
【企画セッション】欠測のあるデータの解析のためのSASプログラムの紹介 

～データ発生・DIAマクロとプロシジャの進展～ 

(5) Pattern Mixture ModelとMultiple Imputationに基づく解析2 
(Reference-based imputation) 

(5) Analysis based on pattern mixture models and 

 multiple imputation 2 

(Reference-based imputation) 
Masakazu Fujiwara1,2 

 (1 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, 
 2 Shionogi & Co., Ltd.) 

 

藤原 正和1,2 

(1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， 2 塩野義製薬株式会社) 

【Planning session】 Introduction of the SAS programs to analyze the missing data 

1 



キーワード：欠測のあるデータの解析，シミュレーション
データ，DIAマクロ，PMM，MI， Placebo Multiple 
Imputation 

要旨：DIAマクロであるFive macros (%part1A, %part1B,  
%part2A, %part2B, %part3) で実行可能な手法，及び利

用方法を述べる．またシミュレーションデータへの適用
結果も示す． 
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発表構成 
• Five macrosとは？ 

• 記法，前提，制約 

• Reference-based imputation 

• Delta methods 

• Five macrosの流れ 

• シミュレーションデータへの適用 

• まとめ 
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Five macrosとは？ 
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Five macros＋α 
• part1A_32 

• part1B_46 

• part2A_38 

• part2B_30 

• part3_54 

 

・James Roger, Carly Barnett (GSK) によっ
て管理されている 

・マクロの改訂にあわせて，マクロ名内の
数字が更新される (part1A_36など) 
・www.missingdata.org.ukに公開されてい
る2015/09/14更新版に基づき発表を行う 

5つのマクロを併せて用いるこ
とで，Reference-based 
imputation が実行される 

・plotter_5 

本発表の対象外 5 

http://www.missingdata.org.uk/
http://www.missingdata.org.uk/


Five macrosとは？ 
 

 

 

• 対照群 (Reference群) の情報を用いて補完を行う 

– つまり， Reference群をPlacebo群とした場合，Placebo 
multiple imputationが実装可能である 

• Estimand 

– Effectiveness に対する推定値を求める 
• 治療中止後の推移 

– Efficacy に対する保守的な解析として用いることも可能である (Ayele et 
al. (2014)) 

 

欠測のあるデータに対して 
Reference-based imputationが可能 
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記法，前提，制約 

7 



記法 
Index letter Range Function 

n - 両群合わせた被験者数 

q - 群の数 

t - 評価visit数 (ベースライン時点は含まない) 

i 1...n 被験者識別番号 

j 1...q 治療群 

k 1...t 時点 (Visit) 

r 1...q Reference群 (CIR, CR, J2Rなどで用いる) 

p 0...t 実際に観測された最終時点 

(0 ：観測データなし，t:完備データ ) 

s  - 共変量の添え字 
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前提と制約 

• 前提 

–経時データが測定される臨床試験 

–連続値応答であり，応答は正規分布に従う 

 

• 制約 

–共変量 (連続値，またはカテゴリー値) 情報が完
備であることを想定している 

• 共変量が欠測の被験者はFive macros内で無視される 

• 共変量の補完は実施されない 
9 



Reference-based imputation 
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The basic model 
• 𝐸 𝑌𝑖𝑘 = 𝐴𝑗𝑘 +  𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠𝑠  

 

 
• 𝒊 ∶両群通しての被験者番号 

• 𝒋: 被験者 𝒊 の属する投与群 

• 𝒀𝑖 = (𝑌𝑖𝑘)：応答変数 
– (多変量) 正規分布に従うと仮定 

• 𝐴𝑗𝑘：群と時点の交互作用に対するパラメータ 

• 𝜷 ：共変量 (𝑿𝑖) に対するパラメータ 

 

 

 

Index letter Range Function 

i 1...n 被験者識別番号 

j 1...q 治療群 

k 1...t 時点 (Visit) 

s   共変量の添え字 
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𝑌𝑖𝑘では「どちらの投与群か」が省
略されている 



Reference-based imputationの流れ 
• パラメータ推定モデル 

– 全群のデータを用いて，欠測メカニズムとしてMARを仮定したもとで，観測

データから各パラメータ (群と各時点の交互作用など) を推定する 
 

• 補完モデル 

– パラメータ推定モデルから求まったパラメータを用いて，中止に伴う未観測値

に対するプロファイルを予測する 

– 個々の被験者に対する欠測値を，群と中止時点に対応した予測値に基づき

補完する 
 

• 解析モデル 

– 補完によって生成された完備データに対する解析を行い，興味のあるパラ

メータ推定値 (最終時点の群間差など) を求める 

• 解析モデルは必ずしも補完モデルと一致していなくても良い 
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パラメータ推定モデルと補完モデル 

• The basic model 

– 𝐸 𝑌𝑖𝑘 = 𝐴𝑗𝑘 +  𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠𝑠  
 

• パラメータ推定モデルと補完モデルは，群と時点の交互作用に関
するパラメータに違いがある 

– パラメータ推定モデル 

• 𝐸 𝑌𝑖𝑘 = 𝐴𝑗𝑘 +  𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠𝑠  
– 被験者 𝒊 (群𝒋) の 𝒌 時点での応答変数の (補完していない) 期待値を表す 

– 補完モデル 

• 𝐸𝑝 𝑌𝑖𝑘 = 𝐵𝑝𝑗𝑘 +  𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠𝑠  
 

– 被験者 𝒊  (群𝒋) が，時点 𝒑 まで観測され，その後欠測した場合の時点𝒌
の値の期待値を表す 
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補正によるパラメータ推定モデルと補完モデルの
再定義 

• 被験者の個々の共変量 𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠𝑠 は治療群と関係がない 

• 全ての被験者に対する平均𝐶𝑘 =
1

𝑛
 𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠𝑖𝑠 で補正した各モデルのもとで，

𝐴𝑗𝑘と𝐵𝑝𝑗𝑘の関係を定義する 

 

 

 

 

 

• 実薬群に対する𝐵𝑝𝑗𝑘を変えることで様々な補完モデルが定義される 

– MAR，CIR，J2R，CR 

– Reference群に対しては常に𝐵𝑝𝑗𝑘 = 𝐴𝑗𝑘  と仮定する (MARのもとでの補完) 

パラメータ推定モデル：𝐸 𝑌𝑖𝑘 = 𝐴𝑗𝑘 +  𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠 −
1

𝑛
 𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠𝑖𝑠𝑠  

補完モデル       ：𝐸𝑝 𝑌𝑖𝑘 = 𝐵𝑝𝑗𝑘 +  𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠 −
1

𝑛
 𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠𝑖𝑠𝑠  
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MAR  (Missing At Random) 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘 = 𝐴𝑗𝑘  

–全ての p, j, kに対して上記が成立すること
を仮定する 

–MARを仮定したMMRMに基づく解析と同等
である 

–投与中のデータを解析に用いる場合は，
efficacy estimandを推定することに繋がる 
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CIR (Copy Increment from Reference) 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘  = 𝐴𝑗𝑘 for k≤p 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘  = 𝐴𝑗𝑝 + 𝐴𝑟𝑘 − 𝐴𝑟𝑝 for k>p 
 

• 全ての脱落例に対して，最終観測時点𝑝ま
で𝐵𝑝𝑗𝑘 = 𝐴𝑗𝑘である 

• 実薬群の脱落症例に対して，脱落後は
Reference群の推移に対して平行となる 

• 治療を中止した場合，前治療の影響を受け
続けるが， Reference群と同様に症状が進
行することを仮定する 

• Reference群はMARを仮定した結果が得ら
れる 

– 𝑗 = 𝑟 のとき2つ目の式から 𝐵𝑝𝑟𝑘 = 𝐴𝑟𝑘 
16 

𝑝 𝑘 

𝐵𝑝𝑗𝑘 



J2R  (Jump to Reference) 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘 = 𝐴𝑗𝑘 for k≤p 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘 = 𝐴𝑟𝑘 for k>p 
 

• 全ての脱落例に対して，最終観測時点𝑝まで 

  𝐵𝑝𝑗𝑘 = 𝐴𝑗𝑘である 

• 実薬群の脱落症例に対して，脱落後のプロファイル

はReference群に対して推定されたプロファイルと同

じになる 

• Reference群はMARを仮定した結果が得られる 

• MNARの極端な形式であるが，疼痛の試験などにお

けるeffectivenessの推定に適しているかもしれない 

– 治療の中止に従って起こると考えらえる急激な

変化を表す 17 

𝑝 𝑘 



CR (Copy Reference) 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘 = 𝐴𝑟𝑘 
 

 

• 全ての 𝑝, 𝑗, 𝑘 に対して上記が成立するこ
とを仮定する 

• 実薬群のすべての脱落例に対して，パラ
メータ推定モデル内でReference群で推定
された全体のプロファイルに従う (脱落前
も脱落後も) 

– 𝐵𝑝𝑗𝑘 = 𝐴𝑟𝑘ではあるものの，時点 𝑝 までの

実薬群の推移の条件付きで 𝑝 時点目以
降の推移が決まる  

• Reference群はMARを仮定した結果が得ら
れる 
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𝑝 𝑘 

𝐴𝑟𝑘 



その他の実装可能な方法 

• Reference-based imputationではない方法 
– ALMCF (Average Last Mean Carried Forward) 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘  = 𝐴𝑗𝑘 for k≤p 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘  = 𝐴𝑗𝑝 for k>p 

 
– OLMCF (Own Last Mean Carried Forward) 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘  = 𝐴𝑗𝑘 for k≤p 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘  = 𝐴𝑗𝑝 +  𝑋𝑖𝑝𝑠𝛽𝑠 −
1

𝑛
 𝑋𝑖𝑝𝑠𝛽𝑠𝑖𝑠𝑠 −  𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠 −

1

𝑛
 𝑋𝑖𝑘𝑠𝛽𝑠𝑖𝑠𝑠  for k>p 

 

• なお，User-defined methods も使用可能である 
– 詳しくはFive macros仕様書 (Fitting reference-based models for 

missing data to longitudinal repeated-measures Normal data) を
参照 
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補完モデルの構築 

• 𝐵𝑝𝑗𝑘を定めた後，観測データで条件付けた多

変量正規分布を利用して，補完モデルを構築
する 

–観測データで条件付けた欠測データの条件付き
分布の詳細に関しては大江 (2015) を参照された
い 
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Delta methods 
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Delta methods 
• 2種類のDelta methodsがある 

– Marginal delta approach 

• 補完されたデータに対する多変量正規分布の平均値に加える 

– Conditional delta approach (前発表 (大浦, 2016) の内容がこれに該当する) 

• MIへのステップワイズ回帰アプローチを通して実行される 

• 各ステップ内で補完値へデルタ (Δ) が加えられる 

• この増加分が加わった値は，ステップワイズ回帰の次のステップ内で用いられる 

• もし被験者が早期に脱落していた場合，過去のデルタ (Δ) に依存して，後期の
Visitでより効果的なデルタ  (Δ) を与えることに繋がる 

 

• Five macrosで実装されるDelta methodは，Marginal delta 
approachである 

– Reference-based imputationによる補完後，実施される 
• MAR+Delta method，J2R+Delta methodなどが利用可能である 
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Delta methods 

• Δ𝑘 =  𝑎ℎ ×
𝑘
ℎ=𝑝+1 𝑏 ℎ−𝑝  

– 時点kで 𝑌𝑖𝑘  の補完値に加えられる値  

 

– 𝑎ℎ：visit (k-1) からvisit kの期間に対する基礎となるデ
ルタ  

– 𝑏ℎ−𝑝 ： 脱落後の異なるラグに対するscaling multiplier 

 

• 特定の群に対してのみ与えることが可能である 

23 



Delta methods (例) 
最終観測 

時点 

Visit=1 

(Week=1) 

Visit=2 

(Week=3) 

Visit=3 

(Week=5) 

Visit=4 

(Week=9) 

p=0 + a1 b1 + (a1 b1) + a2 

b2 

+ (a1 b1 + a2 b2) + 

a3 b3 

+ (a1 b1+ a2 b2 + a3 b3) + 

a4 b4 

p=1 * + a2 b1 + (a2 b1) + a3 b2 + (a2 b1 + a3 b2) + a4 b3 

p=2 * * + a3 b1 + (a3 b1) + a4 b2 

p=3 * * * + a4 b1 

p=4 * * * * 

p=0 - 3 * 1 = -3 (-3) -6*1 = -9 (-9)  -6*1 =-15 (-15) -12*1 = -27 

p=1 * -6*1 = - 6 (-6) -6*1 =-12 (-12) -12*1 = -24 

p=2 * * -6*1 = -6 (-6) -12*1 = -18 

p=3 * * * -12*1 = -12 

p=4 * * * * 

24 
𝑏 ℎ−𝑝 =1 (常に1) 𝑎ℎ=(-3, -6, -6, -12) 



Five macrosの流れ 
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part1A_32 
part1B_46 
part2A_38 
part2B_30 
part3_54 



%part1A 

Part1A パラメータ推定モデルを宣言し，データセットが適切か
どうかチェックする 

(例)%part1A(Jobname=DIA, Data=_D5, Response=val, Subject=id 
,Time=time, Treat=trt, cov=x0, Covgroup=trt, Debug=0); 

・Jobnameを規定することで，以降の4マクロと一連の繋がりを生み出す 
・入力データセットの情報を定義する (群，時点，被験者ID，共変量など) 
・共分散行列を群ごとに分ける場合は，Covgroupに群変数を指定する 
・Debug=0とすると，マクロ内で作成される途中データを削除せず，残すことが可
能である (以降のマクロも同様である) 

26 ※マクロ引数の詳細はBack-upスライド参照 



%part1B 

Part1B 

MCMCを用いてパラメータ推定モデルを適合させ，線

形パラメータおよび分散共分散行列に対する同時分
布から，擬似的な独立サンプル（パラメータ）を抽出す
る 

27 

(例)%part1B(Jobname=DIA, Ndraws=10, thin=100, seed=726); 

・補完回数をNdrawsで規定する．デフォルトは10である 
・MCMCに関するパラメータ (シード値，サンプルを得る間隔) を規定する．Seedと
Thinのデフォルト値はそれぞれ0，100である 

※マクロ引数の詳細はBack-upスライド参照 



%part2A 

Part2A 

サンプリングされた線形パラメータごとに，脱落パター
ンに基づき，被験者ごとに予測平均値をMAR／MNAR
のもとで計算する 
MAR，CIR，J2R，CR等の指定はここで行う 
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(例)%part2A(Jobname=DIA); 
(例)%part2A(Jobname=DIA, Method=CIR, Ref=2); 

・引数Methodで補完手法を規定する．デフォルトはMARである 
・Reference-based imputationを用いる場合は，引数RefでReference群を指定する
必要がある 

※マクロ引数の詳細はBack-upスライド参照 



%part2B 

Part2B 

適切にサンプリングされた分散共分散パラメータを用
いて，観測値及び共変量を条件とした欠測データの条
件付き分布から，MAR／MNARのもとで欠測データを
補完する 
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(例)%part2b(Jobname=DIA); 

※マクロ引数の詳細はBack-upスライド参照 



%part3 

Part3 

パラメータ推定モデルと同じ共変量に基づいて，選択さ
れた時点での単変量ANOVA分析を実施する 
MIANALYZEプロシジャを用いて，最終的な結果を与える 
感度パラメータ（Delta Method）の取り扱いも，このマク
ロに含まれる 
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(例)%part3(Jobname=DIA, Anref=2); 
(例)%part3(Jobname=DIA, Anref=2, Delta=1 1 1 1, Dlag=1 1 1 1, 
Dgroups=1); 

・引数Anrefで，治療群と比較する群の指定が可能である 
・引数Delta で𝑎ℎ， Dlagで𝑏ℎ−𝑝が指定可能である 

※マクロ引数の詳細はBack-upスライド参照 



DIAマクロの実行例 
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%part1A(Jobname=DIA, Data=_D5, Response=val, Subject=id 
,Time=time,Treat=trt, cov=x0, Covgroup=trt); 
 
 
%part1B(Jobname=DIA, Ndraws=10, thin=100, seed=726); 
 
 
%part2A(Jobname=DIA, Method=CIR, Ref=2); 
 
 
%part2b(Jobname=DIA); 
 
 
%part3(Jobname=DIA, Anref=2); 



シミュレーションデータへの適用 

32 



解析対象データ 
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◎うつ病の第III相試験を想定したシミュレーションデータ 

●主要評価項目：HAM-D 

  → スコア低下：改善 
 

●実薬群 vs プラセボ群 

  ・1群120例（ベースライン） 

  ベースライン 時点1 時点2 時点3 時点4 

  例数 
平均  
(SD) 

例数 
平均  
(SD) 

例数 
平均  
(SD) 

例数 
平均  
(SD) 

例数 
平均  
(SD) 

実薬群 120 
20.0 
(4.1) 

100 
14.9 
(4.4) 

92 
12.8 
(6.5) 

86 
10.1 
(7.5) 

83 
8.1 

(8.7) 

プラセボ群 120 
20.2 
(3.9) 

106 
15.9 
(4.6) 

100 
13.3 
(5.3) 

94 
12.1 
(7.2) 

88 
11.3 
(8.2) 

ベースライン 時点1 時点2 時点4 時点3 
0

10

20

30

（平均＋SD） 

実薬群 プラセボ群 



シミュレーションデータの解析結果(時点4) 

34 

手法 群 調整平均値 (SE) 群間差(SE) 95%CI P値 

MAR プラセボ -8.457 (0.917) 

実薬 -11.217 (0.969) -2.760 (1.367) [-5.530, 0.009] 0.0507 

CIR プラセボ -8.459 (0.917) 

実薬 -10.327 (0.829) -1.869 (1.162) [-4.170, 0.432]  0.1104 

CR プラセボ -8.458 (0.917) 

実薬 -10.343 (0.828) -1.885 (1.160) [-4.183, 0.413] 0.1070 

J2R プラセボ -8.459 (0.917) 

実薬 -10.179 (0.837) -1.720 (1.166) [-4.029, 0.589] 0.1428 

MAR+Delta

𝑎ℎ=(1,1,1,1) 

𝑏 ℎ−𝑝 = 1 

プラセボ -8.459 (0.917) 

実薬 -10.223 (0.988) -1.765(1.380) [-4.560, 1.029] 0.2087 



BLのみ 1時点目 2時点目 3時点目 完遂例 

最終観測時
点別の平均
推移 

(実薬群 
のみ) 

MAR 

Delta 
Method 
(MAR+Delta) 
𝑎ℎ=(1,1,1,1)
𝑏 ℎ−𝑝 = 1 
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まとめ 

• Five macrosはEffectiveness Estimandに対する

推定値算出，及び群間差に対する検定が実
施可能である 

– Reference-based imputationが実装可能である 

• CIR, J2R, CR, Delta methodなど 

– 各手法の性質を理解したもとで，疾患等の臨床的解釈に基
づき，手法を選択していく必要がある 

» 特に，Delta methodは意図した解析になっているか，確
認が重要である 
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Back up 
公開用 
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DIAマクロの詳細：Part1A 
パラメータ 機能 デフォルト 

Jobname すべてのデータセットを結びつけるための識別文字 データセットの名前 

Data 入力するデータセットの名前 Required 

PEWhere パラメータ推定に含めるデータを示す変数 すべてのデータ 

Response 応答変数の名前．補完の対象 Required 

Subject 被験者IDを示す変数の名前 Required 

Time 時点を示す変数の名前．数値でもカテゴリでも可 Required 

Treat パラメータ推定モデルにおける治療を示す変数の名前 Required 

Cov パラメータ推定モデルにおける共変量の名前のリスト Optional 

Catcov パラメータ推定モデルにおけるカテゴリ共変量の名前のリスト Optional 

CovbyTime Covと同様．ただし，時点とともに変化する共変量 Optional 

CatCovbyTime Catcovと同様．ただし，時点とともに変化するカテゴリ共変量 Optional 

CovGroup 分散共分散行列を同定する変数の名前．群変数であることが多い 全体で共通の1つ
の分散共分散行列 

ID 補完データセットでコピーされるべき変数名のリスト Optional 

Debug デバグする場合は1(true)を指定 0／False 
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DIAマクロの詳細：Part1B 

パラメータ 機能 デフォルト 

Jobname このマクロの出力データセットの接頭語 Required 

INName 入力に用いるJobname．異なるJobnameに対していくつかの解析を
行うことができる． 

Jobname 

Ndraws 必要なサンプリング(補完)回数 10 

Seed MCMCプロセスで用いるシード 0 

Thin MCMCのchainの長さ 100 

Debug デバグする場合は1(true)を指定 0／False 
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DIAマクロの詳細：Part2A 
パラメータ 機能 デフォルト 

Jobname このマクロの出力データセットの接頭語 Required 

INName 入力に用いるJobname．Part1Bと同様 Jobname 

Method データごとに使用する（補完）方法．MAR，CIR，J2R，CR，OLMCF，
ALMCF及びUから始まる方法名を指定できる．最後はユーザー定義
の補完方法 

MAR 

MethodV データごとに適用されるMethodを示す変数名 Optional 

Ref Methodで選択された方法で補完に用いられる参照群．MAR，
OLMCF，ALMCFでは使われない． 

Optional 

RefV データごとのRefを示す変数名 Optional 

VCmethod 補完モデルで参照群と実際の群の分散共分散行列を結合するため
に用いられる方法．Methodごとにデフォルトが決まっている． 

Optional，ただし

ユーザー定義の場
合は必要． 

VCmethodv データごとのVCmethodを示す変数 Optional 

VCRef 分散共分散行列の構築に用いられる参照群 RefまたはRefvで指
定された参照群 

VCRefv データごとのVCrefを示す変数 同上 

Debug デバグする場合は1(true)を指定 0／False 

41 



DIAマクロの詳細：Part2B 

パラメータ 機能 デフォルト 

Jobname このマクロの出力データセットの接頭語 Required 

INName 入力に用いるJobname．Part1Bと同様 Jobname 

Seed 補完プロセスで用いるシード 0 

Debug デバグする場合は1(true)を指定 0／False 
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DIAマクロの詳細：Part3（1/2） 
パラメータ 機能 デフォルト 

Jobname このマクロの出力データセットの接頭語 Required 

INName 入力に用いるJobname．異なるJobnameに対していくつかの解
析を行うことができる 

Jobname 

ANWhere 解析データに含める補完データの部分集団を指定する変数 すべてのデータ 

ANTreat 解析モデルで治療群を特定するための変数 Part1AのTreat 

ANCov 解析モデルの連続型共変量のリスト Part1AのCov及び
CovbyTimeのリスト 

ANCatCov 解析モデルの離散型共変量のリスト Part1AのCatCov及び
CatCovbyTimeのリスト 

ANCovgroup 解析モデルの残差分散のためのグループ変数 Part1AのCovgroup 

ANTimes 単変量解析を行う時点のリスト データのすべての時点 

ANRef 出力データセットで治療群と比較する対照群のリスト 解析される治療群のすべ
ての水準 

Delta Delta値のリスト 
リストの値の個数は，データの時点数と一致させることが必要 

Delta methodを使用しな
い 

DLag Deltaに対する乗数値のリスト 1のリスト 
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DIAマクロの詳細：Part3（2/2） 

パラメータ 機能 デフォルト 

DGroups Delta Methodを適用する治療群のリスト すべての群 

DGroupsV データごとの補完値にDelta Methodを適用するかどうかの論
理値をもつ数値変数を指定 

実行されない 

DeltaV データごとのDelta値を与える変数名 実行されない 

Alpha アウトプットにおける差の信頼区間の有意水準 0.05 

Label 変数ラベルのテキスト MethodとRefがテキストと
して指定される 

Debug デバグする場合は1(true)を指定 0／False 
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