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要旨： 

臨床試験の結果は要約統計量や仮説検定によって俯
瞰することができる．しかし数値のみの結果を提示する
よりも，適切な可視化を行うことでより理解を深められ
ることが多々ある．臨床試験における個々の症例プロ
ファイルがその一例である．そこで今回ODS 
GRAPHICSを用い，臨床試験データを可視化するため
のSASプログラムを開発した．その作成事例について
報告する． 
 
 キーワード：ODS GRAPHICS 

2 



2014 2024？ 

 研究 非臨床試験 臨床試験 （治験） 承認 
審査 

市販後の 
調査 

発売 薬の開発 

臨床試験 （治験） 

3 



臨床試験のデータ 

主要評価項目 副次評価項目 

有効性のデータ 

身長，体重，病歴 

背景情報のデータ 

有害事象 臨床検査値 

安全性のデータ 

併用薬，併用療法 

併用治療のデータ 

解析担当者が統計解析を行い，集計結果をまとめる 
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結果の出力例 (主要評価項目の解析) 
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結果の出力例 (有害事象の解析) 
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数値のみの結果 

• 長所 
– 必要な情報はすべて盛り込まれている 

• 短所 
– 一つ一つの結果を見ていくのには時間がかかる 

可視化することで，直観的に結果を理解できる 
ODS Graphicsで作成 
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臨床試験の結果で主に見たいもの 
• 有効性 

– 主要評価項目の点推定値，区間推定値の経時的な推移 
– どの時点で有意な差があるか 

• 安全性 
– プラセボと比較して，どのくらい有害事象のリスクが大きいか 
– （適応拡大の薬ならば）他の適応症とのリスクの比較 
– 着目している有害事象間の関連性 
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proc sgplot data=temp01 noautolegend; 
  series x=visit y=chg / name="1" group=TRT; 
  scatter x=syx y=syy /markerchar=p markercharattrs=(size=12); 
  scatter x=visit y=chg /markerattrs=(symbol=circlefilled) 
 yerrorlower=LOW yerrorupper=UPP group=TRT; 
  yaxis label="Change from Baseline"; 
  xaxis label="Week"; 
  keylegend "1"; 
  refline 0/axis=y lineattrs=(pattern=2); 
run; 

余談ですが・・・ 
今までは，グラフに出力される線の
種類や色は，Graph Templateで定
義されてなければならなかった． 

主要評価項目の点推定値，区間推定値の経時的な推移 
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主要評価項目の点推定値，区間推定値の経時的な推移 

proc sgplot data=temp01 noautolegend; 
  styleattrs datacontrastcolors=(red green) datalinepatterns=(dot solid); 
  series x=visit y=chg / name="1" group=TRT; 
  scatter x=syx y=syy /markerchar=p; 
  scatter x=visit y=chg /markerattrs=(symbol=circlefilled)  
 yerrorlower=LOW yerrorupper=UPP group=TRT; 
  xaxis label ="Week"; 
  yaxis label ="Change from Baseline"; 
  keylegend "1"; 
  refline 0/axis=y lineattrs=(pattern=2); 
run; 

SAS 9.4からはstyleattrsステート
メントで，線の色，種類などが 
自由に指定できるようになった 
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適応症間での有害事象発現のリスク比の比較 

各適応症での，プラセボに対する有害事象発現のリスク比とその95%信頼区

間をプロットすることで，適応症による有害事象発現率の違いを視覚的に確認
できる． 
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適応症間での有害事象発現のリスク比の比較 

proc sgpanel data=temp05 noautolegend ; 
  panelby  AEDECOD /columns=3 novarname SPARSE LAYOUT= COLUMNLATTICE  ; 
  vector x=upp y=disease /xorigin=LOW yorigin=disease group=disease 
lineattrs=(pattern=solid) noarrowheads; 
  scatter x=estimate y=disease /markerattrs=(symbol=squarefilled); 
  COLAXIS LOGSTYLE= LOGEXPAND LOGBASE=2 TYPE= LOG  Label="Relative Risk";  
  ROWAXIS values=(1,2,3) min=0.5 max=3.5 valueshint label="Traget Disease"; 
  refline 1/axis=x lineattrs=(pattern=2); 
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有害事象間の関連（ベン図） 
ods graphics on/width=10cm height=11cm; 
proc sgplot data=temp02 noautolegend; 
  styleattrs  
  datacolors=(red green blue yellow); 
  bubble x=x y=y / bradiusmin=1.7cm 
  bradiusmax=1.8cm transparency=0.75 
  group=A1 name="1"; 
  scatter x=x2 y=y2/markerchar=A2; 
  xaxis min=-7 max=7 display=none; 
  yaxis min=-7 max=7 display=none; 
  keylegend "1"; 
run; 

どの有害事象と，どの有害事象が重複して発生しているかがわかる 
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ここまでの話 
• 試験全体での有効性・安全性の結果の可視化 
• 実際には，個々の症例がどのようなプロファイ
ルを辿ったか，一例一例見ていくこともありうる 

• 可視化を行わなかった場合，個々の被験者の
プロファイルの情報は一覧表から取得すること
になる 
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一覧表の例 

 
 
 
 
 
 

各症例について1個1個見ていくのは大変 
→可視化が重要 15 



個別症例のプロットで見たいもの 
• 安全性 

– 着目したい有害事象が治験薬投与後のどの時点
から発現しているのか & どのくらいの期間継続し
て発現しているのか 

• 有効性 
– 各被験者での死亡や症状悪化といったイベント
がどの時点で発生しているか 

– 主要評価項目の経時的な推移に対する有害事
象や併用薬の及ぼす影響 
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特定の有害事象の各症例での発現状況 

・各被験者で，どの時点で食欲減退が発生しているのかが分かる 
・プロットの色を変えることで，有害事象の重症度の違いを表すことも可能 
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特定の有害事象の各症例での発現時期 
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title "食欲減退の発現時期"; 
proc sgplot data=temp03 noautolegend; 
  styleattrs  datacontrastcolors=(blue green red); 
  vector x=AEENDY y=seq/ xorigin=AESTDY yorigin=seq group=AESEVC 
 lineattrs=(pattern=solid thickness=2) noarrowheads name="1" nomissinggroup; 
  scatter x=AESTDY y=seq / markerattrs=(symbol=circlefilled color=black size=5pt) ; 
  scatter x=AEENDY y=seq / markerattrs=(symbol=circlefilled  color=black  size=5pt) ; 
  scatter x=dummy y=seq  /markerchar=subjid markercharattrs=(size=14) x2axis; 
  xaxis label="Days" offsetmin=0.10 offsetmax=0.01 values=(0 to 28 by 7); 
  x2axis offsetmin=0.01 offsetmax=0.92 min=0.5 max=1.5 values=(1) display= NONE; 
  yaxis values=(-11 to 0 by 1) label="被験者番号" display= NONE; 
  keylegend "1" "2"/title="Severity"; 
run; 



各症例でのイベント発現日一覧 

・どの症例で，いつ死亡や症状悪化が起こったか，治験薬がどのくらいの期間投与さ
れていたかが視覚的にわかる 
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各症例でのイベント発現日一覧 
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title “死亡，イベントの発現日"; 
proc sgplot data=temp04 noautolegend; 
  vector x=EXENDY y=seq/ xorigin=EXSTDY yorigin=seq  lineattrs=(pattern=solid thickness=2 
color=balck)  name="1" legendlabel="投与期間"; 
  scatter x=DEATH y=seq / markerattrs=(symbol=X color=red size=14pt) name="2" legendlabel="死亡" ; 
  scatter x=RISK y=seq  / markerattrs=(symbol=X color=blue  size=14pt) name=“3” legendlabel=“症状
悪化"; 
  scatter x=x1 y=seq/markerchar=subjid markercharattrs=(size=14) x2axis; 
  scatter x=x2 y=seq/markerchar=TRTPC markercharattrs=(size=14) x2axis; 
  xaxis label="Days" offsetmin=0.25 offsetmax=0.01 values=(0 to 280 by 40); 
  x2axis offsetmin=0.01 offsetmax=0.75 min=0.5 max=3.5 values=(1,2) valueshint display= NONE; 
  yaxis values=(-11 to 0 by 1) label="被験者番号" DISPLAY= NONE; 
  keylegend "1" "2" "3"; 
run; 
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・各被験者での主要評価項目の推移やどの時点でレスキュー投与されたかがわかる 
・有害事象の重症度や因果関係を，線種や色で表すことも可能 
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・各被験者での主要評価項目の推移やどの時点でレスキュー投与されたかがわかる 
・有害事象の重症度や因果関係を，線種や色で表すことも可能 2つのSGPLOTで描かれたグラフから作成されている 
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proc sgplot data=temp01 noautolegend 
tmplout="C:¥Users¥s14789¥Desktop¥ex1.sas"; 
  series x=ADY y=aval; 
  scatter x=ADY y=aval/markerattrs=(symbol=circlefilled); 
  xaxis values=(1,14,28,42,70,98) min=-10  max=120 valueshint  
 label="Days" offsetmin=0.01 offsetmax=0.01; 
  yaxis values=(0 to 10 by 2)  label="BPI疼痛重症度"; 
  refline CMSTDY/axis=x legendlabel=“頓服の使用”  
 lineattrs=(pattern=2   color=red) name="1"; 
  keylegend "1"; 
run; 
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proc sgplot data=temp01 noautolegend tmplout="C:¥Users¥s14789¥Desktop¥ex2.sas"; 
  vector x=AEENDY1 y=seq/xorigin=AESTDY1 yorigin=seq noarrowheads name="2" legendlabel="Related“ 
  lineattrs=(color=black pattern=solid); 
  vector x=AEENDY2 y=seq/xorigin=AESTDY2 yorigin=seq noarrowheads name="3"  
 legendlabel="Not Related" lineattrs=(color=black pattern=mediumdash) ; 
  scatter x=AEMED y=seq2/markerchar=AEDECOD1 markercharattrs=(color=black) name="4"    
  legendlabel="Mild"; 
  scatter x=AEMED y=seq2/markerchar=AEDECOD2 markercharattrs=(color=blue) name="5"    
  legendlabel="Moderate" ; 
  scatter x=AEMED y=seq2/markerchar=AEDECOD3 markercharattrs=(color=red)  name="6"  
  legendlabel="Severe"; 
  xaxis values=(1,14,28,42,70,98) min=-10 max=120 label="Days" valueshint offsetmin=0.01  
  offsetmax=0.01 ; 
  yaxis values=(0 to 4 by 1) label=" " DISPLAY=(novalues) ; 
  keylegend "2" "3" "4" "5" "6"  / POSITION=bottom; 
run; 



• SGPLOTで作成した2つの図を結合して，一つの図に 
– SGRENDERプロシジャを用いる 

 
• SGRENDERプロシジャとは 

– Graph Template Language (GTL)と呼ばれるSASのコード

で作成したグラフテンプレートを用いて，グラフを出力
するためのプロシジャ 

ヒト: Graph Template DNA: Graph Template Language 

便利だが複雑 
→tmploutオプションの活用 

25 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=y91PRMlm6bulRM&tbnid=rZZgQHUVDSe05M:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.acluct.org/updates/crime-lab-audits-raise-more-questions-about-dna-law/&ei=iaWqU9ebA9ORuATq84DIAw&bvm=bv.69620078,d.dGI&psig=AFQjCNGA3RuOiRpg8-moenxRiOk24cE35Q&ust=1403778820167716


26 

このグラフが，どういったGTLで構成されているのかを 
アウトプットするプログラム 

proc sgplot data=temp01 noautolegend 
tmplout="C:¥Users¥s14789¥Desktop¥ex1.sas"; 
  series x=ADY y=aval; 
  scatter x=ADY y=aval/markerattrs=(symbol=circlefilled); 
  xaxis values=(1,14,28,42,70,98) min=-10  max=120 valueshint  
 label="Days" offsetmin=0.01 offsetmax=0.01; 
  yaxis values=(0 to 10 by 2)  label="BPI疼痛重症度"; 
  refline CMSTDY/axis=x legendlabel=“頓服の使用”  
 lineattrs=(pattern=2   color=red) name="1"; 
  keylegend "1"; 
run; 



ex1.sasの中身を見てみると・・・ 
proc template; 
define statgraph sgplot; 
begingraph; 
layout overlay / xaxisopts=( Label="Days" offsetmin=0.01 offsetmax=0.01 
type=linear linearopts=( tickvaluelist=( 1 14 28 42 70 98 ) viewmin=-10 
viewmax=120 ) ) yaxisopts=( Label="BPI疼痛重症度" type=linear 
linearopts=( tickvaluelist=( 0 2 4 6 8 10 ) viewmin=0 viewmax=10 ) ); 
   SeriesPlot X=ADY Y=aval / LegendLabel="aval" NAME="SERIES"; 
   ; 
   ScatterPlot X=ADY Y=aval / primary=true 
Markerattrs=( Symbol=CIRCLEFILLED) LegendLabel="aval" NAME="SCATTER"; 
   ; 
   ReferenceLine X=CMSTDY / clip=true NAME="1" LegendLabel="頓服の使用" 
Lineattrs=( Color=RED Pattern=2); 
   DiscreteLegend "1" / Location=Outside; 
endlayout; 
endgraph; 
end; 
run; 

①有効性の推移図を作成しているGTL 
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有効性の推移図と有害事象の推移図を合成したGTLの作成 
proc template ; 
  define statgraph surface; 
  dynamic _ticklist_ ; 
  begingraph ; 
  entrytitle “個別症例の推移図" /; 
  layout lattice / 
 backgroundcolor=white rows=2 rowweights=(.5 .5) order=columnmajor       
  pad=20px border=no ; 
      
 
 
 
 
 
endlayout; 
endgraph; 
 
  end; 
run; 

①有効性の推移図を作成しているGTL(前頁の赤枠の部分)を貼り付ける 
→次頁の赤枠部分 

② ①と同様に有害事象の推移図を作成しているGTLを貼り付ける 
→次頁の緑色の部分 

どのくらいの比率で，①と②を配合するのかを定義 
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有効性の推移図と有害事象の推移図を合成したGTLの作成 proc template ; 
 define statgraph surface; 
  dynamic _ticklist_ ; 
  begingraph ; 
  entrytitle “個別症例の推移図" /; 
  layout lattice / 
 backgroundcolor=white rows=2 rowweights=(.5 .5) order=columnmajor pad=20px border=no  
layout overlay / xaxisopts=( Label="Days" offsetmin=0.01 offsetmax=0.01 type=linear linearopts=( tickvaluelist=( 1 14 28 42 
70 98 ) viewmin=-10 viewmax=120 ) ) yaxisopts=( Label="BPI疼痛重症度" type=linear linearopts=( tickvaluelist=( 0 2 4 6 8 
10 ) viewmin=0 viewmax=10 ) ); 
  SeriesPlot X=ADY Y=aval / LegendLabel="aval" NAME="SERIES";   ; 
  ScatterPlot X=ADY Y=aval / primary=true Markerattrs=( Symbol=CIRCLEFILLED) LegendLabel="aval" NAME="SCATTER";   ; 
  ReferenceLine X=CMSTDY / clip=true NAME="1" LegendLabel="頓服の使用" Lineattrs=( Color=RED Pattern=2); 
  DiscreteLegend "1" / Location=Outside; 
endlayout; 
layout overlay / cycleattrs=true xaxisopts=( Label="Days" offsetmin=0.01 offsetmax=0.01 type=linear 
linearopts=( tickvaluelist=( 1 14 28 42 70 98 ) viewmin=-10 viewmax=120 ) ) yaxisopts=( display=( ticks line label ) Label=" 
" type=linear linearopts=( tickvaluelist=( 0 1 2 3 4 ) viewmin=0 viewmax=4 ) ); 
  VectorPlot X=AEENDY1 Y=seq XOrigin=AESTDY1 YOrigin=seq / Lineattrs=( Color=BLACK Pattern=1) Arrowheads=false 
LegendLabel="Related" NAME="2";   ; 
  VectorPlot X=AEENDY2 Y=seq XOrigin=AESTDY2 YOrigin=seq / Lineattrs=( Color=BLACK Pattern=4) Arrowheads=false 
LegendLabel="Not Related" NAME="3";   ; 
  ScatterPlot X=AEMED Y=seq2 / primary=true MarkerCharacter=AEDECOD1 MarkerCharacterAttrs=( Color=BLACK) LegendLabel="Mild" 
NAME="4";   ; 
  ScatterPlot X=AEMED Y=seq2 / MarkerCharacter=AEDECOD2 MarkerCharacterAttrs=( Color=BLUE) LegendLabel="Moderate" NAME="5";; 
  ScatterPlot X=AEMED Y=seq2 / MarkerCharacter=AEDECOD3 MarkerCharacterAttrs=( Color=RED) LegendLabel="Severe" NAME="6";; 
  DiscreteLegend "2" "3" "4" "5" "6" / Location=Outside valign=bottom; 
endlayout;endlayout; 
endgraph; 
  end; 
run; 

どのくらいの比率で，①と②を配合するのかを定義 

①有効性の推移図を構成しているGTL 

②有害事象の推移図を構成しているGTL 
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SGRENDERを用いて出力 
ods rtf file="C:¥Users¥s99999¥Desktop¥patient_profile.rtf" bodytitle; 
%macro patient_profile(subjid); 
title "SUbject ID: &subjid."; 
proc sgrender data=temp01 template=surface; 
where subjid="&subjid."; 
run ;  
%mend patient_profile; 
 
data _null_; 
  set temp02; 
  call execute('%patient_profile('||strip(subjid)||');'); 
run; 
ods rtf close; 

作成したTemplateをもとに，SGRENDER，Call Executeで 
出力することで個々人の被験者ごとの，推移図が作成される 
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拡張 

• これらの個別症例のプロファイルや，背景情
報などを結合したファイルの作成 

• ハイパーリンクや見出しをつけて作成するこ
とで，簡単に各被験者がどのような推移を辿
ったのか情報を見ることが可能になる 
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Example 
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個別症例のファイルを作成するメリット 
• 探索解析を行う場合，有効性・安全性について個々の症例のプロ

ファイルの検討から始めることが少なくない 
• 実際の個々の症例のデータを見ながら，探索解析のアイディアを

思いつくこともある 
• しかし数値データのみから，アイディアを思いつくのは困難 

可視化が重要！ 
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Conclusion 
• 臨床試験のデータにおける可視化の重要性 

– 臨床試験の結果について，数値で集計することは必
要かつ重要 

– しかし，数値結果だけでは直観的な考察を得ることは
困難 

• SG ProcedureとODS Graphicsを用いることで，個々の症

例のプロファイルなど様々な視点からの可視化が可能
になる 

• ODS Graphicsによる可視化により，新たな知見，アイディ
アを得ることが期待される 
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End Of Slide 
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