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要旨 

POWER プロシジャは，様々な解析手法に対する例数設計や検出力を計算するために有用なプロシジャ

であり，TWOSAMPLESURVIVALステートメントを用いれば，生存時間解析のノンパラメトリック検定

を前提とした例数設計を行うことができる．TWOSAMPLESURVIVAL ステートメントでは，Lakatos の

方法が採用されており，生存時間解析の例数設計としてよく用いられている Freedman の方法や

Schoenfeld の方法と比べて性能が良いことが報告されている．その一方，中間解析を含んだ群逐次デザ

インに用いられる SEQDESIGN プロシジャでは，ログランク検定を前提とした例数設計法として 

Schoenfeld の方法が採用されている．また，SAS/STAT 14.1 からの POWER プロシジャでは，新たに

COXREGステートメントが追加され，連続量データの共変量を含んだ多変量の比例ハザードモデルの解

析に対する例数設計ができるようになった．本稿では，SASで新たにできるようになった生存時間解析

の例数設計に関する機能を取りあげ，それらの有用性について報告する．まず，Lakatos の方法から算

出される必要例数以外の出力結果として，必要イベント数や単位時間あたりの登録例数がどのように算

出されているか解説する．次に，POWER プロシジャの COXREGステートメントで実施できるようにな

った例数設計法の特徴と有用性を報告する．最後に，患者の登録パターンが一様でない場合の例数設計

として，POWER プロシジャの代わりに，SEQDESIGN プロシジャで例数設計を行う方法を取りあげる． 

 

キーワード：生存時間解析 例数設計 POWER TWOSAMPLESURVIVAL Lakatos COXREG 

Hsieh-Lavori SEQDESIGN Schoenfeld 登録パターン 切断指数分布 

 

 

 



1  はじめに 

医学研究では，ある基準の時刻から目的のイベントが起こるまでの時間を対象とした解析がよく行われる.

このような解析手法を生存時間解析と呼び，LIFETEST，PHREG，LIFEREG といったプロシジャが 20年以上

用いられている (大橋・浜田, 1995)．近年では，SAS/STAT の機能拡張により，区間打ち切りデータに関する

プロシジャとして，SAS/STAT 13.1 から ICLIFETEST，SAS/STAT 13.2 から ICPHREG が追加された (SAS 

Institute Inc., 2013, 2014)．さらに，SAS/STAT 14.1 からの LIFETEST プロシジャでは，EVENTCODE = オプシ

ョンが追加され，競合リスクの解析が実施できるようになった (SAS Institute Inc., 2015)． 

このように生存時間解析に関連したプロシジャが拡張されている一方，近年の医学研究では，研究目的を

明確にするために，試験の必要例数を計画段階で事前に見積もらなければならない．これを例数設計と呼び，

生存時間解析の例数設計を行うためには，POWER プロシジャにおける TWOSAMPLESURVIVAL ステートメ

ントが有用である (浜田・安藤, 2005)．生存時間解析の例数設計法として，Freedman の方法 (Freedman, 1982) 

と Schoenfeld の方法 (Schoenfeld, 1981) がよく用いられているが，POWER プロシジャで採用されている

Lakatos の方法 (Lakatos, 1988) の方が良い性能であることが報告されている (Lakatos and Lan, 1992; 中西ら, 

2006; 水澤・浜田, 2008; 魚住ら, 2009)．また，SAS/STAT 14.1 からの POWER プロシジャでは，新たに COXREG

ステートメントが追加され，連続量データの共変量を含んだ多変量の比例ハザードモデルの解析に対する例

数設計ができるようになった (SAS Institute Inc., 2015)． 

本稿では，SAS で新たにできるようになった生存時間解析の例数設計に関連した機能を取りあげる．まず，

POWER プロシジャの TWOSAMPLESURVIVAL ステートメントによる Lakatosの方法から算出される必要イ

ベント数や登録例数の算出について取りあげ，その有用性を示す．次に，POWER プロシジャの COXREG ス

テートメントで実施できるようになった例数設計法について解説し，TWOSAMPLESURVIVAL ステートメン

トと比較した場合の有用性を示す．最後に，POWER プロシジャの代わりに，SEQDESIGN プロシジャで生存

時間解析の例数設計を行う有用性について取りあげる． 

 

2 生存時間解析における例数設計法 

生存時間解析においてはイベント数が情報量となるため，必要例数を求めるためには，まずは必要イベン

ト数を見積もる必要がある．必要イベント数を求めた上で， 

 必要例数 = 必要イベント数 / 2 群を併せたイベントの割合     (1) 

を計算すればよい． 

生存時間解析における必要イベント数は， Coxの比例ハザードモデルによるハザード比 (hazard ratio) を

用いて算出される．比例ハザードモデルは，共変量ベクトル xで条件付けたある患者集団のハザード関数

)|( xth が基準患者集団のハザード関数 )(0 th の定数倍になるモデルである (Cox, 1972)．ここで，回帰パラメ

ータ，単変量 x に対する比例ハザードモデル 

     xthxth )](/)|(log[ 0
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を考えると，ハザード比は 
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となる．ただし，t は時間を表す． 



2.1  Freedman の方法と Schoenfeld の方法 

生存時間解析の例数設計法として，Freedman の方法 (Freedman, 1982) と Schoenfeld の方法 (Schoenfeld, 

1981) がよく用いられている．それぞれの方法で算出される必要イベント数を D F，DSとする．検定の有意水

準を両側 ，検出力の名義水準を 1  とすると，必要イベント数はそれぞれ次の式で求まる． 
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ただし，
z  を標準正規分布の上側 100   %点，HR をハザード比，wを群間の例数の割付比 (対照群 : 試

験群 = 1 : w) とする．いずれの式においても 2 群を併せた必要イベント数を表しており，1群あたりの必要

イベント数を求めるためには，それぞれの式から求めた DF あるいは DS を 0.5倍すればよい．(3)，(4) 式の

いずれも，生存時間分布に指数分布を仮定して導出される． 

 これらの方法は，テイラー展開により 2 次式で近似すると一致するため，帰無仮説 H0：HR = 1の近傍では，

両式はほぼ等しくなる (浜田・藤井, 2003)．また，w = 1 の場合，Freedmanの方法と比べて，Schoenfeld の方

法の方が必要イベント数は必ず少なく済む．なお，いずれの方法においても，ハザード比を用いて例数設計

を行っているが，ノンパラメトリックなログランク検定の例数設計とほぼ等価である． 

 ここで，試験群 (E) と対照群 (C) で構成される 2群間比較試験を想定し，w = 1 の場合で考える．このと

き，必要例数を求めるために必要な条件となる，(1) 式の分母として示した 2群を併せたイベントの割合につ

いて，各群における最終生存割合 C，E を用いて， 

 2 群を併せたイベントの割合 = 
2

)1()1( EC  
 

と見積もることができる．しかし，実際の臨床試験では，患者は逐次的に登録され，一度にすべての患者が

組み入れられるわけではないため，登録期間を考慮する必要があるといえる．臨床試験の登録期間を A年，

フォローアップ期間を F 年として，範囲 0 ~ A を確率密度 1/A で一様分布に従って登録されると仮定すると，

群 },{ ECg における試験期間中の期待イベント割合は 
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となる．ただし， )( tFASg  は時点 )( tFA  における患者の生存関数である．生存時間分布が指数分布

に従うと仮定すると， 
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となる．ただし，g は群 },{ ECg におけるハザードを表す指数分布の母数である．よって，2群を併せた

期待イベント割合 2/)( EC PP  を用いて，必要例数を見積もることができる． 

 

2.2  SEQDESIGN プロシジャによる Schoenfeld の方法 

 2.1 節の (3)，(4) 式に基づく Freedmanの方法および Schoenfeld の方法による必要イベント数，さらに必要

例数の計算には，DATAステップによる実装が容易にできる (大橋ら, 2016)．3節で述べる POWERプロシジ



ャによる例数設計のように，SAS のプロシジャで出力させたい場合，Schoenfeld の方法であれば SEQDESIGN

プロシジャを活用することで，必要イベント数と必要例数を算出することができる． 

 SEQDESIGN プロシジャは，本来群逐次デザインの検討を行うために有用なプロシジャである (浜田, 2010)．

SAMPLESIZE ステートメントを指定することで，群逐次デザインの例数設計も行うことができる．

SEQDESIGN プロシジャでは，DESIGN ステートメントにおいて，群逐次デザインにおけるステージの数 (す

なわち，中間解析の回数) を指定する．NSTAGE = 1 とすれば，中間解析なしの固定デザインに相当する． 

プログラム 1は，検定の有意水準を両側 ，検出力の名義水準を 1   のデザインを想定している．ALT = 

TWOSIDEDで両側検定を指定しており，片側検定の場合には LOWER あるいは UPPER を指定する．DESIGN

ステートメントにおいて NSTAGE = 1 を指定した下で，SAMPLESIZE ステートメントで MODEL = 

TWOSAMPLESURVIVAL を指定すれば，2群の生存時間データに対してログランク検定を実施することを前

提とした，Schoenfeld の方法に基づく必要イベント数および必要例数を算出できる．なお，SAMPLESIZE ス

テートメントのオプションとして，NULLHAZARD = で対照群に対するハザードを指定し，ACCTIME = で

登録期間，FOLTIME = でフォローアップ期間，WEIGHT = で群間の割付比 (対照群の例数 : 試験群の例数 = 

1 : w) を指定している． 

 

プログラム 1 : SEQDESIGN プロシジャによる Schoenfeld の方法に基づく例数設計 

proc seqdesign altref=-log(HR); 

  design nstages=1 beta= alpha= alt=twosided; 

  samplesize model=twosamplesurvival 

                    (nullhazard=C 

                     ACCTIME=A FOLTIME=F  

         weight=w); 

run; 

 

・数値例 

生存時間データに対してログランク検定による群間比較を行うことを想定し，有意水準を 5% (両側)，検出

力の名義水準を 1  = 0.80，対照群 (C) における 5年生存割合を 65%，試験群(E) における 5 年生存割合を

80% (フォローアップ期間はすべての個体で等しく 5 年とする)，割付比として対照群の例数 : 試験群の例数 

= 1 : 1 の条件の下，例数設計を行う場合を考える．各群の 5年生存割合より，生存時間分布に指数分布を仮

定すると，各群のハザードはそれぞれ 0.0862，0.0446 となる．このとき，ハザード比 HR は 0.518，対数ハザ

ード比は log(HR) = 0.6578 となる．プログラム 2は，上記の条件の下，SEQDESIGN プロシジャで Schoenfeld

の例数設計を行うためのプログラムである． 

プログラム 2を実行させると，必要イベント数は 72.56 となり，必要例数は 227.61 例となる．なお，プロ

グラム 2 をそのまま実行すると，対数ハザード比などの値における丸めの誤差より，必要イベント数および

必要例数は上述した値とならない．付録 Aに詳細なプログラムを示しており，DATAステップで (4) 式を計

算した値と一致することを確認できる． 

なお，SAMPLESIZE ステートメントによって，必要イベント数と必要例数に加えて，Information「情報量」

が出力されるが，これは対数ハザード比の分散の逆数であり， 



2)1( w

w
DI S


  

で算出される値である．  

 

プログラム 2 : 数値例に対する Schoenfeld の方法に基づく例数設計 

proc seqdesign altref=0.6578; 

  design nstages=1 beta=0.20 alpha=0.05 alt=twosided; 

  samplesize model=twosamplesurvival 

                    (nullhazard=0.0862 

                     ACCTIME=2 FOLTIME=5  

         weight=1); 

run; 

 

3  POWERプロシジャによる例数設計 

 POWER プロシジャにおける生存時間解析の例数設計に関するステートメントとして，

TWOSAMPLESURVIVAL と COXREG が挙げられる．TWOSAMPLESURVIVAL ステートメントでは，Lakatos

の方法に基づき例数設計が実施される (Lakatos, 1988)．その一方，COXREG ステートメントは SAS/STAT 14.1

から追加された機能であり，Hsieh-Lavori の方法に基づく例数設計法である (Hsieh and Lavori, 2000)． 

 

3.1  TWOSAMPLESURVIVAL ステートメント 

POWER プロシジャの TWOSAMPLESURVIVAL ステートメントにおいて採用されている Lakatos の方法で

は，観察期間を小区間に分けて区間ごとに期待イベント数を算出する．Freedman の方法や Schoenfeld の方法

では，群間のハザードあるいは対数ハザードに差がないという帰無仮説を検定する一方，Lakatos の方法では

区間ごとに群間のハザードに差がないという帰無仮説を検定する． 

TWOSAMPLE ステートメントによる例数設計として，比例ハザードモデルを仮定した方法を考える. 

試験群 (E) と対照群 (C) で構成される 2 群間比較試験を想定し，時点 t
*
 における群 },{ ECg の生存割合

Sg(t
*
) から，ハザード比 

*)(log

*)(log

tS

tS
HR

C

E  

を推定し，例数設計を行う場合を考える．プログラム 3 は，群間の割付比が対照群 : 試験群 = 1 : w の下， 

POWER プロシジャによるログランク検定に基づく例数設計法である．CURVE オプションで両群の生存割合

を指定しているが，片方の群のみ指定した上でハザード比 HAZARDRATIO = を指定してもよい．なお，各群

の生存割合として，1時点のみ指定しているので，比例ハザード性を仮定した例数設計が行われる． 

さらに，バージョン 9.3 からの POWERプロシジャでは，検出力の名義水準を指定した下で，必要例数の

他にも，表 1に示す値も算出できるようになった (SAS Institute Inc., 2011)．例えば，必要イベント数を算出

するためには，プログラム 3 における NTOTAL = の代わりに EVENTSTOTAL = を指定すればよい． 

 

 



表 1 : 必要例数以外に算出できる値 

TWOSAMPLESURVIVALステートメントにおける指定 算出される数値の内容 

EVENTSTOTAL | EVENTTOTAL | EETOTAL = 期待イベント数 

ACCRUALRATETOTAL | ARTOTAL = 単位時間あたりの

群の登録例数 

ACCRUALRATEPERGROUP | ACCRUALRATEPERG | 

ARPERGROUP | ARPERG = 

単位時間あたりの

群あたりの登録例数

 

プログラム 3のように，指数分布を想定した例数設計を行う場合，Lakatos の方法による必要イベント数

DL は，必要例数 NL，群 },{ ECg における試験期間中の期待イベント割合
EC PP , ，および群間の割付比 (対

照群の例数 : 試験群の例数 = 1 : w) を用いて，  

    
w

wPP
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LL
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と算出される．詳細は付録 B を参照されたい． 

 

プログラム 3 : POWER プロシジャによる比例ハザード性を仮定した例数設計 

proc power;  

   twosamplesurvival test=logrank 

      curve("Control")   = (t*):(SC)  

      curve("Experimental") = (t*):(SE) 

      groupsurvival = "Control" | "Experimental" 

      groupweights = (1 w) 

      accrualtime = A  followuptime = F 

      ntotal = .  

      power = 1-;  

run; 

 

・数値例 

プログラム 4は，2.2節の数値例に対して，比例ハザード性を仮定した Lakatos の方法に基づく例数設計を

行うためのプログラムである．必要イベント数は 74.35，必要例数は 233.23 例となる．1 群あたりの必要例

数を算出したい場合は，NTOTAL = の代わりに NPERGROUP = を指定すればよい．NTOTAL = や

NPERGROUP = では，小数点以下を切り上げた例数が出力されるため，プログラム 4の右側に示した必要例

数を求めるためのプログラムでは NFRACTOTALを指定し，小数点以下を切り上げる前の例数も出力してい

る．NTOTAL = の代わりに，ACCRUALRATETOTAL = を指定すると，1 年あたりの登録例数が NL/A = 233.23/2 

= 116.62 と出力される． 

 

 

 



プログラム 4 : 数値例に対する比例ハザード性を仮定した Lakatos の方法に基づく例数設計 

必要イベント数 必要例数 

proc power;  

   twosamplesurvival test=logrank 

      curve("Control")   = (5):(0.65)  

      curve("Experimental") = (5):(0.80) 

      groupsurvival = "Control" |  

"Experimental" 

      groupweights = (1 1) 

      accrualtime = 2 

      followuptime = 5 

      eventstotal = .  

      power = 0.8;  

run; 

proc power;  

   twosamplesurvival test=logrank 

      curve("Control")   = (5):(0.65)  

      curve("Experimental") = (5):(0.80) 

      groupsurvival = "Control" |  

"Experimental" 

      groupweights = (1 1) 

      accrualtime = 2 

      followuptime = 5 

      ntotal = .  nfractional 

      power = 0.8;  

run; 

 

 

3.2  COXREGステートメント 

POWER プロシジャにおける生存時間解析の例数設計に関するステートメントとしては，以前は

TWOSAMPLESURVIVAL のみであった．しかし，SAS/STAT 14.1 から新たに COXREG ステートメントが追加

された．COXREG ステートメントでは，Hsieh-Lavori の方法に基づく例数設計が行われ，多変量の比例ハザ

ードモデルの説明変数として，連続変数を加えた場合の変数間の相関を考慮した例数設計を実施できる． 

 

3.2.1  Hsieh-Lavori の方法 

2 節の (2) 式に示した，単変量に対する Coxの比例ハザードモデルによるスコア検定統計量は次のように

なる． 
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ただし，D はイベント発現データの集合を表す．さらに，リスク集合を R として， 
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とする． 

 ここで， 
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とすると，スコア検定統計量の分子は， 
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と分解できる．このとき，第 1項は漸近的に 
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となるため， 

 ),0(~)(  


Di iDi ii vNx   

となる． 

また， 0 の周りでテイラー展開による 1次近似を行うと， 
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となるため， 
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以上より，D に含まれるデータ数が DHLとすると， 
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と表すことができる．ただし，2 は単変量xの分散である．ここで，推定すべき回帰パラメータ )log( HR

として，必要イベント数は 
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と表すことができる．(4) 式の Schoenfeld の方法と同様に， 0 における漸近式である．(4) 式に比べて保

守的な例数設計の式であるといえる． 

次に，多変量 )( 21 kxxx x に対する Coxの比例ハザードモデル 

     
kk xxxthth ''')](/)|(log[ 22110   x       (7) 

を考えると，パラメータの推定値の分散を用いて得られる VIF (variance inflation factor) は， 
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となる．ただし， ]'ˆ[ 1kV は (7) 式の k変量のモデルから得られる
1'̂ の分散， ]ˆ[1 V は (2) 式の単変量のモデ

ルから得られる̂の分散，R
2は

kxxx ,,, 32  に対する
1x の回帰式から得られる寄与率である．検出力を名義水

準に保つために，多変量の比例ハザードモデルによる解析に対する必要イベント数は 
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          (8) 

となる． 

 (6)，(8) 式に基づき計算される必要イベント数を用いて，(1) 式から必要例数を見積もることができる． 

 

3.2.2  COXREGステートメントによる Hsieh-Lavori の方法に基づく例数設計 

プログラム 5は，POWERプロシジャの COXREG ステートメントを用いて，Hsieh-Lavori の方法による例

数設計を行うためのプログラムである．必要イベント数の計算式である (6) 式は，(3)，(4) 式と異なり，2 
を

指定しなければならない．さらに，必要イベント数の計算には影響しないが，寄与率 R
2も指定することがで

き，R
2が大きいほど必要例数は多くなる．また，必要例数を求める場合には，EVENTPROB = でイベント割

合を指定する必要がある． 

 

プログラム 5 : POWER プロシジャによる Hsieh-Lavori の方法に基づく例数設計 

必要イベント数 必要例数 

proc power; 

   coxreg 

      hazardratio = HR 

      rsquare = R2 

      stddev = SD 

      eventstotal = . 

      power = 1-; 

run; 

proc power; 

   coxreg 

      hazardratio = HR 

      rsquare = R2 

      stddev = SD 

      ntotal = . 

      eventprob = イベント割合 

      power = 1-; 

run; 

*SAS/STAT 14.1より実行可能 

 

・数値例 

COXREG ステートメントによる例数設計の数値例として，SAS/STAT PHREG プロシジャのマニュアルで取

り扱われている，多発性骨髄腫のデータを用いる．このデータは，アルキル化剤で 65 人の患者を治療する

試験から得られた死亡または打ち切りまでの生存時間データであり，このうち 48 人がイベント発生，17人

が打ち切りであった．生存時間の共変量として，診断時の尿素窒素を表す BUN の対数をとった値 (LogBUN)，

白血球数を表す WBCの対数をとった値，ヘモグロビン値，血清カルシウム値などの 9つが取りあげられて

おり，9つの共変量のうち予後因子を特定することに関心がある． 

ここで，LogBUN が興味のある共変量であると仮定すると，他の 8つの共変量との関連をあることが考え

られる．このとき，他の 8つの共変量に対する LogBUN の回帰式から得られる寄与率 R
2 は 0.1839，VIF で示

すと 1.225となり，LogBUN の標準偏差は 0.3126となる． 



多発性骨髄腫のデータの LogBUN に関心がある場合，有意水準 5% (片側)，検出力の名義水準 80%の下，

対数ハザード比 1の差を検出できるような例数設計を行うにあたって，まず必要イベント数を求めると，(6) 

式より 64例と算出される．(1) 式より，必要イベント数から必要例数を求めると，イベント割合が 1 17/65 

= 0.738 なので，64/0.738 = 86.67 となる．よって，(8) 式より，多変量の比例ハザードモデルによる解析に対

する必要例数は，86.67 を VIF = 1.225 倍して，106.17 となる． 

プログラム 6は，これらの計算を POWER プロシジャで実施するためのプログラムである．R
2を考慮して

計算すると，必要イベント数は 78，必要例数は 105と計算される．なお，R
2
 = 0とすれば，必要イベント数

が 64，必要例数が 86と計算されることを確認できる． 

 

プログラム 6 : 数値例に対する Hsieh-Lavori の方法に基づく例数設計 

必要イベント数 必要例数 

proc power; 

   coxreg 

  alpha = 0.05 

      sides = l 

      hazardratio = 2.718 

      rsquare = 0.1837 

      stddev = 0.3126 

      eventstotal = . 

  nfrac 

      power = .8; 

run; 

proc power; 

   coxreg 

alpha = 0.05 

      sides = l 

      hazardratio = 2.718 

      rsquare = 0.1837 

      stddev = 0.3126 

      ntotal = . 

  nfrac 

      eventprob = 0.7385 

      power = .8; 

run; 

*SAS/STAT 14.1より実行可能 

 

プログラム 6は，SAS/STAT14.1 から実行可能である．なお，日本語版の SAS/STAT 14.1 から，POWER プ

ロシジャの出力結果は一部日本語で出力される．出力結果の詳細は付録 E を参照されたい． 

 

4  登録パターンが一様でない場合の例数設計 

3.1節の POWERプロシジャにおける TWOSAMPLESURVIVAL ステートメントでは，脱落までの時間が指

数分布に従うと仮定して，例数設計を行うことが可能である (大橋ら, 2016)．しかし，登録パターンについて

は，登録期間中に一様に患者が登録されると仮定した場合のみで，脱落までの時間のように指数分布を仮定

した検討を行うことはできない． 

しかし，2.2節で取りあげた SEQDESIGN プロシジャを用いれば，期間内で一様に登録されるパターン以外

に，切断指数 (truncated exponential) 分布に従って登録されると仮定することができる．切断指数分布の確率

密度関数および累積分布関数はそれぞれ 
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となる ( At 0 )．ただし， は形状パラメータである ( 0 )．切断指数分布の累積分布関数の形状は図

1 のようになり (作成プログラムは付録 Fを参照)，点線で示した一様分布と比較すると， 0 のときは凸

形の登録パターンとなり，その一方 0 のときは凹形の登録パターンとなる． 

一様分布に従って登録される場合の期待イベント割合を表す (5) 式に対して，登録パターンが切断指数分

布に従う場合の期待イベント割合は， 

 
))(exp(1(

}])exp{(1)}[(exp{
1)}exp(1){('









 



g

ggFA

F
gg

A

AFA
dtttFAgP   (9) 

となる (Lachin and Foulkes, 1986)．よって，w = 1の場合で考えると，2.1 節と同様の手順，すなわち 2 群を併

せた期待イベント割合 2/)''( EC PP  を用いて，必要例数を見積もることができる． 

 

 

図 1 : 切断指数分布の累積分布関数 

 

4.1  SEQDESIGN プロシジャによる登録パターンが一様でない場合の例数設計 

 2.2 節に示した方法に基づき SEQDESIGN プロシジャを活用すれば，POWER プロシジャでは検討できなか

った登録パターンが一様でない場合の例数設計を行うことができる．プログラム 7 は，SEQDESIGN プロシ

ジャを用いて，登録パターンが切断指数分布に従うと仮定した下で，必要イベント数および必要例数を算出

するためのプログラムである．2.2節同様，SEQDESIGN プロシジャの例数設計は Schoenfeld の方法に基づき

実施され，登録パターンの考慮についてのみ Lachin-Foulkes の方法に基づいている． 

プログラム 7では，SEQDESIGN プロシジャの SAMPLESIZE ステートメントにおいて，ACCRUAL = 

EXP(PARM = GAMMA’) を指定することで，登録パターンにパラメータ ' の切断指数分布を仮定することが

できる．注意すべき点として，ACCRUAL = で指定する GAMMA’は，(9) 式の  を直接指定するのでなく，

 A' を指定する．例えば，登録期間として ACCTIME = 2 を指定しており，図 1 で考えた  = 2 の切断



指数分布を仮定したい場合には，PARM = 4 と指定すればよい．なお，SAMPLESIZE ステートメントにおい

て ACCRUAL = を指定しなければ，デフォルトである ACCRUAL = UNIFORM が適用される． 

 

プログラム 7 : SEQDESIGN プロシジャによる登録パターンが切断指数分布に従うと仮定した例数設計 

proc seqdesign altref=-log(HR); 

  design nstages=1  beta=  alpha=  alt=twosided; 

  samplesize model=twosamplesurvival 

                    (nullhazard=C 

                     ACCTIME=A FOLTIME=F  

         accrual=exp(parm=gamma’) 

weight=w); 

run; 

 

・数値例 

登録パターンが一様でない場合の数値例として，2.2節の数値例と同様の条件であるが，図 1のパラメータ

が  = 2, 2 の切断指数分布に登録パターンが従う場合を考える． 

 

プログラム 8 : 数値例に対する登録パターンが切断指数分布に従う場合の例数設計 

凸形の登録パターンの場合 ( = 2) 凹形の登録パターンの場合 ( = 2) 

proc seqdesign altref=0.6578; 

  design nstages=1 

   beta=0.20 alpha=0.05 

    alt=twosided; 

  samplesize model=twosamplesurvival 

          (nullhazard=0.08616 

           ACCTIME=2 FOLTIME=5 

   accrual=exp(parm=-4) 

weight=1); 

run; 

proc seqdesign altref=0.6578; 

  design nstages=1 

   beta=0.20 alpha=0.05 

    alt=twosided; 

  samplesize model=twosamplesurvival 

          (nullhazard=0.08616 

           ACCTIME=2 FOLTIME=5 

   accrual=exp(parm=4) 

weight=1); 

run; 

 

プログラム 2による実行結果より，必要イベント数は 72.56，必要例数は 227.61例であった．SEQDESIGN

プロシジャによる登録パターンが一様でない場合の例数設計では，(4) 式に基づき必要イベント数を求め，(9) 

式から得られる期待イベント割合から，(1) 式に基づき必要例数が算出される．そのため，必要イベント数は

登録パターンを変動させても同様の値が得られる．しかし，必要例数に関して，登録パターンが切断指数分

布に従う場合，プログラム 8 より， = 2 の場合は 245.46 例に増大し， = 2 の場合は 212.42例に減少する

ことを確認できる．  

 

 



6  まとめ 

本稿では，生存時間解析の例数設計に関連したプロシジャとして，POWER プロシジャ，SEQDESIGN プロ

シジャによる例数設計について取りあげた． 

POWER プロシジャによる Lakatos の方法に基づく例数設計では，これまで例数のみしか出力できず，イベ

ント数については算出できなかった．しかし，SAS/STAT 9.3 からイベント数についても算出され，例数設計

法として性能が優れている Lakatos の方法を実務に適用する機会が増えることが予想される． 

SAS/STAT 14.1 以降の POWER プロシジャでは，Lakatos の方法に加えて，Hsieh-Lavori の方法に基づく例数

設計もできるようになった．がんを対象とした第 III相試験のように，生存時間データを主要評価項目とした

2 群間比較試験の例数設計では，Lakatos の方法が有用である．しかし，疫学研究や非ランダム化比較試験で

は，生存時間に対する共変量として連続変数を加える場合があり，興味のある共変量が他の共変量と独立で

ないことが考えられる．このとき，Hsieh-Lavori の方法に基づき，VIFを考慮して例数設計を行うことが可能

である． 

また，POWER プロシジャでは，登録期間中に患者が一様に登録されると仮定しており，登録パターンが

一様でない場合の検討を行うことができない．そこで，POWER プロシジャの代わりに，SEQDESIGN プロシ

ジャで例数設計を行うことは有用であり，登録パターンが切断指数分布に従うと仮定した下で，Schoenfeld

の方法に基づく例数設計を行うことができることを示した．Schoenfeld の方法は Lakatos の方法より性能が劣

ってしまうが，生存時間解析の例数設計法として最もよく用いられている方法であり (Barthel et al, 2006)，日

本語訳が出版されている生存時間解析のテキストにおいても取りあげられている (Collett, 2003; Hosmer et al., 

2008)．そのため，実務上，登録パターンが一様でない場合の必要イベント数，必要例数を検討するにあたっ

て大変有用といえる． 

比例ハザード性が成り立たない場合，比例ハザードモデルを仮定しない方法として，生存時間分布に区分

直線モデルを仮定することで，精度良く例数設計を実施できる．POWER プロシジャにより，生存時間分布

に区分直線モデルを仮定した例数設計を行うためには，CURVE オプションで 2時点以上の生存割合を指定す

ればよい．比例ハザードモデルを仮定せずに，生存時間分布に区分直線モデルを仮定する方法については，

魚住ら (2009)，大橋ら (2016) を参照されたい． 

なお，POWERプロシジャによる Hsieh-Lavori の方法，SEQDESIGN プロシジャによる登録パターンが一様

でない場合の例数設計に関しては，DATAステップによる実装も付録に示しており (付録 C，G)，プロシジャ

による実行結果 (付録 D，H) と一致することを確認できる． 
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  付録 A : SEQDESIGN プロシジャによる Schoenfeld の方法に基づく例数設計の確認プログラム 

*======================================================================*; 
* 追加の条件設定 ; 

 
%let alpha=0.05; %let beta=0.2; %let power=%sysevalf(1-&beta); %let w=1; 
%let Sc=0.65; %let Se=0.80; 

%let HR=%sysevalf(%sysfunc(log(&Se))/%sysfunc(log(&Sc))); 
%let logHR=%sysevalf(-%sysfunc(log(&HR))); 
%let accrual=2; %let followup=5; 

%let hc=%sysevalf(-%sysfunc(log(&Sc))/&followup); 

%let he=%sysevalf(-%sysfunc(log(&Se))/&followup); 
*======================================================================*; 

* SEQDESIGNプロシジャによるSchoenfeldの方法に基づく例数設計 ; 
 
proc seqdesign altref=&logHR; 
   design nstages=1 beta=&beta alpha=&alpha alt=twosided; 
   samplesize model=twosamplesurvival 
                    ( nullhazard=&hc weight=&w 

                      ACCTIME=&accrual FOLTIME=&followup accrual=uniform ); 
run; 
*======================================================================*; 

* DATAステップによるSEQDESIGNプロシジャの計算結果の確認 ; 
 
data sample; 
 alpha=&alpha; beta=&beta; w=&w; 
 za=probit(1-alpha/2); zb=probit(1-beta); Sc=&Sc; Se=&Se; HR=log(Se)/log(Sc); 
 accrual=&accrual; followup=&followup; total=accrual+followup; hc=&hc; he=&he; 

 Pc=1-exp(-hc*followup)*(1-(exp(-hc*accrual)))/(accrual*hc); 
 Pe=1-exp(-he*followup)*(1-(exp(-he*accrual)))/(accrual*he); 
DtotalS=(1+w)**2*(za+zb)**2/(w*log(HR)**2); 
 NtotalS=DtotalS*(1+w)/(Pc+w*Pe); 
run; 

 

付録 B : DATAステップによる Lakatos の方法に基づく必要イベント数の計算プログラム 

*======================================================================*; 
* Lakatosの方法に基づく必要例数 ; 
 

ods output Output=lakatos; 
proc power;  
   twosamplesurvival test=logrank 

      curve("Control") = (5):(0.65)  curve("Experimental") = (5):(0.80) 
      groupsurvival = "Control" | "Experimental" 
      groupweights = (1 1)  accrualtime = 2  followuptime = 5 
      ntotal = .   nfractional  power = 0.8;  
run; 
*======================================================================*; 

* DATAステップによるLakatosの方法に基づく必要例数から必要イベント数の計算 ; 
 
data lakatos; set lakatos; 
 Sc=0.65; Se=0.80; HR=log(Se)/log(Sc); 
 hc=-log(Sc)/FollowUpTime; he=-log(Se)/FollowUpTime; 
 Pc=1-exp(-hc*FollowUpTime)*(1-(exp(-hc*AccrualTime)))/(AccrualTime*hc); 
 Pe=1-exp(-he*FollowUpTime)*(1-(exp(-he*AccrualTime)))/(AccrualTime*he); 
 Dtotal=FractionalN*(Weight1*Pc+Weight2*Pe)/(Weight1+Weight2); 
run; 

*======================================================================*; 
* Lakatosの方法に基づく必要イベント数の確認 ; 
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proc power;  
   twosamplesurvival test=logrank 

      curve("Control")  = (5):(0.65)  curve("Experimental") = (5):(0.80) 
      groupsurvival = "Control" | "Experimental" 
      groupweights = (1 1)  accrualtime = 2  followuptime = 5 
      eventstotal = .   power = 0.8;  
run; 

 

付録 C : DATAステップによる Hsieh-Lavori の方法に基づく必要イベント数の計算プログラム 

*======================================================================*; 
* 変数LogBUNの標準偏差の確認 ; 
 

proc means data=Myeloma; 
  var logBUN; 
run; 
*======================================================================*; 
* VIFの確認 ; 
 

proc reg data=Myeloma; 
   model Time = LogBUN HGB Platelet Age LogWBC Frac LogPBM Protein SCalc / vif; 
run;quit; 
*======================================================================*; 
* 寄与率R2の確認 ; 
 

proc reg data=Myeloma; 
   model LogBUN = HGB Platelet Age LogWBC Frac LogPBM Protein SCalc; 
run;quit; 
*======================================================================*; 
* 条件の指定 ; 
 

%let alpha=0.05; %let beta=0.2; %let power=%sysevalf(1-&beta); %let w=1; 
%let logHR=1; %let HR=%sysfunc(exp(&logHR)); 
%let sigma=0.3126; %let VIF=1.225; %let rs=%sysevalf(1-1/&VIF); 

%let n0=65; %let c0=17; %let eventp0=%sysevalf(1-&c0/&n0); 
*======================================================================*; 
* DATAステップによるHsieh-Lavoriの方法に基づく例数設計 ; 

 

data sample; 
 alpha=&alpha; beta=&beta; w=&w; za=probit(1-alpha); zb=probit(1-beta); 
 logHR=&logHR; HR=exp(logHR); 
 sigma=&sigma; VIF=&VIF; rsquare=1-1/VIF; pi=1-&c0/&n0; 
 DtotalHL=(za+zb)**2/(sigma*logHR)**2; NtotalHL=DtotalHL/pi; 
NtotalHL_VIF=NtotalHL*VIF; DtotalHL_VIF=DtotalHL*VIF; 
run; 

 

付録 D : COXREG ステートメントによる Hsieh-Lavori の方法の計算プログラム 

*======================================================================*; 
* 必要イベント数 – DtotalHL, DtotalHL_VIF に一致 ; 
 

proc power; 
   coxreg 

  alpha = &alpha  sides = l  hazardratio = &HR  rsquare = 0,&rs  stddev = &sigma 
      eventstotal = .  nfrac  power = &power; 
run; 
*======================================================================*; 

* 必要例数 – NtotalHL, NtotalHL_VIF に一致 ; 
 
proc power; 
   coxreg 

  alpha = &alpha  sides = l 
      hazardratio = &HR  rsquare = 0,&rs  stddev = &sigma 
      ntotal = .  nfrac  eventprob = &eventp0  power = &power; 
run; 

 

 



付録 E : COXREG ステートメント (付録 D) による Hsieh-Lavori の方法の計算結果 

 必要イベント数 

計算された Ceiling Event Total 

インデックス R-square Fractional Event Total 実際の検出力 Ceiling Event Total 

1 0.000 63.268887 0.804 64 

2 0.184 77.504387 0.802 78 

 

 必要例数 

計算された上限の総標本サイズ 

インデックス R-square 小数点の総標本サイズ 実際の検出力 上限の総標本サイズ 

1 0.000 85.676618 0.801 86 

2 0.184 104.953858 0.800 105 
 

 

付録 F : 切断指数分布 (図 1) の作成プログラム 

*======================================================================*; 
* 切断指数分布に従う登録パターン (A = 2) ; 
 

data trunexp; 
a=2; 
do gamma=-2,2; do t=0 to 2 by 0.01; 
   g=(1-exp(-gamma*t))/(1-exp(-gamma*a)); y=0.5*t; output; 
end; end; 
run; 

*======================================================================*; 
* 登録パターン別にグラフ化 ; 
 

proc sgpanel data=trunexp noautolegend; 
  panelby gamma / columns=2; 
  series x=t y=g / lineattrs=(pattern=1 color=black); 
  series x=t y=y / lineattrs=(pattern=35 color=black); 
  rowaxis values=(0 to 1 by 0.1) label="G(t)";  
  colaxis values=(0 to 2 by 0.5) label="t"; 
run; 

 

付録 G : DATAステップによる登録パターンを考慮した例数設計プログラム 

*======================================================================*; 

* 付録Aの条件に加えて以下を設定 ; 
 
%let gamma=-2; %let gamma_seqdesign=%sysevalf(&accrual*&gamma); 

*======================================================================*; 
* DATAステップによる登録パターンを考慮したSchoenfeldの方法に基づく例数設計 ; 
 

data sample; 
 alpha=&alpha; beta=&beta; w=&w; za=probit(1-alpha/2); zb=probit(1-beta); 
 gamma=&gamma; Sc=&Sc; Se=&Se; HR=log(Se)/log(Sc); 

 accrual=&accrual; followup=&followup; total=accrual+followup; hc=&hc; he=&he; 
 PcUni=1-exp(-hc*followup)*(1-(exp(-hc*accrual)))/(accrual*hc); 
 PeUni=1-exp(-he*followup)*(1-(exp(-he*accrual)))/(accrual*he); 
 PcExp=1+(gamma*exp(-hc*total)*(1-exp((hc-gamma)*accrual))) 
             /((1-exp(-gamma*accrual))*(hc-gamma)); 
 PeExp=1+(gamma*exp(-he*total)*(1-exp((he-gamma)*accrual))) 
            /((1-exp(-gamma*accrual))*(he-gamma)); 
DtotalS=(1+w)**2*(za+zb)**2/(w*log(HR)**2); 

 NtotalS_Uni=DtotalS*(1+w)/(PcUni+w*PeUni); 

 NtotalS_Exp=DtotalS*(1+w)/(PcExp+w*PeExp); 
run; 



付録 H : SEQDESIGN プロシジャによる登録パターンを考慮した例数設計プログラム 

*======================================================================*; 
* 登録パターンが一様の場合の必要例数の確認 ; 

 
proc seqdesign altref=&logHR; 
   design nstages=1 beta=&beta alpha=&alpha alt=twosided; 
   samplesize model=twosamplesurvival 
                    ( nullhazard=&hc  weight=&w 
                      ACCTIME=&accrual FOLTIME=&followup accrual=uniform ); 

run; 
*======================================================================*; 
* 登録パターンが一様でない場合の必要例数の確認 ; 

 
proc seqdesign altref=&logHR; 
   design nstages=1 beta=&beta alpha=&alpha alt=twosided; 
   samplesize model=twosamplesurvival 
                    ( nullhazard=&hc  weight=&w 
                      ACCTIME=&accrual FOLTIME=&followup 

       accrual=exp(parm=&gamma_seqdesign) ); 

run; 

 

 

 


