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まず，はじめに 

ICH E9 (R1) 

Choosing Appropriate Estimands and Defining 
Sensitivity Analyses in Clinical Trials. 
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内容 

• NAS レポートの2 章（Trial Designs to Reduce the 
Frequency of Missing Data）及び3 章（Trial 
Strategies to Reduce the Frequency of Missing 
Data）を今一度振り返り，欠測データを減らすための
施策，Estimand 等を紹介する． 

• また，FDA の方が書かれたNAS レポート関連の最
新論文も取り上げ，NAS レポートで何を伝えようとし
ているのか，整理して報告する． 



はじめに 

• NAS レポートや論文の解釈はあくまでも私見
です 

• 実際に適用するときは，各自の判断のもとで
適用をお願いします 
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The Prevention and Treatment of Missing Data 
in Clinical Trials (NRC, 2010) 

• 1 INTRODUCTION AND BACKGROUND 

• 2 TRIAL DESIGNS TO REDUCE THE FREQUENCY 
OF MISSING DATA 

• 3 TRIAL STRATEGIES TO REDUCE THE 
FREQUENCY OF MISSING DATA 

• 4 DRAWING INFERENCES FROM INCOMPLETE 
DATA 

• 5 PRINCIPLES AND METHODS OF SENSITIVITY 
ANALYSES 

• 6 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
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NASレポート 



FDAの3論文 

• [1] A regulatory perspective on missing data in the 
aftermath of the NRC report 

• LaVange, Lisa M., and Thomas Permutt. (2015). 

 

• [2] Sensitivity analysis for missing data in 
regulatory submissions 

• Thomas Permutt. (2015). 

 

• [3] A taxonomy of estimands for regulatory clinical 
trials with discontinuations 
• Thomas Permutt. (2015). 
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NASレポート 
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NASレポート2章の主な内容 

• Trial Outcomes and Estimands 

• 次スライドから3枚で述べる 

 

 

• Minimizing Dropouts in Trial Design 

• Use of Run-In Periods or Enrichment Before 
Randomization to Identify Participants Who Can Tolerate 
or Respond to the Study Treatment 

• Flexible Dose (Titration) Studies 

• Reducing the Follow-Up Period 

• Allow Rescue Medication in the Event of Poor Response 
 

 



Estimand = “what is being estimated”   
                                       (Mallinckrodt , 2013) 
 
◎試験で知りたいものを明確化する  
 

NRC (2010)の説明  
 ・Primary estimandをそのばらつきと共に適切に推定することが 
   臨床試験の目的 
 ・試験開始前（プロトコール完成前）に設定しておくこと 

2. NRC (2010)とMallinckrodt (2013)の記載 
   Estimandの定義と説明 
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※ 試験の計画段階で 
   →   治験の目的に合致する estimand を設定 
   → estimand を妥当に推定するデザインを検討 
  することが重要 

製薬協シン
ポジウム資
料 (2015) 



Efficacy：計画通りに投与された薬剤の効果 
       → per-protocol estimand (de jure) 
 

Effectiveness：実際に投与された薬剤（もしくは治療方針）の効果 
                     → ITT estimand (de facto) 
 
  NRC (2010)  → 5種類 
 

  Mallinckrodt et al. (2012) , Mallinckrodt (2013)              
    →  NRC + 1種類 = 6種類 
 

  Mallinckrodt et al. (2014)  
     →   Mallinckrdt et al. (2012)から3種類 pick up 

2. NRC (2010)とMallinckrodt (2013)の記載 
     Estimandの分類 
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製薬協シン
ポジウム資
料 (2015) 



2. NRC (2010)とMallinckrodt (2013)の記載 
 6種類のEstimand (Mallinckrodt, 2013) 

Estimand 仮説 推測の対象 被験者 評価時点 
Rescue 

Medication後の
データ 

1 Effectiveness 割り付け群 
（治療方針） 全被験者 計画された 

時点 

主解析に 
含める 

2 Efficacy 
最初に 

割り付けられた 
治療 

最初の治療に
耐えられた被験

者のみ 
計画された 

時点 

主解析に 
含めない 

3 Efficacy 
最初に 

割り付けられた 
治療 

全被験者 計画された 
時点 

主解析に 
含めない 

4 Effectiveness 
最初に 

割り付けられた 
治療 

全被験者 未定義 主解析に 
含めない 

5 Effectiveness 
最初に 

割り付けられた 
治療 

全被験者 未定義 主解析に 
含めない 

6 Effectiveness 
最初に 

割り付けられた 
治療 

全被験者 計画された 
時点 

補完することが 
望ましい 
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製薬協シン
ポジウム資
料 (2015) 



12 

NASレポート3章の主な内容 

• missing dataを減らす実践的な戦略の提示 

 

• 2種類の戦略 

• Actions for design and management team 

• Actions for investigators and site personnel 
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• 臨床試験デザインは被験者の負荷やデータ収集の
際の不自由を減らすべきである 

 

• ただし，集まるデータが少ないと，その分情報が少
なくなる 

 

• したがって，被験者が試験に留まってもらえるように，
試験から情報を得ることと，被験者の負荷を減らす
ことの間でバランスを取る必要がある 

 

Actions for design and management team 



被験者の負荷を減らすための方法 
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1. 来院と評価の数を最小化する 

 

2. 余分なデータ収集を避けて，試験の目的に関与す
る最小限の情報を集める 

 

3. ユーザーに親切なCRFや，いつでも実行が可能な
データ収集を行うことで効率的にデータを集める 

 

4. 評価のための十分に広いアロワンスを設定する 

 



Actions for investigators and site personnel 
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• 医師ができること 

• 同意取得，及び中止の同意の際に，完了データの重要
性を強調して伝えること 

 

• 被験者に対する教育 

• 科学的な知見にとって，データがどれほど重要であるか
を伝える 
• この情報は被験者に試験の方法を伝えるビデオ内に含めるべき

である 

• SNS，試験特有のギフト，感謝の意を伝えること，データ
の入力を懇願すること，来院リマインドを送ること等を通
して，被験者に試験に参加し続けてもらう 



論文の紹介 



FDAの3論文 (再掲) 

• [1] A regulatory perspective on missing data in the 
aftermath of the NRC report 

• LaVange, Lisa M., and Thomas Permutt. (2015). 

 

• [2] Sensitivity analysis for missing data in 
regulatory submissions 

• Thomas Permutt. (2015). 

 

• [3] A taxonomy of estimands for regulatory clinical 
trials with discontinuations  

• Thomas Permutt. (2015). 
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A regulatory perspective on 
missing data 

in the aftermath of the NRC report 

LaVange, Lisa M., and Thomas Permutt. (2015) 



構成 
1. Introduction 

2. Unanswered questions following publication of the NRC report 

1. Definition of missing data: unobserved vs. nonexistent 

2. Special considerations in the regulatory environment 

3. Why prevention is important 

1. ITT principle 

2. Sign of a poorly conducted study 

3. Relation of prevention to treatment 

4. What prevention does not imply 

4. Prevention strategies 

1. Select the best study design 

2. Create the right culture 

3. Avoid encouraging attrition 

4. Plan for discontinuations 

5. Study procedures and training 

5. Other aspects of prevention 

6. Examples 

7. Summary and conclusions 19 



1. NASレポート 

• NASレポートについて 

• NASレポートで述べている内容に対して，否定的
な意見はほとんどない 
• ただし，NASレポートは実適用の場面で，幾つかの重要な質問に

回答できていない 

 

• NASレポートはある手法を特別推薦するわけでは
ないが，単一補完については強く否定的である 

• 欠測値をどう扱うかより，防ぐことに重きを置いて
いる 
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2. 欠測データの定義 

      

 

 

• 未観測データと存在しないデータは同じ問題ではな
いというNASレポートの考えには同意する 

 

• NASレポートは未観測データに対する対処法を述べ
ているが，存在しないデータに対するガイダンスは
ない 
• ただし規制当局はこれを扱う必要がある 

• これについては別論文 [3] で取り上げている 

unobserved vs nonexistent 
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• NASレポートは，規制当局の意思決定における欠測
データの影響について控えめな記載である 

 

 

• 申請に係る検証試験において，申請者と規制当局
で別々の責任下で統計解析が実施される 

• 混在する責任の状況下で納得感のある結論を導く
ためには，統計解析の事前規定が望ましい 

 

• この事前規定は，Special Protocol Agreementに含
められるべきである 

規制当局の意思決定における欠測データの影響 
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規制当局の意思決定における欠測データの影響 

• 主要解析は仮定の少ないシンプルなものが良い 

• 複雑な手法の妥当性は複雑な仮定のもとで成立する 
 

• ただし， 

• 欠測の問題に対しては単純化した解析は受け入
れられない 

• NASレポートでもこの旨は記載されており，FDAもこの
考えに同意である 

• シンプルな方法であるLOCFは，現実的な仮定ではな
い 
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3. なぜpreventionが重要か 

• ITTの原則 
• 治療を受けた場合と治療を受けなかった場合の比較が出

来れば良いが，同時に実施することは難しい 
• そのため，無作為化が必要である 

• 群間の比較における妥当性を保つため，無作為化された
全被験者を解析するという原則がITTの原則である 

 

• ただし，多くの理由でデータ解析から被験者が除外され
てしまう 
• Missed visitやloss to follow-upによる欠測は一般的であ

る 

• Missed visitの数を減らすこと，loss to follow-upの被験者
数を最小化することが重要となる 
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欠測の防止と治療の関連 

• NASレポートで推奨されている統計解析手法は，欠測の
防止の補助役として利用されることを意図しており，代
用物ではない 

 

• 最大限の努力で欠測を防止して，それでも発生した欠測
に対して，統計手法で調整する必要がある 

 

• 欠測の防止をきちんと対策した試験と，そうではない試
験では，結果の解釈も変わってくるだろう 

 

• 治療中止後のアウトカムが解析の解釈と関連するので
あれば，解明すべきである 
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4. 欠測の防止に対する戦略 

• 最適な試験デザインの選択 

• プラセボ，対照薬に対して割り付けすることが試
験に登録する際の課題ならば，継続長期投与試
験を計画して，すべての被験者が治験薬の恩恵
を受けることが出来ることを伝える 

• ただし，継続試験中の有効性を誤解しないようにする 

• オープンラベル試験 

• 過度に楽観的な傾向を示すだろう 

 

• Create the right culture 
• 医師が被験者に試験の目的を伝える 
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試験治療の中止と試験脱落の区別 

• NASレポートは，試験治療の中止と試験脱落を区別
することを推奨しているが，まだ混在しているようで
ある 
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・‘Reasons for removal from protocol-specified 
product(s) or observation might include:…ineligibility, 
significant protocol deviation, subject 
noncompliance…’ 

例 



Sensitivity analysis for missing 
data in regulatory submissions 

Thomas Permutt. (2015) 



構成 

1. Introduction 

2. Earlier concepts of sensitivity analysis 

3. The missing-data problem is different 

4. The role of sensitivity analysis in decision-making 

5. Discussion 
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1. 感度分析 

• NASレポート 

• Recommendation 
• 感度分析は臨床試験からの知見の主要な報告の一部であ

るべきである 

• 欠測データメカニズムに対する仮定への感度を調べること
は，報告における必須の要素であるべきである 

 

• しかしこの提言は，承認申請の際に，スポンサーに
よって受け入れられていないようである 
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2. 感度分析の初期の考え 

• 主要解析に対する，真実ではない可能性もある「仮
定」に対する議論はほぼ無いのが現状である 

 

 

• 感度分析は，ある状況下における2番目，3番目に
良い解析と考えられるもののリストになっている 

• 複数の解析に対する結果の解釈は，それらが矛盾
しているとき，通常議論されていない 
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3. 欠測データの問題 

• NASレポートが注意深く指摘しているように，用いて
いる手法は，特定の，現実の，検定不可能な欠測メ
カニズムによる仮定に依存している場合がある 

• 仮定は正しくない可能性がある 

• 結論が，どの程度，仮定に依存するかを明確にする
必要がある 

 

• 最も重要な仮定は，用いられる特定のモデルにおい
て，欠測データをMARとしている点である 
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2つの問題 

• MARを仮定した感度解析を行うことには問題がある 

• 利用可能な共変量，利用可能な観測値に基づき構築
されるモデルに関して，データはMARではないかもし
れない 

 
• もしMARを仮定した結果が異なるならば，その理由を
説明するのは難しいかもしれない 
• 1つのモデルの仮定が漸近的に正しく，別のモデルの仮定

が真でないかもしれない 

• 両方の仮定が正しく，違いはランダムに起きているかもしれ
ない 

• どちらのモデルの仮定も正しくなく，どちらの解析も妥当で
はないかもしれない 
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感度分析のさらに適切な方法 

• 感度分析のもっと適切な方法は，主要解析の仮定が変
わることを含むものである 
 

• 要は，もし欠測データが観測データと異なるとした場合
に，各治療群において，欠測データが平均より小さいか，
平均より大きいかを考えることである 
• この方法は欠測アウトカムを予測した後で，グループ 
  に対して，   をもっともらしい範囲で変化させて加 
  えることで対応できる 

 
 

• 欠測データの問題に対する感度分析の最も適切な
方法の1つである 
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感度分析のさらに適切な方法 

• de jureよりde factoにおける未観測値に対して加え
るべきだろう 

• つまり，治療中止に関わらず観測されていたと考えられる
値である 

• すなわち，実薬群における未観測データに対して考え得る
適切な値は，実薬群で観測された値では無く，プラセボ群
で観測された値と近いだろう 

 

• 言い換えれば，       と    に興味がある 

•    と    が同じ値というよりむしろ，       
が完備例の群間差に近くなる 

35 1が実薬，2がプラセボ群を表す 



4. decision-makingにおける感度分析の役割 

• 主要解析にMARが仮定されたモデルに対しては，
治療効果が無いという帰無仮説に対する検定は実
施されるべき 

• MARからのずれ        を入れたもとで実施されるべ
きである 

 

•        の範囲は，実薬中止後の，実薬を投与されて
いた被験者のアウトカムは，プラセボを治療された被験者
と同様と考えたもとでの範囲を含むべきである 

 

•                  を軸に取ったp値の等高線を描いても良い 
• 検定結果が有意になる範囲，有意にならない範囲が分かる 
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意思決定の問題 

• 意思決定の問題は，判断の問題になる 

• 有意になる範囲外の       のもっともらしさの判断の
問題 

 

• どの範囲がもっともらしいかは，プロトコルに事前記
載しておくことが適切である 

• 当局との議論や合意から，       の範囲は形成される 

• 事前合意しておくと，誤解や一方の心変わりを防ぐことに繋
がり，レビューのときに良い助けとなる 
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事前既定の意味合いの違い 

• このような議論の役割は，主要解析の事前規定や
多重検定の枠組みとは異なることが理解されなけれ
ばいけない 

• これらは予め規定したものの順守が大事である 

 

 

• 一方，感度分析の場合，MARからのずれのもっとも
らしい範囲が統計的に有意な範囲内にあるかどうか
が，決定的な問いである 
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A taxonomy of estimands for 
regulatory clinical trials with 

discontinuations 

Thomas Permutt. (2015) 



構成 

1. Introduction 

2. Causal estimands 

3. A taxonomy of estimands 

1. All patients 
1. Measurement at end of study. 

2. End of study but not measurement. 

3. Not at end of study. 

2. Means in subsets 

4. Some notes on estimation and testing in the 
regulatory setting 

5. Discussion 
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3. A taxonomy of estimands 

論文から
の抜粋 

41 



主要estimand，治療中止と治験中止 

• ここでは，主要estimandとして，de factoのみ
が適切であるとは述べない 

 

 
• 治療中止後にも関わらず，観測された値について 

• NASレポートに記載されているように，もしこれが推定した
いものならば，観測すべきである 

• 勿論，治療中止後の値の測定に抵抗を示す被験者はいる
だろう 

• 現在は，治療中止と治験中止が区別されていないこ
とが問題である 
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3.1.2. End of study but not measurement 

• 被験者が死んでしまう場合，アウトカムが測定されない
という特別なケースがある 
 

• 治療が死を防いだり，死の原因である場合のアプローチ
は，死んだ被験者のアウトカムは死とすること 

• 死亡例は死亡が主要アウトカムになる 
 

• 糖尿病の試験では，HbA1cが生存例に対する主要アウ
トカム 
 

• 薬剤が有益かどうかを決定することは，HbA1cの減少よ
り，むしろ死を防ぐ，または起こすことに対してどのぐら
い良いか，悪いかを理解することを必要とする 
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評価すべき値 

• 死に対するある値   はHbA1cと同じスケールで規
定されなければならず，各群の平均アウトカムは                
以下で計算される 

 

 

•       は死亡者の割合 

•    は生存者に対するHbA1c平均値      

複合エンドポイント 
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3.1.3. Not at end of study 
• 試験最終評価前のアウトカムの測定について話を

移す 
• 経時測定では最終測定に焦点があたることが多い 

• しかし，それが利用できないとき，それ以前の測定値の
何が利用可能だろうか 

 

 

• 最終観測値，そこまでの平均値，そこまでの和，そ
こまでの最良値？ 
• これらについて，何か観測値があれば欠測値にはならな

い 

• 1つの値に集約されるだろう 
• t検定や順位和検定が適用される 
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利用可能なデータに基づく解析 

• 利用可能なデータに基づく解析に対する疑問は，実
薬群がプラセボ群とは異なると，検定が棄却された
ときに，「薬剤はそれが意味する効果を持っている
か」どうかがである 

 

• 慢性痛に対する新しい剤形，処方の鎮痛剤を考え
る 

• 12週の並行群間比較試験 

• アウトカムは被験者が付ける疼痛スコア 

• 複数時点で測定が実施される 
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薬剤はそれが意味する効果を持っているか 
• 脱落 

• 実薬群の半数の被験者が毒性で中止 
• プラセボの被験者の半数は効果不十分で中止 

 
• 統計的有意差が生じていた場合に，その原因は？ 

• 実薬群：毒性発現前の脱落前の改善スコアを用いていること 
• プラセボ群：改善前に脱落していること 

 

• 試験のメイン目的は，新しい処方が長期にわたり，推
薦されたレジメンにおいて，薬剤に鎮痛効果があり，有
益であることを確立することであった 
 

• しかし，この試験では，薬剤群が長期にわたりベネ
フィットがあるということを示せていない 
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試験から何を言いたいのか 
• LOCFやMMRMはこれを示す能力は無い 

• つまり，主要解析には向いていない 

 

 

• これは数学的な問題ではなく，答え得る必要がある臨
床学的な問いが大事である 

 

• 製剤や，用量レジメンが利用可能かどうかが目的で
あった場合には，中止前の観測値より，中止の事実に
もっと意義がある 
• 薬剤の強さを見つけることが主要な目的であれば利用可能

データを用いる解析は主要解析として認められるかもしれない 
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まとめ 
• 欠測の防止 

• デザイン，医師への働きかけ 

 

• 統計解析の事前規定，規制当局との事前合意の重要性 
• Estimand，主解析，感度分析 

• 試験治療中止と試験中止の区別 

 

•        を用いた感度分析 

 

• 死亡について 

• 試験から何を言いたいのか 
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