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医学的根拠の学派-1 数量化派

フランスの医師・ピエール=シャルル・ルイは、1828年熱病に対して当

時行われてた早期の瀉血という医療行為が、逆に死者数を増加させ

ている事を証明。(臨床疫学のパイオニア）

瀉血により、却って寿命を縮めていた事を証明。他の要因を出来るだ

け同じにして確認。ルイは個々の熱病患者の生死を予測する事は確

率的な違いがあり、不可能に近いと考えた結果、確率計算を導入。



ルイの使用した確率計算

ラプラスの確率の哲学的試論1814年

の現代の応用

• 野球の打率計算ｰ打者の能力を判断
• がん患者手術5年後生存率の公表

• 患者一人一人のエピソードを平均化していて、個々
の患者から目をそらしている。（ドゥープル）

• 医師の主たる役割は個々の患者の治療であって、
確率の計算は「完全に役立たず」「興味本位な論理

的抽象化にすぎない」(ダマドール）

ルイへの批判
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医学的根拠の学派-2

メカニズム派

• メカニズム派(ベルナール）：科学的法則は確実なも

のの上に、又絶対的なデテルミニスムの上に立って

いるべきで、確からしさの上に立っているべきもので

はない。

デテルミニスム：determine ≒決定論

• 我々が自然現象の確定的基礎的条件を認識するに
至るには、ただ一つの道しかない。即ち実験的実験的実験的実験的分析

によってである。

• 反対論：決定論的世界は、悪魔しか知り得ないので、
人間の無知と限定された知識ゆえに統計学や確率

の概念が必要



医学的根拠-3

直観派(パイエ・スミス英国）

• 医療行為は抽象的な科学というより、むしろ経験に
基づくアート・匠？である。

• 論理的演繹で何が現れても、どんな天才による説
明も、どんなに明らかな結論を統計学が示そうとし

ても、どんなに尊敬すべき権威が言おうとも、実践

的医学の試金石である経験にとって代われない。

• 統計学からの結論を演繹する際には、多くの落とし
穴があると主張。



3つの根拠の関係

直観派直観派直観派直観派

ワクチンがいい

と思っても、患

者の観察結果

の数量化が必

要

メカニズム派メカニズム派メカニズム派メカニズム派

動物実験の結果を

数量化して検証す

ることが必要、人

への応用には臨

床データの数量的

分析が必要

数量派数量派数量派数量派

データの数量的

分析で、有効性

を判断

数量派の考え方の必要性は、わかっているようだが、数量化を

中心にする事に抵抗がある様子。



医学的根拠とは EBM

(evidence-based medicine)

• 良心的に、明確に、分別を持って、最新最良の
医学知見を用いる医療のあり方をさす。エビデン

ス（臨床結果）に基づく医療とも呼ぶ。

• 治療効果・副作用・予後の臨床結果に基づき医
療を行うというもので、専門誌や学会で公表され

た過去の臨床結果や論文などを広く検索し、時

には新たに臨床研究を行うことにより、なるべく

客観的な疫学的観察や統計学による治療結果

の比較に根拠を求めながら、患者と共に方針を

決めることを心がける。

(ウィキペディアより引用）



医学的根拠EBMの実際
発祥の地・米国における実態

勤務医の臨床結果(治

療結果や珍しい症状

のケーススタディ）が論

文として医学誌に公表

膨大な数の医療データ

が医療現場から生産・

蓄積され治療現場に

活用される。

医者は常に自らの専

門の分野の最新情報

を医学誌から集め熟

知し治療すべき。

裁判所は、該当医学

誌を参照しての適切な

治療が行われたか客

観的に判断する。

最新治療を施さず、患

者の容態が、悪くなっ

たら、患者から訴訟さ

れ賠償を請求される。

特定の数値基準に満

たない外科医

雇用している病院は訴

えられる危険が高いの

で、重要業務から外す。

誤診の多い内科医



医学的根拠EBMの必要要件

• 多くの勤務臨床医の医学誌への情報提供
• 患者カルテのIT化

• 病院薬剤師の役割拡大による処方ミスの軽減
• 医療過失の明確・適切な第三者組織への報告制度

基礎概念

人体の生理反応や治療の効果・副作用には再現性は必ずしも認

められず、同じ治療でも患者によって結果は異なる。しかしすべ

ての医療行為は、目の前の患者にとって最良の結果をもたらす

ために医学的判断に基づいて選択されなければならない。最良

の治療法を選ぶ方法論として従来は生理学的原則・知識が重視

され、不足の部分を医療者の経験や権威者の推奨が補ってきた。



生理学的判断の生理学的判断の生理学的判断の生理学的判断の例例例例

心筋梗塞後に薬で不整脈を減らすことができれば、不整脈による死亡を減

らすことができるはずだ

権威権威権威権威のののの例例例例

この治療法は当大学で100例以上の良好な成績を収めており、関連病院
にも勧めている

個人的個人的個人的個人的経験の経験の経験の経験の例例例例

私の経験では、ホルモン補充療法はどうやら心疾患を減らすようだ。同僚

もそう言っている

根拠根拠根拠根拠に基づいたに基づいたに基づいたに基づいた医療医療医療医療

医学誌の救急医療ジャーナルの2005年9月刊行の論文によれば心筋梗塞

後の治療法Aの250件と治療法Bの50件の比較調査では治療法Bの方が不

整脈による死亡は8%ほど低いと言う結果であった。ただし同雑誌2008年

の4月の論文における追跡調査では50歳以上の患者の場合は逆に治療

法Aの方が2%ほど死亡率は低いとの結果である。この患者は高齢である

ので生存率の観点からは治療法Aが最適な選択である。ただし治療法Aは

ホルモン補充療法であり、これには他の副作用が報告されている。よって

治療法AとBの生存率およびもろもろの副作用の可能性を患者に掲示した

のち最終的に治療法を選択するのは患者である。



• 1990年EBMの呼称が決まり、1992年に文献へ初
出

• 日本では根拠に基づいた医療
• 中国語では、循証医学、実証医学、証拠医学な
どと訳された。

• EBMはこのように、通常行われている診療行為

を科学的な視点で再評価（「批判的吟味」と呼ば

れる）した上で、患者の問題を解決する手法と位

置づけられ、外部のエビデンス（＝科学的根拠）

を目の前の患者にどのように適用するかに最も

関心がある。



EBMの具体的成果

心筋梗塞後の抗不整脈薬の使用についてのCAST(心

室性不整脈抑制試験) study

• 心筋梗塞は急性期が過ぎてから合併する不整脈が
時として致死的となるため、抗不整脈薬が有効であ

るという理論・予測があり、抗不整脈薬が予防的に

投与されていた。

• しかし、最も有効な薬剤グループを調べるためにラ
ンダム化比較試験による臨床実験を行ったところ、

中間報告で最も死亡率の低いのは薬剤非投与群

だったことが判明。

• 安全のために試験の一部が打ち切りとなり、以後は
抗不整脈薬が一律に投与されることはなくなった。



EBMの手法

EBMの手順として、次の5つのstepが提唱されてい

る。

• Step 1 目の前の患者についての問題の定式化

• Step 2 定式化した問題を解決する情報の検索

• Step 3 検索して得られた情報の批判的吟味

• Step 4 批判的吟味した情報の患者への適用

• Step 5 上記1〜4のstepの評価



EBMにまつわる誤解

• 過去のEBM教育ではこのStep 1〜3の方法論を研ぎ澄ませること
に重きを置き、またStep 4については必ずしも言葉で説明を尽くさ

れて来なかったことから、医療者の中には「良い臨床研究を見つ

けて医療をマニュアル化することがEBMである」との誤解が広
まった時期がある

[9]
。また、研修医の教育においても、EBMの考

え方を取り入れることが、単にエビデンスをまとめた二次資料を

読んでそこに書いてあることをそのまま実行することとして教えら

れているという憂慮すべき現実もある。

• しかし、実際には最も重要でありかつ労力を要するのはStep 4で

ある。手法の優れた臨床研究が見つかっても、そこでの推奨が

目の前の患者にとって最善であるかどうかの判断には、個々の

患者の特性を見極め、医療環境や医療チームの技術水準を評

価し、さらに患者の価値観を適切に把握する必要がある。Step 1
〜3までの方法論はほぼ確立し、人によってその結果が大きく異
なることがないのに対して、このStep 4には患者や他の医療者と

の対話・状況判断・統合力など引き続き人間である治療者として

高度な経験と技術が求められる。



Step4 批判的批判的批判的批判的吟味した情報の患者への適用吟味した情報の患者への適用吟味した情報の患者への適用吟味した情報の患者への適用

• 問題の解決に向けて、得られた医学情報のほかに、一般
常識や患者の希望を含めて、最良の選択肢を相談する。

治療法Aがもっとも長生きするとしても、患者は副作用の少
ない治療法Bを希望しているかもしれない。このように、上

で評価した研究の目的と、患者の望む目的が同一かどう

かを検討しなければならない。 Step 4で考慮すべきことは、
以下の4種が挙げられている。このいずれが欠けてもいけ
ないし、互いにバランスが取られていなければならない。

• リサーチエビデンス
• 臨床状況と環境
• 患者の嗜好と行動
• 臨床経験
• Step 4は、は、は、は、EBMの実践において最も重要な段階である。の実践において最も重要な段階である。の実践において最も重要な段階である。の実践において最も重要な段階である。



注意点

• エビデンスに基づく医療では、各研究の質の判定が前提となる。
• 医学論文の主要評価項目と副次評価項目の明確な区別を行なっ
ての採用か？（通常、副次評価項目は主要評価項目に対して参

考程度の価値しかない）。

• 評価項目のすりかえはないか？
• 選択基準と除外基準は明記されていなければ不適切な研究であ
る（設定の対象者は母集団か、また最後まで母集団の代表である

か？必要十分な対象者で研究されたか？）。

• ランダム比較研究か？（コントロールグループの設定は適切か？
対象者と研究者は盲検化されているか？）。

• P値は主要評価項目のそれか？副次評価項目のそれではないの
か？

• 統計上の有意差と臨床上の有意差は同じではない（臨床的判断
は信頼区間で判定する）。

• 検出力あるいはβエラーが明記されているか？

100件のエビデンスのうち23件が2年以内に覆され、そのうち7件は出版された時

点ですでに覆されていたとの報告を待つまでもなく、臨床研究による知見は常に

覆されうる



展望

• 「根拠に基づいた医療」に則った考え方は徐々に浸透し、有効な臨床
結果を集積した論文集や教科書が出版されるようになった。当初は臨

床結果の情報による裏づけが十分な治療法はごく少数しかなかったが、

現在では3割を超えたという報告もあり、医療機関における治療方法の

差も縮まってきている。またEBMの手順を経て過去にデータが得られな

い疑問は即ち臨床研究の対象となる潜在性を秘めており、EBMは臨床

研究の普及にも大きな役割を果たしている。

• また、第1〜3段階の成果を診療ガイドラインとしてまとめることでEBMを

より普及させようとする試みも、日本・海外を問わず広がっている。

• 日本では日本医療機能評価機構がMindsというサービスでEBMに沿っ

た診療ガイドラインをウェブサイトで公開している。これは厚生労働科

学研究費で作成された診療ガイドラインであり、厚生科研EBM福井班

による「診療ガイドラインの作成の手順」に則って作成されている。

• 電子カルテが普及している国々では、入力された患者データに基づい
て推奨される治療の選択肢が示され、患者を中心とした治療方針の決

定を支援する判断支援ソフト(decision aid)と呼ばれるツールも開発され

つつある。 (ウィキペディア引用終わり）



発がん性分類

グループ１(疫学)： 人体における発がん物質である。

グループ２A(in vivo実験）： おそらく人体における発がん物質

グループ２B(in vitro実験)： 人への発がん物質の可能性がある

グループ３： 人への発がん性に関して分類できない。

グループ４： おそらく人への発がん物質でない。



日本における問題 ピロリ菌問題

• 1994年9月ヒューストンでの国際会議で、ピロリ菌が

十分な疫学的証拠の基づいて、グループ１に分類さ

れた。

• 日本ではその直接的証明を行う必要があるとして、
国立がんセンターを中心にして10年がかりの大掛

かりな介入研究を行った。

• その結果、ピロリ菌の感染者が多い日本において
胃がん対策の決め手であるピロリ菌除菌が15年は

遅れた。

• 日本の医学研究者は、動物実験が必要不可欠と考
え、疫学研究の証拠を軽視する。



数量化が人類を救った

• 英国海軍軍医ジェームス・リンドによる壊血病のオ
レンジ等の投与

• ウィーンのゼンメルワイスによる産婦の産褥熱によ
る死亡は、医師の手洗い不足

• ロンドンのジョン・スノーによるコレラの疫学調査
• クリミア戦争でのナイチンゲールは、戦闘による死
者より野戦病院での病気による死亡の方が高い割

合であることをグラフにより示し、改革を訴えた。

いずれも原因はわからなくても、対策をとり、多くの命

を救えた。



疫学の現代化(コホートスタディ-1）

フラミンガムの研究

1948年から、心血管合併症増加への対応のため国家的
研究が始まる。M州の住民2万8000人のフラミング市で30
才から62才までの男女5000人の追跡調査を始め、現在ま
で3世代に調査継続中。

これにより以下の事が検証された

• 心血管疾患は年齢と共に増加し男は早期に頻度も高い
• 高血圧は心血管疾患を発症する率が高い。
• コレステロール値が高いと心血管疾患リスクが高い
• 習慣的な喫煙とアルコールは発生率を上昇させる
• 体重の増加は心血管疾患に罹りやすくする
• 心血管疾患の発症は、糖尿病患者に多い



タバコと肺ガン(コホートスタディｰ2）

1951年英国医師会会員の男性34000人の追跡調査

• 1956年の報告：タバコは肺ガン以外に心筋梗塞、慢
性気管支炎、消化性潰瘍、肺結核とも関連

• 40年後の追跡報告：

タバコ25本以上/日 70歳までに50%死亡

85歳までに約92%死亡

非喫煙者 70歳までに約20%死亡

85歳までに67%死亡

この医師会会員の喫煙者の割合は、1950年代に激減

1960年、タバコと肺ガンの因果関係を否定する米国ガン学

会会長のリトルと症例対照研究によってその因果関係を

示したワインダーとの大討論会が開催され、ワインダーが

圧勝した。



症例対照研究

コホート研究：特定の要因に曝露した集団と曝露していない集団を

一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発生率を比較することで、

要因と疾病発生の関連を調べる観察的研究である。

要因要因要因要因対照研究対照研究対照研究対照研究(factor-control study)とも呼ばれる。



コホート研究(ウィキペディアより）

• 曝露から疾病発生までの過程を時間を追って観察すること
ができる。したがって、疾病の自然史を調べることができる、

観察の時間的な順序や論理の流れが実験に近い、複数の

疾病についての調査が可能である（特定の曝露の広範な健

康影響を調べることができる）、という利点がある一方で、対

象としている疾病の発生が稀である場合には、大規模なコ

ホートを長期間追跡する必要があり、時間とコストがかかる

という欠点がある。

• 1 代表的なコホート研究

– 1.1 原爆被爆者における健康影響調査

– 1.2 喫煙や食習慣などの生活習慣とがん死亡などの関連を検
討するための大規模計画調査(いわゆる「久山町研究」)

– 1.3 国立がんセンター多目的コホート調査・文部科学省コホート
調査

– 1.4 フラミンガム研究



コホート研究の利点と欠点

利点利点利点利点

• 危険因子の寄与危険度がわかる
• 事象の発生順序がわかる
• 複数の結果因子が同時に調べられる
• 予測因子の測定バイアスが少ない（間違った結論を導
きにくい）

欠点欠点欠点欠点

• 稀な疾患に不向き
• 研究の時間と費用がかかる（そのため頻繁には行えな
い）

• 多数の脱落がないように追跡しなければならない



放射線の健康影響-1
• 1956年、アリス・スチュアートらは、子どもの白血病が急激に多く
なっている事に気づき、母親へ面談のアンケートを行い、胎児期に

X線を浴びている事を確認。妊婦の腹部の放射線照射が、胎児出
生後の白血病やその他の悪性腫瘍の頻度を高める事を警告



放射線の健康影響-2

• 1997年 ドールらは,10mGy(≒ｍSv)毎の妊婦への放射線被ば

くにより出生後の小児がんの頻度が上昇すると結論付けた。



放射線の健康影響-3







その他の疫学の歩み

• 1964年米国で疫学者セリコフが、アスベストが肺がんや

悪性中皮腫を引き起こす事を証明、疫学による発ガン

の証明の緒となる。

• 1964年米国公衆衛生局は、喫煙の害を警告する「喫煙

と健康」を発表。世界で初めて人体とガンの因果関係の

政府公式文書がでた。

• 1992年、ハーバード大のシュワルツとドカリーにより人

口16万人の地域の人々の日々の死亡率が、PM2.5を含

む粒子状物質濃度と関連していると公表。1997年の米

国の大気汚染基準の大改訂に繋がった。
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病気のメカニズムがわからないと原因はわからない？

これはミクロのレベルほど科学的であると信じる要素還元主義者で、その自覚がなく

「原因とは何か」を考えない人の決まり文句。原因と結果が玉突きか歯車のように

1対1対応で、見えると信じている決定論者である。19世紀のベルナールの世界。

メカニズムとは、一般的に言えば、病因物質が身体の機構にどのように食い込み変

化させるかということであろう。実際は様々であり、定義もない。病気には多くの要因

があり、1対1の因果関係で説明出来る場合は、ほとんど現実にはあり得ない。未知の

病因物質による食中毒事件の場合、病因物質へのこだわりは、被害を拡大させかね

ない。なすべき原因調査をおろそかにすれば被害を拡げる危険性がある。



病気の原因とは何か

疫学においては、疾患の発生頻度を変える要因を病気の原因と

みなす。何倍その病気が多発するかという発生の程度の違いに

よって我々は、因果影響を知る。



従来の病因説明

• 結核の原因は、結核菌の感染である
結核という特徴的な病気を持っているから結核菌と名付

け、一定の症状で結核菌が検出された患者に結核とい

う病名をつけた。原因と結果が1対１に対応しているよう

だが、これは因果関係でなく、病気の定義。

• 腰痛やガンは症状のみから定義しているが、原因側から定
義する病名を病因論的病名という。腰痛症も「職業的腰痛

症」とすれば、病因論的病名になる。

• 〇〇病の原因遺伝子を解明とあっても、遺伝子や細胞を用
いた実験で得られた結果は、その遺伝子を持つ人が実際に

病気としてどの程度発症しやすくなるかは自明ではない。人

を対象とする実験が出来ない以上、疫学研究による検証が

必要である。疫学により、そのメカニズムが否定される場合

もある。



因果関係とは

• メカニズム派は、1つの原因に1つの結果。

しかし、ある患者に原因と結果が共に観察されたとし

ても、それらに因果関係があると言うためには、多数

回の観察が必要である。

• 個別現象は、それが一見明らかでも、別の個別の
解釈には直接利用できない。個別の議論が厳密で

あればあるほど、その個別性が問題となる。

• 個々の違いがあるからこそ、ルイのような適切な方
法で平均を求める事により、その経験を一般的な判

断に用いる事が出来るのである。



法廷における「個と集団」

• 裁判の判決に見る日本の医学の状況
• 平成22年1月の横浜地裁の判決

「個人における因果関係を求める方法は、疫学的な方法とは根本的

に異なるものであり、疫学的方法は、どのような個人に対しても因果

関係を当てはめようとすることは出来ない。」

• 平成15年10月の東京地裁の判決

「疫学上のデータとして、喫煙者が非喫煙者に比べ、当該疾病に罹

患する確率が相当程度高まっているとしても、その結果を他要因の

存否や、その寄与の割合等の検討なくして個別的な因果関係に結び

付ける事は出来ない。」

• 平成17年6月の東京高裁の判決

「疫学調査の結果算出される相対危険度及び寄与割合は、集団を対

象とし、疾病と要因との間の一般的な関連性の程度を定量的に表現

するため算出されたものであり、暴露群に属する特定個人の疾病発

生原因を判定する事を目的としたものでなく、従ってこれらの数値の

みによって個人の疾病罹患原因を判定する事は出来ないものという

べきである。



これらの判決は、集団と個人を対置し、疫学の役割が

集団での因果関係であり、個人ではないと言う一方、

臨床医学や基礎医学では個人における因果関係をま

るで明らかに出来るかのような言い方をしている。

しかし、数量化して分析する疫学の助けなしには人の

病気の因果関係を明らかに出来ない。

だから判決は因果関係の方法論を、疫学以外に具体

的に挙げることは出来ない。

唯、疫学を否定するだけである。

日本では科学的証拠を認めない判決が続いていると

いうことになる。



専門家の発言

• 疫学者の誤り(東邦大杉田稔教授）2012年12月

「疫学研究で有意な関連が示されたとしても、それは要因

と疾病との間に集団的或いは一般的な関連性が見られた

ことを意味しているにすぎませんので、疫学研究の結果の

みで特定の個人における因果関係の判断を行う事は不適

切です。」

• 法学者の場合(明大法学部新美育文教授）

「疫学的因果関係の特質は、集団現象としての疾病につ

いての原因を記述するのみであり、その集団に帰属する

個人の罹患する疾病の原因を記述するものではない。換

言すれば、疫学的因果関係が認定出来たとしても、個人

的な個人の罹患した疾病の原因が何であるかは、そこか

らは直ちに導き出す事は出来ない」

• 早稲田大学大塚直教授
「学説上は、集団レベルの因果関係と集団に属する個人

の因果関係とは異なる。」



因果関係の結論

• 法学者達は、あたかも疫学とは別の因果関係が存在
するかのように言うが、そのようなものは存在しない。

• 疫学の結果を個人の因果関係に適用できないと主張
する事は、一般法則が個々の観察データに適用出来

ないという事と同じである。

• 疫学の結果が確率で示される事が、心情的な障害に
なっているのかもしれない。

• 疫学やEBMの発達や普及により、その確率を求める
方法論は定まってきている。

• 1992年のEBM宣言は、研修医の段階から、最新の医

学論文から治療に関する確率を調べ、患者に対しわ

かりやすく定量的に説明するトレーニングを求めてい

る。



オーダーメード医療の仮構

• 遺伝子研究を売り込むあまり、テーラーメード医療やオー
ダーメード医療という個人仕様の医療を強調し、従来の医療

を「平均値」という言葉を用いて批判する医師や医学研究者

がいる。

• オーダーメード医療が科学的根拠に基づいた医療として
狙っている以上は、統計学的な差がエビデンスであり、それ

は様々なグループに分けた時の1つのグループのある種の
平均であり、その平均値で判断して個々の患者に当てはめ

ている。科学的である以上、それはどこまでいってもサイズ

分けを細かくした「既製服」である。

• 日本では統計学や疫学というと集団のイメージが強く、個別
とか確定診断というイメージの強い医学や医療でのギャップ

ができやすい。遺伝子解明は、ミクロを解明する事により、

(原理的には得られない）個の因果関係になじみそうな期待
を抱かせ、オーダーメードという言葉を生みだす。しかし、個

では個々の観察事例にすぎず、統計分析なしに医療に応用、統計分析なしに医療に応用、統計分析なしに医療に応用、統計分析なしに医療に応用

する事は出来ないする事は出来ないする事は出来ないする事は出来ない。

平均値や確率は、個人に当てはめてこそ生きてくる。



理論の立上げ

• 自然科学の営みが、単なる自然現象の観察で終わらないのは、
数字や文字で厳密に表している理論の言葉をもっているからです。

個々の現象から飛躍した理論の言葉は、直接には観察できない。

• 17世紀前後、ケプラー、ガリレオ、ニュートンにより天体運動の観
察に基づき力学の理論が確立される。

力F＝質量ｍ×加速度ａ

• 当時、疫学でもForce of mortalityが考えられた。力というより速度
だが。 当時、結核発症者の90~100%死亡していた。コレラは発祥
の死亡割合は46%だったが、人々はコレラの方を怖れた。これを
コレラの方が死亡していく速度がずっと速いからだとした。(ファー)

• 16世紀:商人により数学表記が洗練され、職人や芸術家により幾
何学や抽象化の技術、測定の技術が発達。これを15世紀の活版
印刷術の発明を使って広まる。

• 17世紀は、科学革命の世紀と言われ、力学で人類は理論を獲得
し、その後、化学等は物理学を意識して理論を獲得していった。

• 19世紀医学もルイの人間のデータを数量化する試みが始まり、20
世紀後半には、疫学としてその理論を獲得し、臨床研究や公衆衛

生研究が盛んにおこなわれるようになった。



観察の世界と概念の世界

• 医学に限らず科学において一般法則を得る事は、データを分析し
て何らかの代表値を得る事。

• 理論が数式で表されたら、その数式の示す値が代表値になる。⇒
科学は、観察された個別データから代表値を求める事。

• データの平均値を代表値の候補と見ると、単なる統計と片づける
事は出来ないはず。その自然現象の観察と理論の構成の科学の

営みを図にしたのが下図



目に見える世界と見えない世界

• 医師は個々の患者と対面するときはには、図
の左側にいるのだが、常に図の右側を意識

することが必要。

• EBM宣言は、人のデータに基づく一般法則や

確率を、文献を検索して選びだし、批判的に

吟味し、そして日常の診療に活かす事を、医

師の初期研修に組込むよう求めている。



コラム２ タバコを止めるとがんのリスクは減るが、

それは真の原因を取り除いているわけではない？

取り除きやすい明瞭な原因を取り除く事を阻害する言葉。

タバコを止めた人は続けた人に比べ、肺がんの発生率比や死

亡率比が次第に下がってくる。これはタバコが肺がんの原因で

ある事を強力に支持する観察結果。

コラム３ 疫学でわかるのは相関関係であり、因果

関係でない？

疫学データや分析結果を前にしてこういう先生には、「では、因果関係は具

体的にどのような方法でわかるのですか？」と尋ねればよい。

疫学では、個人個人を対象としたデータの分析により、原因による病気へ

の影響を発生率比や死亡率比として求める。この「原因」と「結果」の関係は、

物理学、化学などすべての科学分野で同じである。

病気のメカニズム研究の意義は、人間における仮説を創出し、他の事例へ

の応用可能性を拡げる事にあり、人のおける因果関係の証明ではない。実

際の事件でのメカニズムや病因物質のこだわりは危険な兆候である。


