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アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

モデル

効果指標

方法

0.88

乳癌患者

アルコール非摂取

診断前のアルコール摂取

統合値

ランダム効果

ハザード比

inverse-variance method(RevMan5.4)

CQ

乳癌再発

研究デザイン

感度分析

Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない

コメント：その他の解析

メタリグレッ
ション

コホート研究

文献数 コード

Forest plot

コメント： 診断前のアルコール摂取は乳癌再発において有意なリスクは認めない。
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0.96 ( 0.85 - 1.10 )　P=

　

Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない。

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.57

Forest plot

コメント： 診断後のアルコール摂取は乳がん再発において有意なリスクは認めない。

モデル 固定効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.4)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

乳癌患者 診断後のアルコール摂取

アルコール非摂取 乳癌再発

研究デザイン コホート研究 文献数 コード
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1.02 ( 0.93 - 1.11 )　P=

　

Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.69

Forest plot

コメント： 診断前のアルコール摂取は有意なリスクは認めない。

モデル ランダム効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.4)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

乳癌患者 診断前のアルコール

アルコール非摂取 乳癌死亡

研究デザイン

コホート研究

文献数 コード
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0.99 ( 0.84 - 1.15 )　P=

　

Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する認める分布は認めない

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.85

Forest plot

コメント： 診断後のアルコール摂取は乳癌死亡において有意なリスクは認めない。

モデル 固定効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.4)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

乳癌患者 診断後のアルコール

アルコール非摂取 乳癌死亡

研究デザイン コホート研究 文献数 コード
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0.77 ( 0.59 - 1.00 )　P=

　

Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.05

Forest plot

コメント： ER陽性乳癌患者のアルコール摂取は乳癌死亡を低減傾向にある。

モデル 固定効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.4)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

ER陽性乳癌患者 アルコール摂取

アルコール非摂取 乳癌死亡

研究デザイン コホート研究 文献数 コード

BCAC ER+
EPIC ER+
Lowry2016
SEARCH ER+
Minami2019
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0.82 ( 0.65 - 1.03 )　P=

　

Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.09

Forest plot

コメント： 診断前のアルコール摂取は有意なリスクは認めない。

モデル 固定効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.4)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

ER陰性乳癌患者 アルコール摂取

アルコール非摂取 乳癌死亡

研究デザイン コホート研究 文献数 コード

BCAC ER-
EPIC ER-
Lowry2016
SEARCH ER-
Minami2019
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0.92 ( 0.86 - 0.97 )　P=

　

Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない

その他の解析
コメント：

メタリグレッショ

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.004

Forest plot

コメント： 診断前のアルコール摂取は全死亡リスクをわずかに低減させる。

モデル 固定効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.4)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

乳癌患者 診断前のアルコール摂取

アルコール非摂取 全死亡

研究デザイン コホート研究 文献数 コード



【4-9　メタアナリシス】
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0.88 ( 0.77 - 1.02 )　P=

　

Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は見られない。

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.08

Forest plot

コメント： 診断後のアルコール摂取は全死亡においてリスク減少の傾向にあった。

モデル ランダム効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.4)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

乳癌患者 診断後のアルコール摂取

アルコール非摂取 全死亡

研究デザイン コホート研究 文献数 コード
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0.79 ( 0.68 - 0.92 )　P=

　

Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.002

Forest plot

コメント： ER陽性乳癌患者ではアルコール摂取は全死亡リスクを有意に低減する。

モデル 固定効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.2)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

ER陽性乳癌患者 アルコール摂取

アルコール非摂取 全死亡

研究デザイン コホート研究 文献数 コード

BCAC　ER+
EPIC　ER+、
Lowry2016
Minami2019
SEARCH　ER+
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Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.002

Forest plot

コメント： ER陰性乳癌患者のアルコール摂取は全死亡リスクを有意に減少させる。

モデル 固定効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.４)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

ER陰性乳癌患者 アルコール摂取

アルコール非摂取 全死亡

研究デザイン

コホート研究

文献数 コード

RCAC ER-
EPIC ER-,
Lowry2016
SEARCH  ER-
Minami2019
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Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

有意水準に達しない

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.17

Forest plot

コメント： 診断前のアルコール摂取は循環器疾患リスク低減効果において有意差を認めない。

モデル ランダム効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.４)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

乳癌患者 診断前のアルコール摂取

アルコール非摂取 循環器疾患リスク低減効果

研究デザイン

コホート研究

文献数 コード

Newcomb2013　、Thun1997
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Funnel plot

コメント： 報告バイアスを示唆する分布は認めない

その他の解析 コメント：

メタリグレッ
ション

診断後のアルコール摂取
は有意差をもって、循環器
疾患のリスク低減を認め
る。

感度分析

効果指標 ハザード比 統合値 0.004

Forest plot

コメント： 診断後のアルコール摂取は循環器疾患リスクを有意に低減させる。

モデル 固定効果 方法 inverse-variance method(RevMan5.2)

CQ

アルコールは乳癌患者の予後と関連するか？

乳癌患者 診断後のアルコール摂取

アルコール非摂取 循環器疾患低減効果

研究デザイン コホート研究 文献数 コード

Fuchs1995,Kwan2013,Newcomb2013


	4-9_乳癌再発とアルコール（診断前）
	乳癌再発とアルコール（診断後）
	4-9乳癌死亡とアルコール（診断前）
	乳癌死とアルコール（「診断後）
	ER陽性乳癌と乳癌死亡
	ER陰性乳癌と乳癌死亡
	4-9全死亡とアルコール（診断前）
	全死亡とアルコール（診断後）
	ER陽性乳癌と全死亡
	ER陰性乳癌と全死亡
	4-9循環器疾患低減とアルコール（診断前）
	循環器疾患低減とアルコール

