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要旨 

SAS に ODS 機能が導入され RTF 形式のファイルに直接出力することができるようになって久しいが、弊

社ではこれまで総括報告書用の解析帳票は Excel 形式で作成していた。社内の業務フロー検討の中で解析帳

票を RTF 形式にする方針となり、RTF 形式対応の解析帳票テンプレート集を作成することとなった。 

今野ら（2011）では、ODS RTF 及び REPORT プロシジャを用いて RTF 形式の一覧表を作成するプログラ

ムが紹介されており、比較的簡単なプログラムのみで体裁がコントロール可能であることがわかる。しかし

ながら、これまでの私の経験では DDE 機能を用いた Excel 形式の解析帳票の作成が中心であり、ODS RTF

及び REPORT プロシジャに触れる機会が少なかった。そのため、体裁コントロールの概念や、期待する体裁

にするためにどのようにスタイル定義を行うかを理解するために時間を費やした。また、多くの機能を備え

た REPORT プロシジャの各ステートメントやオプションの役割を理解することにも苦渋した。 

Ver.9.4 で ODS RTF 及び REPORT プロシジャを用いて解析帳票を作成する方法を整理した。私と同様にこ

れから業務で利用を開始する人を対象に紹介する。 

 

キーワード：ODS RTF、REPORT プロシジャ、スタイル要素、スタイル属性、インラインフォーマット 

 

1. 背景 

承認申請時の CDISC 準拠電子データ提出の義務化を受けて、CDISC 準拠データを介した効率的な業務フロ

ーの検討を行っている。総括報告書用の解析帳票が英語データで構成される ADaM から作成されることを考

慮して解析帳票の言語を英語にすることとなり、解析帳票テンプレート集を全面的に見直すこととなった。

また、このタイミングで従来からの Word との親和性の高い RTF 形式で解析帳票を提供してほしいというメ

ディカルライティング部門の要望にも対応することとした。これらの状況を踏まえ、RTF 形式対応の解析帳

票テンプレート集を作成した。 



解析帳票テンプレート集には、第 II 相以降の試験を想定した被験者背景、有効性、安全性の解析帳票及び

症例一覧表を掲載した。有効性については連続値、カテゴリ、2 値、生存時間のデータに対応したそれぞれ

のテンプレートを掲載した。 

事前にメディカルライティング部門と検討した解析帳票の要件を以下に示す。 

要件 対応 
書式の統一  フォントは Courier New、8pt に統一

 背景色は白、文字は黒に統一
総括報告書の本文中に
編集なしで貼付できる 

 用紙の向きは原則縦向き（発現時期別の有害事象発現状況などは除く）
 余白は上 3cm、下 3cm、左 2.5cm、右 2.5cm 
 解析帳票の仕様（解析手法や値の導出方法など）等を説明する脚注は表の直下

に表示（ただし、ページ番号等の情報は Word のフッター機能を用いて表示）
1 ページの出力データ
を多くし、出力ページ
を少なくする 

 複数の出力項目を同一列に表示する
 セル間やセル内の余分なスペースを省く 
 空白行ではなく、罫線で行間の区切りを示す

 

2. ODS 機能 

2.1 一般的な SAS プロシジャ 
ODS 機能を使用することでプロシ

ジャや DATA ステップからの結果を

RTF、HTML、PDF などの形式の外部

ファイルに出力することができる。大

半の SAS プロシジャは図 1 に示した

プロセスで結果を外部ファイルに出力

する。 

 

図 1  SAS プロシジャの出力プロセス（一部プロシジャを除く） 

SAS プロシジャを実行すると、まず、プロシジャが導出したデータ（数値や文字）で構成されたデータコ

ンポーネントが作成される。次に、データコンポーネントが出力構造を定義したテーブルテンプレートと結

合して出力オブジェクトとなり、その後出力オブジェクトがスタイルテンプレートによって全体的な体裁（色、

フォント、罫線、マージンなど）が定義されたファイルに出力される。 

出力ファイルの体裁は、スタイルテンプレートで

スタイル要素を定義することによってコントロー

ルする。スタイル要素とは出力ファイルの特定の部

分に適用するスタイル属性を集めたものであり、図 

2 に示した「SystemTitle」、「Header」のような部

分ごとに定義する。（全スタイル要素及び全スタイ

ル属性は SAS 9.4 Output Delivery System: User's 

Guide の Chapter 11 及び Chapter 12 で参照可能） 図 2  UNIVARIATE プロシジャの HTML 出力結果 

スタイル要素の属性の数や種類は部分ごとに異なるため、体裁をコントロールするためには各部分のスタ

イル要素名や必要なスタイル属性を特定する必要がある。ODS MARKUP ステートメントを利用することで

そのプロセスを簡略化することができる。オプション（TYPE =STYLE_POPUP）を指定した下記プログラム

では、ポインタをかざした部分のスタイル要素名が表示され、さらにダブルクリックするとスタイル要素の

属性を表示したウインドウが開く HTML ファイルを作成することができる（図 3）。 



ods markup file = 'ODS MARKUP.html'      /* 出力Bodyファイル名           */ 
           stylesheet = 'StyleSheet.css' /* 出力スタイルシートファイル名 */ 
           type = style_popup            /* スタイル要素表示 オプション  */ 
           style = Styles.HTMLblue ;     /* スタイルテンプレート名       */ 
  ods select Moments ; 
  proc univariate data = SASHELP.CLASS ; 
    var WEIGHT ; 
  run ; 
ods markup close ;

 

図 3  ODS MARKUP ステートメントで作成した出力ファイル 

 

2.2 レポート作成プロシジャ 
レ ポ ー ト 作 成 プ ロ シ ジ ャ で あ る

REPORT プロシジャ、PRINT プロシジャ

及び TABULATE プロシジャの出力プロ

セスは少し異なっている（図 4）。これ

らのプロシジャはテーブルテンプレート

を持っておらず、結果の出力構造はプロ

シジャで定義される。 図 4  レポート作成プロシジャの出力プロセス 

またプロシジャ内のステートメントで任意の出力構造に変更することもできる。出力ファイルの全体的な

体裁は他のプロシジャと同様にスタイルテンプレートで定義されるが、プロシジャ内のステートメントでス

タイル属性を変更することもできる。なお、スタイルテンプレートではスタイル要素名ごとにスタイル属性

を指定するが、レポート作成プロシジャでは Location ごとあるいは特定のセルごとにスタイル属性を指定す

ることができる。Location に関する詳細は 0 を参照。 

 

3. 解析帳票作成プログラムの紹介 

3.1 ODS RTF と REPORT プロシジャの主なステートメント 
RTF 形式の解析帳票を作成するにはいくつかの方法があるが、ODS RTF 及び REPORT プロシジャを用い

る方法を採用した。この方法で一覧表を作成するためのプログラムが今野ら（2011）で紹介されているが、

比較的簡単なプログラムのみで体裁をコントロールした一覧表が作成できることがわかる。 

本稿で紹介するステートメントの構文とその機能の概要を下に示した。ODS RTF 及び REPORT プロシジャ

にはこの他にも複数のステートメントやオプションがあるが、ここでは解析帳票テンプレート集の作成に用

いたものに限定している。  



ods rtf file = '出力ファイル名' style = スタイルテンプレート名 
        notoc_data ;                                             /* 目次データの出力制御オプション */ 
  proc report data = 出力データ名 missing 他のオプション;    /* 欠測値を有効値として扱うオプション */ 
    column レポート項目1 レポート項目2 ・・・  ;                         /* レポート対象となる変数 */ 
    define レポート項目 / オプション ;                             /* レポート項目の役割と表示方法 */ 
    compute 場所もしくはレポート項目 ;               /* compute-endcomp間のSASステートメントを実行 */ 
      SASステートメント ;  
    endcomp ; 
    break タイミング ブレーク変数 / オプション ;     /* ブレーク時(ブレーク変数の値が変わった時)に */ 
                                                         /* オプションに指定したアクションを実行   */ 
  run ; 
ods rtf close ; 

 
注；ODS 機能を用いて解析帳票を作成するとき、事前に作成したユーザー定義スタイルテンプレートをすべ

ての解析帳票に適用することで解析帳票を通じて書式を統一できるというメリットがある。したがって、

解析帳票間で共通に使用するスタイルはスタイルテンプレートで定義し、個々の解析帳票の細かな体裁

の調整に必要なスタイルはプロシジャ内で定義するという方法をとることができる。 
弊社でもこの方法を採用する予定であるが、本稿ではそれぞれのステートメントが影響を与えた出力箇

所を明確にするため、ユーザー定義スタイルテンプレートは用いずに REPORT プロシジャ及びグローバ

ルステートメントのみでスタイル属性を指定する方法を紹介する。ユーザー定義スタイルテンプレート

を用いて同体裁の解析帳票を作成するプログラムは付録で紹介している。 

 
3.2 有効性の解析帳票を例として 

並行群間プラセボ対照試験における有効性の部分集団解析を例として、プログラムを紹介する。出力デー

タセットの詳細と目標とする解析帳票を以下に示す。出力データセットにはすでに必要な統計量がすべて格

納されていることを前提とし、REPORT プロシジャが有する要約統計量を算出する機能は使用していない。 

 

出力データセットの詳細 

変数名 型 内容 コードリスト 

AGEGR1N 数値 年齢カテゴリ（数値） 1, 2, 3 

AGEGR1 文字 年齢カテゴリ 12-16 (years), 17-64 (years), 65- (years) 

TRTPN 数値 投与群（数値） 1, 2 

TRTP 文字 投与群 Active (N=999), Placebo (N=999) 

AVISITN 数値 解析時期（数値） 2, 3, 4 

AVISIT 文字 解析時期 Visit 2, Visit 3, Visit 4 

TRT_VISITN 数値 投与群と解析時期の合成変数（数値） 10, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24 

TRT_VISIT 文字 投与群と解析時期の合成変数 Active (N=999), Visit 2, Visit 3, Visit 4,  
Placebo (N=999), Visit 2, Visit 3, Visit 4 

LSMEAN 文字 投与群ごとの最小二乗平均 ― 

SE 文字 投与群ごとの標準誤差 ― 

LOWER 文字 投与群ごとの 95%信頼区間下限 ― 

UPPER 文字 投与群ごとの 95%信頼区間上限 ― 

C_LSMEAN 文字 投与群間の差の最小二乗平均 ― 

C_SE 文字 投与群間の差の標準誤差 ― 

C_LOWER 文字 投与群間の差の 95%信頼区間下限 ― 

C_UPPER 文字 投与群間の差の 95%信頼区間上限 ― 
 



目標とする解析帳票 

 

3.2.1 出力順・変数の非表示・ヘッダーラベル 

AGEGR1N と TRT_VISITN のように、データの出力順を指定するために使用するが解析帳票には表示させ

ない変数がある。このとき、これらの変数を COLUMN ステートメントでレポート項目として変数名を記載

する/*2*/。さらに、DEFINE ステートメントでは当該レポート項目の役割を ORDER として定義するととも

に、NOPRINT オプションで非表示にする/*5*/。なお、AGEGR1 のように文字変数で役割を省略する場合の

デフォルトの役割は DISPLAY である。数値変数のデフォルトの役割は ANALYSIS である。 

DEFINE ステートメントのラベルオプションでは、ヘッダー部分に表示するラベルを指定する/*6*/。ラベ

ルオプションを省略した場合には変数ラベル（変数ラベルが設定されていない場合には変数名）が表示され

る。ヘッダーラベルを任意の場所でセル内改行させて表示させるときは、/*1*/の SPLIT オプションで指定し

た区切り文字（デフォルトの区切り文字は'/'（スラッシュ））をテキスト内の改行させたい場所に挿入する/*7*/。 

COLUMN ステートメントでラベルを追加することができる。/*3*/では LOWER と UPPER の 2 つのレポー

ト項目にわたるラベルを表示させている。/*4*/では C_LOWER、C_UPPER にわたるラベルと、さらにその上

に C_LSMEAN、C_SE、C_LOWER 及び C_UPPER の 4 つのレポート項目にわたるラベルを表示させている。 
ods rtf file = "有効性の解析帳票_01.rtf" notoc_data style = Styles.Default ; 
  proc report data = DATA missing split = '|' ;                                 /* 1 */ 
    column AGEGR1N AGEGR1 TRT_VISITN TRT_VISIT                                  /* 2 */ 
           LSMEAN SE ('95% CI' LOWER UPPER)                                     /* 3 */ 
           ('Comparison to Placebo' C_LSMEAN C_SE ('95% CI' C_LOWER C_UPPER)) ; /* 4 */ 
    define AGEGR1N    / order noprint ;                                         /* 5 */ 
    define AGEGR1     / 'Age' ;                                                 /* 6 */ 
    define TRT_VISITN / order noprint ; 
    define TRT_VISIT  / 'Treatment|Visit' ;                                     /* 7 */ 
    define LSMEAN     / 'LS Mean' ;  
    :（省略） 
    define C_UPPER    / 'Upper'; 
  run ; 
ods rtf close ; 

 



3.2.2 セル結合・脚注 

DEFINE ステートメントで役割が ORDER として定義されたレポート項目では、同じデータが連続してい

る場合に行間で同じデータを繰り返して表示することが制御される/*2*/。また同時に PROC REPORT ステー

トメントで SPANROWS オプションを指定することで制御されたセルを結合することができる/*1*/。 

/*3*/ は 、 各 出 力 ペ ー ジ の 最 後 に

COMPUTE と ENDCOMP との間に記述さ

れた SAS ステートメントを実行させる。

LINE ステートメントで任意のテキストを

出力しており、ここでは脚注を出力してい

る/*4*/。 

:（省略） 
  proc report data = DATA …（省略） spanrows ;  /* 1 */ 
    :（省略） 
    define AGEGR1     / order 'Age' ;            /* 2 */ 
    :（省略） 
    compute after _page_ ;                       /* 3 */ 
      line '95% confidence interval' ;           /* 4 */ 
    endcomp ; 
  run ; 
:（省略） 

 

3.2.3 スタイル 

これまでに紹介したプログラムで作成さ

れる結果を図 5 に示した。この結果の色や

フォントは PROC REPORT ステートメント

の STYLE オプションで指定されたスタイ

ルテンプレート（STYLES.DEFAULT）に従

っている。REPORTプロシジャではLocation

ごとあるいは特定のセルごとにスタイル属

性を指定することができる。（REPORT プ

ロシジャで指定することができるスタイル

属性は Base SAS 9.4 Procedures Guide の

Table 55.9 で参照可能） 

図 5  Location 

本稿で取り扱う Location は図 5 に示した「Report」、「Header」、「Column」及び「Lines」の 4 種類であ

る。スタイル定義の記述方法にはいくつかの方法があり、目的に応じて使い分けることができる。 

 

PROC REPORT ステートメントで記述 

PROC REPORT ステートメントでは、STYLE(Location)オプションを用いてテーブル全体に影響するスタイ

ル属性とすべてのレポート項目に共通するスタイル属性を指定する。STYLE オプションの構文は以下の通り。 

style(Location) = {スタイル属性 1 スタイル属性 2 ・・・} 

/*1*/の STYLE(REPORT)オプションでは Location「Report」部分、つまりテーブル全体のスタイル属性を指

定している。「just=left」ではテーブルの表示位置をファイルの中の左寄せにしている。「bordercolor=black」、

「borderstyle=solid」及び「borderwidth=1pt」ではそれぞれテーブル中で共通して使用する罫線の色を黒、線

種を実線、幅を 1pt と設定している。「frame=hsides」ではテーブル枠の罫線を指定しており、テーブルの上

部と下部のみの表示にしている。「rules=groups」ではテーブル内の罫線を指定しており、「Header」と「Column」

の間、「Column」と「Lines」の間のみの表示にしている。「cellpadding=0」と「cellspacing=0」ではそれぞ

れセル内の左右上下のスペースとセル間のスペースを削除している。 



/*2*/、/*3*/、/*4*/では、それぞれ Location が「Header」、「Column」、「Lines」部分のスタイル属性を指

定している。指定しているスタイル属性の詳細は以下の通り。 

属性の種類 属性の値 内容 
asis on 先頭の空白と改行を無視せず表示する 
vjust bottom テキストの縦方向の位置揃えを下揃えにする 

top テキストの縦方向の位置揃えを上揃えにする 
background white セルの背景色を白にする 
foreground black セルの前景色(主にテキストの色)を黒にする 
font ('Courier New', 8pt) フォントを'Courier New'、フォントサイズを 8pt にする 
borderbottomstyle none セル下部の罫線を表示しない 
just left テキストの横方向の位置揃えを左揃えにする 

right テキストの横方向の位置揃えを右揃えにする 

 
:（省略） 
  proc report data = DATA missing split = '|' spanrows  
    style(report) ={just=left                                           /* 1 */ 
                    bordercolor=black borderstyle=solid borderwidth=1pt 
                    frame=hsides rules=groups cellpadding=0 cellspacing=0} 
    style(header) ={asis=on vjust=bottom                                /* 2 */ 
                    background=white foreground=black font=('Courier New', 8pt)} 
    style(column) ={asis=on vjust=top                                   /* 3 */ 
                    background=white foreground=black font=('Courier New', 8pt)} 
    style(lines)  ={asis=on just=left vjust=top                         /* 4 */ 
                    background=white foreground=black font=('Courier New', 8pt) 
                    borderbottomstyle=none} ; 
    :（省略） 
  run ; 
:（省略） 

 

DEFINE ステートメントで記述 

PROC REPORT ステートメントで記述した場合はすべてのレポート項目に影響を与えるのに対し、DEFINE

ステートメントで記述した場合は該当するレポート項目のみに影響を与える。両方のステートメントで重複

してスタイル属性が指定されているレポート項目では DEFINE ステートメントでの指定が優先される。 

/*1*/の STYLE(COLUMN)オプションでは、レポート項目 AGEGR1 の Location「Column」部分、つまりテ

ーブルのデータ部分のスタイル属性を指定しており、テキストの表示位置を左揃え、セル幅を 1.6cm にして

いる。 

/*2*/の STYLE(HEADER)

オプションでは、レポート

項目 AGEGR1 の Location

「Header」部分のスタイル

属性を指定しており、テキ

ストの表示位置を左揃えに

している。 

:（省略） 
    define AGEGR1N    / order noprint ;  
    define AGEGR1     / order 
                        style(column)={just=left cellwidth=1.6cm}     /* 1 */
                        style(header)={just=left}                     /* 2 */
                        'Age' ;  
    define TRT_VISITN / order  noprint ;  
    define TRT_VISIT  / style(column)={just=left cellwidth=2.6cm}  
                        style(header)={just=left} 'Treatment|Visit' ; 
    :（省略） 
  run ; 
:（省略） 

 

CALL DEFINE ステートメントに記述 

COMPUTE と ENDCOMP との間で、IF ステートメントと CALL DEFINE ステートメントを組み合わせて使

用することによって、特定のセルのスタイル属性を指定することができる。下のプログラムは年齢カテゴリ

が変わるときと投与群が変わるときに罫線を表示させ、かつ TRT_VISIT のデータのうち「Visit n」を表示す



るものにはインデント（字下げ）を施すプログラムである。なお、出力データセットにはあらかじめ OBS を

特定するための数値変数_LINE_IND を追加している（図 6）。

スタイル定義を行う CALL DEFINE ステートメントの構文は以下の通りである。対象カラムに、レポート

項目名あるいは_Cn_（n は列数）を引用符で囲んで指定することにより列を特定でき、_row_と指定すること

ですべての列を対象にすることができる。 

call define(対象カラム, 'style', 'style=[スタイル属性 1 スタイル属性 2 ・・・] ') 

_LINE_IND は解析帳票には表示しないが OBS を特定するために使用するため、/*1*/でレポート項目とし

て変数名を記載している。/*2*/では NOPRINT オプションで非表示にしている。なお、_LINE_IND は数値変

数であるため、役割をデフォルトの ANALYSIS から DISPLAY に変更している。 

図 6  出力データセット（数値変数_LINE_IND を追加） 

CALL DEFINE ステートメントを COMPUTE と ENDCOMP との間に記述する。COMPUTE ステートメント

には必ず場所もしくはレポート項目を指定しなければならず、ここでは_LINE_IND を指定している/*3*/。 

/*3*/、/*4*/は_LINE_IND=10 である OBS の AGEGR1 のセルに幅 1pt の下部罫線を表示している。ここで、

罫線の色及び線種は指定していないが、PROC REPORT ステートメントの STYLE(REPORT)オプションで指

定した属性に従っている。さらに、_LINE_IND の値に注目する。AGEGR1 のグループ内の最後の OBS（図 6

の 8OBS 目）ではなく最初の OBS（図 6 の 1OBS 目）に 10 が格納されていなければならない。これは、AGEGR1

は役割がORDERとして定義されており、1行目から 8行目までのセルが結合されていることが影響している。 

/*5*/は_LINE_IND=1 である OBS の TRT_VISIT のセルにインデントを設定している。 

/*6*/、/*7*/は_LINE_IND=21であるOBSのTRT_VISITのセルにインデントを設定するとともに、TRT_VISIT

以降のすべてのセルに下部罫線を表示している。 
:（省略） 
    column AGEGR1N AGEGR1 TRT_VISITN TRT_VISIT …（省略） _LINE_IND ;                          /* 1 */ 
    define AGEGR1N    / order noprint ; 
    define _LINE_IND  / display noprint ;                                                      /* 2 */ 
    :（省略） 
    compute _LINE_IND ; 
      if _LINE_IND = 10 then                                                                   /* 3 */ 
        call define('AGEGR1'   , 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]') ;                   /* 4 */
      if _LINE_IND =  1 then                                            
        call define('TRT_VISIT', 'style', 'style=[marginleft=0.4cm]') ;                        /* 5 */
      if _LINE_IND = 21 then do ; 
        call define('TRT_VISIT', 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt  marginleft=0.4cm]') ; /* 6 */
        call define('LSMEAN'   , 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]') ;                   /* 7 */
        :（省略） 
        call define('C_UPPER'  , 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]') ;                   /* 7 */
      end ; 
    endcomp; 
    :（省略） 



3.2.4 インラインフォーマット機能・テキストフィールドでのスタイル定義 

エスケープ文字とインラインフォーマット関数を用いてテキストとセルのスタイルを変更することができ

る。インラインフォーマット関数の構文を以下に示す。エスケープ文字は ODS ESCAPECHAR ステートメン

トで任意の文字を指定することができる。 

エスケープ文字{インラインフォーマット関数 引数} 

主なインラインフォーマット関数は以下の通り。（この他の関数は SAS 9.4 Output Delivery System: User's 

Guide の Table 6.4 で参照可能） 

関数名 引数 内容 例（エスケープ文字は^と表示）
SUPER 上付きにする文字 文字を上付きに設定 'cm^{super(2)}' 
NEWLINE 改行したい行数 セル内改行を挿入 'SOC^{newline 1}PT' 
PAGEOF なし 現在のページと総ページ数を挿入 'Page ^{pageof}' 
THISPAGE なし 現在のページを挿入 'Page ^{thispage} of ^{lastpage}'
LASTPAGE なし 総ページ数を挿入 'Page ^{thispage} of ^{lastpage}'

また、以下の構文によりラベル、タイトル及びフットノートのようなテキストフィールドでスタイル定義

が行える。 

'エスケープ文字 S={スタイル属性 1 スタイル属性 2 ・・・}テキスト' 

/*1*/では、エスケープ文字に'~'（チルダ）を指定している。 

/*3*/では、テキストフィールドでヘッダーセルのスタイル（横方向表示位置と下部罫線）を定義するとと

もに、SUPER 関数でテキストの一部を上付きにして「95%CI[a]」と表示させている。 

/*2*/、/*4*/、/*5*/では年齢カテゴリ変数をこれまでの AGEGR1 から AGEGR1X に変更している。AGEGR1X

は NEWLINE 関数を含むデータ（’12-16~{newline 1}(years)’、’17-64~{newline 1}(years)’、’65-~{newline 1}(years)’）

で構成されていることから、年齢単位が改行された状態で表示される。 
:（省略） 
  ods escapechar = '~';                                                                   /* 1 */ 
    :（省略） 
    column AGEGR1N AGEGR1X TRT_VISITN TRT_VISIT LSMEAN SE                                 /* 2 */ 
           ('~S={just=center borderbottomwidth=1pt}95% CI~{super[a]}' LOWER UPPER)        /* 3 */ 
           …（省略）_LINE_IND ; 
    define AGEGR1N    / order noprint ; 
    define AGEGR1X    / order                                                             /* 4 */  
                        style(column)={just=left   cellwidth=1.6cm}  
                        style(header)={just=left  } 'Age' ; 
    :（省略） 
    define _LINE_IND  / display noprint ; 
    compute _LINE_IN ;  
      if _LINE_IN = 1 then 
        call define('AGEGR1X'  , 'style', "style=[borderbottomwidth=1pt]") ;              /* 5 */  
      :（省略） 
    endcomp;  
    :（省略） 
  run ; 
:（省略） 

 

3.2.5 ページ設定・タイトル・フットノート 

OPTIONS ステートメントで SAS システムの日時とページを非表示にし、用紙のサイズ、向き及び余白を

指定している。 

タイトル及びフットノートは図 5 のいずれの Location にも属していない。そのため REPORT プロシジャ

内ではなく TITLE、FOOTNOTE ステートメント内でスタイルを定義している。 

 



/* ページ設定 */ 
options nodate nonumber                               /* 日時非表示、ページ番号非表示 */ 
        papersize = "A4"                                             /* 用紙サイズ;A4 */ 
        orientation = portrait                      /* 用紙の向き;縦（横はlandscape） */ 
        topmargin = 3cm bottommargin = 3cm                            /* 余白上下;3cm */ 
        leftmargin   = 2.5cm rightmargin  = 2.5cm ;                 /* 余白左右;2.5cm */ 
 
/* タイトル・フットノートの指定（位置、フォント、サイズ、テキスト）*/ 
title1  
'~S={just=left background=white foreground=black font=("Courier New", 8pt)} 
Table 9.9.9 Subgroup Analysis, MMRM for Percent Change from Baseline in VAS by Age Group' ; 
title2  
'~S={just=left background=white foreground=black font=("Courier New", 8pt)}Full Analysis Set' ; 
footnote1  
'~S={just=right background=white foreground=black font=("Courier New", 8pt)} 
Page ~{pageof}' ; /* インラインフォーマット関数 */ 
:（省略） 

 

3.3 複数ページにまたがる解析帳票を例に 

3.3.1 改ページの挿入 

各 OBS に表示したいページ番号が格納された変数（ブレーク変数）を追加し、BREAK ステートメントと

PAGE オプションを組み合わせることで、ブレーク時（ブレーク変数の値の変更時）に改ページを挿入する

ことができる。このとき、ブレーク変数を COLUMN ステートメントに記載するとともに、DEFINE ステート

メントで役割を ORDER あるいは GROUP にする必要がある。 

break after ブレーク変数 / page ; 

 

3.3.2 ページごとにヘッダーを変更する 

臨床検査の解析帳票では臨床検査項目ごとに改ページし、臨床検査項目名は列として表示するのではなく、

ページのヘッダー部分に表示することがある。このとき、改ページは上の方法で挿入することができる。さ

らに、BEFORE オプションと_PAGE_オプションを指定した COMPUTE ステートメントと LINE ステートメ

ントを使用することで各ページの最上部にテキストを表示することができる。下記プログラムでは臨床検査

項目が格納された PARAMN の内容を表示することができる。なお、LINE ステートメントで変数のデータを

出力する際には出力フォーマットを指定しなければならないことに注意が必要である。 
proc format ; 
  value F_PARAMN 
  1 = 'Parameter Name 1' 
  2 = 'Parameter Name 2' 
  :（省略） 
run ;  

:（省略） 
    compute before _page_ ;  
      line PARAMN F_PARAMN. ;  
    endcomp;  
:（省略） 

 

3.3.3 Word の表示機能を用いた改ページ 

任意の行で改ページを行うためには各ページに出力する OBS 数を決めておく必要がある。症例一覧表では

レングスが長いデータが出力対象になることがあり、セル幅が十分に確保できない場合は自動的にセル内改

行が挿入される。その結果、出力 OBS 数≠出力行数となり各ページに出力する OBS 数を決めることは難し

くなる。しかし、1 症例の情報が 2 ページにわたることは可能な限り避けたい。このとき、プログラム上で

は改ページ処理は行わず、症例を識別するレポート項目の役割を ORDER としてかつ SPANROWS オプショ

ンを指定するのみとする。Word の「表のプロパティ」の「行の途中で改ページする」オプションを無効にし



た状態で出力ファイルを閲覧することで、1 ページに最大の症例数が表示され、かつ 1 症例の情報が 2 ペー

ジにわたって表示されることを避けることができる。 

 

4. 最後に 

ODS RTF 及び REPORT プロシジャを用いた体裁コントロールの概要と解析帳票を作成するためのプログ

ラムを紹介した。弊社の解析帳票テンプレート集を作成するなかで使用したものを一通り網羅しており、こ

れから解析帳票をRTF形式で作成することにチャレンジしようと考えている方々には参考になるのではない

かと思う。実際には今回紹介した内容以外にも多くのステートメントやオプションが使用可能であるため、

より効率的な方法もあるかもしれないが、その点はご容赦いただきたい。 
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6. 付録 

/* テストデータ ***************************************************************************************************/ 
%let SET_VALUE1=%str(LSMEAN  =''        ; SE  =''        ; LOWER  =''        ; UPPER  =''        ;   
                     C_LSMEAN=''        ; C_SE=''        ; C_LOWER=''        ; C_UPPER=''        ;) ; 
%let SET_VALUE2=%str(LSMEAN  =' 99.999' ; SE  =' 99.999' ; LOWER  =' 99.999' ; UPPER  =' 99.999' ; 
                     C_LSMEAN=' 99.999' ; C_SE=' 99.999' ; C_LOWER=' 99.999' ; C_UPPER=' 99.999' ;) ; 
%let SET_VALUE3=%str(LSMEAN  =' 99.999' ; SE  =' 99.999' ; LOWER  =' 99.999' ; UPPER  =' 99.999' ; 
                     C_LSMEAN='-'       ; C_SE='-'       ; C_LOWER='-'       ; C_UPPER='-'       ;) ; 
data DATA ; 
  length AGEGR1 AGEGR1X TRTP AVISIT TRT_VISIT LSMEAN SE LOWER UPPER C_LSMEAN C_SE C_LOWER C_UPPER $200 ; 
  do AGEGR1N=1 to 3 ; 
    if AGEGR1N=1 then do ; AGEGR1='12-16 (years)' ; AGEGR1X='12-16~{newline 1}(years)' ; end ; 
    if AGEGR1N=2 then do ; AGEGR1='17-64 (years)' ; AGEGR1X='17-64~{newline 1}(years)' ; end ; 
    if AGEGR1N=3 then do ; AGEGR1='65- (years)'   ; AGEGR1X='65-~{newline 1}(years)'   ; end ; 
    TRTPN=1 ;   TRTP='Active (N=999)' ;  
    AVISITN=. ; AVISIT=''        ; TRT_VISITN=TRTPN*10         ; TRT_VISIT=TRTP   ; &SET_VALUE1 ; _LINE_IND=10 ; output ; 
    AVISITN=2 ; AVISIT='Visit 2' ; TRT_VISITN=TRTPN*10+AVISITN ; TRT_VISIT=AVISIT ; &SET_VALUE2 ; _LINE_IND= 1 ; output ; 
    AVISITN=3 ; AVISIT='Visit 3' ; TRT_VISITN=TRTPN*10+AVISITN ; TRT_VISIT=AVISIT ; &SET_VALUE2 ; _LINE_IND= 1 ; output ; 
    AVISITN=4 ; AVISIT='Visit 4' ; TRT_VISITN=TRTPN*10+AVISITN ; TRT_VISIT=AVISIT ; &SET_VALUE2 ; _LINE_IND=21 ; output ; 
    TRTPN=2 ;   TRTP='Placebo (N=999)' ;  
    AVISITN=. ; AVISIT=''        ; TRT_VISITN=TRTPN*10         ; TRT_VISIT=TRTP   ; &SET_VALUE1 ; _LINE_IND= 0 ; output ; 
    AVISITN=2 ; AVISIT='Visit 2' ; TRT_VISITN=TRTPN*10+AVISITN ; TRT_VISIT=AVISIT ; &SET_VALUE3 ; _LINE_IND= 1 ; output ; 
    AVISITN=3 ; AVISIT='Visit 3' ; TRT_VISITN=TRTPN*10+AVISITN ; TRT_VISIT=AVISIT ; &SET_VALUE3 ; _LINE_IND= 1 ; output ; 
    AVISITN=4 ; AVISIT='Visit 4' ; TRT_VISITN=TRTPN*10+AVISITN ; TRT_VISIT=AVISIT ; &SET_VALUE3 ; _LINE_IND=21 ; output ; 
  end ; 
run ; 
/* 前処理 *********************************************************************************************************/ 
options nodate nonumber papersize = "A4" orientation = portrait topmargin = 3cm bottommargin = 3cm leftmargin = 2.5cm rightmargin= 2.5cm ;
ods escapechar = '~'; 
ods path work.templat (update) sasuser.templat (update) sashelp.tmplmst (read) ; 

/* ユーザー定義スタイルテンプレート未使用 ********************************************************************************************/
/* タイトル・フットノートの指定（位置、色、フォント、サイズ、テキスト）*/ 
title1 '~S={just=left background=white foreground=black font=("Courier New", 8pt)}Table 9.9.9 Subgroup Analysis, MMRM for Percent Change 
from Baseline in VAS by Age Group' ; 



title2 '~S={just=left background=white foreground=black font=("Courier New", 8pt)}Full Analysis Set' ; 
footnote1 '~S={just=right background=white foreground=black font=("Courier New", 8pt)}Page ~{pageof}' ; 
 
/* RTF出力開始 */ 
ods rtf file = "有効性の解析帳票.rtf" notoc_data style = Styles.Default ; 
  /* REPORTプロシジャ */ 
  proc report data = DATA missing split = '|' spanrows  
    style(report) ={just=left bordercolor=black borderstyle=solid borderwidth=1pt 
                    background=white foreground=black frame=hsides rules=groups cellpadding=0 cellspacing=0} 
    style(header) ={asis=on           vjust=bottom background=white foreground=black font=('Courier New', 8pt)} 
    style(column) ={asis=on           vjust=top    background=white foreground=black font=('Courier New', 8pt)} 
    style(lines)  ={asis=on just=left vjust=top    background=white foreground=black font=('Courier New', 8pt)  
                    borderbottomstyle=none} ; 
    column AGEGR1N AGEGR1X TRT_VISITN TRT_VISIT LSMEAN SE   
           ("~S={just=center borderbottomwidth=1pt}95% CI~{super[a]}" LOWER UPPER)  
           ("~S={just=center borderbottomwidth=1pt}Comparison to Placebo" C_LSMEAN C_SE  
            ("~S={just=center borderbottomwidth=1pt}95% CI~{super[a]}" C_LOWER C_UPPER)) _LINE_IND ; 
    define AGEGR1N    / order noprint ; 
    define AGEGR1X    / order style(column)={just=left cellwidth=1.6cm} style(header)={just=left} 'Age' ; 
    define TRT_VISITN / order noprint ; 
    define TRT_VISIT  / style(column)={just=left   cellwidth=2.6cm} style(header)={just=left  } 'Treatment|Visit' ; 
    define LSMEAN     / style(column)={just=center cellwidth=1.4cm} style(header)={just=center} 'LS Mean' ; 
    define SE         / style(column)={just=center cellwidth=1.4cm} style(header)={just=center} 'SE'; 
    define LOWER      / style(column)={just=center cellwidth=1.4cm} style(header)={just=center} 'Lower'; 
    define UPPER      / style(column)={just=center cellwidth=1.4cm} style(header)={just=center} 'Upper'; 
    define C_LSMEAN   / style(column)={just=center cellwidth=1.4cm} style(header)={just=center} 'LS Mean' ; 
    define C_SE       / style(column)={just=center cellwidth=1.4cm} style(header)={just=center} 'SE'; 
    define C_LOWER    / style(column)={just=center cellwidth=1.4cm} style(header)={just=center} 'Lower'; 
    define C_UPPER    / style(column)={just=center cellwidth=1.4cm} style(header)={just=center} 'Upper'; 
    define _LINE_IND      / display noprint ; 
    compute _LINE_IND ; 
      if _LINE_IND = 10 then call define('AGEGR1X'  , 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]') ; 
      if _LINE_IND =  1 then call define('TRT_VISIT', 'style', 'style=[marginleft=0.4cm]') ; 
      if _LINE_IND = 21 then do ; 
       call define('TRT_VISIT', 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt marginleft=0.4cm]') ; 
       call define('LSMEAN' , 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]'); call define('SE'    , 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]') ;
       call define('LOWER'  , 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]'); call define('UPPER' , 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]') ;
       call define('C_LSMEAN', 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]'); call define('C_SE'  , 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]') ;
       call define('C_LOWER', 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]'); call define('C_UPPER', 'style', 'style=[borderbottomwidth=1pt]') ;
      end ; 
    endcomp;  
    compute after _page_ ; 
      line '[a] 95% confidence interval' ; 
    endcomp ; 
  run ; 
ods rtf close ; 
/* ユーザー定義スタイルテンプレート使用 **********************************************************************************************/
/* ユーザー定義スタイルテンプレートの作成 */ 
proc template ; 
  define style RTF_ORIGNAL ;  /* ユーザー定義スタイルテンプレートのテンプレート名 */ 
    parent = Styles.Default ; /* 継承もとのスタイルテンプレート名 */ 
    style fonts / 'docfont' = ('Courier New', 8pt) 'headingfont' = ('Courier New', 8pt) 
                  'fixedfont' = ('Courier New', 8pt) 'batchfixedfont' = ('Courier New', 8pt) 
                  'fixedstrongfont' = ('Courier New', 8pt) 'fixedemphasisfont' = ('Courier New', 8pt) 
                  'emphasisfont' = ('Courier New', 8pt) 'strongfont' = ('Courier New', 8pt) 
                  'titlefont' = ('Courier New', 8pt) 'titlefont2' = ('Courier New', 8pt); 
    style color_list / 'fgA'  = black 'fgA1' = black 'fgA2' = black 'fgB1' = black 'fgB2' = black 'fgA4' = black 
                       'bgA' = white 'bgA1' = white 'bgA2' = white 'bgA3' = white 'bgA4' = white   ; 
    style output from container / borderwidth = 1 bordercolor=black borderstyle=solid frame = hsides rules = group  
                                  cellspacing = 0 cellpadding = 0 ; 
    end; 
run; 
 
/* タイトル・フットノートの指定（色、フォント、サイズはスタイルテンプレートで定義）*/ 
title1 '~S={just=left}Table 9.9.9 Subgroup Analysis, MMRM for Percent Change from Baseline in VAS by Age Group' ; 
title2 '~S={just=left}Full Analysis Set' ; 
footnote1 '~S={just=right}Page ~{pageof}' ; 
 
/* RTF出力開始 */ 
ods rtf file = "有効性の解析帳票_STYLETEMPLATE.rtf" notoc_data  
                                                    style = RTF_ORIGNAL ; /* ユーザー定義スタイルテンプレート指定 */ 
  /* REPORTプロシジャ */ 
  proc report data = DATA missing split = '|' spanrows  
    /* コメントアウトされているスタイル属性はスタイルテンプレートで定義 */ 
    style(report) ={just=left /*bordercolor=red borderstyle=solid borderwidth=1pt background=white foreground=black*/ 
                    /*frame=hsides rules=groups cellpadding=0 cellspacing=0*/} 
    style(header) ={asis=on vjust=bottom /*background=white foreground=black font=('Courier New', 8pt)*/} 
    style(column) ={asis=on vjust=top /*background=white foreground=black font=('Courier New', 8pt)*/} 
    style(lines)  ={asis=on just=left vjust=top /*background=white foreground=black font=('Courier New', 8pt)*/ borderbottomstyle=none} ;
    :省略（COLUMNステートメント以降はユーザー定義スタイルテンプレート未使用バージョンと同様） 

 


