準を１、２、・・・で表わす）は、次のように定められる。
（Ａ）性別(男性を１、女性を２とする)
（Ｂ）年齢(６５歳未満を１、６５歳以上を２とする)
（Ｃ）ＰＳ(ＰＳ０を１、ＰＳ１－２を２とする)
（Ｄ）レジメン(FOLFIRI(１次治療)を１、IRIS(１次治療))を２、FOLFIRI(２次治療)を３
、IRIS(２次治療)を４、CPT-11単独(２次治療)を５とする)
（Ｅ）分子標的薬(無し(１次治療)を１、ベバシズマブ(１次治療)を２、無し(２次治療)
を３、セツキシマブ(２次治療)を４、ベバシズマブ(２次治療)を５とする)
（Ｆ）施設（全国の施設番号１～）
＜動的登録＞
　図３に示す登録処理システムは、新たに仮登録された患者（被験者）について遺伝子多
型別に登録条件を定める。そのため、ＣＰＵ１は、前述のように設定した確率に基づき、
本登録する否かを判定し、本登録と判定した患者を、上記登録調整因子Ａ～Ｆの水準と共
に、遺伝子多型別の集団（ａ）（ｂ）（ｃ）に登録する。ここで、（ａ）は対照登録、（
ｂ）及び（ｃ）は比較登録の集団であり、本実施形態では、ホモ型（Homo）を対照登録、
ワイルド型（Wild）及びヘテロ型（Hetero）を比較登録の集団とする。
【００５１】
　具体的には、前述の手順で仮登録の患者を本登録する場合は、遺伝子多型別の登録群（
ａ）（ｂ）（ｃ）のいずれかに、図４に示すように、当該患者の番号と、これに対応して
登録調整因子Ａ～Ｆの水準を表わす値とが格納される。
【００５２】
　本実施形態によれば、遺伝子多型別の各集団において既に登録された被験者のうち登録
調整因子Ａ～Ｆについて同一水準（値）の被験者数の総和Ｓwild、Ｓhete、Ｓhomoと、各
集団において登録する被験者数ｃ１、ｃ２、ｃ３とに基づいて、事前に仮登録された被験
者について仮登録から本登録へ移行する確率を設定し、当該確率に従って、仮登録された
被験者をその型に対応する集団（ａ）（ｂ）（ｃ）に登録するようにしたので、比較する
集団（ａ）と（ｃ）あるいは（ｂ）と（ｃ）の間で被験者の背景等の要因（登録調整因子
）の偏りが小さくなって、的確な情報が得られる。
【００５３】
　以上のとおり、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、これに限られない。
例えば、被験者を登録する集団は遺伝子多型によって分けているが、分ける条件は、調査
の目的や対象によって異なるものであり、例えば、血液型で分けることも考えられる。
【００５４】
　次に、本発明の効果を検証するためのシミュレーションについて以下に説明する。
【００５５】
　本願発明者は、比較対象要因の例として遺伝子多型を用い、被験者をその遺伝子多型に
応じてワイルド型とホモ型とに分類して登録する場合について以下のシミュレーションを
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行なった。
【００５６】
　このシミュレーションでは、ワイルド型及びホモ型のトータルの目標症例数と、ワイル
ド型の登録確率（Ｙｉ）と、ワイルド型及びホモ型のそれぞれの発生確率（以降、遺伝子
多型別発生確率という）とをそれぞれ３種類のパターンで設定した。従って、目標症例数
、ワイルド型の登録確率、遺伝子多型別発生確率の組合せのパターン数をトータル２７種
類とした。
【００５７】
　この目標症例数、ワイルド型の登録確率（Ｙｉ）、遺伝子多型別発生確率のそれぞれの
３種類の設定パターンは次の通りである。
【００５８】
　目標症例数；
　　（Ａ１)２００（１群当たり、１００例）
　　（Ａ２）１５００（１群当たり、７５０例）
　　（Ａ３）４０００（１群当たり、２０００例）
　ワイルド型の登録確率；
　　（Ｂ１）１００％，８０％，５０％，０％
　　（Ｂ２）１００％，５０％，２５％，０％
　　（Ｂ３）１００％，１０％，５％，０％
　遺伝子多型別発生確率；
　　（Ｃ１）ワイルド型：ホモ型＝８５％：１５％
　　（Ｃ２）ワイルド型：ホモ型＝５０％：５０％
　　（Ｃ３）ワイルド型：ホモ型＝６５％：３５％
 
　ここで、上記目標症例数に関する「１群当たり」の症例数は、各遺伝子多型（ワイルド
型及びホモ型のそれぞれ）の目標症例数を意味している。従って、シミュレーションでは
、ワイルド型及びホモ型のそれぞれの目標症例数は、同じである。
【００５９】
　また、前記遺伝子多型別発生確率は、シミュレーション上で仮想的に出現させる被験者
の遺伝子多型がワイルド型及びホモ型のいずれであるかを規定する確率である。また、ホ
モ型の被験者の登録確率は、前記した実施形態と同様に１００％である。
【００６０】
　なお、以降の説明では、上記（Ｂ１）、（Ｂ２）、（Ｂ３）のそれぞれにおける４個の
登録確率の値をそれぞれ大きい値から順にBB1，BB2，BB3，BB4という参照符号により表す
。
【００６１】
　また、シミュレーションでは、登録調整要因を性別のみとし、仮想的に出現させる被験
者の性別を、確率的に決定するものとした。この場合、仮想的に出願させる被験者がワイ
ルド型である場合とホモ型である場合とのそれぞれの場合において、該被験者が男性であ
る確率（以下、男性発生確率という）を、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６
０％、７０％、８０％、９０％の９種類のパターンで設定した。従って、ワイルド型にお
ける男性発生確率とホモ型における男性発生確率との組合せのパターン数は、トータル８
１種類とした。
【００６２】
　そして、本シミューレーションは、目標症例数、ワイルド型の登録確率及び遺伝子多型
別発生確率と、ワイルド型及びホモ型のそれぞれにおける男性発生確率とを上記の組合せ
パターンで設定し、その各組合せパターン毎に、次のようにシミューレーションを実行し
た。
【００６３】
　すなわち、コンピュータによって仮想的な被験者を出現させる。この場合、仮想的に出
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、男性発生確率に従って決定する。
【００６４】
　次いで、図２のＳＴ１４～ＳＴ１８と同様の処理によって、仮想的な被験者の登録を行
なう。この場合、仮想的な被験者がホモ型である場合には、１００％の登録確率で登録（
本登録）される。
【００６５】
　一方、仮想的な被験者がワイルド型である場合には、次のように登録確率を決定し、そ
の決定した登録確率に従って、当該仮想的な被験者を登録（本登録）するか否か（採択す
るか否か）決定する。そして、採択する場合には、当該被験者を登録し、採択しない場合
には、当該被験者を登録しない。
【００６６】
　0.98×Ｓwild≦Ｓhomoであれば、登録確率＝BB1［％］（＝１００％）
　0.95×Ｓwild≦Ｓhomo＜0.98×Ｓwildであれば、登録確率＝BB2［％］
　0.9×Ｓwild≦Ｓhomo＜0.95×Ｓwildであれば、登録確率＝BB3［％］
　上記以外の場合であれば、登録確率＝BB4［％］（＝０％）
　なお、このように登録確率を設定する例は、本発明におけるｎ、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｙ
１、Ｙ２、Ｙ３の値をそれぞれ、ｎ＝３、Ｘ１＝０．９８、Ｘ２＝０．９５、Ｘ３＝０．
９、Ｙ１＝BB1（＝１００）、Ｙ２＝BB2、Ｙ３＝BB3とした場合に相当する。
【００６７】
　本シミューションでは、以上の登録処理が、ホモ型の被験者の登録数（症例数）と、ワ
イルド型の被験者の登録数（症例数）とがそれぞれ設定された目標症例数（１群当たりの
目標症例数）に達するまで行なわれる。この場合、ホモ型及びワイルド型の一方が目標症
例数に達すると、その一方の遺伝子多型については、以後の登録（本登録）が禁止される
。そして、ホモ型及びワイルド型の両方が目標症例数に達すると、本シミュレーションを
終了する。
【００６８】
　さらに、本シミュレーションは、目標症例数、ワイルド型の登録確率（Ｙｉ）及び遺伝
子多型別発生確率と、ワイルド型及びホモ型のそれぞれにおける男性発生確率との各組合
せパターン毎に、所定の反復回数だけ繰り返される。このシミュレーションの反復回数（
目標症例数、ワイルド型の登録確率（Ｙｉ）及び遺伝子多型別発生確率と、ワイルド型及
びホモ型のそれぞれにおける男性発生確率とをある１つの組合せパターンに設定した状態
での反復回数）は、１０００回とした。
【００６９】
　次に、以上のシミュレーション結果を基に、評価指標を算出した。本例では、目標症例
数、ワイルド型の登録確率（Ｙｉ）及び遺伝子多型別発生確率と、ワイルド型及びホモ型
のそれぞれにおける男性発生確率との各組合せパターン毎に、各シミュレーションで登録
されたワイルド型の被験者の集団における男性の割合とホモ型のワイルド型の被験者の集
団における男性の割合との差（以下、割合差という）の平均値AVE_FIG(b)と標準偏差SD_F
IG(c)とを上記評価指標として算出した。
【００７０】
　上記割合差の平均値AVE_FIG(b)と標準偏差SD_FIG(c)とは、次式１，２により算出され
る。
【００７１】
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【数１】

　ここで、Ｒはシミュレーションの反復回数（＝１０００）、Pw_iは、第ｉ番目の反復回
数におけるシミュレーションで登録されたワイルド型の被験者の集団での男性の割合［％
］、Ph_iは、第ｉ番目の反復回数におけるシミュレーションで登録されたホモ型の被験者
の集団での男性の割合［％］、Pdiff_iは、上記Pw_iとPh_iの差、すなわち、第ｉ番目の
反復回数におけるシミュレーションでの前記割合差である。
【００７２】
　上記割合差の平均値AVE_FIG(b)は、その値の大きさ（絶対値）が小さいほど、比較集団
間のバランスがとれていること、より詳しくは、登録されたワイルド型の被験者の集団に
おける性別（登録調整因子）の度数分布と、ホモ型の被験者の集団における性別（登録調
整因子）の度数分布とが近似度合いの高い分布となることを表す。
【００７３】
　また、上記標準偏差SD_FIG(c)は、その値が小さいほど、比較集団間のアンバランスの
軽減の効果が安定して得られる（再現性がある）こと、より詳しくは、登録されたワイル
ド型の被験者の集団における性別（登録調整因子）の度数分布と、ホモ型の被験者の集団
における性別（登録調整因子）の度数分布とが高い再現性で安定に近似した分布となるこ
とを表す。
【００７４】
　以上のシミュレーション結果の代表例を図５～図８にそれぞれ示す。
【００７５】
　図５（ａ），（ｂ），（ｃ）は、目標症例数、ワイルド型の登録確率及び遺伝子多型別
発生確率を前記（Ａ１）、（Ｂ３）、（Ｃ１）としたシミュレーションから得られたデー
タを示しており、図５（ａ）は、ワイルド型及びホモ型のそれぞれにおける男性発生確率
の各組合せパターン（トータル８１種類）毎の、割合差の平均値AVE_FIG(b)及び標準偏差
SD_FIG(c)の算出値（SD_FIG(c)の算出値は括弧書き）を示す表、図５（ｂ）はワイルド型
の男性発生確率とホモ型の男性発生確率とをそれぞれ横軸、縦軸とするマップにおける割
合差の平均値AVE_FIG(b)の分布を等高線で示したグラフ、図５（ｃ）は上記マップにおけ
る割合差の標準偏差SD_FIG(c)の分布を等高線で示したグラフである。
【００７６】
　同様に、図６（ａ），（ｂ），（ｃ）は、目標症例数、ワイルド型の登録確率及び遺伝
子多型別発生確率を前記（Ａ１）、（Ｂ３）、（Ｃ２）としたシミュレーションから得ら
れたデータ、図７（ａ），（ｂ），（ｃ）は目標症例数、ワイルド型の登録確率及び遺伝
子多型別発生確率を前記（Ａ３）、（Ｂ３）、（Ｃ１）としたシミュレーションから得ら
れたデータ、図８（ａ），（ｂ），（ｃ）は目標症例数、ワイルド型の登録確率及び遺伝
子多型別発生確率を前記（Ａ３）、（Ｂ３）、（Ｃ２）としたシミュレーションから得ら
れたデータである。
【００７７】
　以上のシミュレーションによって、以下の事項が確認された。すなわち、目標症例数の
違いによって、割合差の平均値AVE_FIG(b)はほとんど変化しないが、割合差の標準偏差SD



(14) JP 5562209 B2 2014.7.30

10

_FIG(c)は、目標症例数が多いほど、小さくなった。このことから、目標症例数が多いほ
ど、比較集団間の登録調整要因（背景要因）の分布のアンバランスを安定して軽減できる
ことが判る。
【００７８】
　また、遺伝子多型別発生確率に関しては、ホモ型に対するワイルド型の比率が大きくな
るほど、割合差の平均値AVE_FIG(b)は小さくなった。このことから、動的登録を行なう被
験者（ここではワイルド型の被験者）の登録候補が多くなるほど、比較集団間の登録調整
要因の分布のアンバランスをより軽減できることが判る。
【００７９】
　また、動的登録を行なうワイルド型の登録確率の違い（詳しくは、BB2，BB3の違い）に
よって、割合差の平均値AVE_FIG(b)はほとんど変化しなかったが、登録確率が厳しくなる
と、非登録例数が増えた。
【符号の説明】
【００８０】
　１…ＣＰＵ、２…記憶装置。

【図１】 【図２】
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