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SAS によるグラフ作成

ODS GRAPHICS の登場

SAS 9.2

SG (Statistical Graphics) 

プロシジャの登場
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修飾を加えた様々なグラフ

魚住・浜田 (2011, 2012)

Kaplan-Meier plot

Waterfall plot
Swimmer plot
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Kaplan-Meierプロットの作成例

 LIFETESTプロシジャによる出力



SGRENDER

LIFETESTODS GRAPHICS

TEMPLATE の利用

魚住・浜田 (2011)

Kaplan-Meierプロット

リスク集合
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本発表のトピック

• Kaplan-Meier プロット作成の応用

• Forest プロット作成の応用

Keyword: 

グラフ出力範囲内・範囲外への数値出力
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進行肺癌患者データセット: 

VALung (Veterans Administration 

Lung cancer trial )
• ランダム化比較試験から得られたデータ

• Kalbfleisch and Prentice (2002) で使用されたデータの
一部 (n = 137)

• SAS/STAT(R) User’s Guide，大橋ら (2016) 第3章

• 変数

• Time: 死亡までの時間 (日)

• Cell: 組織型 ('adeno' 「腺癌」，'small' 「小細胞癌」，
'large' 「大細胞癌」，'squamous' 「扁平上皮癌」) 
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GPLOT / SGPLOT

Kaplan-Meier プロット

LIFETESTODS GRAPHICS

長島・佐藤 (2010); 魚住・浜田 (2011)

データハンドリング
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Kaplan-Meierプロットの作成例

 リスク集合をグラフ出力範囲内へ出力
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proc sgplot data=Survivalplot2 noautolegend;

step x=Time y=Survival / group=StratumNum;

scatter x=Time y=Censored 

/ group=StratumNum markerattrs=(symbol=plus);

scatter x=tAtRisk y=StratumNum

/ markerchar=atrisk y2axis;

yaxis offsetmin=0.20 values=(0 to 1 by 0.1);

y2axis offsetmin=0.03 offsetmax=0.85

min=1 max=4 display=(noticks novalues);

xaxis offsetmin=0.05

values=(0 to 1000 by 200);

run;

Kaplan-Meierプロットの作成プログラム

魚住・浜田 (2011)データセット Survivalplot2: 

LIFETESTプロシジャの結果をデータハンドリング
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Y2AXISステートメントのデフォルト設定

yaxis

yaxis offsetmin=0.20 values=(0 to 1);

y2axis min=1 max=4;

20%

y2axis

offsetmin=0.02 offsetmax=0.02
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採用したY2AXISステートメントの設定

yaxis

yaxis offsetmin=0.20 values=(0 to 1);

y2axis offsetmin=0.03 offsetmax=0.85

min=1 max=4

20%

y2axis

85%

1 = ‘adeno‘, 2 = ‘small‘, 

3 = ‘large‘, 4 = ‘squamous’
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グラフ範囲外にリスク集合を出力

 リスク集合をグラフ出力範囲外へ出力
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proc sgplot data=Survivalplot2 noautolegend;

step x=Time y=Survival / group=StratumNum;

scatter x=Time y=Censored 

/ group=StratumNum markerattrs=(symbol=plus);

xaxistable AtRisk / x=tAtRisk class=StratumNum

location=outside;

yaxis values=(0 to 1 by 0.1);

xaxis values=(0 to 1000 by 200);

run;

Kaplan-Meierプロットの作成プログラム

XAXISTABLEステートメントは SAS 9.4から実行可能

 SGPLOTプロシジャによる作成
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Kaplan-Meierプロットの作成プログラム

proc lifetest data=VALung

plots=s(atrisk atrisktick outside);

time Time*Censor(1); 

strata Cell;

run;

OUTSIDEは SAS 9.3 (SAS/STAT 12.1)から実行可能

 LIFETESTプロシジャによる作成
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Kaplan-Meierプロットの作成例

 LIFETESTプロシジャによる作成



POWER

PHREG

LIFETEST

第3章
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第4章

大橋靖雄・浜田知久馬・魚住龍史 (2016)

生存時間解析応用編 -SAS による生物統計
東京大学出版会

第2章



Forest プロットの作成
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Forest プロットとは
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群間差

： 点推定値と両側信頼区間

0



進行肺癌患者データセット: 

VALung (Veterans Administration 

Lung cancer trial )
• Forest プロット作成に用いる変数

• 評価項目: 死亡までの時間 [日] (Time)

• 年齢カテゴリ (AgeC = 1「< 65歳」，2「>= 65歳」)

• 治療法 (Therapy2 = 1「試験治療」，2「標準治療」)

• 組織型 (CellC = 1「腺癌」，2「大細胞癌」，3「小細
胞癌」，4「扁平上皮癌」)

• 既往歴の有無 (Prior = 0「無」，1「有」)
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Forestプロット作成時のデータセットに格納されている変数

変数名 変数のタイプ 内容

HazardRatio 数値 ハザード比

HRLowerCL 数値 ハザード比の95%信頼下限

HRUpperCL 数値 ハザード比の95%信頼上限

N 数値 サブグループにおける例数

Forestval 数値 プロットの縦軸

Ref 数値 プロット行のうち，色を変える行に対応する
縦軸の値



Forestプロットの作成例
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 SGPLOTプロシジャによる作成
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proc sgplot data=forestdata noautolegend;

/* 信頼区間のプロット */

scatter y=forestval x=HazardRatio

/ errorbarattrs=(thickness=1 color=blue)   

markerattrs=(size=0)

xerrorupper=HRUpperCL xerrorlower=HRLowerCL;

/* 点推定値の●のプロット */

bubble y=forestval x=HazardRatio size=N 

/ bradiusmax=4.2 bradiusmin=0.2

fillattrs=(color=blue)

lineattrs=(color=blue);

: (続)

Forestプロットの作成プログラム
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: (続)
/* サブグループごとの色の異なってプロット */

refline ref / axis=y

lineattrs=(thickness=30 color=cxf0f0f0);

/* HR = 1 の参照線の設定 */

refline 1 / lineattrs=(pattern=shortdash)  

axis=x transparency=0.5;

/* 横軸（対数スケール）の設定 */

xaxis type=log minor min=0.1 max=5

display=(nolabel) valueattrs=(size=7);

/* 縦軸の設定 */

yaxis display=none;

run;

Forestプロットの作成プログラム (Cont’d)



Forestプロットの作成例
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 各サブグループのNに応じた大きさの点推定値で出力



YAXISTABLE ステートメントの利用
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• サブグループ名とカテゴリ
• N (%)

• HR (95% CI)

• 交互作用 p値

YAXISTABLE
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追加でデータセットに格納させる変数
変数名 変数のタイプ 内容

Subgroup 文字 サブグループ名及びサブグループ内のカテ
ゴリ名
[プロットに修飾]

Int_pval 数値 交互作用のp値
[プロットに修飾]

Type 数値 サブグループ名とサブグループ内のカテゴ
リ名の判別

HR 文字 ハザード比 (95%信頼区間) 
[プロットに修飾]

Indent 数値 サブグループ名とサブグループ内のカテゴ
リ名の出力の違いを表すインデントを設定

Grp1 文字 試験治療群におけるイベント数/例数 (%)
[プロットに修飾]

Grp2 文字 試験治療群におけるイベント数/例数 (%)
[プロットに修飾]
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Forestプロット作成時のデータセット

 一部の変数を例示

Subgroup Int_

pval

Type N HR Indent Forest

val

Ref

Overall 1 137 1.02

(0.71-1.45)

0 1 .

Age 0.284 1 . 0 2 2

< 65 2 93 0.90 

(0.58-1.40)

1 3 3

>= 65 2 44 1.39 

(0.75-2.58)

1 4 4
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proc sgplot data=forestdata noautolegend

dattrmap=attrmap nowall noborder

nocycleattrs;

: (前にプログラムと同様の指定)

/* グラフの上部におけるラベルを修飾 */

scatter y=forestval x=HazardRatio

/ markerattrs=(size=0) x2axis;

/* グラフの上部における横軸の設定 */

x2axis label='Hazard Ratio (95% CI)‘

labelattrs=(size=8)

display=(noline noticks novalues);

/* 横軸の範囲をデータに合わせて作成設定 */

styleattrs axisextent=data;

: (続)

Forestプロットの作成プログラム
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: (続)
/* グラフの左側のサブグループ名の装飾 */

yaxistable subgroup 

/ location=inside position=left

textgroup=valtype labelattrs=(size=8) 

labeljustify=left titlejustify=left

textgroupid=text indentweight=indent;

/* グラフの左側における各群のイベント割合の装飾 */

yaxistable grp1 grp2 

/ location=inside position=left

labelattrs=(size=8) valueattrs=(size=7)

valuehalign=center valuejustify=right;

: (続)

Forestプロットの作成プログラム (Cont’d)
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: (続)
/* グラフの右側におけるハザード比・交互作用p値の装飾 */

yaxistable HR int_pval

/ location=inside position=right

labelattrs=(size=8) valueattrs=(size=7)

valuehalign=center;

/* 縦軸の設定 */

yaxis reverse display=none offsetmin=0.1 

colorbands=odd 

colorbandsattrs=(transparency=1);

/* グラフの下部の修飾 */

text x=xl y=forestval text=text 

/ position=center contributeoffsets=none;

run;

Forestプロットの作成プログラム (Cont’d)
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Forestプロットの作成例
 SGPLOTプロシジャによる作成



Kaplan-Meier プロット

12.19.3

2012/082011/07

12.3 13.1 13.2

2013/07 2014/082013/12

SAS 9.3

SAS 9.4

14.1

2015/07

XAXISTABLE / YAXISTABLE

OUTSIDE
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Forest プロット
SAS 9.3

Forest plot 作成に用いた
バージョン

TS1M2TS1M1

2012/082011/07

TS1M0 TS1M1 TS1M2

2013/07 2014/082013/12

SAS 9.4

TS1M3

2015/07

SASプログラム及びデータセット
の詳細は論文集を参照
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