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1. はじめに 

 

医薬品開発のグローバル化が進み，検証的な第 3 相比較試験を中心に日本を含む国際共同

治験が年々増加しています 1．日本では，1997 年に ICH† E5 ガイドライン「外国臨床デー

タを受け入れる際に考慮すべき民族的要因についての指針」2が発出されると，いわゆるブ

リッジング戦略が普及し，新薬の承認申請に外国で収集されたデータが本格的に利用される

ようになりました．しかしながら，ブリッジング戦略では海外で第 3 相試験を実施してから

国内でブリッジング試験を実施することから，新薬の上市が海外よりもかなり遅れてしまう

という欠点があります．このため，2000 年代に入るとドラッグラグが社会問題となり，厚

生労働省はドラッグラグ解消に向けた一つの方策として，2007 年 9 月に「国際共同治験に

関する基本的考え方」3（以下，「基本的考え方」）を公表し，国内製薬企業が国際共同治験

に参画することを後押ししました．ドラッグラグの解消は製薬企業にとっても重要な使命の

一つであり，国内で新薬の上市を早めることにもつながることから，日本が参画する国際共

同治験は今後も増えていくと思われます． 

国際共同治験は，試験データを複数の地域で同時に収集することから，試験期間の短縮だ

けでなく，医薬品のベネフィットとリスクを様々な地域や民族に対して評価できるといった

メリットがあります．ただし，民族的要因が異なることにより，民族間あるいは地域間で医

薬品のベネフィットやリスクに差異が生じることは経験的にもよく知られており，民族的要

因の影響を考慮して試験を計画，実施しないと試験結果の解釈が難しくなる可能性もありま

す．それゆえ，ICH E5 ガイドラインには医薬品の有効性及び安全性に与える民族的要因の

影響を評価するための基本的な考え方が示されています．日本は民族的に同質性が高く，医

療環境の地域間差も比較的小さいことから，外国臨床データを受け入れる際の民族的要因の

影響に関しては，これまでも規制当局と企業の間で様々な議論がなされてきました．一方，

様々な人種や民族から構成されている欧米諸国では，ICH E5 ガイドラインが発出された後

も民族的要因の影響に対する関心は必ずしも高くありませんでしたが，先進国以外の国も参

加した世界的規模の国際共同治験が増えるにつれて，人種の構成や医療環境の異なる他国の

データを受け入れることの是非が以前よりも議論されるようになってきています 4,5． 

こうした流れの中，ICH でも 2015 年から各規制当局による国際共同治験の受け入れ可能

性を高めるために，国際共同治験の計画とデザインに関する原則を示すことを目的として

「国際共同治験の計画及びデザインに関する一般原則」（ICH E17 ガイドライン．以下，

ICH E17）が議論され，既に Step 5 に達しています．国内でも 2018 年 6 月に日本語版とと

もに通知されました 6． 

「基本的考え方」，ICH E17 ともに国際共同治験の結果（全体の解析対象集団での結果）

を各参加地域の結果として外挿するには，地域間での結果の一貫性が重要であると指摘して

います．これは，各地域の結果が類似していて一貫性があれば，国際共同治験の結果がそれ

                                                        
† International Conference on Harmonization 
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ぞれの地域の結果を代表したものとして受け入れやすいためです．特に「基本的考え方」に

は，国際共同治験で集積すべき日本人例数の割合の算出方法を例示する中で，一貫性につい

て 2通りの確認方法を示しています．（コラム 1 参照）これら 2つの方法は，いずれも国や

地域別の単純な部分集団解析の結果に基づく方法であり，一貫性のある結果を高い確率で得

るためには，1 地域あたりの例数が全体の 15％～20％以上必要となります 3,7．しかしなが

ら，この基本的考え方が示した一貫性の確認方法を全ての国や地域に適用することは困難で

す．例えば，20 地域が参加した国際共同試験において，各地域で均等に被験者を組み入れ

たとすると，1 地域あたりの平均被験者数は全体の 5％となりますので，どこかの国で 15％

の被験者数を組み入れれば，5%以下の被験者数しか組み入れられない地域も必ず存在して

しまいます．このため，ICH E17 では，重要な内因性・外因性民族的要因が類似した地域を

併合（pooled regions）して一貫性を評価するという試みが提案されていますが，民族的要因

の類似性をどう評価して併合する地域を選択するのか，地域の併合方法の妥当性を規制当局

が受け入れられるのかどうか，といった新たな課題を生む可能性もあります． 

このような課題に対して小宮山ら 8は，ICH E17 での議論に先駆けて国際共同治験の結果

を評価する際の考え方を提案しています．詳細は後述しますが，小宮山らは，提案した結果

の解釈の仕方が 3 つの段階に分かれて構成されていることから，3-layer approach と呼んで

います．この 3-layer approach は，必ずしも先進的な方法論というわけではありません．公

表されている国内の審査報告書を見ても国際共同治験データの受け入れ可否については，多

くのケースで 3-layer approach に類似した考え方で議論されています．また，ICH E17 2.2.7

節‘Statistical Analysis Planning’でもこうした流れで国際共同治験の解析計画を論じていま

す．ただし，これまで 3-layer approach を明確に打ち出して国際共同治験のデータを解析し

ているケースは見当たりませんし，小宮山らも具体的な検討事例を示していません．そこで

本報告書では，3-layer approach を実践するための解析方法について議論するとともに，公

表されている国際共同治験の結果とその結果をもとに作成した仮想データを用いて 3-layer 

approach の実践例を示します．本報告書で示す国際共同治験データの評価プロセスが，今後

の適切な国際共同治験の結果の解釈につながる一助になれば幸いです． 
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コラム 1. 「基本的考え方」に示されている日本人被験者数の検討方法 

 

「基本的考え方」には，日本人集団での統計的有意性は求めないが，「全集団と日本人集

団での結果の一貫性が得られるように計画すべきである」という記述があり，次に示す 2 つ

の日本人被験者数の算出方法が例示されている． 

 

方法 1：プラセボ群と治験薬群での群間差の推定値を D，その場合の全集団での群間差を

Dall，日本人集団における群間差を DJapanとすると，DJapan / Dall >が成立する確率が 80％以

上となるように日本人被験者数を設定する．は試験計画時に定めた定数で 0.5 以上の値が

推奨されている．（図 1-1左 参照） 

 

方法 2：全集団におけるプラセボ群と治験薬群での群間差の推定値を Dall，3 地域が試験

に参加しており，各地域でのプラセボ群と治験薬群での群間差の推定値をそれぞれ D1，

D2，D3とする．例えば，試験薬に効果があれば Dall が正の値をとるとすると，D1，D2，D3

のいずれの値も 0 を上回る確率が 80%以上となるように各地域の被験者数を設定する．こ

の場合，妥当であれば，0より大きい値も設定できるが，方法 1 のと同様に試験計画時に

設定する必要がある．（図 1-1 右 参照） 

 

 

図 1-1 方法 1（左）と方法 2（右）の条件を満たす状況 

（グラフの error bar はいずれも信頼区間） 
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2. 3-layer approachの概略 

 

小宮山らが提案している 3-layer approach の概略を図 2-1 に示します． 

 

図 2-1 3-layer approach の概略 8 

 

要約するとこの 3-layer approach は以下のような手順になります． 

 

 

 

 

 

 

当然ですが，まずは，試験全体（解析対象集団全体）で結果を評価します．（Layer 1） 

その上で，結果に影響を及ぼす可能性のある要因を探索します．（Layer 2）この段階で試

験結果に大きな影響を及ぼす可能性のある要因が見つからなければ，試験全体の結果をその

まま各地域に外挿可能と判断します．地域間で特定の民族的要因の分布に大きな差がみられ

ても，それらが有効性や安全性に与える影響が小さければ，各地域への外挿可能性には問題

ありません．逆に，有効性や安全性に大きな影響を及ぼす民族的要因の存在が示唆されたな

らば，その要因の分布に地域間差があってもなくても，その影響を考慮して各地域での被験

薬の有効性あるいは安全性を評価します．（Layer 3） 

単に試験全体での結果をそのまま各地域の結果として受け入れるのではなく，結果に影響

する可能性のある要因があれば，それを考慮して地域ごとにベネフィットリスクを評価しよ

うというのが，この評価方法の「肝」になります．経験上，さまざまな要因が臨床試験の結

果に影響を及ぼす可能性があることが分かっていますので，必ずしも容易な方法とは言えま

せんが，試験結果の解釈の仕方としては自然な流れです．臨床試験データの解析に精通して

いれば，このような考察方法は，地域間で認められた差異を他の要因で説明可能かどうかを

検討するということであり，差異が生じた根本的な原因を探索するためには，地域以外の要

Layer 1: 全体での結果の評価 

Layer 2: 結果に対する影響要因の検討及び地域間での一貫性の評価 

Layer 3: 各地域でのベネフィットリスクの評価 
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因も考慮して検討する必要があることはすぐに理解いただけると思います． 

では，こうしたアプローチを実際にどのように実践すればよいでしょうか？ 

Layer 1 は，試験全体での結果の評価ですので，試験の目的に対して設定された評価項目

と事前に計画された解析方法を用いて評価することは，一般的な試験と変わりありません．

課題は，Layer 2 と Layer 3 の段階での評価方法，つまり地域間での一貫性や地域ごとのベネ

フィットリスクの統計的な評価方法です． 

一般に，薬剤の有効性や安全性に影響し得る民族的要因は数多く存在します．一つの試験

で全ての民族的要因の影響を網羅的に検討することは現実的ではありませんが，内因性，外

因性に関わらず過去の知見から試験に供する薬剤に対する影響が大きいと考えられ，かつデ

ータとして収集可能な要因のデータは試験の中で適切に収集して，その影響を検討できるよ

うにしておくことが重要です．一方，データとして収集することが困難な要因については，

直接それらの要因の影響をデータから検討することができません．したがって，そうした要

因の影響は，地域や民族といった検討可能な要因を通じて間接的に検討することになりま

す． 

民族的要因の影響を評価する方法としては，地域別の部分集団解析が広く用いられていま

す．部分集団解析は，民族的要因の影響を検討するための最初のステップとして有用です

が，必ずしもすべての部分集団で評価に十分な被験者数があるとは限らず，多くの場合，そ

れだけの検討では不十分です．ICH E17 にも地域や既知の影響要因に限らず，幅広く部分集

団解析を計画して治療効果の一貫性を検討することの重要性が記載されています．また，近

年，こうした部分集団解析の欠点を補うため，別の地域の情報を利用して部分集団解析の例

数不足を補う解析方法が，いくつか提案されています．本報告書では，それらの方法を利用

して 3-layer approach を実践することを考えていきます． 

 

3. 3-layer approachを踏まえた国際共同治験データの解析方法 

 

本章では，3-layer approach を踏まえた国際共同治験データの解析方法を紹介します．特に

断らない場合には，一般的な 2 群の並行群間比較試験（優越性試験）における有効性の主要

評価項目の解析を想定して説明します．前提として，治療効果の比較に用いる群間での差や

比などの評価変数は正規分布𝑁(𝛿, 𝜎2)に従うとし，さらに地域 i における評価変数の推定値

�̂�𝑖は以下の分布に従うとします． 

 

(�̂�𝑖|𝛿𝑖)~𝑁(𝛿𝑖 , 𝜎𝑖
2), 𝑖 = 1,… , 𝑠 

 

ここで，s は地域の数，𝜎2及び𝜎𝑖
2は既知とします． 

このとき，一般に用いられる試験全体での効果の推定値�̂�は，以下で表すことができます． 
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�̂� =
∑ 𝑁𝑖
𝑠
𝑖=1 �̂�𝑖
𝑁

 

 

ここで，N は被験者数，Niは地域 i の被験者数です． 

この式から分かるように，全集団での効果の推定値は，各地域の効果の推定値を全体に対

する被験者数の割合を重みにして足し込んだ重み付き平均となります．このため，地域間で

の治療効果の相違やばらつきは，試験全体での治療効果の推定に影響します．ICH E17

（2.2.5 症例数設定）が，各地域への症例数配分について論じているのは，これが一つの理

由です． 

 

3.1 Layer 1：全集団での効果の推定方法 

 

ICH E17 にも述べられていますが，特別なケースを除き，国際共同治験の主たる目的はす

べての被験者から得られたデータに基づいて治療効果を推定することです．通常，国際共同

治験は，全集団での結果を各地域の結果として外挿できるように計画されるべきであり，逆

にそれが難しいことが計画の段階から分かっているのであれば，個々の地域でそれぞれ試験

を実施した方がよいと言われています． 

3-layer approach でも最初の Layer1 の段階では，被験者全体で結果を評価します．計画書

で事前に規定した評価項目と解析方法を用いて全集団での効果を推定する手順は，一般的な

試験と同じです．国際共同治験の場合は，無作為化に際して地域を割付因子として用いるケ

ースも多いと思われますが，その場合は，他の割付因子と同様に地域も解析モデルや層別因

子に加えることが望ましいことは言うまでもありません．国際共同治験だからといって，全

集団の解析方法に特別な手法が採用されるケースは今のところほとんどありません． 

しかしながら，Quan ら 9は一般化可能性を考えると地域は変量効果として考えるべきで

あるとして，変量効果モデルを用いた全集団の推定方法を提案しています．ただ，残念なこ

とに Quan らの方法を用いると，固定効果モデルに比べて必要被験者数が増加することが分

かっています．通常，国際共同治験は参加地域間で有効性に大きな差がないことを前提に実

施されることを考えると，このような性質を許容して Quan らが提案する方法を主解析に用

いて全体の結果を推定すべきであるとまでは言い切れません．試験デザインや主解析には固

定効果モデルを用い，補足的に Quan らの方法で推定する，という対応が良いのではないで

しょうか．なお，この方法の詳細については、コラム 2 および 6.1 節を参照してください． 
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コラム 2．変量効果モデルを用いた全集団での効果の推定法 

 

N, Niをそれぞれ全体と地域 i の被験者数とすると，一般に用いられている固定効果モ

デルに基づく試験全体での効果の推定値�̂�は，以下で表される． 

𝛿 =
∑ 𝑁𝑖
𝑠
𝑖=1 �̂�𝑖

𝑁
， 

この式から容易に分かるように，�̂� は被験者数の比に依存することから，当該試験に

特異的な推定値であり一般化できない可能性があるという批判がある．このため，

Quan ら 9は，代替法として変量効果モデルの理論を適用して各地域から得られた情報

量の比で重み付けた推定量を用いることを提案している．例えば，𝛿𝑖~𝑁(𝛿, 𝜏
2)という変

量効果モデルを適用すると，Quan らの方法では全体での効果の推定値は以下のように

表される．（6.1 節参照） 

𝛿 =∑ 𝜔𝑖
𝑠

𝑖=1
𝛿𝑖/ ∑ 𝜔𝑖

𝑠

𝑖=1
, 𝜔𝑖 = 1/(𝜏

2 + 𝜎𝑖
2) 

 

固定効果モデルで推定した推定値に比べ，この推定値の方が一般化可能性は高いと考

えられるが，固定効果モデルで推定する場合に比べて試験の検出力が劣ることが分かっ

ており，必要被験者数が増加する．図 3-1 のグラフは，/=0.25 のときにすべての地域

の被験者数が等しいと仮定し，片側=0.025, 検出力 1-=0.9 とした場合の地域数と必要

被験者数の関係を示している．同じ条件で固定効果モデルを採用した場合の必要被験者

数 N0は 337（図 3-1 破線）である． 

 

グラフから地域数が多いほど必要被験者数が減少する（地域数が多いほど検出力が大

きくなる）ものの，地域数をいくら増やしても固定効果モデルの必要被験者数を下回る

ことはないことが分かる．ただし，地域数が 20 を超えるとその差はあまり大きくない

ため，Quan らは，地域数が多ければこの方法が適用できると主張している． 

 

図 3-1 変量効果モデルを用いた場合の地域数（横軸）と必要被験者数（縦軸）の関係 9 
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3.2 Layer 2: 様々な視点による影響要因の検討 

 

Layer 2 では，地域のみならず，様々な要因を対象として治療効果や安全性に対する影響

を検討します．多角的にデータを眺めることで，試験結果に影響を及ぼす可能性のある要因

が見つかりやすくなります．また，どの角度からデータを見ても結果が大きく変化しないよ

うであれば，その結果は頑健であり，広範な集団に外挿可能であるといえます． 

2章でも述べたように，あらかじめ治療効果に影響する可能性のある要因が存在するなら

ば，その要因に関する情報を必ずデータとして収集しておく必要があります．ICH E17 に

も，「地域間で異なることが先験的に既知である因子や，予後因子や予測因子であると仮定 

される因子は，統計解析モデルで計画され評価されるべきである．」（2.2.7 統計解析計画 

地域間及び属性別集団間の一貫性の検討），という記述があります．可能であれば，治療群

の割付けの際に，その要因の分布が群間で偏らないようにもしておくべきです．ただし，民

族的要因の中にはデータとして収集することが難しいものもあります．例えば，医療環境や

医療習慣といった要因は数値化することが困難であり，たとえ事前に影響要因だと分かって

いてもデータとして収集できません．解析上，そうした影響要因は地域間差に含めて検討す

ることになります．データとして収集できない要因の影響が疑われる地域間差が認められた

場合は，それらの要因の影響を考慮して結果を解釈する必要があります． 

 

3.2.1 部分集団解析による影響要因の検討 

 

国際共同治験だからといって，影響要因の探索に必ずしも特別な手法が必要というわけで

はありません．まずは，一般的な部分集団解析や治療効果の推定に統計モデルを導入して変

数選択法などで影響の強い要因を探索します．その際，単純な部分集団解析だけでなく，グ

ラフィカルなアプローチを併用して検討することが有用です． 

図 3-2 は，抗凝固薬であるアピキサバンのワルファリンを対照とした国際共同治験の部

分集団解析の結果で，脳卒中および全身性塞栓症の発症に関して，地域以外の要因も加えて

ハザード比を要因別に集計，作図したものです．
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図 3-2 脳卒中及び全身性塞栓症の発症ハザード比に関するフォレストプロット 10 

 

また，図 3-3 は，同じ試験で脳卒中及び全身性塞栓症の発症について地域別のハザード

比をプロットした図です．もちろん，このような図は，地域に限らず他の要因についても作

成できます．図 3-2 に示したようなフォレストプロットに加えて，このようなプロット図

を作成することで，各要因の水準間で効果にどの程度のばらつきがあるのかを検討すること

も有用です．こうした検討から，治療効果への影響が強い要因や治療効果が異なる地域が特

定された場合は，その理由を考察して Layer 3 での検討につなげます． 

 

Warfarin Interaction

p-value

#event/N

Age (years) 0.7100

<65 14 / 1030 25 / 953 0.51 ( 0.26 , 0.98 )

65<= and <75 51 / 2580 74 / 2646 0.69 ( 0.49 , 0.99 )

>=75 68 / 2466 99 / 2423 0.67 ( 0.49 , 0.91 )

Gender 0.3755

Male 84 / 3840 112 / 3809 0.73 ( 0.55 , 0.97 )

Female 49 / 2236 86 / 2213 0.56 ( 0.39 , 0.79 )

Ethnicity class 0.5418

White 87 / 4268 112 / 4203 0.76 ( 0.58 , 1.01 )

Black 1 / 57 4 / 67 0.25 ( 0.03 , 2.21 )

Asian 25 / 965 50 / 955 0.48 ( 0.29 , 0.77 )

Other 20 / 786 32 / 797 0.62 ( 0.36 , 1.09 )

Hispanic or Latino 0.8132

No 126 / 5660 185 / 5615 0.67 ( 0.53 , 0.84 )

Yes 7 / 416 13 / 407 0.52 ( 0.21 , 1.30 )

Region 0.6894

USA, Canada 50 / 2200 66 / 2167 0.74 ( 0.52 , 1.07 )

Central Europe 13 / 706 13 / 706 0.99 ( 0.46 , 2.14 )

Western Europe 34 / 1555 44 / 1552 0.76 ( 0.49 , 1.19 )

Latin America 5 / 320 9 / 316 0.54 ( 0.18 , 1.62 )

Asian 25 / 933 51 / 926 0.47 ( 0.29 , 0.75 )

Other 6 / 362 15 / 355 0.38 ( 0.15 , 0.99 )

Weight (kg) 0.4736

<50 5 / 127 11 / 126 0.44 ( 0.15 , 1.26 )

50<= and <100 110 / 4931 166 / 4848 0.64 ( 0.50 , 0.81 )

>=100 18 / 1017 20 / 1044 0.93 ( 0.49 , 1.76 )

DE

150mg bid

#event/N HR (95% CI)

HR (95% CI) of DE 150mg bid vs Warfarin

* Value/s out of range

The hazard ratio and interaction p-values were calculated from Cox

regression model with all three treatment groups and each specified

subgroup variable in the model.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 *
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図 3-3 脳卒中及び全身性塞栓症の地域別のハザード比（110 mg 群 vs ワルファリン群）10 

 

3.2.2 治療効果と民族的要因の交互作用の検討 

 

図 3-2 の表の右側部分には，交互作用の検定の P 値も表示されています．影響要因の探

索に交互作用の検定を用いるというのは，古典的なアプローチの一つであり，その P 値の

大きさを目安にして，影響し得る民族的要因を洗い出すのも一つの方法です．ただし，交互

作用の検定は一般に検出力が大きくないですし，影響要因として決定づけられる有意水準も

明確ではないため，交互作用の検定結果のみでその要因の影響の有無を結論付けることは必

ずしも推奨できる方法ではありません．あくまでも影響要因を探索するための参考指標とし

て用いるべきです． 

参考として，コラム 3に地域間差の検討に交互作用の検定が用いられた例を紹介します． 
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コラム 3．地域間差の検討に交互作用の検定が用いられた例 

 

表 3-1，表 3-2 は抗喘息薬として承認されたブデソニド/ホルモテロール配合剤の審

査報告書から引用したものである．本剤の第 III相試験において，評価項目であるベー

スラインに対する FEV1 の比（比が 1より大きければ，本剤群の有効性が高い）が日本

人集団と日本人以外の外国人集団（韓国，台湾，フィリピン，ベトナム，インド，ロシ

ア，ポーランド，ウクライナの 8 カ国）で異なる傾向を示していた．（表 3-2 の幾何平

均値）国内の審査機関である独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）が両集

団間での結果の一貫性の有無について申請企業側の見解を求めたところ，申請企業は，

対数線形モデルを用いた集団間の交互作用が統計的に有意でなかったこと，および群間

での比（本剤群と FOR 群の比）でみると両集団で類似した結果であったことから，集

団間での結果の解釈に大きな影響はないと回答したと記録されている．ちなみに，国際

共同治験で地域間の差異を交互作用で検討する場合の検出力特性に関しては，越水 11

を参照のこと． 

 

表 3-1 全投与期間中の平均投与前 FEV1（全集団） 

（ブデソニド／ホルモテロールフマル酸塩水和物の国際共同治験 審査報告書より 10） 

 

表 3-2 全投与期間中の平均投与前 FEV1（日本人集団，外国人集団）

 

投与群，部分集団，投与群×部分集団の交互作用を因子とし，ベースライン値を共変量とした乗法分散分析モデル 

 

 

例数 幾何平均値

本剤群 618 104.6

FOR群 635 101.5

本剤群のFOR群に対する比

95%信頼区間

1.032[1.013, 1.052]

投与群

全集団

ベースラインに対する比(%)

例数 幾何平均値

本剤群 137 100.7

FOR群 156 97.9

本剤群 481 105.8

FOR群 479 102.7

投与群
ベースラインに対する比(%) 本剤群のFOR群に対する比

95%信頼区間

交互作用
p値

外国人集団

日本人集団

0.8899

1.032 [1.010, 1.055]

1.029 [0.989, 1.071]
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3.2.3 地域間での結果の一貫性の検討 

 

図 3-3 で各地域の部分集団で算出した推定値をプロットして，地域間での結果のばらつ

きを検討する方法を紹介しましたが，一般に各地域の例数は等しくないため，プロットされ

た推定値の精度には地域間差があります．特に，多くの地域が参加している国際共同治験の

場合には，1 地域あたりの被験者数は必ずしも十分ではないため，ある地域で極端な推定値

が得られてしまうことは，それほど珍しいことではありません．こうした現象を避けるため

の一つの方法として，地域別の推定をする際に他の地域のデータを利用する手法が提案され

ています．その理論と計算例は，次節以降で説明しますが，参加地域が多く，1 地域あたり

の例数は少ない場合は，地域別の部分集団解析だけでなく，こうした手法を用いて地域間の

結果の一貫性を検討することも有用です． 

 

3.3 Layer 3:地域ごとのベネフィットリスク評価 

 

Layer 3 は，Layer 1, Layer 2 の検討結果に基づいて最終的に地域ごとのベネフィットリス

クを評価する段階になります．ベネフィットリスク評価ですので，有効性と安全性の両面か

ら被験薬の有用性を検討します．有効性，安全性とも複数の指標や要約値を用いて評価した

上で最終的な有用性を判断することになると思いますが，そうした総合的な評価を方法論と

して一般化することは難しいため，ここでは有効性を評価するための地域別の治療効果の推

定方法について考えます． 

先に述べたように，地域別の効果の推定方法としては，地域を因子とした部分集団解析で

推定する方法が一般的で，検証的な位置づけで実施される国際共同治験では必ずといってい

いほど実施されています．ただし，これまでも指摘してきたように，単純な部分集団解析で

は，例数が減少するため推定精度が十分でない場合がほとんどです．特に近年は，日米欧と

それ以外の国や地域が参加した多地域参加型の国際共同治験も多く実施されており，1 地域

あたりの被験者数は必ずしも多くありません．そのような試験で地域別に解析を実施しても

推定値のばらつきが大きく，客観的な一貫性の評価は困難です．こうした問題に対処するた

め，地域別の効果をその地域の被験者集団以外の被験者のデータからも情報を得て推定する

方法がいくつか提案されています．こうした方法は，単純な部分集団解析よりも情報（デー

タ）を多く利用することができるため，推定値の精度を改善できる可能性があります．本報

告書では以下の方法について紹介します． 

 

1) 縮小推定量の利用 

• Quan ら 9,12が，地域間の一貫性を評価するために提案した経験縮小推定や James-

Stein 型縮小推定を用いて地域ごとの治療効果を推定する方法です． 
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2) 地域間の類似性を考慮した樹形アプローチ 

• Quan らの縮小推定量では地域間の類似性が考慮されないという点を是正するた

め，Guo ら 13は，PhRMA の multi-regional clinical trial group が推奨する Human 

Development Index（国ごとに定めた経済・社会・教育的指標；以下 HDI）に基づ

き，国家間の HDIによる類似性 14を考慮したベイジアンの枠組みでの解析手法を

提案しています． 

 

3) 標準化法を応用した地域別の効果の推定 

• 効果に影響する民族的要因が特定できている場合は，地域ごとの効果の推定に層別

解析の理論を応用した標準化法 15を適用することができます．標準化法を利用す

ると比較的簡便な方法で全体のデータを利用した地域ごとの推定値を得ることがで

きます． 

 

それぞれの手法の長短所を表 3-3 に示します． 

 

表 3-3 各手法の長所と短所

 

 

これらの方法を以下の節で説明します．なお，統計的な理論の詳細については，6 章で説

明していますので，そちらを参照してください． 

 

3.3.1 縮小推定を利用した効果の推定 

 

地域 i に対する縮小推定量は，一般に以下のような重み付き平均としてあらわすことがで

きます． 

𝛿�̃� = 𝑐𝑖�̂�𝑖 + (1 − 𝑐𝑖)𝛿All 

 

ここで，ciは 0≦ci≦1 を満たす定数，𝛿Allは全集団での変量効果に基づく推定値です． 

この式から分かるように，縮小推定法は，全集団での推定値の一部を地域別の推定値に反

映させる推定法です．Quan ら 9は，経験ベイズ法と James-Stein 法の 2 つのタイプの推定値

長所 短所

縮小推定量
全体の推定値に向かって縮小されるため
一貫性が示しやすい

民族的要因の類似性や異質性が反映さ
れない（例数とばらつきのみに依存）

樹形アプローチ 地域間の総合的な類似性が反映される

計算が煩雑
反映される類似性は一般的なものであり、
当該薬に固有の要因の影響を直接反映
しているわけではない

標準化法
計算方法が分かりやすく、結果も解釈しや
すい

影響要因が特定され、データとして収集さ
れている必要がある。
多くの影響要因を考慮できない
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を提案しています．（詳細は 6.2 節参照） 

 

 経験ベイズ法 

𝑐𝑖 =
𝜏2

(𝜏2 + 𝜎𝑖
2)
,  𝛿All = 𝛿 =

∑ 𝑤𝑖�̂�𝑖
𝑠
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑠
𝑖=1

,  

𝑤𝑖 =
1

(𝜏2+𝜎𝑖
2)
, �̂�𝑖~𝑁(𝛿, 𝜏2 +𝜎𝑖

2)  

 

 James-Stein 法 

𝑐𝑖 =
𝑁𝜏2(1−∑ 𝑓𝑖

2𝑠
𝑖=1 )+𝜎𝑖

2𝑓𝑖𝑁(𝑠−1)

𝑁𝜏2(1−∑ 𝑓𝑖
2𝑠

𝑖=1 )+(2𝑠−1)𝜎𝑖
2𝑓𝑖𝑁

,   𝛿All = 𝛿~𝑁(𝛿,1/∑ 𝑤𝑖
𝑠
𝑖=1 ),  

 

3.3.2 地域間の類似性を考慮した樹形アプローチによる効果の推定法 

 

縮小推定を利用した方法では，地域間変動の推定の際にすべての地域が同等に扱われま

す．しかし，Guo ら 13は，ある地域の効果を推定する際には類似性の高い地域の情報をよ

り多く利用した方が良く，逆に類似性の低い地域の情報はあまり利用しない方が良いという

立場から，樹形アプローチによる効果の推定方法を提案しています．彼らが提案した手法の

概略は以下の通りです． 

 

1) 各国の HDIを外因性要因データとして利用し，UPGMA（unweighted pair-group 

method with arithmetic means）による系統樹および系統樹内の類似クラスタ（類似国

グループ）を作成し，類似国グループを含む系統樹下での Node 間の長さ（以下，

edge length）を算出する． 

 

2) 国家間の系統樹について，各系統が拡散する edge length とその強さを事前パラメー

タとした Brownian Diffusion Process（BDP）を適用し，BDP による事前分布と，観察

された subgroup データの尤度に基づき simulate される事後分布から，国ごとの

subgroup 効果を予測する． 

 

主たる解析は 2)です．1)は，2)で利用する事前情報を準備するためのクラスタ解析です． 

クラスタ解析とは，2 つ以上の対象を，対象間での類似性について，例えば距離などから

近いものを集め，いくつかのグループ（クラスター）に分類する方法です．UPGMA 法は

Sokal & Michener15により開発されたクラスタ解析の一方法であり，距離の算術平均の小さ

なものから結合することによって，edge length の計算および樹形図の作成を行います．樹形

図のノードあるいは分岐点にて，地域のある特性（本項の場合は HDI）の類似性を表現し

ています． 
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BDP の解析では，地域の治療効果を変量効果とし，それが樹形図のノードに沿ってブラ

ウン運動の拡散過程（Brownian Diffusion Process）に従うという仮定をおいています．同じ

親ノードを共有する国は，その親ノードに近い国の情報をより多く推定結果に反映すること

になります．各国の効果は，観察尤度のモデルおよび BDP の事前分布のモデルによりベイ

ジアンの枠組みで構成した事後分布を用いて推定します． 

なお，6.3 節では Dabigatran の国際共同治験（RE-LY 試験 16）から東アジアのデータを引

用して解析した事例を示しますので参考にしてください． 

 

3.3.3 標準化法による効果の推定 

 

縮小推定量や樹形アプローチは，ともに地域間のばらつきや全体的な類似性を考慮した推

定方法ですが，もし，影響要因が特定できていて，その要因のデータが収集されているなら

ば，いわゆる調整解析の手法を用いて地域別の効果の推定値を得ることができます．その一

つの方法が，疫学研究でよく用いられる「標準化」と呼ばれる交絡因子の調整法です．この

方法には，その要因で層別すると各層では地域間差が無くなるという条件が必要ですが，非

常に簡便で結果の解釈もしやすいという利点があります．ただし，あまり多くの影響要因を

調整することはできません． 

有効性のエンドポイントが有効／無効やイベント発生の有無のような 2値変数の場合を考

えてみましょう．有効性への影響要因は 1 つで重症度（軽度，中等度，重度）のようなカテ

ゴリカルデータだとします．治療群を i, 地域を j, 影響要因のカテゴリーを kで表し，地域

j における治療群 i, カテゴリーk の例数と有効数をそれぞれ，nijk, xijkとします．治療群を 2

群(i=1,2)，影響要因を重症度(k=1,2,3)とすると，データの構造は表 3-4 のようになります． 

 

表 3-4 標準化法を適用するデータの形式（i=1 のみ） 

 

治療群(i=1) 

重症度(k) 

軽度(k=1) 中等度(k=2) 重度(k=3) 

 

全体 

例数 有効数 例数 有効数 例数 有効数 例数 有効数 

N1.. x1.. n1.1 x1.1 n1.2 x1.2 n1.3 x1.3 

 

 

地域(j) 

 

1 (j=1) n11. x11. n111 x111 n112 x112 n113 x113 
2 (j=2) n12. x12. n121 x121 n122 x122 n123 x123 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
J (j=J) n1J. x1J. n1J1 x1J1 n1J2 x1J2 n1J3 x1J3 

 

一般的に用いられている部分集団解析による地域 j における治療群 iの有効率の推定値は，

�̂�𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗./𝑛𝑖𝑗.ですが，標準化法を応用した地域別の推定値𝛿𝑖𝑗は以下の式で算出できます． 
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𝛿𝑖𝑗 =∑ 𝑟𝑗𝑘 ∙
𝑥𝑖.𝑘
𝑛𝑖.𝑘

3

𝑘=1
 

ここで，  

𝑟𝑗𝑘 = (𝑛1𝑗𝑘 + 𝑛2𝑗𝑘) (𝑛1𝑗. + 𝑛2𝑗.)⁄  

 

この式から分かるように，当該地域の影響要因の分布を重みとし，影響要因のカテゴリー

別の推定値の和をとった値がその地域の推定値となります．近似的な（1－）水準の両側

信頼区間は以下の式で算出できます．  

𝛿𝑖𝑗 ± 𝑧1−𝛼 ∙ [∑ (
𝑟𝑗𝑘
𝑛𝑖.𝑘

)
2

{
𝑥𝑖.𝑘(𝑛𝑖.𝑘 − 𝑥𝑖.𝑘)

𝑛𝑖.𝑘
}

3

𝑘=1
]

1/2

 

 

さらに，地域 j での群間差 𝛿1𝑗 − 𝛿2𝑗 や群間比 𝛿1𝑗 𝛿2𝑗⁄  の信頼区間も導出することがで

き，それぞれ以下のようになります． 

 

1. 群間差の信頼区間 

𝛿1𝑗 − 𝛿2𝑗 ± 𝑧1−𝛼 ∙ [∑ ∑ (
𝑟𝑗𝑘
𝑛𝑖.𝑘

)
2

{
𝑥𝑖𝑗(𝑛𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗)

𝑛𝑖𝑗
}

3

𝑘=1

2

𝑖=1
]

1/2

 

 

2. 群間比の信頼区間 

𝛿1𝑗 𝛿2𝑗⁄ exp [±𝑧1−𝛼√𝑉(log 𝛿1𝑗 𝛿2𝑗⁄ )] 

 

ただし，𝑧1−𝛼は標準正規分布の 1-%点であり，𝑉(log 𝛿1𝑗 𝛿2𝑗⁄ )は次の式で与えられます． 

 

𝑉(𝑙𝑜𝑔 𝛿1𝑗 𝛿2𝑗⁄ ) =
∑ 𝑟𝑗𝑘

2 (𝑥1.𝑘 𝑛1.𝑘⁄ )(1−𝑥1.𝑘 𝑛1.𝑘⁄ ) 𝑛1.𝑘⁄𝑘

�̃�1𝑗
2  + 

∑ 𝑟𝑗𝑘
2 (𝑥2.𝑘 𝑛2.𝑘⁄ )(1−𝑥2.𝑘 𝑛2.𝑘⁄ ) 𝑛2.𝑘⁄𝑘

�̃�2𝑗
2  

 

ここでは，当該試験のデータから得られた地域ごとの影響要因の分布 rjkを重みにした推

定値を示しましたが，推定したい地域の例数が少なく，当該試験のデータによるその地域の

民族的要因の分布の推定精度が良くない場合や結果の頑健性を確認したい場合もあると思い

ます．その場合，他のデータから得られた影響要因の分布を使って推定することも可能で

す．つまり，rjkを他のデータから得られた値に置き換えればよく，rjkを置き換えることで

結果の頑健性や地域以外の他の部分集団に対する効果も検討することができます． 

なお，影響要因が連続変数の場合は，ロジスティック回帰を用いた標準化法が適用できま

す．詳細は 6.4.2 節を参照してください． 
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4. 国際共同治験の実データを用いた解析例 

 

最後に，実際の国際共同治験のデータと前章で紹介した方法を用いて 3-layer approach に

則した解析例を示します．実例として用いる試験は，非弁膜性心房細動の治療に用いられる

抗凝固薬，ダビガトランの検証的な国際共同第 III 相比較試験です．抗凝固薬はワルファリ

ンに変わる治療薬として既に国内で 4剤が承認されていますが，いずれも開発した製薬企業

が，日本を含む大規模な国際共同治験を実施しています．このため，試験デザインに関する

情報や参照可能な解析結果が多く存在し，薬効に影響し得る民族的要因もいくつか知られて

います．ただし，実データを利用するとはいっても，現時点では被験者レベルの臨床試験デ

ータを入手して解析することは容易ではありません．そこで，可能な限り公表されている国

際共同治験の結果を用いて解析事例を示すことにし，被験者レベルのデータが必要な解析に

関しては，本試験の結果をもとに作成した仮想的な試験データを利用して解析事例を示しま

す． 

 

4.1 ダビガトランの国際共同治験の概略 

 

ダビガトランの国際共同治験（RE-LY 試験）の概略を表 4-1 と図 4-1 に示します． 

この試験のデータを利用して 3-layer approach に則した解析事例を示します． 

 

表 4-1 ダビガトランの国際共同治験の概略 16 

一般名 ダビガトラン 

フェーズ（試験名） 第 III相（RE-LY 試験） 

目的 ダビガトラン 110, 150 mg（1 日 2 回投与）のワルファリンに

対する非劣性の検証 

対象 脳卒中発症の危険因子を 1つ以上有する心房細動患者 

試験デザイン 非盲検並行群間比較試験（ダビガトランの用量のみ盲検化） 

投与群（投与期間） ダビガトラン 110 mg BID／ダビガトラン 150 mg BID／ワル

ファリン QD（中央値 2 年） 

主要評価項目（有効性） 脳卒中（虚血性, 出血性又は特定不能）又は全身性塞栓症 

実施地域 日本を含む 44 ヵ国 

被験者数 18113 例（110 mg 群：6015 例, 150 mg 群：6076 例, ワルファ

リン群：6022 例）（計画された被験者数は 5000 例／群） 
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図 4-1 ダビガトランの試験デザイン 

 

4.2 Layer 1:全集団での効果の推定 

 

主要評価項目である脳卒中又は全身性塞栓症の結果は，以下のとおりです． 

 

表 4-2 ダビガトランの国際共同治験の結果 16 

 110 mg 群 150 mg 群 ワルファリン群 

被験者数 6015 6076 6022 

人年 11900 12039 11797 

脳卒中／全身性塞栓症 182 (1.53%) 133 (1.10%) 198 (1.68%) 

ハザード比 vs. Warfarin

（95%CI） 

0.91 

0.75 ～ 1.12 

0.66 

0.53 ～ 0.82 

- 

- 

脳卒中／全身性塞栓症／

全死亡 

575 (4.83%) 518 (4.30%) 609 (5.16%) 

脳卒中 171 (1.44%) 121 (1.01%) 184 (1.56%) 

全身性塞栓症 14 (0.12%) 13 (0.11%) 19 (0.16%) 

全死亡 445 (3.74%) 437 (3.63%) 486 (4.12%) 

 



   

21 
 

 

図 4-2 脳卒中・全身性塞栓症の初回発現までの期間のカプランマイヤー曲線 16 

 

また，下の表 4-3 は地域別の結果です．（110 mg 群のみ） 

 

表 4-3 地域別の脳卒中・全身性塞栓症のダビガトラン各投与群のワルファリン群に対する

ハザード比とその 95%信頼区間 16 

 Subject with event / Number of randomised 

subjects (Yearly event rate %) 

Hazard ratio  

(95% CI) 

Region 110 mg BID Warfarin 110 mg BID vs. 

Warfarin 

Total 182 / 6015 (1.53) 198 / 6022 (1.68) 0.91 (0.75, 1.12) 

North America 53 / 2166 (1.19) 66 / 2167 (1.49) 0.80 (0.56, 1.15) 

Latin America 10 / 320 (1.82) 9 / 316 (1.68) 1.09 (0.44, 2.67) 

Central Europe 18 / 707 (1.31) 13 / 706 (0.96) 1.37 (0.67, 2.80) 

Western Europe 45 / 1544 (1.45) 44 / 1552 (1.42) 1.02 (0.67, 1.55) 

Southeast Asia 23 / 378 (3.35) 27 / 375 (4.00) 0.83 (0.48, 1.45) 

Eastern Asia 20 / 545 (1.87) 24 / 551 (2.28) 0.81 (0.45, 1.47) 

Other 13 / 355 (1.95) 15 / 355 (2.27) 0.85 (0.41, 1.79) 

Japan 2 / 107 (1.38) 4 / 108 (2.65) 0.52 (0.10, 2.84) 

 

参考として，表 4-3 をもとに 3.1 節で紹介した変量効果モデルを用いた推定値を求めてみ

ましょう． 

表 4-3 において，ダビガトラン 110 mg BID 群のワルファリン群に対するハザード比

（HR）の対数変換値を𝛿𝑖，その推定値を�̂�𝑖とします．�̂�𝑖の分散は地域共通の変量効果の分散
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𝜏2を考慮すると, 𝜏2+𝜎𝑖
2となることから，�̂�𝑖~𝑁(𝛿, 𝜏

2+𝜎𝑖
2) となります．全体集団での効果

は，この各地域の効果をメタアナリシスにより重み付けした推定値であると考えます．

Dersimonian Laird のメタアナリシスによる変量効果モデル 18では，全体集団と地域集団と

の差について重み付け統計量 Q を構成し，未知パラメータである変量効果の分散𝜏2を推定

します．𝜎𝑖
2については，地域別に得られたハザード比（HRi）の信頼区間から各 log HRiの

分散𝜎𝑖
2を算出し，以下のような分散の逆数での重み wiを考慮します． 

 

𝑤𝑖 =
1

𝜎𝑖
2 ×

1

∑ 𝑤𝑖
𝑠
𝑖=1

 

 

重み付けされた全体集団の log HR の統合推定値�̂�は 

 

�̂� =
∑ 𝑤𝑖�̂�𝑖
𝑠
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑠
𝑖=1

~𝑁(𝛿, 1/∑𝑤𝑖

𝑠

𝑖=1

) 

 

となります． 

 また，𝜏については各地域と全体との重み付けによる差に基づく𝑄 = ∑ 𝑤𝑖(�̂�𝑖 −
𝑠
𝑖=1 �̂�)2ならび

に地域数 s を用いて， 

�̂� = max

{
 

 
0,

𝑄 − (𝑠 − 1)

∑ 𝑤𝑖
𝑠
𝑖=1 −

∑ 𝑤𝑖2
𝑠
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑠
𝑖=1 }

 

 
 

 

により推定します． 

変量効果モデルに基づく全体集団でのハザード比 HR の推定値は図 4-3 のようになりま

す．このケースでは，�̂�が 0 になることから固定効果モデルとほぼ同じ推定値（HR=0.90）

が得られました．なお，この解析にはフリーソフトウェア「R」の meta libraryを使用して

います． 

このような変量効果モデルを用いた推定値を主解析で用いることは，現時点では少ないと

思いますが，地域間の変動が全集団での解析結果にどの程度影響を及ぼすのかを確認する方

法の一つとして用いるとよいでしょう． 
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図 4-3 変量効果モデルを用いた推定値 

 

 

4.3 Layer 2:影響要因の検討 

 

3.2 節で説明したように，有効性や安全性に影響する可能性のある要因の探索には，部分

集団解析やモデルによる変数選択，グラフィカルアプローチなど，従来から用いられている

基本的な解析方法を利用することができます．ただし，検証的な段階で国際共同治験を実施

する場合には，影響しそうな要因がある程度分かっていることが多いと思います．試験の計

画段階で，そうした要因の影響により地域間差が出ないように試験をデザインすること，お

よび部分集団解析等で有効性や安全性への影響を適切に検討できるように必要なデータを収

集できるようにしておくことが重要です．このような事前計画の重要性も踏まえて，ダビガ

トランの国際共同治験を例に影響要因の検討方法について考えてみます． 

本薬の審査報告書によると，非弁膜性心房細動の患者における薬物濃度や抗凝固作用には

国内外で顕著な差はなく，また，外因性の民族的要因についても国際共同治験の妥当性を損

なうほどの差異は認められない，と結論付けられています．しかしながら，本薬は腎機能障

害患者で薬物濃度が上昇すること，P-gp 阻害剤と相互作用があること‡,およびワルファリン

のコントロール目標値に国内外差が存在すること§が指摘されており，これらの要因が有効

性や安全性に影響することで地域間差が認められる可能性はあります．こうした影響要因

は，国際共同治験を計画する際には既知と思われますので，試験結果への影響を最小限に留

めるような方策を試験計画に加える必要があります．また，それらの要因が有効性や安全性

にどの程度の影響を及ぼすのかを検討できるように必要な情報をデータとして収集しておく

                                                        
‡ Pgp 阻害剤との併用でタビガトランの血中濃度が上昇する． 

§ 一般に PT-INR 2.0～3.0 とされるワルファリンの至適領域が国内の 70 歳以上の高齢者には 1.6～2.4 となっている． 
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べきです．そうすることで，部分集団解析やモデルを用いた解析でそれらの要因の影響を検

討することができます．本薬の国際共同治験でも，試験計画でこれらの要因に対していくつ

かの対策が盛り込まれていました．例えば，本試験ではワルファリンの用量調整は PT-INR 

2.0～3.0 を目標とすることが設定されていましたが，日本人の 70歳以上の患者に対しては

PT-INR 2.0～2.6 とされていました．また，PT-INR はデータとして収集され，INR コントロ

ール率で分けた部分集団解析が実施されていました．さらに，P-gp阻害作用を有する代表

的な薬剤であるキニジンは，併用禁止薬に指定されていました． 

上記の要因を含めて部分集団解析を実施し，それぞれの要因による有効性への影響が検討

されています．以下で，その部分集団解析の結果の一部を示します．なお，本試験ではダビ

ガトラン 110 mg BID と 150 mg BID の 2 群がワルファリン群と比較されていますが，ここで

は 150 mg BID 群とワルファリン群の結果のみを示します． 

図 4-4 の地域別のハザード比のプロットを見ると，地域間でハザード比のばらつきは大

きいものの，全集団で算出された値の周りに特に傾向なく分布しています．日本や東南アジ

アのハザード比は，全集団のそれと比べて小さくなってはいますが，あくまでも部分集団解

析の結果であり，この結果だけで，「両地域では，他の地域よりも効果が大きい」とはいい

切れません． 

次に，図 4-5 の部分集団解析の結果を見てみましょう．年齢や腎機能，CHADS2 スコア

などは，分類されたそれぞれの部分集団間でイベント発現率が異なり，イベント発症リスク

が異なる傾向がみられます．しかしながら，ハザード比はカテゴリー間でそれほど大きな差

は無いため，これらの要因が治療効果の比較に与える影響は大きくないと考えられます．そ

の他の要因も含め，ハザード比のフォレストプロットからは，治療効果に対して大きな影響

を与える可能性のある民族的要因は見当たりません．ただし，体重は 100 kg 以上の部分集

団と INR コントロール 75%の部分集団でハザード比が 1 に近い値になっていますので，こ

れら 2 つの要因が，地域間差や民族間差に影響を及ぼす可能性が否定できないのであれば，

Layer 3 の段階で考慮した方がよいかもしれません．4.4.3 節では，この 2 つの要因を例に標

準化法による地域別の推定値の算出事例を示します． 
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図 4-4 地域別のハザード比のプロット（150 mg BID 群 vs ワルファリン群）
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図 4-5 人口統計学的特性による部分集団解析結果 

 

Warfarin Interaction

p-value

#event/N

Age (years) 0.7100

<65 14 / 1030 25 / 953 0.51 ( 0.26 , 0.98 )

65<= and <75 51 / 2580 74 / 2646 0.69 ( 0.49 , 0.99 )

>=75 68 / 2466 99 / 2423 0.67 ( 0.49 , 0.91 )

Gender 0.3755

Male 84 / 3840 112 / 3809 0.73 ( 0.55 , 0.97 )

Female 49 / 2236 86 / 2213 0.56 ( 0.39 , 0.79 )

Ethnicity class 0.5418

White 87 / 4268 112 / 4203 0.76 ( 0.58 , 1.01 )

Black 1 / 57 4 / 67 0.25 ( 0.03 , 2.21 )

Asian 25 / 965 50 / 955 0.48 ( 0.29 , 0.77 )

Other 20 / 786 32 / 797 0.62 ( 0.36 , 1.09 )

Region 0.6894

USA, Canada 50 / 2200 66 / 2167 0.74 ( 0.52 , 1.07 )

Central Europe 13 / 706 13 / 706 0.99 ( 0.46 , 2.14 )

Western Europe 34 / 1555 44 / 1552 0.76 ( 0.49 , 1.19 )

Latin America 5 / 320 9 / 316 0.54 ( 0.18 , 1.62 )

Asian 25 / 933 51 / 926 0.47 ( 0.29 , 0.75 )

Other 6 / 362 15 / 355 0.38 ( 0.15 , 0.99 )

Weight (kg) 0.4736

<50 5 / 127 11 / 126 0.44 ( 0.15 , 1.26 )

50<= and <100 110 / 4931 166 / 4848 0.64 ( 0.50 , 0.81 )

>=100 18 / 1017 20 / 1044 0.93 ( 0.49 , 1.76 )

CrCL (mL/min) 0.5925

<30 4 / 32 2 / 30 2.03 ( 0.37 , ### )

30<= and <50 27 / 1157 52 / 1050 0.46 ( 0.29 , 0.73 )

50<= and <80 66 / 2777 99 / 2807 0.67 ( 0.49 , 0.91 )

>=80 28 / 1882 39 / 1877 0.71 ( 0.44 , 1.15 )

CHADS2 unknown

1 12 / 1815 18 / 1707 0.61 ( 0.37 , 1.03 )

2 18 / 2136 30 / 2229 0.62 ( 0.41 , 0.93 )

3+ 37 / 1979 52 / 1931 0.70 ( 0.52 , 0.95 )

Center INR control (quartile) 0.8371

<25% 0 / 28 0 / 29 1.00 ( 0.00 , I )

25%<= and <50% 11 / 432 16 / 441 0.69 ( 0.32 , 1.49 )

50%<= and <75% 92 / 4361 151 / 4337 0.60 ( 0.46 , 0.77 )

>=75% 29 / 1212 30 / 1207 0.96 ( 0.58 , 1.60 )

HR (95% CI) of DE 150mg bid vs Warfarin

* Value/s out of range

DE

150mg bid

#event/N HR (95% CI)

The hazard ratio and interaction p-values were calculated from Cox regression model with all

three treatment groups and each specified subgroup variable in the model.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

*

*
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4.4 Layer 3:地域ごとのベネフィットリスクの評価 

 

当然のことながら，表 4-3 に示した地域別の部分集団解析の推定精度は，各地域の例数

に依存しています．3 章で議論したように，単純な部分集団解析の結果だけでなく，試験全

体の情報を利用して各地域の有効性を推定することで推定精度の向上が期待でき，各地域に

おけるベネフィットリスク評価の幅が広がるはずです．ここでは，Layer 3 の段階を想定し

て 3.3 節で紹介した方法を使って地域別の推定値を求めてみましょう． 

 

4.4.1 縮小推定法を利用した地域別の推定値 

 

3.3.1 節で紹介した縮小推定法（James-Stein 法）を用いて地域別の推定値を算出する SAS

プログラムを作成しました．プログラムファイルを 6.5 節に添付しますので，適宜参照して

ください． 

図 4-6 は，その SAS プログラムを用いて算出した部分集団解析と縮小推定法による各地

域のハザード比の推定値です．このときの，対数変換値での全体の変量効果の推定値は-

0.106（ハザード比では 0.90），分散 �̂�2=6.4*10-5 でした．（�̂�が十分 0 に近い場合は，その下

限値を±0.008 とした）同様に，150 mg 群とワルファリン群との比較では変量効果の推定値

が-0.403，分散は �̂�2=6.4*10-5でした． 

縮小推定法を用いると，いずれの地域でも信頼区間の幅が狭くなっている，つまり，縮小

していることが分かります．「縮小」の程度は地域間のばらつきに依存するものの，どの地

域の推定値も全体の結果に近づいています．なお，変量効果モデルを用いているため，全体

での信頼区間は，固定効果モデルで推定した場合よりも少し広くなっています． 

同じ SAS プログラムを用いて他剤のデータでも縮小推定量を求めてみましたが，いずれ

も各地域の推定値は全体の推定値に近づき，かつ信頼区間の幅も狭くなりました．このこと

は，全体と各地域で効果に違いはないという仮定の下，地域の例数が少ないことによって偶

発的に効果の違いが生じた場合も，縮小推定量が地域間の結果の「一貫性」を示す上で有用

であることを示唆しているといえます． 
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                          110 mg vs ワルファリン群                                      150 mg vs ワルファリン群 

 

 

図 4-6 部分集団解析（左）と縮小推定法（右）によるハザード比の推定値 
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4.4.2 樹形アプローチを利用した地域別の推定値 

 

3.3.2 節で説明したように，縮小推定法はそれぞれの地域の推定値を得る際にすべての地

域のデータを利用しますが，樹形アプローチでは類似した地域のデータのみを利用します．

つまり，ある地域の集団に対する効果の推定をする場合，必ずしもすべての地域のデータを

利用するわけではありません．ここでは，東アジア地域での類似性を考慮した解析事例を紹

介します．はじめに，UPGMA（unweighted pair-group method with arithmetic means）による

系統樹および系統樹内の類似クラスタ（類似国グループ）を作成し，類似国グループを含む

系統樹下での Node 間の長さ（edge length）を算出します． 

 

4.4.2.1 類似国グループによる系統樹下での edge lengthの算出 

 

当該試験の東アジア 5か国の HDIデータは以下の表 4-4 の通りです． 

表 4-4 東アジア 5 か国の HDI19 

Country (No/Name)  HDI 

2  Japan  0.891 

1  South Korea  0.898 

3  Taiwan  0.882 

4  Hong Kong  0.910 

5  China  0.727 

 

これらの HDIを距離とみなし，UPGMA 法により距離が最小のペアを抽出して，系統樹

を構成するクラスタ解析を行います．このクラスタ解析は R で実行可能であり，Guo ら 13

の付録に記載されています．ここで用いたプログラムを 6.5 節に添付しますので，必要に応

じて参照ください． 

その結果となる系統樹およびその模式図を図 4-7 に示します． 

 

 

図 4-7 HDIに基づく系統樹およびその模式図 

（1～5 の数値は表 4-4 の国名の前の数値に対応） 
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作成された系統樹下では，系統元から先ず中国が分岐します．続いて香港，台湾の順に分

岐し，最終的に日本および韓国が同じクラスタに属することを表しています． 

例えば，𝛽1（日本）の効果は，𝛽2（韓国）と最も類似しているとみなし，𝛽6はそれらの親

Node としての効果を示しています．次に𝛽6は𝛽3（台湾）の系統と融合し，𝛽7はそれらの親

Node としての効果を示しています．また，系統樹下での Node 間の距離が近ければ，それ

だけ高い類似性を示していると考えます． 

表 4-5 に系統樹内の edge length の算出結果を示します． 

 

表 4-5 Node 間の長さ 

 calc. edge length 

e1 - 0.0070 

e2 - 0.0070 

e3 - 0.0125 

e4 - 0.0197 

e5 - 0.1683 

e6 e3-e1 0.0055 

e7 e4-e3 0.0072 

e8 e5-e4 0.1486 

 

4.4.2.2 BDP解析による地域別の効果の推定 

 

上記 edge length を，BDP の事前情報として利用します．BDP は，ある親 Node から拡散

する効果を平均，係数を伴う edge length を分散とした分布に従います．図 4-7で表したよ

うに，Internal Node での効果を𝛽𝑗（j=6,7,8），および系統元での Root Node での効果を𝛽9（以

下は𝛽𝑟𝑜𝑜𝑡）とし，系統樹下での各国の推定すべき効果𝛽𝑖（i=1,2,3,4,5，以下𝛽𝑡𝑖𝑝）について，

BDP による解析結果を通常のサブグループ解析の結果とともに表 4-6 に示します．BDP 解

析では，各親 Node 下での条件付き分布（conditional），あるいは最初の起点となる edge

（edge 9）下で条件付けされると順次 Node 間を通して無条件下で拡散する分布

（unconditional），の 2通りの分布を利用する方法がありますが，Hong Kong を除く何れの国

も𝛽𝑡𝑖𝑝の推定値がほぼ同程度となっています．このことから，国家間の類似性を示す HDIを

かなり反映していることが分かります． 

一方，東アジア 5 ヶ国を pool した subgroup 解析の結果は，0.81 であり，その 95%信頼区

間は 0.45～1.47 となることから，Hong Kong を除いた各国での BDP 解析と同程度の結果が

得られています． 

なお，本事例では，WinBUGS を用いた MCMC 法（Markov chain Monte Carlo methods）の

simulation の回数を 20000 回，そのうち Burn-in の回数を 5000 回としています． 
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表 4-6 BDP 解析の結果 

Country 

Regular subgroup 

analysis 

BDP, conditional BDP, unconditional 

Estimate 95% C.I. Estimate 95% C.I. Estimate 95% C.I. 

South Korea 1.23 0.37, 4.02 0.86 0.42, 1.61 0.86 0.45, 1.62 

Japan 0.52 0.10, 2.84 0.85 0.41, 1.57 0.84 0.43, 1.57 

Taiwan 0.75 0.20, 2.8 0.85 0.41, 1.57 0.85 0.39, 1.67 

Hong Kong 1.89 0.17, 20.86 0.90 0.41, 1.88 0.97 0.39, 2.44 

China 0.67 0.25, 1.76 0.80 0.36, 1.49 0.81 0.40, 1.51 

 

4.4.3 標準化法を用いた地域別の推定値 

 

最後に，標準化法を用いた地域別の推定値の算出方法について紹介します．3.3.3 節で説

明したように，標準化法では影響要因を特定し，その要因の分布を用いて推定値を調整しま

す．ただ，残念なことにダビガトランの国際共同治験に関しては，地域別の部分集団解析の

結果が公開されていません．そこで，ここではダビガトランのデータに基づき仮想データを

作成して，標準化法による地域別の推定値を求めてみます．なお，本試験では，ハザード比

が主たる評価指標ですが，簡単のため，イベントの発生率とそのリスク比の推定値を算出し

ます．推定値の算出に用いた SAS プログラムを 6.5 節に添付します． 

4.3 節における Layer 2 の検討の際に指摘したように，本試験の部分集団解析の結果をみ

ると体重と INR control 別のイベント発現率にややばらつきが見られています．それぞれの

結果は，以下の通りです． 

 

表 4-7 体重と Center INR Control での部分集団解析の結果 

項目 150 mg群 ワルファリン群 HR HR の信頼区間 

体重         

50 kg 未満 5/127 (3.9%) 11/126(8.7%) 0.44 (0.15,1.26) 

50 kg 以上 100 kg 未満 110/4931(2.2%) 166/4848(3.4%) 0.64 (0.50,0.81) 

100 kg以上 18/1017(1.8%) 20/1044(1.9%) 0.93 (0.49,1.76) 

Center INR control     

25％未満 0/28 (0%) 0/29(0%) 1.00 (0.00,-) 

25％以上 50％未満 11/432(2.5%) 16/441(3.6%) 0.69 (0.32,1.49) 

50％以上 75％未満 92/4361(2.1%) 151/4337(3.5%) 0.60 (0.46,0.77) 

75％以上 29/1212(2.4%) 30/1207(2.5%) 0.96 (0.58,1.60) 

 

この結果に基づき，地域別の体重と INR control の分布とイベント発生数の仮想データを

作成して，標準化法による地域別の推定値を求めてみましょう．ここでは，標準化法を用い

た場合の地域別の推定値が，部分集団解析と比較してどの程度変化するかをみるために，仮
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想データでは，以下のように，あえて日本人集団の分布を偏らせました． 

 

表 4-8 体重の地域別の分布（仮想データ） 

Region <50 kg 50 kg≦ <100 kg 100 kg≦ 

North America 40 (0.9%) 3560 (81.6%) 762 (17.5%) 

Latin America 5 (0.8%) 526 (82.7%) 105 (16.5%) 

Central Europe 13 (0.9%) 1153 (81.7%) 246 (17.4%) 

Western Europe 20 (0.6%) 2549 (82.0%) 538 (17.3%) 

Southeast Asia 6 (0.8%) 625 (82.7%) 125 (16.5%) 

Eastern Asia 7 (0.8%) 734 (83.0%) 143 (16.2%) 

Other 2 (0.3%) 581 (81.0%) 134 (18.7%) 

Japan 160 (73.1%) 51 (23.3%) 8 (3.7%) 

 

表 4-9 INR control の地域別の分布（仮想データ） 

Region <25% 25%≦ <50% 50%≦ <75% 75%≦ 

North America 55 (1.3%) 701 (16.2%) 3294 (76.3%) 266 (6.2%) 

Latin America 2 (0.3%) 43 (6.8%) 525 (82.5%) 66 (10.4%) 

Central Europe 0 (0.0%) 47 (3.3%) 1136 (80.5%) 229 (16.2%) 

Western Europe 0 (0.0%) 64 (2.1%) 2264 (72.9%) 779 (25.1%) 

Southeast Asia 0 (0.0%) 9 (1.2%) 488 (64.6%) 259 (34.3%) 

Eastern Asia 0 (0.0%) 3 (0.3%) 492 (55.7%) 389 (44.0%) 

Other 0 (0.0%) 0 (0.0%) 314 (43.8%) 403 (56.2%) 

Japan 0 (0.0%) 6 (2.7%) 185 (84.5%) 28 (12.8%) 

 

これらの分布を用いて，体重もしくは INR コントロールの割合を標準化法で調整し，各

地域のイベント発現率とリスク比を推定した結果が図 4-8～図 4-11 です． 

標準化法の計算式から自明ではありますが，ノンパラメトリック法，ロジスティック回帰

法ともに調整対象の要因の分布が全集団の要因の分布に類似している場合は，調整後の推定

値は全集団での推定値に近い値となり，信頼区間幅も全集団で推定した場合と同程度になり

ます．日本人集団の体重の分布は，他の地域とかなり異なっていましたので，調整後の発現

率の推定値は調整前に比べてかなり変動していますが，その変動は，日本人部分集団が多く

分布している 50 kg 未満の部分集団の推定値の影響を大きく受けることが分かります．INR

コントロールについても同様の傾向があることが分かります．一方で，リスク比に関して

は，全集団の推定値の方向にかなり調整されており，発現率の推定値でみられたような地域

間差は認められませんでした．発現率，リスク比ともにどの地域も信頼区間の幅は調整前に

比べて著しく狭くなっていることが分かります．全集団のデータを利用して推定したメリッ
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トがよく分かると思います． 

 

この章では，単純な部分集団解析とは異なる地域別の効果の推定方法を検討しました．こ

れまで，こうした解析手法を適用した事例はほとんどないと思われますが，他の地域の集団

のデータを利用して地域別の効果を推定できるのであれば，その方が，部分集団解析よりも

安定した推定値を得ることができると考えられます．ICH E17 でもこうした解析手法の適用

可能性について言及していますので，今後，地域別の効果を評価する際には，部分集団解析

以外の解析手法も積極的に活用していくべきです． 
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図 4-8 体重で標準化した地域別のイベント発現率（左）とリスク比（右）の推定値（ノンパラメトリック法） 
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図 4-9 体重で標準化した地域別のイベント発現率（左）とリスク比（右）の推定値（ロジスティック回帰） 
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図 4-10 INR コントロール割合で標準化した地域別のイベント発現率（左）とリスク比（右）の推定値（ノンパラメトリック法） 
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図 4-11 INR コントロール割合で標準化した地域別のイベント発現率（左）とリスク比（右）の推定値（ロジスティック回帰） 
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5. まとめ 

 

世界で使用される医薬品の開発をより効率的に行うこと，世界の患者が必要としている医

薬品を早く患者に届けることを目指して国際共同治験の利用が広がっています．こうした世

界的な流れの中，ICH E17 は，医薬品の承認審査において国際共同治験の結果が各規制当局

によって受け入れられる可能性を高めることを目的に制定されました．このガイドライン

は，主に国際共同治験のデザインと計画に焦点を当てていますが，それは，国際共同治験か

ら得られる結果の妥当性や地域間での結果の一貫性の検討可能性が，試験デザインを含む試

験計画全般にかかっているためです． 

本報告書では，3-layer approach に沿った解析方法について説明し，公表されている国際共

同治験の結果とシミュレーションデータを用いてその実践例を示しました．3-layer approach

は，一つの検証的な国際共同治験のデータだけで完結するものではありません．ICH E17 に

も記載されているように，民族的要因の潜在的な影響は，検証試験を実施する前の探索的な

開発フェーズにおいて検討しておくべきであり，検証的な国際共同治験をデザインする段階

では，重要な内因性・外因性の民族的要因はできるだけ特定されていることが重要です．検

証的な試験のデザインを検討する際，Layer 2 の段階で懸念されそうな影響要因を想定する

ことができれば，Layer 3 の段階での各地域におけるベネフィットリスク評価が容易になる

ように試験をデザインすることができます． 

被験薬の有効性や安全性に地域間差が生じる原因は，GCP やプロトコール違反等の品質

の違いを除けば，ばらつきによる偶然の変動か，何らかの原因によって生じる差であるかの

どちらかということになります．ばらつきによる偶然の変動については国・地域の症例数を

増やすか，もしくは pooling strategyによりいくつかの地域を併合して症例数を確保すること

で，ある程度回避することが可能です．しかし，地域間の違いが偶然変動でないとすれば，

その原因は何らかの民族的要因に起因する差と考えられますので，その要因を特定し，評価

する必要があります． 

ICH E17 では，縦軸をプライマリーエンドポイントの応答，横軸を疾患の重篤度とした図

の説明があります．この図では，疾患の重症度が重要な内因性因子の 1つ（重症度が軽度の

患者の効果が弱く，重度の患者の効果は強い傾向）になっており，重症度を横軸，薬剤に対

するレスポンスを縦軸にとって議論しています．このような状況下で，例えば，健康保険の

適用範囲を持つ国・地域では軽度な患者が多く集積され，健康保険の対象外の国・地域では

重度の患者が多く集積される傾向になることはよくあります．この場合，地域ごとで効果に

差が生じることになりますが，これは，保険という外因性因子が重症度という内因性因子の

分布に影響し，内因性因子の分布の違いが全体の効果の違いに影響を及ぼすと考える必要が

あります．このように Layer 2で特定された影響因子が Layer 3 の地域別の検討にどのよう

に影響するのかを見つけることが重要であり，こうした段階を踏まずにいきなり地域別の集

団で解析した結果に基づいて地域間の差異を論じてしまうと，本質的な原因に辿り着くこと

が難しくなってしまいます． 
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図 5-1 Illustration: primary endpoint modulated by intrinsic and extrinsic factors across regions; (2a) 

by severity of disease, (2b) by ethnic group. 

 

国際共同治験では，地域ごとの治療効果を推定する際に，個々の地域における治療効果と

不確実性の程度を推定し，適切な統計手法を治験実施計画書の統計解析の項に記載すること

になります．しかしながら，ある地域の症例数が少なく，効果の推定値が信頼できない可能

性がある場合には，他の手法を検討すべきです．ICH E17 にも，個々の地域からのデータを

使用して，全体集団で得られた効果の推定値と当該地域の集団から得られた推定値の加重平

均を用いる方法（縮小推定値）を考慮できることが明示されています．本報告書では，個々

の地域の推定，すなわち Layer3 の段階で地域ごとのベネフィットリスクを評価する方法と

して，縮小推定量の利用，地域間の疑似性を考慮した樹形アプローチ，および標準化法の考

え方の応用を紹介しました．これらの手法は，論文等で報告はされているものの，実際の国

際共同治験での応用例は，これまでほとんどないと思われます．今後，ICH E17 が定着すれ

ば，国際共同治験を実施する多くの製薬企業が地域の定義，地域間の一貫性を検討するため

の解析手法及び地域別の効果の推定に関して，各規制当局と活発に議論することが予想され

ます．これまでのように，地域別の部分集団解析の結果のみで各地域のベネフィットリスク

を議論するには限界があります．当該地域の被験者からなる部分集団のデータだけでなく，

利用可能な情報は最大限に利用した上で，それぞれの地域のベネフィットリスクを議論でき

るような解析手法の開発とそれらの普及が必要となることは間違いありません．そうした手

法を利用した国際共同治験データの解析事例が増え，それぞれの手法の長所，短所がより良

く理解されれば，より精度の高い解析手法が確立されていくことが期待されます． 

 

最後に，本報告書が，国際共同治験データの解析手法の発展につながることを祈念いたし

ます． 
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6. 付録 

 

6.1 変量効果モデルによる全集団での効果の推定 

 

治療効果の比較に用いる群間での差や比などの評価変数が，正規分布𝑁(𝛿, 𝜎2)に従うとす

る．また，地域 i における評価変数の推定値�̂�𝑖は，以下の分布に従うとする．ただし，sは

地域の数，𝜎2及び𝜎𝑖
2は既知とする． 

 

(�̂�𝑖|𝛿𝑖)~𝑁(𝛿𝑖 , 𝜎𝑖
2), 𝑖 = 1,… , 𝑠 

 

ここで， 

𝛿𝑖 =
∑ 𝑁𝑖𝛿𝑖
𝑠
𝑖=1

𝑁
, 𝜎𝑖

2 =
2𝜎2

𝑁
 

 

であり，一般的に用いられる固定効果モデルでの治療効果の差の推定値は以下で表され

る． 

 

�̂� =
∑ 𝑁𝑖�̂�𝑖
𝑠
𝑖=1

𝑁
 

 

一方，地域の治療効果を変量効果としてモデルに組み入れることもできる 15．その変量効

果の分散を𝜏2とすると，𝛿𝑖は以下の分布に従う． 

 

𝛿𝑖~𝑁(𝛿, 𝜏
2) 

 

また，�̂�𝑖の分散は𝜎𝑖
2 + 𝜏2となることから，�̂�𝑖は以下の分布に従う． 

 

�̂�𝑖~𝑁(𝛿, 𝜏
2 + 𝜎𝑖

2) 

 

δ, 𝜏2の推定値は，次の周辺分布を最大化することで得られる 9． 

 

𝑚(�̂�𝑖|𝛿, 𝜏
2) =∏{

1

√2𝜋(𝜎𝑖
2 + 𝜏2)1 2⁄

𝑒𝑥𝑝 [−
(�̂�𝑖 − 𝛿)

2

2(𝜎𝑖
2 + 𝜏2)

]}

𝑠

𝑖=1

 

 

変量効果モデルから導出される�̂�の分散よりも小さい分散をもつ𝛿の推定値は，以下で表

される． 
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𝛿 =
∑ 𝑤𝑖�̂�𝑖
𝑠
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑠
𝑖=1

=
∑ 𝑤𝑖�̂�𝑖
𝑠
𝑖=1

𝑤
~𝑁(𝛿, 1/𝑤) 

 

ここで，𝑤𝑖 = 1/(𝜏
2 + 𝜎𝑖

2)，𝑤 = ∑ 𝑤𝑖
𝑠
𝑖=1  である． 

 

6.2 変量効果モデルによる各地域集団の効果の推定（縮小推定） 

 

5.1 節の仮定の下で，地域ごとの効果の縮小推定値は次の通りである． 

 

𝛿�̃� =
𝜏2

𝜏2 + 𝜎𝑖
2 �̂�𝑖 +

𝜎𝑖
2

𝜏2 + 𝜎𝑖
2 𝛿 

 

ここで，�̂�𝑖は各地域の固定効果モデルに基づく推定値，𝛿は変量効果モデルで解析した場

合の全体での推定値である．これは，𝛿と�̂�𝑖の重み付き平均である．即ち，𝑁(𝛿, 𝜏
2)を𝛿𝑖の事

前分布と考えると，�̂�𝑖および𝛿が与えられた時の，𝛿𝑖の事後分布の平均，つまり，経験ベイ

ズ推定量となっている．Quan ら 11によると，𝛿𝑖の分散は 

 

𝑉𝑎𝑟(𝛿𝑖) ≤
𝜏4

𝜏2+𝜎𝑖
2 +

(2𝜎𝑖
2)(𝜏2 + 1/2𝜎𝑖

2)

𝑤(𝜏2 + 𝜎𝑖
2)2

 

 

となる．また，𝑤 ≥ 𝑤𝑖 = 1/(𝜏
2 + 𝜎𝑖

2)であることから， 

 

𝑉𝑎𝑟(𝛿𝑖) ≤
𝜏4

𝜏2+𝜎𝑖
2 +

(𝜏2 +
1
2𝜎𝑖

2)2𝜎𝑖
2

𝜏2 + 𝜎𝑖
2 = 𝜏2 + 𝜎𝑖

2 = var(�̂�𝑖) 

 

となり，𝛿𝑖は全体の推定値𝛿に近づき，𝛿𝑖の分散よりも小さくなる． 

Quan ら 11による経験ベイズ推定量は，shrinkage 係数の分散が極端に小さくなると他方か

らの情報に過度に依存する事になる．例えば，𝜏の推定値がゼロに近くなる場合，𝜏を含む

shrinkage 係数がゼロに近づくため，経験ベイズ推定量は，全体の共通平均を表す変量効果

の推定値𝛿とほぼ等しくなる．この点を改良した方法が，最近の Quan ら 9による James-

Stein 法を用いたリッジ縮小推定量である．これは，ある値 �̂�に shrink するとした次のよう

な縮小推定量を考える． 

 

𝛿𝑖 = �̂� + �̂�(�̂�𝑖 − �̂�) = �̂��̂�𝑖 + (1 − �̂�)�̂� 

 

このとき，�̂�は上述の周辺分布を最大化することで推定できる．これを変量効果モデルの
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下での James-Stein Type 縮小推定量とすると，その分散は， 

 

var(𝑐�̂�𝑖 + (1 − 𝑐)�̂�) = (𝑐
2 + 2𝑐(1 − 𝑐)𝑓𝑖)(𝜏

2 + 𝜎𝑖
2) + (1 − 𝑐)2∑𝑓𝑘(𝜏

2 + 𝜎𝑘
2)

𝑠

𝑘=1

 

 

となる．𝑓𝑖は全体の例数に対する地域 i の例数の割合𝑓𝑖 = 𝑁𝑖/𝑁である． 

cの値にかかわらず，𝑓1 = ⋯ = 𝑓𝑠のとき， 

 

var(𝑐�̂�𝑖 + (1 − 𝑐)�̂�) ≤ 𝜏
2 + 𝜎𝑖

2 = 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑖) 

 

となる．また， 

 

𝐸∑𝑁𝑖(�̂�𝑖 − �̂�)
2

𝑠

𝑖=1

= 𝑁𝜏2 (1 −∑𝑓𝑖
2

𝑠

𝑖=1

) + 𝜎𝑖
2𝑓𝑖𝑁(𝑠 − 1) 

 

である．リッジ縮小推定量の誤差を最小化することで得られる c の分母の余剰項が𝜎𝑖
2𝑓𝑖𝑁𝑠

であることから，�̂�の推定値は， 

 

�̆� =
𝑁𝜏2(1 − ∑ 𝑓𝑖

2𝑠
𝑖=1 ) + 𝜎𝑖

2𝑓𝑖𝑁(𝑠 − 1)

𝑁𝜏2(1 − ∑ 𝑓𝑖
2𝑠

𝑖=1 ) + (2𝑠 − 1)𝜎𝑖
2𝑓𝑖𝑁

 

 

となる．この縮小推定量では，𝜏2が 0 の場合に Quan ら 11の縮小推定量でみられるような

好ましくない性質は解消されている． 

 

6.3 地域間の類似性を考慮した樹形アプローチ 

 

図 4-7 の例で，系統樹下での各国の推定すべき効果を𝛽𝑖（i=1,2,3,4,5，以下，𝛽𝑡𝑖𝑝）, 

internal Node での効果を𝛽𝑗（j=6,7,8）系統元での Root Node での効果を𝛽9（以下，𝛽𝑟𝑜𝑜𝑡），さ

らに Node 間の各長さを𝑒𝑖  (𝑖 = 1,⋯ ,8)とする．Guo ら 13は，系統樹下で，“類似性”が親ノ

ードから子ノードへと連続的に拡散するとし，このノード間の長さを時間とみなした

Brownian Diffusion Process（BDP）を適用した．連続的な類似性の尺度の一例が HDIであ

る． 

Guo ら 12のアプローチでは，HDIに基づき UPGMA で構成される系統樹，λおよび𝛽𝑟𝑜𝑜𝑡を

BDP の事前パラメータとすると，同時分布である𝑃(𝑌, 𝛽𝑡𝑖𝑝, 𝛽𝑟𝑜𝑜𝑡 , 𝜆, 𝐺)は，以下の Bayesian の

枠組みで表現できる． 

 

𝑃(𝑌𝑖|𝛽𝑡𝑖𝑝, 𝜎𝑖
2)𝑃(𝛽𝑡𝑖𝑝|𝛽𝑟𝑜𝑜𝑡, 𝜆, 𝐺) 
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これは，𝛽𝑡𝑖𝑝を変量効果としたモデル下で観察されたデータの尤度と BDP の事前情報下

での𝛽𝑡𝑖𝑝の確率分布の積となっている．以下で，このモデルの概略を説明する． 

観察尤度を構成する統計モデルは，国ごとで既に観察された効果とその分散により， 

 

𝑌𝑖|𝛽𝑖~𝑁(𝛽𝑖 , 𝜎𝑖
2) 

 

となる．ここで i は国，𝑌𝑖は observed effect，𝜎𝑖
2はobserved variance，𝛽𝑖は true random effect で

ある．なお，本稿での観察尤度のモデルは，Guo ら 12が想定したベースラインなどの共変量

を含めた ANCOVA ではなく，国ごとに観察された効果を𝑌𝑖，その分散を𝜎𝑖
2とした ANOVA モ

デルである．表 4-6 の結果にも示したように，このモデルの解析方法として conditional と

unconditional の 2 種類の方法が考えられている． 

conditional な方法では，直前の親 Node の下でのみ，子 Node である𝛽𝑖へ類似性が拡散する

モデルを用いる．BDP の事前分布のモデルについては，各親 node から拡散するゆらぎの強

さを表す未知パラメータ，ならびに UPGMA にて算出した Node 間の長さ(edge length)であ

る𝑒𝑖を導入する．このモデルでの図 4-7 の𝛽𝑡𝑖𝑝は，以下の条件付き分布に従う． 

 

 iipaipai eN  ,~| )()(  

ここで， 

下での変量効果を有するでの：

下での変量効果での：

（国）

BDPiparentinodetip

BDPinodetip

nodei

tipi

ipa

i

)()(

)(

:8,7,6

:5,,1

)(





 

 

である．また，興味のあるパラメータは，事後推定する𝛽𝑡𝑖𝑝である．  

一方，unconditional な方法では，上の式で BDP の“拡散”は，Node に沿って定常的（時

間がたっても確率分布は不変）でかつ独立増分（平均：0，分散：𝜆ei）な過程であることか

ら，最初の起点（= 𝛽9）下での効果が，各 Node への無条件下で拡散していくモデルを利用

する．このモデルでの図 4-7の𝛽𝑡𝑖𝑝は，次の分布に従うと考えられる． 

 

(

 
 

𝛽1
𝛽2
𝛽3
𝛽4
𝛽5)

 
 
|𝛽9~𝑁

(

 
 
 

(

 
 

𝛽9
𝛽9
𝛽9
𝛽9
𝛽9)

 
 
, 𝜆𝑇

)

 
 
 

 

ただし， 
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𝑇 =

(

 
 

𝑒1 + 𝑒6 + 𝑒7 + 𝑒8
𝑒6 + 𝑒7 + 𝑒8

0
0
0

  

𝑒6 + 𝑒7 + 𝑒8
𝑒2 + 𝑒6 + 𝑒7 + 𝑒8

0
0
0

  

0
0

𝑒3 + 𝑒7 + 𝑒8
0
0

  

0
0
0

𝑒4 + 𝑒8
0

  

0
0
0
0
𝑒5)

 
 

 

 

ここで，𝜆は一定の未知パラメータであり，T は edge length を成分とする分散共分散行列

である． 

樹形アプローチを用いる場合，系統樹が異なれば Node 構成が異なるため，上記の行列成

分が異なること，および WinBUGS の分布関数ではこの逆行列の値をパラメータとすること

に注意が必要である．なお，両方法ともに各国の observed effect の vector を d，V を各国の

observed variance の行列とすると，以下を仮定する．ただし，conditional な方法では，T は

各𝑒𝑖成分である． 

 

(

 
 

𝑑1
𝑑2
𝑑3
𝑑4
𝑑5)

 
 
|𝛽9~𝑁

(

 
 
 

(

 
 

𝛽9
𝛽9
𝛽9
𝛽9
𝛽9)

 
 
, 𝜆𝑇 + 𝑉

)

 
 
 

 

 

なお，Conditional な方法は，unconditional な方法よりも簡便ではあるが，どちらの仮定が

適切なのか判断が難しいため，両方の解析結果を踏まえて検討するのが望ましいであろう． 

 

6.4 標準化法を用いた地域別の効果の推定方法 

 

6.4.1 影響要因がカテゴリカルデータの場合 

 

有効性の評価指標が有効／無効のような 2 値変数とし，有効性への影響要因は 1 つでカテ

ゴリカルデータだとする．治療群を i=1, 2, 地域を j=1, 2, ..., J, 影響要因のカテゴリーを

k=1, 2, ..., K で表し，治療群 i, 地域 j, 影響要因のカテゴリーk の例数と有効数をそれぞれ

nijk, xijkとする． 
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表 6-1 地域および影響要因で層別した場合のデータ構造（i=1 のみ） 

 

治療群(i=1) 

影響要因(k) 

カテゴリー 

(k=1) 

カテゴリー 

(k=2) 

カテゴリー
(k=3) 

 

全体 

例数 有効数 例数 有効数 例数 有効数 例数 有効数 

N1.. x1.. n1.1 x1.1 n1.2 x1.2 n1.3 x1.3 

 

 

地域(j) 

 

1 (j=1) n11. x11. n111 x111 n112 x112 n113 x113 
2 (j=2) n12. x12. n121 x121 n122 x122 n123 x123 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
J (j=J) n1J. x1J. n1J1 x1J1 n1J2 x1J2 n1J3 x1J3 

 

このとき，標準化法を応用した地域別の推定値は以下で得られる． 

 

𝛿𝑖𝑗 = ∑ 𝑟𝑗𝑘
𝑥𝑖.𝑘

𝑛𝑖.𝑘

𝐾
𝑘=1 ,  𝑟𝑗𝑘 = ∑ 𝑛𝑖𝑗𝑘𝑖 ∑ 𝑛𝑖𝑗.𝑖⁄  

  

この式から分かるように，全集団における影響要因のカテゴリー別の推定値に各地域の影

響要因の分布を重みにして足し込んだ値が各地域の推定値となる．分散は， 

 

𝑉𝑎𝑟(𝛿𝑖𝑗) =∑ (
𝑟𝑗𝑘

𝑛𝑖.𝑘
)
2

𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑖.𝑘) =∑ (
𝑟𝑗𝑘

𝑛𝑖.𝑘
)
2

{
𝑥𝑖.𝑘(𝑛𝑖.𝑘 − 𝑥𝑖.𝑘)

𝑛𝑖.𝑘
}

𝐾

𝑘=1

𝐾

𝑘=1
 

 

となるので，近似的な（1－）水準の両側信頼区間は以下の式で計算できる． 

 

𝛿𝑖𝑗 ± 𝑧1−𝛼 ∙ [∑ (
𝑟𝑗𝑘
𝑛𝑖.𝑘

)
2

{
𝑥𝑖.𝑘(𝑛𝑖.𝑘 − 𝑥𝑖.𝑘)

𝑛𝑖.𝑘
}

𝐾

𝑘=1
]

1/2

 

 

同様の計算により，地域 j での治療 i=1,2 の群間差𝛿1𝑗 − 𝛿2𝑗の信頼区間は以下の式で計算

できる． 

 

𝛿1𝑗 − 𝛿2𝑗 ± 𝑧1−𝛼 ∙ [∑ ∑ (
𝑟𝑗𝑘

𝑛𝑖.𝑘
)
2

{
𝑥𝑖.𝑘(𝑛𝑖.𝑘 − 𝑥𝑖.𝑘)

𝑛𝑖.𝑘
}

𝐾

𝑘=1

2

𝑖=1
]

1/2

 

 

また，地域 j での群間の比の分散は以下で与えられる． 

 

𝑉(log �̃�1𝑗 �̃�2𝑗⁄ ) =
∑ 𝑟𝑗𝑘

2 (𝑥1.𝑘 𝑛1.𝑘⁄ )(1 − 𝑥1.𝑘 𝑛1.𝑘⁄ ) 𝑛1.𝑘⁄𝑘

𝛿1𝑗
2

+
∑ 𝑟𝑗𝑘

2 (𝑥2.𝑘 𝑛2.𝑘⁄ )(1 − 𝑥2.𝑘 𝑛2.𝑘⁄ ) 𝑛2.𝑘⁄𝑘

𝛿2𝑗
2
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従って，近似的な（1－）水準の両側信頼区間は以下の式で計算できる． 

 

𝛿1𝑗 𝛿2𝑗⁄ exp [±𝑧1−𝛼√𝑉(log 𝛿1𝑗 𝛿2𝑗⁄ )] 

 

ただし，𝑧1−𝛼は標準正規分布の 1-%点であり，𝑉(log 𝛿1𝑗 𝛿2𝑗⁄ )は次の式で与えられる． 

𝑉(𝑙𝑜𝑔 𝛿1𝑗 𝛿2𝑗⁄ ) =
∑ 𝑟𝑗𝑘

2 (𝑥1.𝑘 𝑛1.𝑘⁄ )(1−𝑥1.𝑘 𝑛1.𝑘⁄ ) 𝑛1.𝑘⁄𝑘

�̃�1𝑗
2  + 

∑ 𝑟𝑗𝑘
2 (𝑥2.𝑘 𝑛2.𝑘⁄ )(1−𝑥2.𝑘 𝑛2.𝑘⁄ ) 𝑛2.𝑘⁄𝑘

�̃�2𝑗
2  

 

6.4.2 影響要因が連続データの場合 

 

影響要因が連続変数の場合には，ロジスティックモデルを用いた標準化の方法が応用でき

る．佐藤 14が用いた記号をそのまま引用して次のように定義する．r(x)は共変量ベクトル(1, 

x, z' )をもつ被験者の有効率，x は治療群（0 or 1）を識別する変数，z は影響要因（交絡因

子）の組とし，ロジスティックモデルを以下で表す． 

 

log
𝑟(𝑥)

1 − 𝑟(𝑥)
= 𝛼 + 𝛽𝑥 + 𝜸

′𝒛 

 

第 i 番目の被験者が実際に受けた（割り付けられた）治療に関わらず，治療 0，治療 1 を

受けたと仮定した場合の期待有効率は以下のようになる． 

 

𝑃1𝑖 =
exp(𝑎 + 𝑏 + 𝒄′𝒛𝑖)

1 + exp(𝑎 + 𝑏 + 𝒄′𝒛𝑖)
,  𝑃0𝑖 =

exp(𝑎 + 𝒄′𝒛𝑖)

1 + exp(𝑎 + 𝒄′𝒛𝑖)
, 

 

ここで b=(a, b, c' )'は, , , ' ' の最尤推定値である．この結果を利用して，特定の地

域 A の治療群 1 と治療群 0の有効率を以下の式で推定できる．地域 A の被験者数を𝑁𝐴，地

域 A の被験者𝑁𝐴人でとる和をΣ𝐴で表すと地域 A における各群の有効率の推定値�̂�1𝐴, �̂�0𝐴 はそ

れぞれ以下で表される． 

 

�̂�1𝐴 =
1

𝑁𝐴
∑ 𝑃1𝑖

𝐴
,  �̂�0𝐴 =

1

𝑁𝐴
∑ 𝑃0𝑖

𝐴
 

 

また， 

𝑆𝑅�̂�𝐴 = �̂�1𝐴 − �̂�0𝐴, 𝑆𝑀�̂�𝐴 = �̂�1𝐴 �̂�0𝐴⁄  
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はそれぞれ地域 A における全集団のデータを用いて標準化されたリスク差（SRD）とリスク

比（SMR）の推定値になる．それぞれの分散は近似的に以下で表される． 

 

𝑉(𝑆𝑅�̂�𝐴) = 𝑹𝐴
′ 𝑽𝑏𝑹𝐴, 𝑉(log 𝑆𝑀�̂�𝐴) = 𝑫𝐴

′ 𝑽𝑏𝑫𝐴 

 

ただし， 

 

𝑅𝐴 =
𝑛

𝐼𝑃1𝐴
[∑

𝑒𝑏
′𝑥1𝑖

(1 + 𝑒𝑏
′𝑥1𝑖)

2
𝐴

𝒙1𝑖] −
𝑛

𝐼𝑃0𝐴
[∑

𝑒𝑏
′𝑥0𝑖

(1 + 𝑒𝑏
′𝑥0𝑖)

2
𝐴

𝒙0𝑖] 

 

𝐷𝐴 =
1

𝑛
∑ [

𝑒𝑏
′𝑥1𝑖

(1 + 𝑒𝑏
′𝑥1𝑖)

2 𝒙1𝑖 −
𝑒𝑏

′𝑥0𝑖

(1 + 𝑒𝑏
′𝑥0𝑖)

2 𝒙0𝑖]
𝐴

 

 

ここで，𝒙1𝑖 = (1,1, 𝒛𝑖
′)′, 𝒙0𝑖 = (1,0, 𝒛𝑖

′)′である． 

従って，SRD, SMR の信頼区間は以下の式で計算できる． 

 

𝑆𝑅�̂�𝐴 ± 𝑧1−𝛼√𝑉(𝑆𝑅�̂�𝐴) = �̂�1𝐴 − �̂�0𝐴 ±√𝑹𝐴
′ 𝑽𝑏𝑹𝐴,  

 

𝑆𝑀�̂�𝐴exp [±𝑧1−𝛼√𝑉(log 𝑆𝑀�̂�𝐴)] = �̂�1𝐴 �̂�0𝐴⁄ exp [±𝑧1−𝛼√𝑫𝐴
′ 𝑽𝑏𝑫𝐴] 

 

6.5 解析プログラム 

 

以下の解析プログラムを別ファイルで添付する． 

• 縮小推定量を求めるプログラム(SAS)：JStypeShrinkage.sas 

• 樹形アプローチを用いた解析プログラム(WinBUGS) ：dabi5ea_BDP_UPGMA.txt 

• 標準化法を用いた解析プログラム(SAS)：std_nonpara.sas         , std_logistic.sas 
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/*#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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/*# Author: 日本製薬工業協会データサイエンス部会 タスクフォース3                                                                                   
/*#                                                                                                                                                
/*# 注意事項：                                                                                                                                     
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quit;
DM ';output;clear; log; clear ;';
proc datasets kill 
lib=work memtype=data;
title ; footnote ; run;

data _null_ ;
  call symput('runtime',put(time(),time5.));
  call symput('rundate',put(date(),date7.));
run ;
%let progname= empbayes_JS_shrink_HR;
%let study=Dabigatran;
%let alp=0.05;

footnote "&progname(&rundate,&runtime)";
/* from Original results */;
data orgdata ;
  length region $40 ;
  length treatvs $20 ;
  keep scen treatvs k n region kmean kstd upp low ;
  a=probit(1-&alp./2);
  treatvs="Dabigatran";
  do scen=1 to 1;
    select (scen);
     when (1) do ;                    /*Input N, Treatment Effect(HR), CI for Subgroup */
     %let subg=region;        
      k=1; region="8_North America";  n1=2200;  n2=2167; n=n1+n2; kmean=log(0.74);upp=1.07;low=0.52;kstd=(log(upp)-log(low))/(2*a);output;
      k=2; region="7_Latin America";  n1=320; n2=316;    n=n1+n2; kmean=log(0.54);upp=1.62;low=0.18;kstd=(log(upp)-log(low))/(2*a);output;
      k=3; region="6_Central Europe"; n1=706; n2=706;    n=n1+n2; kmean=log(0.99);upp=2.14;low=0.46;kstd=(log(upp)-log(low))/(2*a);output;
	  k=4; region="5_Western Europe"; n1=1555; n2=1552;  n=n1+n2; kmean=log(0.76);upp=1.19;low=0.49;kstd=(log(upp)-log(low))/(2*a);output;
      k=5; region="4_Southeast Asia"; n1=381; n2=375;    n=n1+n2; kmean=log(0.20);upp=0.49;low=0.08;kstd=(log(upp)-log(low))/(2*a);output;
      k=6; region="3_Eastern Asia";   n1=552; n2=551;   n=n1+n2; kmean=log(0.77);upp=1.41;low=0.42;kstd=(log(upp)-log(low))/(2*a);output;
      k=7; region="2_Other ";         n1=362; n2=355;  n=n1+n2; kmean=log(0.38);upp=0.99;low=0.15;kstd=(log(upp)-log(low))/(2*a);output;
	  k=8; region="1_Japan";          n1=111; n2=108;  n=n1+n2; kmean=log(0.25);upp=2.27;low=0.03;kstd=(log(upp)-log(low))/(2*a);output;
     end;
    otherwise;
   end;
  end; 
run;
data Regularf;
  length type $40 ;
  set orgdata;
  type="Regular estimate";
  a=probit(1-&alp./2);
  orgmean=exp(kmean);
  orgse=(upp-low)/(2*a);
  rename low=orglower;  rename upp=orgupper;  rename kmean=mean; rename kstd=se;
  keep scen treatvs k region type kmean kstd low upp orgmean orgse ;
run;


/* to input data from the paper for Regular analysis in all population */
data orgall ;
  length region $40 ;
  length type $40 ;
  k=.;
  scen=.;
  n1=6076;n2=6022;n=n1+n2;
  allmean=log(0.66); /*input mean in all population for 110bid vs warfarin */
  a=probit(1-&alp./2);
  treatvs="150bid_war";
  region="0_All Region"; type="Regular estimate";
  mean=allmean; /* the above log-transformed HR in all regions together */
  orgmean=exp(mean);
  orgupp=0.82;orglow=0.53;  /* in original HR scale */
  se=(log(orgupp)-log(orglow))/(2*a);orgse=(orgupp-orglow)/(2*a);output;
  keep scen treatvs k region type n mean se orgmean orgse orglow orgupp; 
run;

%macro calc_hyper(scenario); 
title1 "To calculate hyper params of the priors based on likelihood by call nlpnra(for tau as 1 parm)";
proc iml;
 use orgdata(where=(scen=&scenario.));
 read all var{kmean} into kmean;
 read all var{kstd} into kstd;
 read all var{region} into region;
 read all var{n} into ni;
 read all var{k} into k;
 s=nrow(kmean);
 pi=constant('pi'); 
  start FF_LOGLIKE(x) global(kmean, kstd, pi, s); 
   g=0;
   tsum1=0;tsum2=0;gsum1=0;
   tau_e=x[1];
   do i=1 to s;
     tsum1=tsum1+ kmean[i]/(tau_e**2 + kstd[i]**2);
     tsum2=tsum2+ 1/(tau_e**2 + kstd[i]**2);
   end; 
   theta_e=tsum1*(tsum2**(-1));

   do i=1 to s;
     gsum1=gsum1+(-0.5*log(tau_e**2+kstd[i]**2)-0.5*(kmean[i]-theta_e)**2/(tau_e**2+kstd[i]**2));
   end; 
   g = -0.5*(s-1)*log(2*pi) + gsum1;
   return(g); 
 finish FF_LOGLIKE; 
 
m=-1;
n=1;
step=0.01;
st=step*10;
dim=(n-m+1)/step;
f=J(1,dim,0);
x=J(1,dim,0);
do i=1 to dim;
  f[1,i]=.;
  x[1,i]=.;
end;
cnt=0;
do i=m to n by step;
  cnt=cnt+1;
  x[1,cnt]=i;
  x1=x[1,cnt];
  f[1,cnt]=FF_LOGLIKE(x1);
end;
title "Sketch of loglikelihood Function(=f)";
refStmt = "refline 0/axis=y; refline 0 1/axis=x;"; /* add asymptotes and axes */

call series(x,f) 
   other= refStmt
   xvalues=do(m,n,st)
   ;
 h0= {-0.4};    /* initial guess for the parm estimate */;
 con={-50 ,      /* lower bound: . means -infinity  */
       -0.008};  /* upper bound for the param; : confirm after seeing sketch of loglikelihood; 
                  -0.008 is a limitation in this loglike function with other parameters */
 optn = {1,4}; /* 1 for maximizing function, 4 for lots of print including parameter estimate */;
 call nlpnra(rc,xres,"FF_LOGLIKE",h0,optn,con) ; /* Loglikelihood is used from now on */;
 estimate=xres`;
 print xres;
 tau_e2=estimate[1]**2;

 hyper=J(1,2,0);
 tau_e=estimate[1];
 
 /* for the tau,the smaller the better estimate when looking at the objective function(log-likelihood);  
    however, due to machine limitations
    "zero" invites the numerical integral to 0 at initial x=0(dd=0), which causes 'quad' function to abort.
  */;
 tau_e2=tau_e**2;
 tsum1=0;tsum2=0;
    do i=1 to s;
     tsum1=tsum1+ kmean[i]/(tau_e**2 + kstd[i]**2);
     tsum2=tsum2+1/(tau_e**2 + kstd[i]**2);
   end; 
   theta_e=tsum1*(tsum2)**(-1);

 hyper[,1]=theta_e;
 hyper[,2]=tau_e;
 print theta_e tau_e tau_e2;
 create hyperf from hyper[colname={"theta" 
                                   "tau"}];
 append from hyper;
 quit;
 %mend;

title1 "To perform shrinkage estmate partly based on the hyperparameter ";
%macro calc_jsshrink(scenario) ; 
proc iml;
 use orgdata(where=(scen=&scenario.));
 read all var{kmean} into kmean;
 read all var{kstd} into kstd;
 read all var{region} into region;
 read all var{n} into ni;
 read all var{k} into k;
 s=nrow(kmean);
 use hyperf;
 alpha=&alp.;
 read all var{theta} into theta;
 read all var{tau} into tau;
 use orgall;
 read all var{mean} into allmean;
 read all var{se} into allstd;
 read all var{n} into alln;

 alstd=allstd[1];
 di=J(1,s,0);
 e=J(s,1,1);
 shr_sgt4=J(s,7,0);
 nfrac=ni/alln;
 fi2=nfrac##2;
 sumfi2=fi2[+,];
 shrink=(tau**2*(1-sumfi2)+alstd**2*(s-1))/(tau**2*(1-sumfi2)+alstd**2*(2*s-1));
 c=shrink;
 di=(e-c)#theta + c#kmean;
 wi=fi2#(tau**2+ kstd##2);
 wsum=wi[+,];
 V=(c**2+2*c*(1-c)*nfrac)#(tau**2+kstd##2)+(1-c)**2#wsum; 
 a=probit(1-alpha/2);

 /** JS shrinkage estimate **/;
 exdia=exp(di);           /* back to original HR scale */
 exlcla=exp(di+a#sqrt(V));/* back to original HR scale */
 exucla=exp(di-a#sqrt(V));/* back to original HR scale */
 exse=(exlcla-exucla)/(2*a);

 shr_sgt4[,1]=&scenario.;
 shr_sgt4[,2]=k;
 shr_sgt4[,3]=exdia;
 shr_sgt4[,4]=exse;
 shr_sgt4[,5]=exucla;
 shr_sgt4[,6]=exlcla;
 shr_sgt4[,7]=1-cdf('NORMAL',0,di,sqrt(V));

 create shrgt4f from shr_sgt4[colname={"scen" "k"  "mean" "se" "lower"  "upper"   "p_gt_0" }];
 append from shr_sgt4 ;

 create regionf from region[colname={"region"}];
 append from region ;

 quit;

 data postquan;
  length type $40 ;
  merge regionf shrgt4f;
  format mean se lower upper 5.2;
  type="Shrinkage estimate(by JS-Q.)";
  treatvs="150bid_war";
  keep scen k region type treatvs mean se upper lower p_gt_0 ;
 run;

 title1 "JS shrinkage result";
 proc print data=postquan;
  format mean se lower upper 5.2;
 run;

data Regularf;
  length type $40 ;
  set orgdata;
  type="Regular estimate";
  a=probit(1-&alp./2);
  orgmean=exp(kmean);
  orgse=(upp-low)/(2*a);
  rename low=orglower;  rename upp=orgupper; rename kmean=mean; rename kstd=se;
  keep scen treatvs k region type kmean kstd low upp orgmean orgse ;
run;

data Regularf1;
  set Regularf;
  rename orglower=lower;  rename orgupper=upper;  rename orgmean=mean;  rename orgse=se;
  keep scen treatvs k region type orgmean orgse orgupper orglower;
run;

data orgall1;
  set orgall;
  type="Regular estimate";
  keep scen region type treatvs n orgmean orgse orglow orgupp;
run;
data orgall2;
  set orgall1;
  rename orgmean=mean;  rename orgse=se; rename orglow=lower; rename orgupp=upper; /* back to original scale for all */
run;

data Regularf2; /* in original HR scale */;
  set Regularf1 orgall2;
  format mean se lower upper 5.2;
run;

data shrinkjs_graph;
  set regularf2 postquan;
  keep scen region treatvs type mean se lower upper p_gt_0;
run;

             /* Put the directory path and fine name */
/*
PROC EXPORT DATA=shrinkjs_graph
            OUTFILE= "   " 
            DBMS=csv REPLACE;
run;
*/

%mend calc_jsshrink;

%calc_hyper(scenario=1);
%calc_jsshrink(scenario=1);



nozaw2i3
添付ファイル
JStypeShrinkage.sas


#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Title: 樹形アプローチを用いた解析プログラム
# Author: 日本製薬工業協会データサイエンス部会 タスクフォース3	
#
# 注意事項：
#　　日本製薬工業協会及びデータサイエンス部会タスクフォース関係者は，本プログラムの利用により生じる損失について，いかなる#責任も負いかねます。
#　　日本製薬工業協会及びデータサイエンス部会タスクフォース関係者が，本プログラムの正確さや個々の目的への適合性を保証する#ものではありません。　
#　　本プログラムの著作権は日本製薬工業協会に帰属するものとします。 
#Copyright(C) 2018 The Japan Pharmaceutical Manufacturers Association 
#参考文献：Guo, et al.(2016) Evaluation of local treatment effect by borrowing information from similar countries in #multi-regional clinical trials. Stat in Med, 35, 671-684.

###################################################
# WinBUGS - Unconditional BDP 
###################################################
model {

          for(i in 1:N) {
# to use summary estimates and SD(=SE)s from all ea 5 countries based on section 4.2
# input N=num of countries in this case; the same with ncountry, resp[i] = HR 
            response[i]<-log(resp[i])
            sd[i]<-(log(uci[i])-log(dci[i]))/(2*1.96)
            tau.response[i]<-pow(sd[i],-2)
            response[i]~dnorm(f[i],tau.response[i])
            f[i]<-x[i]*beta[i]  # assume ANOVA model 
           }        
# stage 1 prior: Brownian process over the tree as unconditional;         
           invwt[1:2*ncountry-2,1:2*ncountry-2]<-inverse(weight[,])
           for(j in 1:2*ncountry-2){            
            Omega[j]<-invlambda*invwt[j,j]
            beta[j]~dnorm(beta[2*ncountry-1],Omega[j])
           # back-transformation;
            expbeta[j]<-exp(beta[j])
           }
# stage 2 prior; 
           beta[2*ncountry-1]~dnorm(0,0.001) # beta9 as true prior
           invlambda~dgamma(0.005,0.005)
           # transformation;
           lambda<-1/invlambda         
}
## for data load
list(N=5,
     ncountry=5,
     x=c(1,1,1,1,1),
## input of edge length estimated by UPGMA cluster analysis    
     weight=structure(
            .Data=c(0.1683,0.1613,0,0,0,0,0,0,
                    0.1613,0.1683,0,0,0,0,0,0,
                    0     ,0,0.1683,0,0,0,0,0,
                    0     ,0,0     ,0.1683,0,0,0,0,
                    0     ,0,0     ,0,0.1683,0,0,0,
                    0     ,0,0     ,0,0,0.0055,0,0,
                    0     ,0,0     ,0,0,0,0.0072,0,
                    0     ,0,0     ,0,0,0,0,0.1486),
            .Dim=c(8,8)),
        # see section 4.2 for the data input
        # use observed upper ci for SD(SE) calc      
        uci=c(4.02, 2.84, 2.8, 20.86, 1.76),
        # use observed lower ci for SD calc      
        dci=c(0.37, 0.1, 0.2, 0.17, 0.25),
        # use observed HR estimates as response
        resp=c(1.23,0.52,0.75, 1.89,0.67)) 
        # of South Korea, Japan,Taiwan ,HongKong, China
## for parameter initialisation
list(invlambda=1, beta=c(0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1,0.1,0.1,0.1))

###################################################
# WinBUGS - Conditional BDP 
###################################################
model {
          for(i in 1:N) {
            response[i]<-log(resp[i])
            sd[i]<-(log(uci[i])-log(dci[i]))/(2*1.96)
            tau.response[i]<-pow(sd[i],-2)
            response[i]~dnorm(f[i],tau.response[i])
            f[i]<-x[i]*beta[i]
           }
# stage 1 prior: Brownian process over the tree;
           for(j in 1:2*ncountry-2){
             invwt[j]<-pow(weight[j],-1)
             Omega[j]<-invlambda*invwt[j];
             beta[j]~dnorm(beta[parent[j]],Omega[j])
           ## transformation;
            expbeta[j]<-exp(beta[j])
           }
# stage 2 prior; 
           beta[2*ncountry-1]~dnorm(0,0.001)  # true prior
           invlambda~dgamma(0.005,0.005)
           ## transformation;
           lambda<-1/invlambda 
}
## for data load
list(N=5,
     ncountry=5,
        x=c(1,1,1,1,1), parent=c(6,6,7,8,9,7,8,9),
        # length of ei s as weight  
        weight=c(0.007,0.007,0.0125,0.0197,0.1683,0.0055,0.0072, 0.1486),
        # use observed upper ci for SD calc      
        uci=c(4.02, 2.84, 2.8, 20.86, 1.76),
        # use observed lower for SD calc      
        dci=c(0.37, 0.1, 0.2, 0.17, 0.25),
        ## use observed HR estimates as response
        resp=c(1.23,0.52,0.75, 1.89,0.67)) 
        # response for each of the EA countries:
        # of South Korea, Japan,Taiwan ,HongKong, China
## for parameter initialisation
list(invlambda=1, beta=c(0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1,0.1,0.1,0.1,0.1))

###################################################
# R - UPGRMA for edge length
###################################################
# refer to section 4.4.2 for HDI data
setwd("C:/temp/empbayes/hdi")
HDIdata <- read.csv("HDIdata_dabiea.csv",as.is=TRUE, header=TRUE, nrows=5)
HDIdata
dismaz=dist(HDIdata$HDI)
tree=hclust(dismaz,method='average')
HDIdata$Country
plot(as.dendrogram(tree),horiz=TRUE)
mat=tree$merge;
height=round(tree$height,5)
tree$merge
tree$height　##樹形図の枝の長さ
tree$order  ##下（左）から上(右）方向の個体番号
tree$label
tree$method


nozaw2i3
添付ファイル
dabi5ea_BDP_UPGMA.txt


/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 注意事項：
　　日本製薬工業協会及びデータサイエンス部会タスクフォース関係者は，本プログラムの利用により生じる損失について，いかなる責任も負いかねます。
　　日本製薬工業協会及びデータサイエンス部会タスクフォース関係者が，本プログラムの正確さや個々の目的への適合性を保証するものではありません。　

　　本プログラムの著作権は日本製薬工業協会に帰属するものとします。 Copyright(C) 2017 The Japan Pharmaceutical Manufacturers Association
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

/***治療、背景因子による層、地域、イベント発生有無の各症例数を含むデータセットから
	治療・地域別のイベント発生率（未調整、ノンパラメトリックな標準化法による調整）推定値を算出するマクロ******/
/***統計数理（1994）第42巻第1号p83-101「疫学研究における交絡と効果の修飾」第4章に基づき作成***/

/***マクロパラメータの説明*********************

	inds:入力データセット　以下の変数を含む
		治療（数値変数、2群）:1（被験薬）,2（対照薬）
		地域（数値変数）:1,2,・・・
		層（数値変数）:1,2,・・・
		イベント発生有無（数値変数、2値変数）:1（イベント有）,2（イベント無）
		例数（数値変数、変数名はnとする）:上記4つの変数で構成される各セルに対応する例数

	treat:治療の変数名
	treatf:治療のフォーマット名（指定なしでも可）
	region:地域の変数名
	regionf:地域のフォーマット名（指定なしでも可）
	strata:層の変数名
	event:イベント有無の変数名
	ci:推定の信頼区間幅（%で入力 例：95　※Wald型の信頼区間）
	difftype:群間差の表示形式 リスク差→riskdiff リスク比→riskratio
	outds_estimate:各地域、各治療群のイベント発生率の推定値、群間差の推定値を含む出力データセット名
	forestplot:結果のフォレストプロットの表示 表示→on 非表示→off

**************************************************/



%macro std_nonpara
(inds=,
treat=,
treatf=,
region=,
regionf=,
strata=,
event=,
ci=,
difftype=,
outds_estimate=,
forestplot=);

/****************************************************************/
/***マクロの準備***/
/*地域（region）、層（strata）の最小値と最大値をマクロ変数に格納*/
proc sql noprint;
	select distinct min(&region),max(&region),min(&strata),max(&strata) into:min_r,:max_r,:min_s,:max_s 
	from &inds;
quit;

/*以下で作成するマクロ変数は、以下の添え字に従い命名、対応するセルの度数をマクロ変数に格納する*/
/*&nijkl
	治療i:i=0（全体）,1（被験薬）,2（対照薬）
	地域j:j=0（全体）,1,2,・・・
	層k:k=（全体）,1,2,・・・
	イベント発生有無l:l=0（全体）,1（イベント有）,2（イベント無）*/



/*治療i、地域j、層k、イベントの有無lのセル度数をマクロ変数に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
					if &treat=&i & &region=&j & &strata=&k & &event=&l then call symput("n&i.&j.&k.&l",n);
 				%end;
 			%end;
 		%end;
 	%end;
run;





/************************************/
/*未調整のイベント発生割合推定の準備*/
/*治療iの総被験者数をマクロ変数ni000に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		n=0;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
		call symput("n&i.000",n);
	%end;
run;

/*イベント発生有l=1の総被験者数をマクロ変数ni001に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
 		n=0;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 1;
 					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
 		call symput("n&i.001",n);
	%end;
run;

/*治療i、地域jの総被験者数をマクロ変数nij00に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
 			n=0;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
	 				n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
			call symput("n&i.&j.00",n);
		%end;
	%end;
run;

/*治療i、地域j、イベント発生有l=1の総被験者数をマクロ変数nij01に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			n=0;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 1;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
			call symput("n&i.&j.01",n);
		%end;
	%end;
run;





/***********************************/
/*標準化法による地域ごとの推定の準備*/
/*総被験者数をマクロ変数n0000に格納*/
data _null_;
	set &inds;
 	n=0;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%do i=1 %to 2;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
	%end;
 	call symput("n0000",n);
run;

/*層kの総被験者数をマクロ変数n00k0に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do k=&min_s %to &max_s;
		n=0;
		%do i=1 %to 2;
			%do j=&min_r %to &max_r;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
 		call symput("n00&k.0",n);
	%end;
run;

/*地域jの総被験者数をマクロ変数n0j00に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		n=0;
		%do i=1 %to 2;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
 		call symput("n0&j.00",n);
	%end;
run;

/*地域j、層kの総被験者をマクロ変数n0jk0に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			n=0;
			%do i=1 %to 2;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
  			call symput("n0&j.&k.0",n);
		%end;
	%end;
run;

/*治療i、層kの総被験者数をマクロ変数ni0k0に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			n=0;
			%do j=&min_r %to &max_r;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
			call symput("n&i.0&k.0",n);
		%end;
	%end;
run;

/*治療i、層kのイベント発生有l=1の被験者数をマクロ変数ni0k1に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			%do l=1 %to 1;
				n=0;
				%do j=&min_r %to &max_r;
 					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
				call symput("n&i.0&k.1",n);
			%end;
		%end;
	%end;
run;







/***********************************/
/*群ごとのイベント発生割合、群間差の推定値と標準誤差の算出（未調整）*/
/*イベント発生割合、群間差の推定値（全地域、未調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		p=100*&&n&i.001/&&n&i.000;
		call symput("p&i.0_crude",p);
	%end;
run;

data _null_;
	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		p_diff=&p10_crude-&p20_crude;
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		p_diff=&p10_crude/&p20_crude;
	%end;
	call symput("pd0_crude",p_diff);
run;



/*イベント発生割合、群間差の推定値の標準誤差（全地域、未調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		var_p=10000*((&&n&i.001)*(&&n&i.000-&&n&i.001))/((&&n&i.000)**3);	/*分散*/
		se_p=var_p**0.5;	/*標準誤差*/
		call symput("se_p&i.0_crude",se_p);
	%end;
run;

data _null_;
	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		se_p_diff=(&se_p10_crude**2+&se_p20_crude**2)**0.5;	/*リスク差の標準誤差*/
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		se_p_diff=(((1-&p10_crude/100)/&n1001)+((1-&p20_crude/100)/&n2001))**0.5;	/*対数リスク比の標準誤差*/
	%end;
	call symput("se_pd0_crude",se_p_diff);
run;



/*イベント発生割合、群間差の推定値（地域別、未調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			p=100*&&n&i.&j.01/&&n&i.&j.00;
			call symput("p&i.&j._crude",p);
		%end;
	%end;
run;

data _null_;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%if &difftype=riskdiff %then %do;
			p_diff=&&p1&j._crude-&&p2&j._crude;
		%end;
		%else %if &difftype=riskratio %then %do;
			p_diff=&&p1&j._crude/&&p2&j._crude;
		%end;
		call symput("pd&j._crude",p_diff);
	%end;
run;



/*イベント発生割合、群間差の推定値の標準誤差（地域別、未調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			var_p=10000*((&&n&i.&j.01)*(&&n&i.&j.00-&&n&i.&j.01))/((&&n&i.&j.00)**3);	/*分散*/
			se_p=var_p**0.5;	/*標準誤差*/
			call symput("se_p&i.&j._crude",se_p);
		%end;
	%end;
run;

data _null_;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%if &difftype=riskdiff %then %do;
			se_p_diff=(&&se_p1&j._crude**2+&&se_p2&j._crude**2)**0.5;	/*リスク差の標準誤差*/
		%end;
		%else %if &difftype=riskratio %then %do;
			se_p_diff=(((1-&&p1&j._crude/100)/&&n1&j.01)+((1-&&p2&j._crude/100)/&&n2&j.01))**0.5;	/*対数リスク比の標準誤差*/
		%end;
		call symput("se_pd&j._crude",se_p_diff);
	%end;
run;







/***********************************/
/*群ごとのイベント発生割合、群間差の推定値と標準誤差の算出（標準化法による調整）*/
/*イベント発生割合、群間差の推定値（全地域、標準化法による調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		p=0;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			p=p+100*(&&n00&k.0/&&n0000)*(&&n&i.0&k.1/&&n&i.0&k.0);
		%end;
		call symput("p&i.0_adj",p);
	%end;
run;

data _null_;
	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		p_diff=&p10_adj-&p20_adj;
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		p_diff=&p10_adj/&p20_adj;
	%end;
	call symput("pd0_adj",p_diff);
run;



/*イベント発生割合、群間差の推定値の標準誤差（全地域、標準化法による調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		var_p=0;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			e_rk=&&n00&k.0*(&&n&i.0&k.1/&&n&i.0&k.0);	/*層kの期待疾病発生数*/
			var_p=var_p+10000*(1/&n0000**2)*(e_rk*(&&n00&k.0-e_rk)/&&n&i.0&k.0);	/*分散*/
		%end;
		se_p=var_p**0.5;	/*標準誤差*/
		call symput("se_p&i.0_adj",se_p);
	%end;
run;

data _null_;
	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		var_p_diff=0;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			e_rk1=&&n00&k.0*(&&n10&k.1/&&n10&k.0);	/*被験薬群、層kの期待疾病発生数*/
			e_rk2=&&n00&k.0*(&&n20&k.1/&&n20&k.0);	/*対照薬群、層kの期待疾病発生数*/
			var_p_diff=	var_p_diff+
						10000*
						(1/&n0000**2)*
						((e_rk1*(&&n00&k.0-e_rk1)/&&n10&k.0)+(e_rk2*(&&n00&k.0-e_rk2)/&&n20&k.0));	/*分散*/
		%end;
		se_p_diff=var_p_diff**0.5;	/*リスク差の標準誤差*/
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		var_p_diff=0;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			e_rk1=&&n00&k.0*(&&n10&k.1/&&n10&k.0);	/*被験薬群、層kの期待疾病発生数*/
			e_rk2=&&n00&k.0*(&&n20&k.1/&&n20&k.0);	/*対照薬群、層kの期待疾病発生数*/
			e_r1=&n0000*&p10_adj/100;	/*被験薬群の期待疾病発生数*/
			e_r2=&n0000*&p20_adj/100;	/*対照薬群の期待疾病発生数*/
			var_p_diff=	var_p_diff+
						( ( ( (e_rk1*(&&n00&k.0-e_rk1)) / (&&n10&k.0) ) / (e_r1**2) )
							+( ( (e_rk2*(&&n00&k.0-e_rk2)) / (&&n20&k.0) ) / (e_r2**2) ) );	/*分散*/
		%end;
		se_p_diff=var_p_diff**0.5;	/*対数リスク比の標準誤差*/
	%end;
	call symput("se_pd0_adj",se_p_diff);
run;



/*イベント発生割合、群間差の推定値（地域別、標準化法による調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			p=0;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				p=p+100*(&&n0&j.&k.0/&&n0&j.00)*(&&n&i.0&k.1/&&n&i.0&k.0);
			%end;
			call symput("p&i.&j._adj",p);
		%end;
	%end;
run;

data _null_;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%if &difftype=riskdiff %then %do;
			p_diff=&&p1&j._adj-&&p2&j._adj;
		%end;
		%else %if &difftype=riskratio %then %do;
			p_diff=&&p1&j._adj/&&p2&j._adj;
		%end;
		call symput("pd&j._adj",p_diff);
	%end;
run;



/*イベント発生割合、群間差の推定値の標準誤差（地域別、標準化法による調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			var_p=0;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				e_rk=&&n0&j.&k.0*(&&n&i.0&k.1/&&n&i.0&k.0);	/*地域j、層kの期待疾病発生数*/
				var_p=var_p+10000*(1/&&n0&j.00**2)*(e_rk*(&&n0&j.&k.0-e_rk)/&&n&i.0&k.0);	/*分散*/
			%end;
			se_p=var_p**0.5;	/*標準誤差*/
			call symput("se_p&i.&j._adj",se_p);
		%end;
	%end;
run;

data _null_;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%if &difftype=riskdiff %then %do;
			var_p_diff=0;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				e_rk1=&&n0&j.&k.0*(&&n10&k.1/&&n10&k.0);	/*被験薬群、地域j、層kの期待疾病発生数*/
				e_rk2=&&n0&j.&k.0*(&&n20&k.1/&&n20&k.0);	/*対照薬群、地域j、層kの期待疾病発生数*/
				var_p_diff=	var_p_diff+
							10000*
							(1/&&n0&j.00**2)*
							((e_rk1*(&&n0&j.&k.0-e_rk1)/&&n10&k.0)+(e_rk2*(&&n0&j.&k.0-e_rk2)/&&n20&k.0));	/*分散*/
			%end;
			se_p_diff=var_p_diff**0.5;	/*リスク差の標準誤差*/
		%end;
		%else %if &difftype=riskratio %then %do;
			var_p_diff=0;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				e_rk1=&&n0&j.&k.0*(&&n10&k.1/&&n10&k.0);	/*被験薬群、地域j、層kの期待疾病発生数*/
				e_rk2=&&n0&j.&k.0*(&&n20&k.1/&&n20&k.0);	/*対照薬群、地域j、層kの期待疾病発生数*/
				e_r1=&&n0&j.00*&&p1&j._adj/100;	/*被験薬群の期待疾病発生数*/
				e_r2=&&n0&j.00*&&p2&j._adj/100;	/*対照薬群の期待疾病発生数*/
				var_p_diff=	var_p_diff+
							( ( ( (e_rk1*(&&n0&j.&k.0-e_rk1)) / (&&n10&k.0) ) / (e_r1**2) )
								+( ( (e_rk2*(&&n0&j.&k.0-e_rk2)) / (&&n20&k.0) ) / (e_r2**2) ) );	/*分散*/
			%end;
			se_p_diff=var_p_diff**0.5;	/*対数リスク比の標準誤差*/
		%end;
		call symput("se_pd&j._adj",se_p_diff);
	%end;
run;







/**************************/
/*結果データセットの作成：各方法による推定値と信頼区間*/
/*未調整、群別*/
data _mtmp001;
	%do i=1 %to 2;
 		treat=&i;
 		%do j=0 %to &max_r;
 			region=&j;
 			p1=compress(put(round(&&p&i.&j._crude,0.01),8.2));
 			se_p1=compress(put(round(&&se_p&i.&j._crude,0.01),8.2));
 			ci1='['
				||compress(put(round(max(0,&&p&i.&j._crude-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._crude),0.01),8.2))
  				||', '
				||compress(put(round(&&p&i.&j._crude+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._crude,0.01),8.2))
				||']';
  			output;
 		%end;
 	%end;
  label p1='proportion (non-adjusted) (%)' se_p1='SE' ci1="&ci.% CI";
run;

/*調整、群別*/
data _mtmp002;
	%do i=1 %to 2;
		treat=&i;
 		%do j=0 %to &max_r;
			region=&j;
			p2=compress(put(round(&&p&i.&j._adj,0.01),8.2));
			se_p2=compress(put(round(&&se_p&i.&j._adj,0.01),8.2));
			ci2='['
				||compress(put(round(max(0,&&p&i.&j._adj-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._adj),0.01),8.2))
  				||', '
				||compress(put(round(&&p&i.&j._adj+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._adj,0.01),8.2))
				||']';
  			output;
		%end;
 	%end;
	label p2='proportion (adjusted) (%)' se_p2='SE' ci2="&ci.% CI";
run;

/*未調整、群間差*/
data _mtmp003;
	%do i=1 %to 1;
 		treat=1;
 		%do j=0 %to &max_r;
 			region=&j;
 			p3=compress(put(round(&&pd&j._crude,0.01),8.2));
 			se_p3=compress(put(round(&&se_pd&j._crude,0.01),8.2));
			%if &difftype=riskdiff %then %do;
 				ci3='['
					||compress(put(round(max(0,&&pd&j._crude-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._crude),0.01),8.2))
  					||', '
					||compress(put(round(&&pd&j._crude+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._crude,0.01),8.2))
					||']';
  				output;
			%end;
			%else %if &difftype=riskratio %then %do;
 				ci3='['
					||compress(put(round(exp(log(&&pd&j._crude)-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._crude),0.01),8.2))
  					||', '
					||compress(put(round(exp(log(&&pd&j._crude)+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._crude),0.01),8.2))
					||']';
  				output;
			%end;
 		%end;
 	%end;

	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		label p3='risk difference (non-adjusted)' se_p3='SE' ci3="&ci.% CI";
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		label p3='risk ratio (non-adjusted)' se_p3='SE' ci3="&ci.% CI";
	%end;
run;

/*調整、群間差*/
data _mtmp004;
	%do i=1 %to 1;
 		treat=1;
 		%do j=0 %to &max_r;
 			region=&j;
 			p4=compress(put(round(&&pd&j._adj,0.01),8.2));
 			se_p4=compress(put(round(&&se_pd&j._adj,0.01),8.2));
			%if &difftype=riskdiff %then %do;
 				ci4='['
					||compress(put(round(max(0,&&pd&j._adj-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._adj),0.01),8.2))
  					||', '
					||compress(put(round(&&pd&j._adj+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._adj,0.01),8.2))
					||']';
  				output;
			%end;
			%else %if &difftype=riskratio %then %do;
 				ci4='['
					||compress(put(round(exp(log(&&pd&j._adj)-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._adj),0.01),8.2))
  					||', '
					||compress(put(round(exp(log(&&pd&j._adj)+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._adj),0.01),8.2))
					||']';
  				output;
			%end;
 		%end;
 	%end;

	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		label p4='risk difference (adjusted)' se_p4='SE' ci4="&ci.% CI";
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		label p4='risk ratio (adjusted)' se_p4='SE' ci4="&ci.% CI";
	%end;
run;

proc sort data=_mtmp001;by treat region;run;
proc sort data=_mtmp002;by treat region;run;
proc sort data=_mtmp003;by treat region;run;
proc sort data=_mtmp004;by treat region;run;

data &outds_estimate;
	format treat region p1 ci1 se_p1 p3 ci3 se_p3 p2 ci2 se_p2 p4 ci4 se_p4;
	merge _mtmp001 _mtmp003 _mtmp002 _mtmp004;
	by treat region;

	%if %symexist(treatf) %then %do;
		format treat &treatf..;
	%end;

	%if %symexist(regionf) %then %do;
		format region &regionf..;
	%end;

run;







/******************************/
/*グラフ（フォレストプロット）の作成*/
%if &forestplot=on %then %do;

/*群別のイベント発生割合*/
data _mtmp005;
	%do m=1 %to 2;
		method=&m;
		%do i=1 %to 2;
			treat=&i;
			%do j=0 %to &max_r;
				region=&j;

				%if &m=1 %then %let est=crude;
				%else %let est=adj;

				p=&&p&i.&j._&est;
				se_p=&&se_p&i.&j._&est;
				ucl_p=&&p&i.&j._&est+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._&est;
				lcl_p=max(0,&&p&i.&j._&est-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._&est);
				output;
			%end;
		%end;
	%end;
run;

/*イベント発生割合群間差*/
data _mtmp006;
	%do m=1 %to 2;
		method=&m;
		%do i=1 %to 1;
			treat=&i;
			%do j=0 %to &max_r;
				region=&j;
				%if &m=1 %then %let est=crude;
				%else %let est=adj;
					p=&&pd&j._&est;
					se_p=&&se_pd&j._&est;
					%if &difftype=riskdiff %then %do;
						ucl_p=&&pd&j._&est+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._&est;
						lcl_p=max(0,&&pd&j._&est-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._&est);
						output;
					%end;
					%else %if &difftype=riskratio %then %do;
						ucl_p=exp(log(&&pd&j._&est)+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._&est);
						lcl_p=exp(log(&&pd&j._&est)-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._&est);
						output;
					%end;
			%end;
		%end;
	%end;
run;

/*フォレストプロット用フォーマット*/
proc format;
	value method
	1='non-adjusted' 2='adjusted (nonparametric)';
run;

/*フォレストプロット作成*/
proc sgpanel data=_mtmp005;
	panelby treat method;
	scatter x=p y=region /	xerrorlower=lcl_p
							xerrorupper=ucl_p
							markerattrs=(symbol=circle)
							datalabel=p;

	%if %symexist(regionf) %then %do;
		rowaxis tickvalueformat=&regionf.. values=(0 to &max_r by 1) label='Region' integer reverse;
	%end;
	%else %do;
		rowaxis values=(0 to &max_r by 1) label='Region' integer reverse;
	%end;

	colaxis min=0 offsetmin=.05 offsetmax=.05 label='Proportion (%)';
	refline 0 / axis=x;

	%if %symexist(treatf) %then %do;
		format method method. treat &treatf.. p 8.2;
	%end;
	%else %do;
		format method method. p 8.2;
	%end;

run;

proc sgpanel data=_mtmp006;
	panelby treat method;
	scatter x=p y=region /	xerrorlower=lcl_p
							xerrorupper=ucl_p
							markerattrs=(symbol=circle)
							datalabel=p;

	%if %symexist(regionf) %then %do;
		rowaxis tickvalueformat=&regionf.. values=(0 to &max_r by 1) label='Region' integer reverse;
	%end;
	%else %do;
		rowaxis values=(0 to &max_r by 1) label='Region' integer reverse;
	%end;

	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		colaxis min=0 offsetmin=.05 offsetmax=.05 label='Risk difference (%)';
		refline 0 / axis=x;
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		colaxis min=0 offsetmin=.05 offsetmax=.05 label='Risk ratio';
		refline 1 / axis=x;
	%end;

	%if %symexist(treatf) %then %do;
		format method method. treat &treatf.. p 8.2;
	%end;
	%else %do;
		format method method. p 8.2;
	%end;

run;

%end;



proc datasets lib=work memtype=data nolist;delete _:;run;quit;

%mend std_nonpara;





/***論文表4のデータによるマクロ使用例***/
/*proc format;
 value treat
 1='smoker' 2='non-smoker';
 value region
 0='all regions' 1='all regions';
 value strata
 1='high-risk' 2='low-risk';
 value event
 1='event(+)' 2='event(-)';
run;

data testdata;
 format treat treat. region region. strata strata. event event.;
 do treat=1,2;				*1:smoker, 2:non-smoker;
  do region=1;				*1:all regions;
   do strata=1,2;			*1:high-risk, 2:low-risk;
    do event=1,2;			*1:イベントあり, 2:イベントなし;
	input n @@;
	output;
	end;
   end;
  end;
 end;
 cards;
 52 18 10 30 19 31 4 56
 ;
run;

%std_nonpara
(inds=testdata,
treat=treat,
treatf=treat,
region=region,
regionf=region,
strata=strata,
event=event,
ci=95,
difftype=riskratio,
outds_estimate=out,
forestplot=on);*/
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/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 注意事項：
　　日本製薬工業協会及びデータサイエンス部会タスクフォース関係者は，本プログラムの利用により生じる損失について，いかなる責任も負いかねます。
　　日本製薬工業協会及びデータサイエンス部会タスクフォース関係者が，本プログラムの正確さや個々の目的への適合性を保証するものではありません。　

　　本プログラムの著作権は日本製薬工業協会に帰属するものとします。 Copyright(C) 2017 The Japan Pharmaceutical Manufacturers Association
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

/***治療、背景因子による層、地域、イベント発生有無の各症例数を含むデータセットから
	治療・地域別のイベント発生率（未調整、パラメトリックな標準化法による調整）推定値を算出するマクロ******/
/***統計数理（1994）第42巻第1号p83-101「疫学研究における交絡と効果の修飾」第5章に基づき作成***/

/***マクロパラメータの説明*********************

	inds:入力データセット　以下の変数を含む
		治療（数値変数、2群）:1（被験薬）,2（対照薬）
		地域（数値変数）:1,2,・・・
		層（数値変数）:1,2,・・・
		イベント発生有無（数値変数、2値変数）:1（イベント有）,2（イベント無）
		例数（数値変数、変数名はnとする）:上記4つの変数で構成される各セルに対応する例数

	treat:治療の変数名
	treatf:治療のフォーマット名（指定なしでも可）
	region:地域の変数名
	regionf:地域のフォーマット名（指定なしでも可）
	strata:層の変数名
	event:イベント有無の変数名
	ci:推定の信頼区間幅（%で入力 例：95　※Wald型の信頼区間）
	difftype:群間差の表示形式 リスク差→riskdiff リスク比→riskratio
	outds_estimate:各地域、各治療群のイベント発生率の推定値、群間差の推定値を含む出力データセット名
	forestplot:結果のフォレストプロットの表示 表示→on 非表示→off

**************************************************/



/***マクロで作成されるデータセット（outds_estimate以外）の説明*********

V:logistic回帰による推定分散共分散行列

**************************************************/



%macro std_logistic
(inds=,
treat=,
treatf=,
region=,
regionf=,
strata=,
event=,
ci=,
difftype=,
outds_estimate=,
forestplot=);;

/*****************************************************************/
/***マクロの準備***/
/*地域（region）、層（strata）の最小値と最大値をマクロ変数に格納*/
proc sql noprint;
 select distinct min(&region),max(&region),min(&strata),max(&strata) into:min_r,:max_r,:min_s,:max_s 
 from &inds;
quit;

/*以下で作成するマクロ変数は、以下の添え字に従い命名し、対応するセルの度数を格納する*/
/*&nijkl
	治療i:i=0（全体）,1（被験薬）,2（対照薬）
	地域j:j=0（全体）,1,2,・・・
	層k:k=0（全体）,1,2,・・・
	イベント発生有無l:l=0（全体）,1（イベント有）,2（イベント無）*/

/*治療i、地域j、層k、イベントの有無lのセル度数をマクロ変数に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
					if &treat=&i & &region=&j & &strata=&k & &event=&l then call symput("n&i.&j.&k.&l",n);
 				%end;
 			%end;
 		%end;
 	%end;
run;





/*****************************************************************/
/*未調整のイベント発生割合推定の準備*/
/*治療iの総被験者数をマクロ変数ni000に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		n=0;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
		call symput("n&i.000",n);
	%end;
run;

/*イベント発生有l=1の総被験者数をマクロ変数ni001に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
 		n=0;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 1;
 					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
 		call symput("n&i.001",n);
	%end;
run;

/*治療i、地域jの総被験者数をマクロ変数nij00に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
 			n=0;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
	 				n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
			call symput("n&i.&j.00",n);
		%end;
	%end;
run;

/*治療i、地域j、イベント発生有l=1の総被験者数をマクロ変数nij01に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			n=0;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 1;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
			call symput("n&i.&j.01",n);
		%end;
	%end;
run;






/*****************************************************************/
/*標準化法による地域ごとの推定の準備1*/

/*総被験者数をマクロ変数n0000に格納*/
data _null_;
	set &inds;
 	n=0;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%do i=1 %to 2;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
	%end;
 	call symput("n0000",n);
run;

/*層kの総被験者数をマクロ変数n00k0に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do k=&min_s %to &max_s;
		n=0;
		%do i=1 %to 2;
			%do j=&min_r %to &max_r;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
 		call symput("n00&k.0",n);
	%end;
run;

/*地域jの総被験者数をマクロ変数n0j00に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		n=0;
		%do i=1 %to 2;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
		%end;
 		call symput("n0&j.00",n);
	%end;
run;

/*地域j、層kの総被験者をマクロ変数n0jk0に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			n=0;
			%do i=1 %to 2;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
  			call symput("n0&j.&k.0",n);
		%end;
	%end;
run;

/*治療i、層kの総被験者数をマクロ変数ni0k0に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			n=0;
			%do j=&min_r %to &max_r;
				%do l=1 %to 2;
					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
			%end;
			call symput("n&i.0&k.0",n);
		%end;
	%end;
run;

/*治療i、地域j、層kの被験者数をマクロ変数に格納*/
data _null_;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			%do k=&min_s %to &max_s;
				n=0;
				%do l=1 %to 2;
 					n=n+&&n&i.&j.&k.&l;
				%end;
				call symput("n&i.&j.&k.0",n);
			%end;
		%end;
	%end;
run;

/*元データに、治療i、地域j、層kごとの被験者数を追加*/
data temp001;
	set &inds;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
 			%do k=&min_s %to &max_s;
 				if &treat=&i & &region=&j & &strata=&k then ntotal=&&n&i.&j.&k.0;
 			%end;
		%end;
	%end;
run;






/*****************************************************************/
/*標準化法による地域ごとの推定の準備2*/
/*イベント発生割合の推定値算出準備*/

/*proc genmodでロジスティック回帰（proc logisticだとデザイン行列が異なるので効果の推定値が論文と一致しない）*/

ods noresults;
ods output covb=temp003;
ods output parameterestimates=temp002;
proc genmod data=temp001(where=(&event=1));
	class &strata &region &treat &event;
	model n/ntotal=&treat &strata / dist=bin link=logit covb;
run;
ods results;

/*効果の推定値をマクロ変数に格納*/
data temp002;
 	set temp002;
 	_level1=level1/1;
run;

proc sql noprint;
/*切片（全平均）*/
	select distinct estimate into:a
	from temp002
	where parameter='Intercept';

/*治療（treat）*/
	select distinct _level1,estimate into:i1-:i2,:b1-:b2
	from temp002
	where parameter="&treat"
	order by _level1;

/*層（strata）*/
%do k=&min_s %to &max_s;
	select distinct _level1,estimate into:k&k,:c&k
	from temp002
	where parameter="&strata" & _level1=&k;
%end;
quit; 

/*効果の推定値をログに出力*/
%put Estimate of effects by logistic regression;
%put   ; 
%put Intercept: a=&a;
%put Effect of treatment1: b1=&b1;
%put Effect of treatment2: b2=&b2;

%do k=&min_s %to &max_s;
	%put Effect of strata&k.: c&k.=&&c&k;
%end;



/*ロジスティック回帰による、層kのリスク推定値を算出（論文の5章参照）、マクロ変数に格納*/
data _null_;
	%do k=&min_s %to &max_s;

/*被験薬群の層kの期待リスク*/
		p10&k=exp(&a+&b1+&&c&k)/(1+exp(&a+&b1+&&c&k));
		call symput("phat_1&k",p10&k);

/*対照薬群の層kの期待リスク*/
		p20&k=exp(&a+&b2+&&c&k)/(1+exp(&a+&b2+&&c&k));
		call symput("phat_2&k",p20&k);

	%end;
run;

/*各層のイベント発生割合推定値をログに出力*/
%put Estimate of incidence proportion on each strata by logistic regression;
%put  ;

%do k=&min_s %to &max_s;
	%put strata &k. treatment group: phat1=&&phat_1&k;
	%put strata &k. control group: phat2=&&phat_2&k;
	%put   ;
%end;

/*イベント発生割合推定値の分散計算の準備*/
data _null_;
	%do k=&min_s %to &max_s;

/*治療i、層kに対応する共変量ベクトルxikの係数を作成する（論文の付録2参照）*/

/*被験薬群の共変量ベクトルx1iの係数*/
		d10&k=exp(&a+&b1+&&c&k)/((1+exp(&a+&b1+&&c&k))**2);
		call symput("var_coef_1&k",d10&k);
/*対照薬群の共変量ベクトルx2iの係数*/
		d20&k=exp(&a+&b2+&&c&k)/((1+exp(&a+&b2+&&c&k))**2);
		call symput("var_coef_2&k",d20&k);

	%end;
run;








/*****************************************************************/
/*標準化法による推定*/

/*治療iのイベント発生割合、群間差の推定値（全地域、標準化法による調整）*/
/*治療i、層kのリスク期待値 × 全地域での層kの例数 / 全地域の例数*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		p&i.0=0;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			p&i.0=p&i.0+&&phat_&i&k*&&n00&k.0/&n0000;
		%end;
		call symput("p&i.0_adj",100*p&i.0);
	%end;
run;

data _null_;
	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		p=&p10_adj-&p20_adj;
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		p=&p10_adj/&p20_adj;
	%end;
	call symput("pd0_adj",p);
run;



/*治療iのイベント発生割合の標準誤差計算（全地域、標準化法による調整）*/
/*論文の付録2　標準化リスク差の分散計算式をもとに推定値の分散計算*/

/*群ごとにベクトルDを作成*/
/*群ごとのリスクの分散の計算には付録2のベクトルDの第1項と第2項を個別に計算する*/

%do i=1 %to 2;
data d&i;
	da=0;
	db=0;

/*共変量ベクトルの1、2行目：層k=1,2,・・,kmaxに対応する係数の、層の例数の重みづけ平均*/
	%do k=&min_s %to &max_s;
		da=da+&&var_coef_&i&k*&&n00&k.0/&n0000;
		%if &i=1 %then %do;
			db=db+&&var_coef_&i&k*&&n00&k.0/&n0000;
		%end;
		%else %do;
			db=0;
		%end;
	%end;

	%do k=&min_s %to %eval(&max_s-1);
/*共変量ベクトルの3行目以降：層kに対応する係数と層の例数の全体に対する割合の積*/
		dc&k=&&var_coef_&i&k*&&n00&k.0/&n0000;
	%end;

run;
%end;

/*群間差の分散計算用ベクトルDE（RE）を計算*/
data dd;
	da=0;
	db=0;

	%if &difftype=riskdiff %then %do;
/*共変量ベクトルの1、2行目*/
		%do k=&min_s %to &max_s;
			da=da+&&var_coef_1&k*&&n00&k.0/&n0000-&&var_coef_2&k*&&n00&k.0/&n0000;
			db=db+&&var_coef_1&k*&&n00&k.0/&n0000;
		%end;

/*共変量ベクトルの3行目以降*/
		%do k=&min_s %to %eval(&max_s-1);
			dc&k=&&var_coef_1&k*&&n00&k.0/&n0000-&&var_coef_2&k*&&n00&k.0/&n0000;
		%end;
	%end;

	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
/*共変量ベクトルの1、2行目*/
		%do k=&min_s %to &max_s;
			da=da+&&var_coef_1&k*&&n00&k.0/(&n0000*&p10_adj/100)-&&var_coef_2&k*&&n00&k.0/(&n0000*&p20_adj/100);
			db=db+&&var_coef_1&k*&&n00&k.0/(&n0000*&p10_adj/100);
		%end;

/*共変量ベクトルの3行目以降*/
		%do k=&min_s %to %eval(&max_s-1);
			dc&k=&&var_coef_1&k*&&n00&k.0/(&n0000*&p10_adj/100)-&&var_coef_2&k*&&n00&k.0/(&n0000*&p20_adj/100);
		%end;
	%end;

run;

/*proc genmodで出力した分散共分散行列をvとする*/
data v;
	set temp003;
	drop rowname;
run;

/*IMLで群ごとの推定値の分散を計算*/
proc iml;
	use d1;
	read all into d1;

	use d2;
	read all into d2;

	use dd;
	read all into dd;

	use v;
	read all into v;

	v1=d1*v*d1`;
	create var_p1 from v1;
	append from v1;

	v2=d2*v*d2`;
	create var_p2 from v2;
	append from v2;

	vd=dd*v*dd`;
	create var_pd from vd;
	append from vd;
quit;

/*群ごとの分散から標準誤差を計算*/
%do i=1 %to 2;
data _null_;
	set var_p&i;
	se_p=(10000*col1)**0.5;
	call symput("se_p&i.0_adj",se_p);
run;
%end;

/*群間差の標準誤差を計算*/
data _null_;
	set var_pd;
	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		se_p=(10000*col1)**0.5;
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		se_p=col1**0.5;
	%end;
	call symput("se_pd0_adj",se_p);
run;



/*治療i、地域jのイベント発生割合の推定値（地域別、標準化法による調整）*/
/*治療i、層kのリスク期待値 × 地域jでの層kの例数 / 地域jの例数*/
%do j=&min_r %to &max_r; 
	data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		p&i&j=0;
		%do k=&min_s %to &max_s;
			p&i&j=p&i&j+&&phat_&i&k*&&n0&j&k.0/&&n0&j.00;
		%end;
		call symput("p&i&j._adj",100*p&i&j);
	%end;
	run;
%end;

%do j=&min_r %to &max_r; 
	data _null_;
		%if &difftype=riskdiff %then %do;
			p=&&p1&j._adj-&&p2&j._adj;
		%end;
		%else %if &difftype=riskratio %then %do;
			p=&&p1&j._adj/&&p2&j._adj;
		%end;
		call symput("pd&j._adj",p);
	run;
%end;

/*治療iのイベント発生割合の標準誤差計算（地域別、標準化法による調整）*/
/*論文の付録2　標準化リスク差の分散計算式をもとに推定値の分散計算*/

%do j=&min_r %to &max_r;

/*群ごとにベクトルDを作成*/
/*群ごとのリスクの分散の計算には付録2のベクトルDの第1項と第2項を個別に計算する*/

	%do i=1 %to 2;
		data d&i;
			da=0;
			db=0;

/*共変量ベクトルの1、2行目：層k=1,2,・・,kmaxに対応する係数の、層の例数の重みづけ平均*/
			%do k=&min_s %to &max_s;
				da=da+&&var_coef_&i&k*&&n0&j&k.0/&&n0&j.00;
				%if &i=1 %then %do;
					db=db+&&var_coef_&i&k*&&n0&j&k.0/&&n0&j.00;
				%end;
				%else %do; 
					db=0;
				%end;
			%end;

/*共変量ベクトルの3行目以降：層kに対応する係数と層の例数の全体に対する割合の積*/
			%do k=&min_s %to %eval(&max_s-1);
				dc&k=&&var_coef_&i&k*&&n0&j&k.0/&&n0&j.00;
			%end;
		run;
	%end;

/*群間差の分散計算用ベクトルDE（RE）を計算*/
	data dd;
		da=0;
		db=0;

		%if &difftype=riskdiff %then %do;
/*共変量ベクトルの1、2行目*/
			%do k=&min_s %to &max_s;
				da=da+&&var_coef_1&k*&&n0&j&k.0/&&n0&j.00-&&var_coef_2&k*&&n0&j&k.0/&&n0&j.00;
				db=db+&&var_coef_1&k*&&n0&j&k.0/&&n0&j.00;
			%end;

/*共変量ベクトルの3行目以降*/
			%do k=&min_s %to %eval(&max_s-1);
				dc&k=&&var_coef_1&k*&&n0&j&k.0/&&n0&j.00-&&var_coef_2&k*&&n0&j&k.0/&&n0&j.00;
			%end;
		%end;

		%else %if &difftype=riskratio %then %do;
/*共変量ベクトルの1、2行目*/
			%do k=&min_s %to &max_s;
				da=da+&&var_coef_1&k*&&n0&j&k.0/(&&n0&j.00*&&p1&j._adj/100)-&&var_coef_2&k*&&n0&j&k.0/(&&n0&j.00*&&p2&j._adj/100);
				db=db+&&var_coef_1&k*&&n0&j&k.0/(&&n0&j.00*&&p1&j._adj/100);
			%end;

/*共変量ベクトルの3行目以降*/
			%do k=&min_s %to %eval(&max_s-1);
				dc&k=&&var_coef_1&k*&&n0&j&k.0/(&&n0&j.00*&&p1&j._adj/100)-&&var_coef_2&k*&&n0&j&k.0/(&&n0&j.00*&&p2&j._adj/100);
			%end;
		%end;
	run;

/*proc genmodで出力した分散共分散行列をvとする*/
	data v;
		set temp003;
		drop rowname;
	run;

/*IMLで群ごとの推定値の分散を計算*/
	proc iml;
		use d1;
		read all into d1;

		use d2;
		read all into d2;

		use dd;
		read all into dd;

		use v;
		read all into v;

		v1=d1*v*d1`;
		create var_p1 from v1;
		append from v1;

		v2=d2*v*d2`;
		create var_p2 from v2;
		append from v2;

		vd=dd*v*dd`;
		create var_pd from vd;
		append from vd;
	quit;

/*群ごとの分散から標準誤差を計算*/
	%do i=1 %to 2;
		data _null_;
			set var_p&i;
			se_p=(10000*col1)**0.5;
			call symput("se_p&i&j._adj",se_p);
		run;
	%end;

/*群間差の標準誤差を計算*/
	data _null_;
		set var_pd;
		%if &difftype=riskdiff %then %do;
			se_p=(10000*col1)**0.5;
		%end;
		%else %if &difftype=riskratio %then %do;
			se_p=col1**0.5;
		%end;
		call symput("se_pd&j._adj",se_p);
	run;

%end;






/*****************************************************************/
/*未調整のイベント発生割合*/

/*イベント発生割合、群間差の推定値（全地域、未調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		p=100*&&n&i.001/&&n&i.000;
		call symput("p&i.0_crude",p);
	%end;
run;

data _null_;
	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		p_diff=&p10_crude-&p20_crude;
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		p_diff=&p10_crude/&p20_crude;
	%end;
	call symput("pd0_crude",p_diff);
run;

/*イベント発生割合、群間差の推定値の標準誤差（全地域、未調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		var_p=10000*((&&n&i.001)*(&&n&i.000-&&n&i.001))/((&&n&i.000)**3);	/*分散*/
		se_p=var_p**0.5;	/*標準誤差*/
		call symput("se_p&i.0_crude",se_p);
	%end;
run;

data _null_;
	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		se_p_diff=(&se_p10_crude**2+&se_p20_crude**2)**0.5;	/*リスク差の標準誤差*/
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		se_p_diff=(((1-&p10_crude/100)/&n1001)+((1-&p20_crude/100)/&n2001))**0.5;	/*対数リスク比の標準誤差*/
	%end;
	call symput("se_pd0_crude",se_p_diff);
run;



/*イベント発生割合、群間差の推定値（地域別、未調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			p=100*&&n&i.&j.01/&&n&i.&j.00;
			call symput("p&i.&j._crude",p);
		%end;
	%end;
run;

data _null_;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%if &difftype=riskdiff %then %do;
			p_diff=&&p1&j._crude-&&p2&j._crude;
		%end;
		%else %if &difftype=riskratio %then %do;
			p_diff=&&p1&j._crude/&&p2&j._crude;
		%end;
		call symput("pd&j._crude",p_diff);
	%end;
run;

/*イベント発生割合、群間差の推定値の標準誤差（地域別、未調整）*/
data _null_;
	%do i=1 %to 2;
		%do j=&min_r %to &max_r;
			var_p=10000*((&&n&i.&j.01)*(&&n&i.&j.00-&&n&i.&j.01))/((&&n&i.&j.00)**3);	/*分散*/
			se_p=var_p**0.5;	/*標準誤差*/
			call symput("se_p&i.&j._crude",se_p);
		%end;
	%end;
run;

data _null_;
	%do j=&min_r %to &max_r;
		%if &difftype=riskdiff %then %do;
			se_p_diff=(&&se_p1&j._crude**2+&&se_p2&j._crude**2)**0.5;	/*リスク差の標準誤差*/
		%end;
		%else %if &difftype=riskratio %then %do;
			se_p_diff=(((1-&&p1&j._crude/100)/&&n1&j.01)+((1-&&p2&j._crude/100)/&&n2&j.01))**0.5;	/*対数リスク比の標準誤差*/
		%end;
		call symput("se_pd&j._crude",se_p_diff);
	%end;
run;






/**************************/
/*結果データセットの作成：各方法による推定値と信頼区間*/
/*未調整、群別*/
data _mtmp001;
	%do i=1 %to 2;
 		treat=&i;
 		%do j=0 %to &max_r;
 			region=&j;
 			p1=compress(put(round(&&p&i.&j._crude,0.01),8.2));
 			se_p1=compress(put(round(&&se_p&i.&j._crude,0.01),8.2));
 			ci1='['
				||compress(put(round(max(0,&&p&i.&j._crude-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._crude),0.01),8.2))
  				||', '
				||compress(put(round(&&p&i.&j._crude+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._crude,0.01),8.2))
				||']';
  			output;
 		%end;
 	%end;
  label p1='proportion (non-adjusted) (%)' se_p1='SE' ci1="&ci.% CI";
run;

/*調整、群別*/
data _mtmp002;
	%do i=1 %to 2;
		treat=&i;
 		%do j=0 %to &max_r;
			region=&j;
			p2=compress(put(round(&&p&i.&j._adj,0.01),8.2));
			se_p2=compress(put(round(&&se_p&i.&j._adj,0.01),8.2));
			ci2='['
				||compress(put(round(max(0,&&p&i.&j._adj-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._adj),0.01),8.2))
  				||', '
				||compress(put(round(&&p&i.&j._adj+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._adj,0.01),8.2))
				||']';
  			output;
		%end;
 	%end;
	label p2='proportion (adjusted) (%)' se_p2='SE' ci2="&ci.% CI";
run;

/*未調整、群間差*/
data _mtmp003;
	%do i=1 %to 1;
 		treat=1;
 		%do j=0 %to &max_r;
 			region=&j;
 			p3=compress(put(round(&&pd&j._crude,0.01),8.2));
 			se_p3=compress(put(round(&&se_pd&j._crude,0.01),8.2));
			%if &difftype=riskdiff %then %do;
 				ci3='['
					||compress(put(round(max(0,&&pd&j._crude-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._crude),0.01),8.2))
  					||', '
					||compress(put(round(&&pd&j._crude+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._crude,0.01),8.2))
					||']';
  				output;
			%end;
			%else %if &difftype=riskratio %then %do;
 				ci3='['
					||compress(put(round(exp(log(&&pd&j._crude)-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._crude),0.01),8.2))
  					||', '
					||compress(put(round(exp(log(&&pd&j._crude)+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._crude),0.01),8.2))
					||']';
  				output;
			%end;
 		%end;
 	%end;

	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		label p3='risk difference (non-adjusted)' se_p3='SE' ci3="&ci.% CI";
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		label p3='risk ratio (non-adjusted)' se_p3='SE' ci3="&ci.% CI";
	%end;
run;

/*調整、群間差*/
data _mtmp004;
	%do i=1 %to 1;
 		treat=1;
 		%do j=0 %to &max_r;
 			region=&j;
 			p4=compress(put(round(&&pd&j._adj,0.01),8.2));
 			se_p4=compress(put(round(&&se_pd&j._adj,0.01),8.2));
			%if &difftype=riskdiff %then %do;
 				ci4='['
					||compress(put(round(max(0,&&pd&j._adj-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._adj),0.01),8.2))
  					||', '
					||compress(put(round(&&pd&j._adj+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._adj,0.01),8.2))
					||']';
  				output;
			%end;
			%else %if &difftype=riskratio %then %do;
 				ci4='['
					||compress(put(round(exp(log(&&pd&j._adj)-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._adj),0.01),8.2))
  					||', '
					||compress(put(round(exp(log(&&pd&j._adj)+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._adj),0.01),8.2))
					||']';
  				output;
			%end;
 		%end;
 	%end;

	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		label p4='risk difference (adjusted)' se_p4='SE' ci4="&ci.% CI";
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		label p4='risk ratio (adjusted)' se_p4='SE' ci4="&ci.% CI";
	%end;
run;

proc sort data=_mtmp001;by treat region;run;
proc sort data=_mtmp002;by treat region;run;
proc sort data=_mtmp003;by treat region;run;
proc sort data=_mtmp004;by treat region;run;

data &outds_estimate;
	format treat region p1 ci1 se_p1 p3 ci3 se_p3 p2 ci2 se_p2 p4 ci4 se_p4;
	merge _mtmp001 _mtmp003 _mtmp002 _mtmp004;
	by treat region;

	%if %symexist(treatf) %then %do;
		format treat &treatf..;
	%end;

	%if %symexist(regionf) %then %do;
		format region &regionf..;
	%end;

run;







/******************************/
/*グラフ（フォレストプロット）の作成*/
%if &forestplot=on %then %do;

/*群別のイベント発生割合*/
data _mtmp005;
	%do m=1 %to 2;
		method=&m;
		%do i=1 %to 2;
			treat=&i;
			%do j=0 %to &max_r;
				region=&j;

				%if &m=1 %then %let est=crude;
				%else %let est=adj;

				p=&&p&i.&j._&est;
				se_p=&&se_p&i.&j._&est;
				ucl_p=&&p&i.&j._&est+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._&est;
				lcl_p=max(0,&&p&i.&j._&est-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_p&i.&j._&est);
				output;
			%end;
		%end;
	%end;
run;

/*イベント発生割合群間差*/
data _mtmp006;
	%do m=1 %to 2;
		method=&m;
		%do i=1 %to 1;
			treat=&i;
			%do j=0 %to &max_r;
				region=&j;
				%if &m=1 %then %let est=crude;
				%else %let est=adj;
					p=&&pd&j._&est;
					se_p=&&se_pd&j._&est;
					%if &difftype=riskdiff %then %do;
						ucl_p=&&pd&j._&est+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._&est;
						lcl_p=max(0,&&pd&j._&est-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._&est);
						output;
					%end;
					%else %if &difftype=riskratio %then %do;
						ucl_p=exp(log(&&pd&j._&est)+quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._&est);
						lcl_p=exp(log(&&pd&j._&est)-quantile('normal',1-(1-0.01*&ci)/2)*&&se_pd&j._&est);
						output;
					%end;
			%end;
		%end;
	%end;
run;

/*フォレストプロット用フォーマット*/
proc format;
	value method
	1='non-adjusted' 2='adjusted (logistic)';
run;

/*フォレストプロット作成*/
proc sgpanel data=_mtmp005;
	panelby treat method;
	scatter x=p y=region /	xerrorlower=lcl_p
							xerrorupper=ucl_p
							markerattrs=(symbol=circle)
							datalabel=p;

	%if %symexist(regionf) %then %do;
		rowaxis tickvalueformat=&regionf.. values=(0 to &max_r by 1) label='Region' integer reverse;
	%end;
	%else %do;
		rowaxis values=(0 to &max_r by 1) label='Region' integer reverse;
	%end;

	colaxis min=0 offsetmin=.05 offsetmax=.05 label='Proportion (%)';
	refline 0 / axis=x;

	%if %symexist(treatf) %then %do;
		format method method. treat &treatf.. p 8.2;
	%end;
	%else %do;
		format method method. p 8.2;
	%end;

run;

proc sgpanel data=_mtmp006;
	panelby treat method;
	scatter x=p y=region /	xerrorlower=lcl_p
							xerrorupper=ucl_p
							markerattrs=(symbol=circle)
							datalabel=p;

	%if %symexist(regionf) %then %do;
		rowaxis tickvalueformat=&regionf.. values=(0 to &max_r by 1) label='Region' integer reverse;
	%end;
	%else %do;
		rowaxis values=(0 to &max_r by 1) label='Region' integer reverse;
	%end;

	%if &difftype=riskdiff %then %do;
		colaxis min=0 offsetmin=.05 offsetmax=.05 label='Risk difference (%)';
		refline 0 / axis=x;
	%end;
	%else %if &difftype=riskratio %then %do;
		colaxis min=0 offsetmin=.05 offsetmax=.05 label='Risk ratio';
		refline 1 / axis=x;
	%end;

	%if %symexist(treatf) %then %do;
		format method method. treat &treatf.. p 8.2;
	%end;
	%else %do;
		format method method. p 8.2;
	%end;

run;

%end;



proc datasets lib=work memtype=data nolist;delete _: temp: d1 d2 dd var:;run;quit;

%mend std_logistic;






/***論文表4のデータによるマクロ使用例***/
/*proc format;
 value treat
 1='smoker' 2='non-smoker';
 value region
 0='all regions' 1='all regions';
 value stratum
 1='high-risk' 2='low-risk';
 value event
 1='event(+)' 2='event(-)';
run;

data testdata;
	do treat=1,2;						*1:smoker, 2:non-smoker;
		do region=1;					*1:all regions;
 			do strata=1,2;				*1:high-risk, 2:low-risk;
				do event=1,2;			*1:イベントあり, 2:イベントなし;
					input n @@;
					output;
				end;
			end;
		end;
	end;
 	cards;
 	52 18 10 30 19 31 4 56
	;

run;

%std_logistic
(inds=testdata,
treat=treat,
treatf=treat,
region=region,
regionf=region,
strata=strata,
event=event,
ci=95,
difftype=riskratio,
outds_estimate=out,
forestplot=on);*/


nozaw2i3
添付ファイル
std_logistic.sas
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