
DESIGN: BIAS: RAMMBO
 (可: ✓、不可: ✕、不明: ？、該当なし: n/a)
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ANALYSES

発現および効果の指標 治療企図解析か、曝露企図解析か?

EGO = a/EG/T

CGO = b/CG/T

RR = EGO/CGO

RD = EGO - CGO

NNT or NNE = 1/RD 推定値のランダム誤差?
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割付け後の EG および CG に不均
衡があった場合に分析の調整が行
われているか。

点推定値 ランダム誤差　（95%　ＣＩ）
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用語集 

研究デザイン: PECOT: 研究デザインは PECOT を用いて説明可能か。 

S: Setting (セッティング): 適格集団が選出されたセッティング 
EP: Eligible Population (適格集団): S から選出された人々のうち、適格基準を満たした人 

P を特定するための抽出用の枠組み: 例: 病院の入院患者リスト、選挙人名簿、広告 
P: Participant (参加者): EP に属する人々のうち、研究参加に同意した人 
EG: Exposure Group (曝露群): 調査対象となっている主な曝露 (または介入) に割付けられた参加者。曝露が複数

ある場合は、各曝露別に新たな GATE frame を使用する。 
CG: Comparison Group (対照群): 代替的曝露 (プラセボなど) (あるいは曝露なし) に割付けられた参加者。 
Outcome (アウトカム): 分析のための所定の研究アウトカム。複数のアウトカムが存在する場合には複数の GATE 
frame を使用する。 
Time outcomes measured (アウトカムが測定された時間): ある 1時点の場合→(有病割合)、またはある一定期間の

間↓(発生率)。 
 
研究の妥当性: RAMMbo―研究の手法は公正だったか。(均衡がとれていて適切に実行されていた

か) 
 
Recruitment (募集): EP は限定的な意味のある目標母集団を代表しているか。P は EP を代表しているか。結果は

適切な目標母集団に一般化可能か。 
Allocation (割付け): 参加者は E および C にどのように割り付けられたか。試験の場合、参加者は E および C 
に無作為割付けされていたか。無作為割付されていた場合、割付は隠蔽されていたか (参加者がどの集団 (EG また

は CG) に割付けられたかが、少なくとも割付けの記録が終了するまでは研究目的のために参加者を評価しているス

タッフにわからないようになっていたか)。ランダム化されていない場合 (観察研究など)、E および C の 
Measurement (測定) は、アウトカムが盲検化されていたか (横断研究および症例対照研究)、それとも客観的におこ

なわれていたか (たとえばラボテスト、記録、妥当性が確認された質問票)。 
Maintenance (続行): 参加者は、最初に割付けられた集団 (EG または CG) にとどまっていたか。 
盲検化: 参加者/研究スタッフは参加者が EG に属するか CG に属するかについて盲検化されていたか。 
コンプライアンス: EG (または CG) に割付けられた参加者が、研究期間中 E (または C) の曝露を受け続ける。 
コンタミネーション: CG に割付けられていた参加者が EG に転換する (そして CG が曝露の場合はその逆)。 
共介入: 研究期間中 EG および CG が、アウトカムに影響が及ぶようなその他の要因の影響を不均衡に受けてい

るか。 
フォローアップの完全性: EG および CG の双方で同様のフォローアップが適切に遂行されたか。  
Measurement of outcomes: blind (アウトカムの測定: 盲検化): 参加者が EG に属するのかそれとも CG に属

するのかがアウトカムを評価した人にわからないようになっていたか。アウトカムの objective (客観性) は、たとえば、

生体組織検査、X 線、妥当性が確認された質問票などがある。 
 
研究の分析 ～分析は適切に実施されたか。 
治療企図 (または曝露企図) 解析: 分析 (EGO および CGO の計算) には、参加に同意した全参加者が含まれて

いるか (EG および CG に割付けられた全参加者。研究期間中に脱落した参加者も含む)。 
調整の加えられた分析 (交絡があった場合): EG および CG はベースライン時点で同様であったか。同様でなかっ

た場合、差異を調整するための、層別化分析、多重回帰分析などといった分析的手法が活用されているか。注記: 
RCT では、EG および CG がベースライン時点で同様であれば、通常は調整を必要としない。 
EGO: Exposure Group Occurrence (曝露群での発現： 発生率または有病割合)。RCT では EER (experimental 
event rate： 実験群でのイベント発生率)ともいう。 
CGO: Comparison Group Occurrence (対照群での発現)。RCT では CER (control event rate ：対照群でのイベント

発生率) ともいう。 
EGO および CGO は通常それぞれ a/EG/T、b/CG/T で算出されるが、c および d が対象アウトカムである場合

には (診断テストの検査精度に関する研究において陰性尤度比を算出する場合など)、c/EG/T、d/CG/T で算出される。

注記: 有病割合を算出する場合は T = 1 である。 



RR: Risk Ratio (リスク比): 通常は相対リスクという。オッズ比およびハザード比は RR に似ている。 
RD: Risk Difference (リスク差): 絶対リスク差ともいう。 
NNT (または NNE): (所定の期間内に) アウトカムの件数を 1 件変更させるための治療必要数 (曝露必要数)。 
NNT (B): 曝露/介入に利益がある場合。NNT (H): 曝露/介入に害がある場合。 
バイアスの程度と方向性: バイアスは EGO と CGO 間の差を広げると考えられるか、それとも縮めると考えられる

か。 
ランダム誤差: EGO、CGO、RR、RD、および NNT/E の推定値におけるランダム誤差は、信頼区間 (CI) の幅で判

断する。CI が広いほど、ランダム誤差が大きい (= 不精確である)。 
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