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第 29 回 日本医療薬学会年会
2019.11.3

このファイルについて
• このファイルは2019年11月3日に福岡で開
催された医療薬学会のシンポジウムで使用した
ファイルに一部情報を追記したものです。
• ご自由にダウンロードしていただいて構いませ
んが、ダウンロードしましたらご一報いただけ
れば幸いです。
• 時間に余裕があればご質問にもお答えします。
• お気軽に連絡ください。
• s_yama@jiu.ac.jp （山村重雄）
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シンポジウム48：医療薬学研究に取り組むための基礎と実践

医療薬学研究に必要な統計マインド
p値に惑わされないために

城西国際大学 薬学部 山村重雄
(s_yama@jiu.ac.jp)
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いきなりですが質問です

第29回日本医療薬学会年会
利益相反の開示

次の記述は正しいでしょうか？？
検定結果が・・
• p=0.001とp=0.015では、前者の方が大きい
差がある。
• p=0.001とp=0.015では、前者の方が明らか
な差がある。
• p=0.520の場合は2群間に差はない。

発表者名： 山村重雄

私は今回の演題に関連して、
開示すべき利益相反はありません。

3

4

統計学とは

仮説検定とp値

母集団の一部である標本を解析して、母集団の
特徴を予想したり、推定する方法論。

仮説検定：差があることを間接的に証明する方法論
特定の統計モデルのもとで、データの統計的要約が
観察された値と等しいか、それよりも極端な値をと
る確率

推定

母集団において差がないとする仮説（帰無仮説）が
正しいときに、実際に標本から得られた結果よりも

p値

母集団

抽出

極端な結果が得られる確率が

標本 解析

小さなp値は大きな差を意味しない！
明らかな差も意味しない。

標本を用いて解析した結果は必ずしも母集団の特徴を示
しているわけではありません。
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有意水準よりも
小さいp値と大きいp値

サンプルサイズとp値
収縮期血圧が130±15mmHgと125±15mmHg
(平均値±SD)という結果が出た2群間の差を比較してみる。

小さいp値
めったに起こらないことがたまたま起こった
帰無仮説が間違えていた（仮説検定でとる立場）
有意な差が認められた。

大きなp値
有意な差を検出しようとした（仮説検定のロジック）
のだが、差があるという強い論拠はなかった。
（差を検出しようとしたのだが）有意な差は認められ
なかった。（差がないことを示していない）
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各群のサンプルサイズ

t検定のp値

95%CI

10

0.466

-9.093～19.093

20

0.298

-4.603～14.603

50

0.099

-0.953～10.953

70

0.051

-0.013～10.013

71

0.049

0.023～9.977

100

0.019

0.817～9.183

200

0.00094

2.051～7.949

500

0.0000002

3.138～6.862

同じ平均値±SDでも、サンプルサイズによって
有意差が出たり、有意差が検出されなかったりする。
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統計的有意性とp値に関する
ASA 声明 (2016)
p値はデータと特定の統計モデルが矛盾する程度をしめ
す指標のひとつである。
p値は、調べている仮説が正しい確率や、データが偶然
のみでえられた確率を測るものではない。
科学的な結論やビジネス、政策における決定は、p値が
ある値を超えたかどうかにのみ基づくべきではない。
適正な推測のためには、すべてを報告する透明性が必
要である。
p値や統計的有意性は、効果の大きさや結果の重要性を
意味しない。
p値は、それだけでは統計モデルや仮説に関するエビデ
ンスの、よい指標とはならない。
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p値を正しく理解するために
p値が小さくても、必ずしも大きな、より重大な効果がある
ことを意味しない。
p値が大きくても、重要ではないこと、あるいは効果がない
ことを意味しない。
どんなに小さい効果でも、サンプルサイズが大きかったり
測定精度が十分高ければ小さい p値となりうる
大きな効果であっても、サンプルサイズが小さかったり測
定精度が低ければ、大きなp値となりうる。
適切なサンプルサイズの標本を用いて検定する必要性。
http://www.biometrics.gr.jp/news/all/ASA.pdf
（日本計量生物学会のホームページ）
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サンプルサイズ
サンプルサイズが必要以上の研究
参加者の協力が無駄
資源・費用・労力の無駄
サンプルサイズが不足の研究
統計学的有意差が認められない
明確な結論が得られない
真に差がない？ サンプルサイズ不足？
適切なサンプルサイズの研究
研究の倫理性・効率性・科学性を確保
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正しい検定結果を得るためには
例数設計が必要
（必ずしも適切なサンプルサイズで検定すれば正しい
結果が得られるわけではありませんが）
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第一種の過誤、第二種の過誤

サンプルサイズ設計に必要な項目

母平均

主要評価項目
検定結果にどのくらい
解析方法（検出方法）
の誤差を認めるか？
検出すべき差
ばらつきの大きさ
第一種の過誤（αエラー）

母平均

正しい仮説
帰無仮説

対立仮説

有意差なし

正しい

第二種の
過誤
（β）

有意差あり

第一種の
過誤
（α）

正しい

検定
結果

差がない時に差があると誤って判断する確率

１－βを検出力
差があるときに差がある
と正しく検出できる確率

第一種の過誤

第二種の過誤（βエラー、検出力：1-β）
検出力は差があるときに、正しく差があると判断
する確率

実際に集められる最大のサンプル数
2つの正規分布は母平均が異なる母数団から得られる平均値の分布
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第一種の過誤、第二種の過誤
母平均

母平均

正しい仮説
帰無仮説

対立仮説

有意差なし

正しい

第二種の
過誤
（β）

有意差あり

第一種の
過誤
（α）

正しい

検定
結果

ｔ検定を例に仮説検定では
何を計算しているのか考えてみる。

１－βを検出力
差があるときに差がある
と正しく検出できる確率

第二種の過誤

2つの正規分布は母平均が異なる母数団から得られる平均値の分布
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t検定の際のサンプルサイズの設計

仮説検定の例：t検定量
𝑥̅ − 𝑥̅

𝑡=

𝑠𝑑

𝑠𝑑 =

1
1
−
𝑛
𝑛

𝑡=

𝑥̅ − 𝑥̅

=
𝑠𝑑

̅

=

∆

1
1
−
𝑛
𝑛
t検定量が𝑡 , 以上なら帰無仮説を棄却する
この式をもとに、n=の式に変換すると、
× , ×
ですが、・・・
𝑛=
∆

𝑛 − 1 × 𝑠𝑑 + 𝑛 − 1 × 𝑠𝑑
𝑛 +𝑛 −2

nは各群のサンプルサイズ、sd は標準偏差
t検定量は2群の差を差の標準誤差で割った値
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̅

𝑡

有意水準（α）が5%の棄却限界値の場合、nが十分大きいと
の値を正規分布で置き換えて、 𝑡 , =zα/2=1.96とする。
,
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このサンプルサイズの意味

サンプルサイズ設定近似式
• αが0.05、検出力が80%の場合

𝑛=

2 1.960 + 0.842 𝑠𝑑
∆

𝑛 = 15.7
𝑛≈8

∆

≈ 16

∆

元のデータのばらつきが大きければ大きなサ
ンプルサイズが必要（その影響は二乗）
小さい差を検出するには大きなサンプルサイ
ズが必要（その影響は二乗）
間違いを犯さないようにするには大きなサン
プルサイズが必要
このサンプルサイズで検定した結果：

αエラー:5%

βエラー:20%
検出力：80%

（対応のない場合）

差があれば第一種の過誤は5%以下になる
差がなれば80%の確率で検出できる

（対応のある場合）

∆
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例数設計（差の検定）

例数設計（差の検定）
計算方法
n=16×152/52=144例
1群約150例
前述の71例ではβ=50%

ある高血圧の薬の収縮期血圧の変化に及ぼす効果が
ほかの薬と異なることを示したい。
5mmHgの差（Δ）があれば効果があるとみなす
標準偏差:15mmHgと推定
（実際の計算では、これら2つの値はこれまでの研究
などから引用します）

JMPの計算では143例
G*Power（後述）での計算では112例

この高血圧の効果を仮説検定で検出するのに必要な
サンプルサイズを求めてみましょう。
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必要なサンプルサイズの計算

具体的な計算例
症例数

疼痛スコア
平均±標準誤差

プラセボ

97

5.12±0.19

疼痛スコア
プラセボとの差
［95％信頼区間]
−

医薬品

86

4.81±0.20

-0.31［-0.85, 0.23］

投与群

結果が真の値とすると必要なサンプルサイズは：
16×(1.9×1.9)/(0.31×0.31)≒600
疼痛スコア
p値
−
0.262

この薬は効果があるとはいえない、のか？
第二種の過誤が大きいのか？
差を0.31、症例数を90とする。
標準偏差を1.9（≈ 0.2 × 90）として計算してみる
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90例で検定したときの検出力を求める。(JMP)
検出力：0.120（β=0.880）
差がある時に差があると判断する検出力は12%
有意な差が認められないと判断するには検出力が低すぎ
る。
サンプルサイズが少なすぎる。
第二種の過誤の可能性がある。

24

4

2019/11/5

サンプルサイズとp値

薬学研究を実施する前に

サンプルサイズが非常に大きい場合

有意な差が検出できるサンプルサイズでの研
究となっているかどうかを確認する。

わずかの治療効果（差）でも統計学的に有意になる
わずかな差が医学的・薬学的に重要かを評価
P値よりも差の大きさ注目

計算するとサンプルサイズが大きすぎて衝撃
有意な差が検出できなかった場合には必ず検出力
の計算を行って考察する。
差がなかったのか、検出力が低いのかを確認

サンプルサイズが小さい場合
医学的・薬学的に有用な差があっても統計学的に有意
にならないことがある
外れ値などでたたま有意な差が見られることもある
有意でも、有意でなくても結果の解釈には注意！
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検定結果を見るときは必ずサンプルサイズを
確認する。
気になったら検出力の計算
G*power、PS
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まとめ

追記（医療薬学会後）

仮説検定でp値がある値を超えるかどうかだけ
に着目するのはやめましょう。
臨床研究を始める前にサンプルサイズの計算
をしてみましょう。
p値を評価するときは必ずサンプルサイズと差
の大きさを一緒に見ましょう。
サンプルサイズに影響しない指標（効果量）
についても学びましょう。

• 「効果量」に関する日本語の書籍
• 「伝えるための心理統計: 効果量・信頼区間・検定
力」 大久保街亜、岡田謙介、勁草書房

• 検出力、サンプルサイズ計算のフリーソフト
• G*Power
（http://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgru
ppen/allgemeine-psychologie-undarbeitspsychologie/gpower.html）
• PS（https://ps-power-and-sample-sizecalculation.software.informer.com/）

皆さんの研究が進みますことを祈っています。
発表ファイル：http://stat.jiu.ac.jp
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