
【企画セッション】欠測のあるデータにおける主解析の検討

(1) セッションの概要
日本製薬工業協会医薬品評価委員会 データサイエンス部会 タスクフォース4

欠測のあるデータの解析検討チーム，
藤原正和1)

1) 塩野義製薬株式会社

(1) Overview of the session.

The team for statistical analysis of data analysis with missing data, task force 4, 

data science expert committee, drug evaluation committee, 

Japan Pharmaceutical Manufacturers Association,

Masakazu Fujiwara1)

1) Shionogi & Co., Ltd.

【Planning session】 Study to the candidates for the primary analysis 

for the longitudinal data with missing observations.

1



要旨：

本セッションでは，欠測のある連続量経時データに
対する解析を扱う．Efficacy を主要な estimand とし，
欠測メカニズムにMAR を仮定した場合の主解析の
候補として，Mallinckrodt (2013) でMMRM・MI・
wGEEの3種類が提案された．本セッションでは，SAS
ユーザー総会2014・日本製薬工業協会シンポジウム

でのこれまでの検討を受け，主解析の候補に対して
より詳細な検討を行う．

キーワード：欠測のある連続量経時データ，MAR，MI，
MMRM，wGEE，Doubly Robust
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発表内容

1. 本セッションの背景

2. 本セッションの内容

3. これまで解析してきたシミュレーションデータ・解析方法

4. 記号・用語の準備
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1. 本セッションの背景
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本セッションの背景：
欠測のあるデータの解析

• 応答変数のデータに欠測がある程度以上存在する場合，

– 不適切な手法を用いると，以下の問題が起こる可能性がある
• αエラーがインフレする

• バイアスが入る

• 精度が下がる

– 検証不能な仮定によって，結論が左右される可能性がある
• 欠測メカニズム(MAR? MNAR?)

• 欠測データの分布

解析手法の妥当性について，
十分な検討が必要
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本セッションの背景
• 欠測のあるデータの解析における，主解析の選択．

日本製薬工業協会(JPMA)で継続して検討中．これまでの検討
・SASユーザー総会2014：土居ら(2014)

・ 【JPMAシンポジウム】 ：横山ら(2015)

・Estimand：efficacy

・欠測メカニズム：MAR

のとき、
Mallinckrodt(2013)の
主解析の候補は
・MMRM

・MI

・wGEE

の3つ
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本セッションの背景

• Efficacyの評価

– 薬剤が「被験者全員が投与完了した」と想定した状態での薬効
の評価
• 申請段階で企業が示すべき「有効性」を，本セッションではefficacyと想定

• MARの妥当性

– 治療効果の発現を経時測定デザインで評価する試験では，観
測データと解析モデルによりほとんどの欠測を説明することが
できると考えられる(Mallinckrodt et al.,2008)

• この考えに全面的に賛成するわけではないが，本セッションではこの論
文の考え方のもとで話を進める
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主解析の候補

• MMRM (Mixed Models for Repeated Measures)

– 尤度の考え方に基づく方法．

• MI (Multiple Imputation)

– 多重補完を行い，補完後の完全データに対して適切な解析を
実施する方法．

• wGEE (weighted Generalized Estimating Equation)

– 逆確率による重みづけによるGEE法．セミパラメトリックな解析
方法．
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これまで検討してきたシミュレーションデータ

• 2種類のシミュレーションデータの検討．共に応答変数は
連続値．

① うつ病データ

• SASユーザー総会 2014の土居ら(2014)で検討．

② 慢性疼痛データ

• 日本製薬工業協会シンポジウム「臨床試験の欠測データの
取り扱いに関する最近の展開と今後の課題について
―統計手法・estimandと架空の事例に対する流れの整理― 」
の横山ら(2015)で検討．
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これまでの検討結果

αエラー 検出力 現段階での結論

MMRM 5%前後 最も高い 最も性能が良い

MI 5%前後 MMRMにやや劣る MMRMにやや劣る

wGEE インフレ MIより低い MMRM, MIより劣る

⇒ 本当に性能が劣る？
モデルの特定や設定が不十分なだけ？
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2. 本セッションの内容
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期待する結果

• MIは，補完回数を増やせばMMRMと同程度の検
出力になるのでは？

• wGEEは，モデルをうまく特定すればもっと性能が上
がるのでは？

– 観測確率モデルが正しい + 他の指定 (重みの選択等) が
適切なら，MMRMに匹敵する？

– 観測確率モデルが誤特定されれば，性能は安定しないか
もしれない．
• Doubly Robustな手法を用いれば解消できる？

※今まで解析してきたデータを，指定を変えて再度解析．
MMRMの結果と比較する． 12



本セッションの内容

(1)セッションの概要（本発表）

(2) MIに基づく連続量経時データの解析

(3) Proc GEE による wGEE法を用いた
連続量経時データの解析

(4) Vansteelandtの方法によるDoubly Robustな
推定量を用いた連続量経時データの解析

(5) セッションのまとめ
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3. これまで検討してきた
シミュレーションデータ・解析方法
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①うつ病データ

測定値の
平均値

ベース
ライン

時点
1

時点
2

時点
3

時点
4

実薬群
20.0 

(4.0)

18.0 

(5.0)

15.0 

(5.0)

12.0 

(6.0)

9.0 

(6.0)

プラセボ群
20.0 

(4.0)

18.0 

(5.0)

16.0 

(5.0)

14.0

(6.0)

12.0 

(6.0)

ベース
ライン

時点
1

時点
2

時点
3

時点
4

ベース
ライン

1 0.3 0.3 0.2 0.1

時点1 － 1 0.6 0.55 0.5

時点2 － － 1 0.6 0.55

時点3 － － － 1 0.6

時点4 － － － － 1

各時点の平均（SD）

相関構造（両群同じ）

・投与群：2群
（ ：実薬群， ：プラセボ群）
・被験者数：100例/群
・時点数：ベースライン＋ 4時点
（時点4が主要評価時点）

◎αエラー計算時は，平均構造は両群プラセボ

主要評価項目は時点4の
ベースライン値からの変化量の群間差

15



①うつ病データ

MAR ：

MNAR：

◎繰り返し回数：10,000回
欠測確率：以下の2パターン

：時点 の測定値

が欠測する確率は以下の通り（両群共通）．

それぞれ
10,000回ずつ

時点1 時点2 時点3 時点4

5% 10% 13% 15%

【時点ごとの累積欠測確率の目標値】

◎ロジスティックモデルで正しく特定可能．

◎ロジスティックモデルは正しいが，欠測データ が手に入らないため
MARを仮定したロジスティックモデルでは正しく推定できない．

※単調な欠測のみ
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①解析手法（うつ病データ）

• 帰無仮説：時点4で群間差が0

• 有意水準：両側5%

• 解析手法：MMRM
– 説明変数：（連続値）ベースライン値

（カテゴリ値）投与群，時点，投与群と時点の交互作用

– 変量効果：被験者の影響を誤差と合わせてモデル化するため，
明示的には特定しない（相関構造に含める）

– 相関構造：Unstructured（被験者ごと）
収束しなかった場合，①初期値をFisher’s scoringで与える．
②相関構造をToep, HCS，AR(1)，CS，VCの順に指定．

– 推定方法：REML

– 自由度調整方法：Kenward Roger

• MMRM
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• MI

– 補完モデル：投与群ごとの単調回帰モデル
• 説明変数：ベースライン値，各時点の応答変数の変化量

– 補完回数：5回

– 解析方法：共分散分析
• 説明変数：投与群，ベースライン値

• wGEE

– 観測確率モデル（ロジスティックモデル）
• 説明変数：各時点の変化量，ベースライン値，投与群，

投与群と各時点の変化量の交互作用

– 解析モデル
• 説明変数：ベースライン値，投与群，時点，投与群と時点の交互作用

• 相関構造：EXCH

①解析手法（うつ病データ）
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②慢性疼痛データ

測定値の平均（SD） ベースライン 時点1 時点2 時点3 時点4

実薬群 7.00 (1.40) 6.00 (1.60) 5.00 (1.80) 5.00 (2.00) 5.00 (2.00)

プラセボ群 7.00 (1.40) 6.75 (1.60) 6.50 (1.80) 6.25 (2.00) 6.00 (2.00)

各時点の測定値の平均（SD）

完全データ

完全データの平均構造

平均

・慢性疼痛の第Ⅲ相試験
・応答変数：疼痛スコア（0～10）
・群：2群（実薬群，プラセボ群）
・主要評価時点は時点4
・被験者数：100例/群

ベース
ライン

時点1 時点2 時点3 時点4

ベース
ライン

1.00 0.60 0.50 0.40 0.30

時点1 － 1.00 0.60 0.50 0.40

時点2 － － 1.00 0.60 0.50

時点3 － － － 1.00 0.60

時点4 － － － － 1.00
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②慢性疼痛データ

時点毎の累積欠測確率の目標値

完全データと上記の目標値より，以下に示す2通りの欠測メカニズム
に基づくデータをそれぞれ10,000組ずつ作成した．

①MCARとMARの欠測メカニズムを混合 （MCAR+MAR）
②MCARとMNARの欠測メカニズムを混合 （MCAR+MNAR）

なお，欠測メカニズムを混合する際の割合は1:1とした．
欠測メカニズムを混合した理由は，欠測理由が複数あることを
考慮したためである．

群 ベースライン 時点1 時点2 時点3 時点4

実薬群 0 % 20 % 26 % 30 % 34 %
プラセボ群 0 % 18 % 30 % 40 % 48 %

※単調な欠測のみ

◎混合 → ロジスティックモデルで正しく特定できない．20



②慢性疼痛データ

測定値の平均 ベースライン 時点1 時点2 時点3 時点4

実薬群 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00

プラセボ群 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00

αエラー算出の際は，SD，相関，欠測確率の目標値は不変とし，
平均構造のみ上記の通り変更した．

検出力 算出の際の平均構造 αエラー算出の際の平均構造

平均 平均

αエラー算出の際の測定値の平均
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解析方法（②慢性疼痛データ）

解析手法 解析方法

MMRM

解析モデル
説明変数：ベースライン値，投与群，時点，投与群と時点の交互作用
変量効果：被験者の影響を誤差と合わせてモデル化するため，明示的には特定せず
相関構造：Unstructured
推定方法：REML
自由度調整方法：Kenward Roger

MI 

補完モデル（投与群ごとの単調回帰モデル）
説明変数：ベースライン値，各時点の変化量
補完回数：100回
解析モデル（時点4に対するANCOVA）
説明変数：投与群，ベースライン値

wGEE

観測確率モデル（ロジスティックモデル）
説明変数：各時点の変化量，ベースライン値，投与群，

投与群と各時点の変化量の交互作用
解析変数モデル
説明変数：ベースライン値，投与群，時点，投与群と時点の交互作用
相関構造：EXCH

時点4におけるαエラー，検出力等の算出を行った．
なお，応答変数はベースライン値からの変化量，有意水準は両側5%とした．
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MAR αエラー（%） 検出力（%）
群間差の

推定値の平均
群間差に対す
るMSE

MMRM 4.79 90.40 -2.9988 0.8250

MI 4.80 89.19 -2.9984 0.8397

wGEE(SS) 11.12 69.31 -2.9975 2.3016

LOCF 4.78 83.42 -2.8162 0.9293

MNAR αエラー（%） 検出力（%）
群間差の

推定値の平均
群間差に対す
るMSE

MMRM 4.84 90.53 -2.9688 0.8055

MI 4.70 89.16 -2.9654 0.8250

wGEE(SS) 10.40 69.28 -2.9678 2.1840

LOCF 4.76 86.33 -2.8562 0.8731

これまでの解析の結果（①うつ病データ）

土居ら(2014)より． 23



これまでの解析の結果（②慢性疼痛データ）

MCAR
+ MAR

αエラー
（%）

検出力（%）
①～③：検出力の

高い順

10,000個の
推定値の平均
（真値：-1.00）

10,000個の
推定値のSD

MSE

MMRM 4.98 ①81.99 -1.0168 0.3526 0.1246

MI 4.36 ②77.67 -1.0032 0.3580 0.1282

wGEE 7.29 ③69.61 -1.0159 0.4474 0.2004

MCAR
+ MNAR

αエラー
（%）

検出力（%）
①～③：検出力の

高い順

10,000個の
推定値の平均
（真値：-1.00）

10,000個の
推定値のSD

MSE

MMRM 4.96 ①79.37 -0.9696 0.3488 0.1226

MI 4.31 ②74.88 -0.9536 0.3537 0.1273

wGEE 6.76 ③69.19 -0.9601 0.4120 0.1713

横山ら(2015)より． 24



4. 記号・用語の準備
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記号・用語の準備
本発表で対象となるデータ：経時データ（連続値）

共変量

：計画された測定時点数

：被験者数

：観測データ ：欠測データ

：被験者 の実際に観測された測定時点数

：ベースライン値共変量
・投与後の時間依存性共変量共に含む

※まとめて記載するが、特に時間依存性共変量を応答変数モデルに入れることの妥当性は
慎重な議論が必要。
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記号・用語の準備

被験者 の 時点でのデータが観測された

被験者 の 時点でのデータが欠測

欠測識別変数

：最初の脱落時点（脱落症例）
時点数 + 1 （完了例）
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記号・用語の準備（単調な欠測）

時点1 時点2 時点3 時点4

症例1 ○ ○ × ×

症例2 ○ ○ ○ ×

症例3 ○ ○ × ○

単調な欠測

非単調な欠測

○：観測
×：欠測

◎本発表では，単調な欠測のみ扱う．
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