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ESSENCE 

・ 観察研究では，バイアスが皆無ということは考えにくく，またバイアスの調整に必要な
データがすべて得られている，といったことも期待できません．また，種々のバイアス
による研究の不確実性は，得られた結果を意志決定に用いる際の障害となりえます． 

・ 感度分析では，バイアスの原因等に関するデータが研究内で十分には得られておらず，
このため通常の調整解析では対処できないバイアスについては，様々な想定や，他の研
究の情報などを用いて補うことで研究結果を補正します．補正した結果を，具体的な数
値として求めることができるため，結果の不確実性を定量的に扱うことができます． 

・ 感度分析のなかには，研究結果を要約した表のデータから，Excelなどの表計算ソフト
を用いて比較的簡単に行えるものがあります．こうした単純な感度分析でも，不確実性
の評価には十分な場合が少なくありません． 

・ 欧米規制当局，各団体の観察研究に関するガイダンス，論文，書籍などにも，感度分析
の必要性や重要性が述べられており，その有用性はひろく認知されています． 

・ 特に，電子的診療情報などを二次利用する研究を意思決定に用いる場合には，感度分析
を行うことが推奨されています． 

・ まずは，身近な研究結果について感度分析を行い，その有用性を実感してみてくださ
い． 
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初めに 

医薬品の安全性に関わる研究では，倫理的な理由から，また稀な事象を扱う必要があることなど
から，介入研究ではなく，観察研究が行われることが少なくありません．このような観察研究に
は，自動的に蓄積される大規模な医療情報データベースを用いた研究も含まれます．観察研究で
は，ランダムとは言い難い，種々の要因による結果の偏り，すなわちバイアスが生じる可能性があ
ります．このため，バイアスに対処する様々なデザイン，解析手法が開発されています 1)．しかし
ながら，それでも不十分な場合が少なくなく，研究の妥当性が損なわれる懸念があります 2)．学術
研究であれば「バイアスの懸念があり，大規模な比較試験の実施が必要である」と結論することも
可能かもしれません．実際のところ，医薬品の製造販売業者や規制当局には，様々なバイアスや不
確実性を踏まえたうえで重要な意思決定を求められる局面があります．こうした局面では，得られ
た結果が，何らかのバイアスの影響により誤っているか否か，といった質的な評価に留まることな
く，もっと具体的に，どの程度の大きさのバイアスが生じている可能性があるのか，量的に評価す
ることも必要になります． 

例えば，あなたが，自社の，ある医薬品の重要な潜在的リスクの有無を評価するため大規模な医
療情報データベースを用いたコホート研究を行ったとします注１．ただし，曝露の有無が自社の医
薬品の使用の有無に相当し，アウトカムの有無がリスク評価にあたって参照した有害事象の有無に
相当します． 以下がその結果です． 

 

曝 露 有 無 

アウトカム有 1,434 1,413 
人数 13,346 13,346 

発生割合 10.7% 10.6% 
リスク比（95%信頼区間） 1.01（0.95～1.09） 

 

リスク比がほぼ 1であるという結果を踏まえ，あなたは，この研究で評価されたリスクについ
ては，医薬品リスク管理計画の重要な潜在的リスクから削除することを提案しました．ところが，
このリスクは転帰が死亡に至る場合も少なくないこと，喫煙や肥満度などの測定・評価できていな
い交絡要因の影響が否定できない事などから，安全管理責任者から「いやいや，もっと慎重になろ
う，この結果はバイアスのせいで誤っている懸念もあるのではないか」などと反対されてしまいま
した．そこで，あなたは感度分析を行い，その結果を以下のようにまとめました． 

 

                                                
注１ 自社の医薬品使用患者と類薬の使用患者を傾向スコアによりマッチングさせたマッチドコホート研究 
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バイアスのタイプ バイアスと関係する量と，その値 補正済み 
リスク比 

未測定の交絡要因 リスク比 2，自社薬群 20％，類薬群 40％ 1.18 

アウトカムの誤分類 感度/特異度：自社薬群 0.8/0.99，類薬群
0.9/0.99 

1.15 

この表の意味は本書を読み進んでいただくとご理解いただけます． 

この感度分析の結果を踏まえ，あなたは，バイアスの可能性を考慮しても，自社医薬品のリスク
が類薬と比較して特に高いとは言えないことを説明し注２，最終的には理解を得ることができまし
た． 
しかし，いったい何をどうすれば，このようなことが出来るのでしょう．こうした感度分析の考

え方はもちろん，その手順や計算方法についても，どこか謎めいて感じられるかもしれません． 

『観察的疫学研究報告の質改善（STROBE）のための声明：解説と詳細』3)には「感度分析は他
の解析方法や仮定に基づいても主要な結果に変わりがないかどうかを調べるのに有益である．検討
するべき事項としては，解析対象集団，曝露およびアウトカムの定義，調整に値する交絡要因，欠
損データの扱い，曝露，疾患，その他の変数の不正確な測定もしくは一致しない測定に由来するバ
イアスや選択バイアス，量的変数の扱いなどにおける特定の解析手法の選択などが含まれる」と説
明されています．また，FDAの薬剤疫学的安全性研究の実施および報告のガイダンス 4)には様々な
仮定の潜在的影響を感度分析により評価し，研究結果への影響を考察することが推奨されていま
す．さらに，米国の Min Sentinel Program の Signal Refinementによる肯定的な結果を評価する
フレームワーク 5)，EMAの GVP6)等にもバイアスの影響の評価に感度分析を用いることが記載され
ています．  

本書で取り扱うような感度分析では，研究においてバイアスの原因となりうる要因や条件，メカ
ニズムをモデル化します．そのうえで，こうした要因や条件等に，具体的な値を与えることで，そ
の研究の結果がどのくらい鋭敏に変化するか，あるいは頑健で変化しないのか，その感度を評価し
ます． 

これまで，例えば観察研究の報告書等で「…のリスクが示唆されたが，本研究の限界として，例
えば…といったバイアスが懸念される」などと書きながら，その研究の結果をどう扱ったらいいの
か，困惑したことはなかったでしょうか．また，そもそも影響があるのかないのかよくわからない
バイアスなるものに対し，いったいどうアプローチしたらよいのでしょう．本書で，こうした問い
のすべてに答えることはできませんが，その解決方法の一端でも，感じとって頂けたら幸いです． 
  

                                                
注２ 架空の「お話し」ですので，「特に高いとはいえない」根拠は記載していません．現実には，リスク比やリスク差に
ついて，どの程度のリスク増なら許容できるか，といった判断基準を持っておくか，あるいは自然なばらつきの範囲を参
照することが考えられます．この例の場合，リスク比について 2%程度の増加なら許容できると考えていることになりま
すが，こうした判断基準が妥当なら，この「お話し」のようになるでしょう。また，自社医薬品および類医薬において年
齢，性別，開始投与量等の要因で部分集団を定め，アウトカムの頻度を比較したときに，その比が±3％程度は変動して
おり，かつその変動がとくに問題とならないようなら，やはりこの「お話し」と同様な判断になるでしょう． 
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本書で扱う範囲 
観察研究においてバイアスへの対処は重要であり，研究のデザイン並びに解析において種々の方

法が用いられています．1),7) 本書は解析方法を対象としますが，層別解析やモデルを用いて共変量
の影響を調整した上で関心がある推定量を求める”調整解析“がテーマではありません注３．むしろ
こうした解析では調整が難しい，あるいは不可能なバイアスの影響を評価するために行われる定量
的バイアス分析（quantitative bias analysis ）8)と呼ばれることもある感度分析を対象としまし
た．ただし，曝露やアウトカムについては 2値の場合（有無等）に限り，また取り扱うバイアスも
未知・未測定の交絡要因，アウトカムや曝露の誤分類，選択バイアス等を題材としました．したが
って，曝露とアウトカムの有無別に度数を要約したもっとも単純な（層別等をしない）集計表に対
して行える古典的な感度分析を，できるだけ簡単に，ただし，ひとまず使えるようになることを目
指して紹介しています．  
観察研究におけるバイアスは様々ですのが，本書ではその一部を紹介したに過ぎません．本書に

遅れますが，「観察研究における感度分析の勧め 実践編」で更に詳しい紹介をします．疑問点があ
る場合や簡単な方法では不足な場合，より深く理解したい場合などに参考にしてください． 
 

対象とする読者 ・・・・観察研究に基づく意思決定に関わる全ての方へ・・・・ 
本書は，製造販売後調査等も含め，実務としては観察研究に従事している，あるいは安全監視と

して日常的に研究論文を評価していながら，しかし，こうした量的な感度分析にはあまり馴染みが
なかった，という読者を対象としています．そのため，数式や細かな注意事項は省き，入門的な内
容に絞って解説を試みました．一方，別書の実践編では，こうした分析を実務として行うであろう
統計解析担当者も対象に含め，実際に感度分析を行えるように，また統計解析担当者の側から計画
者に対してより具体的な提案ができるように，統計解析の具体的な手法にも踏み込んで解説を行
い，課題解決の手がかりとなる論文の紹介を行いました．  
特に，診療情報データベースを用いた薬剤疫学研究を行う際には，ぜひ本書をご一読ください． 

  

                                                
注３曝露ありとする期間やアウトカムの定義などを，研究で用いた条件とは異なる内容に変えたうえで解析を行い，研究
の頑健性を評価する方法も「感度分析」と呼ばれる場合があります．このような方法と本書の感度分析の違いは付録 3
で説明しました． 
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第１章 感度分析とは？ 

１）感度分析と調整解析はどこが違うのか？ 
観察研究では，まず研究デザインにより，また得られたデータを活用した様々な解析により，
バイアスへの対処を試みます．しかし，こうした努力を精一杯重ねたとしても，常に限界はあ
ります．観察研究から得られた結果は，おそらく誤っている．そう考えるほうが，むしろ自然
なのかもしれません． 
例えば，バイアスに対する解析上の対処としては，層別解析やモデルを用いた回帰分析など，
調整解析と呼ばれる方法を用いることが一般的です．こうした解析により，曝露（例えば，関
心がある薬剤投与の有無）とアウトカム（例えば，関心がある有害事象発生の有無）の関係
を，他の要因の影響を可能な限り取り除いたうえで調べようと試みます． 
こうした調整解析を行う際，あたりまえのことですが，曝露やアウトカムに関連しているかも
しれない他の要因についても，データが得られていることが必要です．例えば，肺癌や呼吸器
系の副作用（リスク）について研究する場合，喫煙歴（期間，量）の情報は必須であり，前向
きのコホート研究であれば必ず調査され，層別解析や多変量の調整解析に用いられるはずで
す．言い換えれば，こうした解析では，バイアスへの対処に必要なデータが十分に手元にある
（得られるようにデザインされている）ことを，あらかじめ想定しています．しかし，多くの
場合，これから調べようとしている曝露とアウトカム，及びこれらと関連した要因について，
十分な知識がないからこそ研究を行うのです．肺癌や呼吸器系の副作用（リスク）の例に戻る
と，喫煙歴を自記式調査票により調査した場合，その正確さについては不明確かもしれませ
ん．また，空気中の浮遊微粒子や遺伝的素因等についても，情報が得られていない，あるいは
影響が分かっていないかもしれません．こうした状況下で，どれほどのデータが手元にあれば
バイアスへの対処に十分か，確信をもって判断することは難しいかもしれません．また，ある
程度こうした判断ができる場合でも，必要なデータが手元にない，測定できないことが少なく
ありません．こうした場合は，いったいどうしたらよいのでしょう．  

 

データが手元にない場合，例えばこんなことを考えるかもしれません． 

「こういう情報が不足しているので，この指標の値は誤っている可能性がある．…等のことを
考えあわせると，おそらく指標の真の値は，実際に観察された値より大きいのではないか（小
さいのではないか）」 

つまり，バイアスが疑われる場合でも，せいぜいその方向について（真の値が，観察された値
より大きいか，小さいか），いわゆる質的な考察に留まることが多いかもしれません．ところ
が，本書で扱う感度分析では，わからないのなら具体的に想定してみよう，と考えます．例え
ば，こんなふうに． 
「具体的にどんな要因とは言えないが，こんな交絡要因があると考えてみよう．つまり，この
要因により，関心があるアウトカムが 3倍ほど発生しやすくなる．また，この要因を持つ人が
曝露群で 80％，非曝露群で 20％ほど含まれている，と想定してみよう．実際に研究から得ら
れたリスク比は 2.5倍だったけれど，この想定のもとでは，リスク比はいくつになるのだろ
う？」 
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いっけん荒唐無稽な空想に思えるかもしれません．しかし，その要因のせいでアウトカムが何
倍ほど発生しやすくなるとか，こうした要因を持つ人が群ごとに何％くらい含まれているか
等，きわめて具体的に，つまり量的に想定していることがポイントです．注４ 
 
このような感度分析を行うことで，以下が明らかになることがあります． 
 

・ 様々な想定のもとで指標を計算しなおしても結果があまり変化しないので，得られた結果
は十分に頑健であることが確認できる． 

・ 様々な想定のもとで指標を計算しなおすと結果が鋭敏に変化するので，得られた結果は疑
わしいかもしれない，少なくとも慎重な解釈が必要であることが確認できる． 

 
率直に言ってしまえば，質的な議論や考察をあれこれ複雑に積み重ね，この結果は頑健であろ
う，いや疑わしい，などと判断するより，こうした感度分析を行うほうが，はるかに具体的か
つ直接的なのです．しかも，こうした感度分析のなかには，表計算ソフト等で簡単に計算でき
るものが少なくありません．また，どのような想定のもとで，どのようなバイアスについて検
討したか，明確に示すことができるため，関係者間でより透明性の高い検討，判断，意思決定
を行うことも可能になります．論より証拠，ではありませんが，長く込み入った議論や考察よ
り感度分析，かもしれないのです． 
以下では，こうした感度分析の大まかな流れ（手順）について，まず見ていきましょう． 

 

２）感度分析の手順 
感度分析の第一歩は，その研究でどんなバイアスが生じている可能性があるのか，その要因や
条件を探ることです．例えば，その研究のデザインはどのようなものか，どのような方法でデ
ータ収集が行われたか，その正確性や信頼性はどの程度か，また重要なのに収集できなかった
データはないか，といった点をまず検討してみる必要があります．また，なんらかの量や指標
を求めてデータを要約する際には，その計算方法は妥当か，また計算の前提となっている仮定
は妥当か，といったことも問題になるでしょう．さらに，集団間でなにかを比較したい場合に
は，その比較は妥当なものか，あるいはどのような条件下でなら妥当と言えるか，といったこ
とも探ってみる必要があります．いずれにせよ，その研究の限界が，そのままバイアスの原因
となりうることを考えながら，こうした検討を行っていくことになります． 
 

                                                
注４曝露やアウトカムに対して，複数の定義が考えられる場合があります．例えば，曝露の開始から，その影響がアウト
カムとして現れるまでの誘導期間（induction period）を設定する場合，またアウトカムを何らかの条件を組み合わせて
定める場合（例えば，「脳血管障害」を脳卒中，脳梗塞，TIA，または突然死の何れかが生じた場合と定める）などで
す．このような場合，定義を変えるとアウトカムの件数なども変化します．そこで，異なる定義を何通りか定め，研究結
果の頑健性（安定性，一貫性）を調べることがあり，これも「感度分析」と呼ばれることがあります．このような方法で
は，既に得られているデータの取り扱いについては考慮しますが，バイアスが発生するメカニズムまで考慮するわけでは
ありません．また，バイアスを「補正した」値を求めようとするものでもありません．本書で扱う感度分析は，バイアス
が発生するメカニズムも考察しながら，データとしては得られていない「未知の量」も考慮しながら，バイアスを補正し
た結果を得ようとする試みです． 
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こうした手法を適切に運用するにはどのような点に留意したらよいかをまとめた，Good 
practices for quantitative bias analysis9)という提言があります．以下では，この提言にそっ
て感度分析の手順をたどってみましょう． 
まず，この提言で述べられている，感度分析を実施する際に考慮すべき点を示しました（表 
1）。 

 
   表 1 感度分析の際に考慮すべき点 

① どのような場合に，感度分析を行うことが実用的であり，かつ生産的か？ 

② 検討すべきバイアスをどのように選ぶか？ 

③ バイアスをモデル化する方法を，どのように選ぶか？ 

④ モデルに含まれるパラメータの値をどのように定めるか？ 

⑤ 感度分析の結果をどのように示し，また解釈するか？ 

 

モデルやパラメータといった耳なれない用語については，これから紹介していきますが，実は
これらの点を順に検討していくことが，そのまま感度分析の手順になっています．どういうこ
とでしょうか？ さっそく内容をみていきましょう． 

 どのような場合に，感度分析を行うことが実用的であり，かつ生産的か？ 

そもそも，本書で扱っているような感度分析を行う意義があるのかを，まず考えてみる必要が
あります．感度分析は研究結果の頑健性を量的に評価する方法です．したがって，「結果が頑
健でないと問題が生じる」場合には有用であると，とりあえず言えるでしょう．例えば，その
結果に従って何らかの意思決定を行う場合，特にその公衆衛生上の影響が大きい場合，などが
該当します． 

また，先述した提言には，以下の場合にも感度分析を行うことが薦められる，とあります． 

 

・ 観察された関連性がさほど強いものではないのに，結果の記述や，そのような結果が得ら
れた原因を様々に考察することに留まらず，さらに踏み込んで因果関係（causality）に関
する推論を引きだすことを意図している場合。 

 

この提言に従うと，因果推論を意図した研究において，感度分析がまったく不要な場合，とい
うのは意外に限られているのかもしれません．いずれにせよ，科学的な関心や興味，また実用
的な観点に加え，その研究の結果からどのような結論を導こうとしているのか，といった観点
からも感度分析の必要性を考えるとよいことがわかります． 

 

 検討すべきバイアスをどのように選ぶか？ 
さて，実際に感度分析を行う際，すぐ問題になるのが，いったいどのようなバイアスが生じて
いる可能性があるか，またどのようなバイアスに対してこうした検討が必要か，という点で
す． 
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可能性として考えられるすべてのバイアスを対象にするのではなく，ある程度ポイントを絞
り，本当に重要であり，かつ結論に対する影響が大きそうなバイアスをよく吟味して選ぶこと
も，実務上は重要です．この点については，さらに「実践編」で解説します． 
さて，こうした検討を行うには，懸念されるバイアスのメカニズムを具体的に想定してみるこ
とが大切です．データが得られていない要因についても，仮にこのようなことが起こっていた
としたら，となるべく具体的に想定するのです．本書では，主に以下の 3つのタイプのバイア
スを扱います．その研究で，以下のどれが問題になりそうか，といった検討からはじめること
も，ひとつの考え方かもしれません． 
 
・ 未知・未測定の交絡要因注５ 

交絡の原因と考えられる要因の存在が疑われるものの，そのデータが得られていない（未
測定である），あるいは未知である，といった場合，この要因を無視して解析しているせ
いでバイアスが生じているかもしれません． 
しかし，未知や未測定の要因については，そもそもデータが存在しないので調整解析は実
施できません．このため，欠けている情報について，なんらかの想定を置いて感度分析を
行うことがあります．  

 
・ 選択バイアス注５ 

患者をサンプリングする際の偏り，追跡不能等によるアウトカムの欠測，また曝露ともア
ウトカムとも関連した要因による患者選択等によりバイアスが生じることがあります． 
この場合も，サンプリングされなかった患者のデータ，欠測であったアウトカムの値，選
択されなかった患者のデータは存在しません．このため，欠けている情報について，なん
らかの想定を置いて感度分析を行うことがあります． 

 
・ 曝露やアウトカムの誤分類注５ 

薬剤使用等に関する曝露情報や，アウトカムの発生に関する情報に誤りがあるとバイアス
が生じることがあります．分類上の誤り，という意味で 誤分類 と呼びます．実質的に
は，曝露やアウトカムの有無，といったカテゴリー・データの測定や扱いが誤っているせ
いで生じるバイアスなので「測定誤差」の一種とも考えられます． 
特に，医療情報データベースを用いる場合は，アウトカムの有無を，診断名，検査結果，
また治療薬の処方などといった諸条件を組み合わせて定義します．この場合，真の曝露や
真のアウトカムが観察されているわけではありません（誤分類の有無を示すフラグとして
データが記録されているわけでもありません）．このため，データベースに存在しない真
の値について，なんらかの想定を置いて感度分析を行うことがあります． 

 
いずれの場合も，かなり深刻な情報不足が生じているかもしれません．情報がないのだから何
もわからないはずだ，と投げ出したくなるかもしれません．一方，バイアスが発生するメカニ
ズムには，いくつかの共通点があることも確かです．つまり，内容は様々でも，その形式は似
ている，ということです． 
 

                                                
注５ これらのバイアスが生じる状況や原因，また追跡不能によるアウトカムの欠測により選択バイアスが生じることなど
を 34ページ付録 1因果ダイアグラムとバイアスが生じる典型的な状況 にこの 3種類の場合について解説しまし
た．こうした用語や考え方になじみがない方は参照してください． 
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さて，わたしたちが現実に直面するのは，異なるバイアスが様々な形で組み合わさった，より
複雑な状況かもしれません．そんなとき，先の提言 9)では，調べたい結果に対する影響が大き
そうなものから順に，優先順位をつけて検討していくことを薦めています．また，より信頼が
おける，結果の解釈に有用なものほど重視すべき，といった実用的な観点も示されています． 
いずれにせよ，その研究で懸念されるバイアスの内容を明らかにしたら，さらに具体的に，バ
イアスをモデル化する作業に進みます． 
 

 バイアスをモデル化する方法を，どのように選ぶか？ 
バイアスをモデル化する，などと聞くと，ずいぶん難しいことに思えるかもしれません．しか
し，実際に行うのは，② で検討したバイアスの内容を念頭に置きながら，データが不足して
いる部分を具体的な想定によって補っていくことです．この量が未知である，あるいは未測定
である，ならば知りえない情報を，想定という形で補ってみよう，というわけです． 
この手順には主に 2つのステップ（パラメータの設定，及びモデルの設定）があります．順に
見ていきましょう． 
 

ア. パラメータの設定 
バイアスの原因として想定される要因や条件のうち，データが存在しないものについて
も，その値や関係を，量的に想定します．こうした想定を表現するため，いくつか変数
を用意し，その値がいくらだとしたら，などと考えます．こうした変数のことを，バイ
アス・パラメータと呼ぶことがあります．本書では，簡単に パラメータ と呼ぶことに
します． 
なお，以下では，曝露の有無により，アウトカムが発生する（アウトカム有），もしくは
発生しない（アウトカム無）という単純な場合について考えます。曝露群ごとの，アウ
トカム有の患者の割合がアウトカム発生割合であり，この割合の差（リスク差）や比
（リスク比），またオッズ比等が曝露の効果を表す効果指標です．さらに，交絡要因も 1
つだけ考えることにし，その要因については有，または無という 2つの場合があるもの
とします． 
 
さて，検討したいバイアスによって，設定すべきパラメータは異なります．②で示した 3
つの場合について，どのようにパラメータを設定するか，代表的な例を示しました（表 
2）． 
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表 2 バイアスのタイプと考慮すべきパラメータの例 
バイアスのタイプ 代表的なパラメータの例 

未知・未測定の 
交絡要因 

・ 未知・未測定交絡要因の有無別のアウトカム発生割
合，あるいは両者の差，比，オッズ比等 

・ 曝露の有無別に，未知・未測定交絡要因有の患者の
割合 

選択バイアス 
コホート研究：  
 追跡不能による 
 アウトカムの欠測 
ケース・コントロール研究： 
  不適切な対象者選択 

・ 追跡不能が生じた（アウトカムが欠測している）患
者における，曝露の有無別のアウトカム発生割合 

・ 曝露の有無別に，アウトカム無の対象患者からコン
トロールとして選択された患者の割合 

また，必要に応じ 
・ 曝露の有無別に，アウトカム有の対象患者からケー

スとして選択された患者の割合 
曝露（アウトカム）の誤分類 ・ 感度：真に曝露（アウトカム）有の患者が，正しく

有と観察（分類）される確率 
・ 特異度：真に曝露（アウトカム）無の患者が，正し

く無と観察（分類）される確率 
 
ここで列挙されている発生割合，患者の割合，確率などの量は，いずれも実際には観察
されていない量ばかりです．例えば，未知の交絡要因がどれくらいアウトカムの発生を
増やすのか，なにしろ要因自体が未知なのですから知ることができません．また，その
要因有の患者がどんな割合で含まれているのか，やはり知ることができません．しか
し，だからこそ，こうした未知の情報を，想定により補ってやる必要があるのです．つ
まり感度分析におけるパラメータの本質的な役割は，実際には観察されていない，欠け
ている情報を補うことにあるのだと言えるでしょう． 
なお，上の表（表 2）で示した個々の内容について，さらに解説を試みました（付録 
2）．なぜ，こうした量をパラメータとして設定する必要があるのかぴんとこない，とい
う方は参考までに目を通してみるのもいいかもしれません．お急ぎの方，まずストーリ
ーを把握したい方は，とりあえず先へ進みましょう． 
 
次に，こうしたパラメータを用い，バイアスを補正した指標を求める手順を見ていきま
す． 

 

イ. モデルの設定 

通常の解析では，実際に観察されたデータを用いて関心がある指標（割合，率，リスク
差，リスク比，オッズ比等）を計算します．一方，感度分析では，前節で述べた，パラ
メータの値も用いて指標を計算します．つまり，実際に観察されたデータと，こんなバ
イアスが生じているのではないかという量的な想定をともに考慮し，バイアスを補正し
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た指標，すなわち補正済み指標を求めます．この計算に用いる数式のことをバイアス・
モデルと呼ぶことがあります．本書では，簡単に モデル と呼ぶことにします． 

こうした計算の概念図を示しました（図 1）．上側に示したのが通常の指標の計算で，下
側に示したのが，感度分析で補正済み指標を求める計算です． 

 
図 1 通常の指標と補正済み指標の計算過程の違い 

 
 
 
 
 
 
 

 

大まかなイメージとしては，観察されたデータの値とパラメータの値をモデルに入力す
ると，補正済み指標の値が出力される，ということです．こうしたモデル（数式）の内
容は，検討したいバイアスや，求めたい指標に応じて様々です．とは言え，数式の詳し
い中身については，計算ツール等を使えば，あまり意識せずに済ませることもできま
す． 第２章３）パラメータの設定とモデル化で，ごく簡単な場合を例にとって数式の内
容を紹介し，図 1の形式で追跡不能のアウトカムの欠測について例示しました（図 
4）．また，計算ツールを用いる方法についても第２章で紹介しました．実際に計算して
みたい，という方は，ぜひそちらもご覧ください． 

 

ウ. さらに高度な感度分析 

以上で取り上げたのは，モデルのパラメータにある決まった値を代入する，という比較
的単純な方法でした．こうした方法を 単純な感度分析 10) と呼ぶことがあります． 

一方，ある決まった値ではなく，確率的な変動をともなう値を用いる方法もあり，これ
を 確率的感度分析 11) と呼ぶことがあります．確率的感度分析では，パラメータの値
を，ある分布に従ってランダムに発生させ，モデルに代入します．このため，モデルに
よって計算される補正済み指標もまた，ある分布をもつことになります．こうした方法
により，パラメータの値が概ねこの範囲に分布しているのではないか注６，という不確か
さを，補正済み指標の計算に反映させることができるのです． 
さらに，未知・未測定の交絡要因，選択バイアス，曝露やアウトカムの誤分類，といっ
た個々のケースだけでなく，これらを複雑に組み合わせたモデルを考えることもできま

                                                
注６確率的感度分析では，シミュレーションにより，すなわちパラメータの値をランダムに（ただし，想定した分布に従
うように）発生させることで補正済み指標の分布を求めます．複数のパラメータを設定する場合も，やはりシミュレーシ
ョンにより，補正済み指標の値を繰り返し計算します．こうして得られた個々の値を昇順に並べ，小さいほうから 2.5%
番目の値から 97.5%番目の値までの範囲（1万回のシミュレーション であれば 250番目の値から 9750番目の値まで
の範囲）を区間として提示することで，補正済み指標の分布を表します． 

数式 
指標 
（未補
正） 

モデル 
（数式） 

観察された
データ 

パラメータ 
（バイアスに 
  関する想
定） 

補正済み
指標 
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す．より現実的な想定を追及していくと，あれもこれもと様々な要素をモデルに盛り込
みたくなるかもしれません。このため，ひとつの研究に対し，バイアスをモデル化する
方法は様々に考えられるわけですが，先の提言 9)は以下のように述べています． 

 

・ バイアスの発生を表すリアルなモデルは，複雑なものかもしれない．リアルさと実
用性のバランスをとるべきである． 

・ 透明性と信憑性が肝心である．複雑さが増すと透明性が損なわれ，結果的に解析の
信憑性も損なわれる． 

 

つまり，高度（複雑）な手法が優れているとは限りません．感度分析の目的や考えられ
るバイアスの状況，透明性と結果解釈の容易さを考慮しながら，なるべく単純で理解し
やすい方法を選択することが推奨されているのです． 

なお，モデル（数式）が与えられていて，実際の計算をサポートしてくれるツールがあ
るのだとしても，そこに代入するパラメータの値をどのように定めればいいのだろう，
と疑問に思うかもしれません．いったい，何をヒントに，パラメータの値を決めればよ
いのでしょう．次に，この点を考えてみましょう． 

 
 モデルに含まれるパラメータの値をどのように定めるか？ 

できることなら，パラメータの値を直接調べたいわけですが，それが可能なら，そもそも感度
分析は必要なさそうです．しかし，集団の一部についてなら，こうした量について調査するこ
とが可能かもしれません．いわゆる 内部検証研究（internal validation study）です．例え
ば，データベースにはわかりやすい形で含まれていなかった，このため未測定となった交絡要
因について，一部の患者に限って，他の医療情報等も参照しながら詳しく調べます．他にも，
追跡不能例に対して電話その他の手段を駆使してさらなる情報収集を試みるとか，観察された
曝露やアウトカムの，より正確な分類を検討するため，部分集団についてのみ詳細に追加情報
を調べる等，様々な形で追加情報を取得することが考えられます．つまり，おなじ患者集団の
一部を，あるいはその集団の「内部」を，さらに調査するのです．もちろん，全体集団と比較
すれば一部の患者に過ぎません．しかし，それでも，関心があるパラメータの値について，貴
重な情報をもたらしてくれる可能性があります． 

とは言え，こうした研究を行うことが現実的でない場合も少なくありません．このため，調べ
たい対象集団と似た，別の集団（データベース）を用いて 外部検証研究（external validation 
study）を行うことがあります．別の集団の患者データを直接利用して，関心があるパラメー
タの値について情報収集を行うのです．もちろん，先行研究等で既にこうした調査が行われて
いれば，関心があるパラメータ（あるいはそれと関連する量）の平均や分布について，何かし
ら情報が得られるかもしれません． 

なお，内部検証研究や外部検証研究の結果もまた，バイアスを免れているわけではありませ
ん．たまたまデータが利用可能な状態で保存されていた患者，こうした追加の情報収集に同意
した患者，また別の集団全体から得られた情報が，調べたい集団の状況を偏りなく表している
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保証はないからです．とは言え，パラメータの値を設定するうえで大いに参考になりますし，
値の不確かさについては確率的感度分析によって対処することも考えられます． 

さらに，以上のような情報が得られない場合は，専門家の意見を参考にして値を設定すること
も行われています注７．ずばりこの値だろう，とまでは言えなくても，おそらくこの範囲では
ないか，といった見解を，パラメータの値（やその分布）を設定する際に参考にするのです． 

なお，こうしたアプローチとは別に，パラメータがどのような値のときに，研究結果から導か
れる解釈や結論が大きく覆るか，といった観点から感度分析を行うこともあります．例えば，
ある研究から得られたリスク比が，どんな解析を行っても 1を優に超えていたとします．そこ
で感度分析を行ったところ，アウトカムの発生を 100倍に増やすような交絡要因が，曝露有に
10％，また曝露無に 90％と極めて不均衡に分布している場合に限って，ようやく補正済みリ
スク比が 1になったとします．言い換えれば，ここまで極端な想定にしないと，常にリスク比
は 1を超えている，というわけです．もし，アウトカムの発生を 100倍に増やすような要因な
ど生物学的に考えられない，ありえない，ということなら，結果の頑健性は疑うべくもありま
せん． 

ここまで極端なことは稀だとしても，ある程度，大きく結果が変わるまでパラメータの値を動
かしてみて，その上で，はたしてパラメータがそんな値を取ることが現実にありうるのかと逆
に考えてみることも，ときに有意義です．注８ 
 

さて，パラメータの値を定めることは，感度分析を行う際，もっとも難しい作業かもしれませ
ん．この手順に唯一の正解はありませんが，ただ避けるべきことは，結果が頑健であること
（あるいは不安定であること）を示そう，などとあらかじめ先入観を持ってしまうことです． 
こうした恣意性を避けるうえでも，どのような観点からパラメータの値を設定したか，その際
に参照した情報はなにか，立場の異なる相手にも説明できるような透明性が必要です． 

 

 感度分析の結果をどのように示し，また解釈するか？ 

感度分析の結果を報告書や論文として示す際に重要なのは，まず，その目的を明確に述べるこ
とです．これまで ②，③，④ 等で述べてきたように，そもそもどのようなバイアスを問題に
しているのか，その構造や発生メカニズムを明確にすることが，そのままモデルやパラメータ
の値の設定に直結してゆくのでした．このメカニズムで発生するこのような構造のバイアスの
影響を調べたい，という目的があるからこのモデル，このパラメータといった具合に，感度分
析の目的と採用された方法（あるいは採用されなかった方法）との間には，論理的な関連性が
あります．感度分析においては，その目的が方法を導くといった側面もあるので，両者の関連
性を明確に，わかりやすい形で述べることが，まず重要です． 

                                                
注７ただし，この場合，その専門家が治療している患者や，専門家自身の診療経験のみに基づいて値を決めるのは問題か
もしれません．このような研究では，もっと一般的な患者集団や，必ずしも専門家によらない診療等も対象としているか
らです． 
注８感度分析により研究結果の頑健性が評価できたとすると，その裏返しとして，結果に影響しない誤差や誤りの範囲を
知ることができます．言い換えれば，その程度の誤差や誤りであれば，結果の解釈に大きな影響を及ぼさない，という意
味で許容できるわけです．こうした関係を利用することで，過度に高い精度を追及する必要はないのだ，ということが明
らかになるかもしれません． 



観察研究における感度分析の勧め 入門編 

14 
 

次に，実際に採用したモデルや，パラメータの値（あるいはその分布）について，その内容を
明確に示すのはもちろん，それを採用した理由（あるいはそれ以外のものを採用しなかった理
由），パラメータと補正結果の関係をわかりやすく記載することも重要です．例えば，パラメ
ータの値（や分布）を設定する際，どのような情報を参照したか，パラメータの値を大きく又
は小さくすると補正済み指標の値が大きく又は小さくなるのかなどを記載すべきでしょう． 

さらに，感度分析の主要な結果を漏れなく示すうえで図表を活用することが有用です．オリジ
ナルの研究結果と比較可能な形で感度分析の結果を示すこと，複数のモデルやパラメータを用
いた場合には表などに簡潔にまとめて示すこと等，紙面は限られていても，重要な情報を偏り
なく示すことが重要です． 

なお，結果の解釈にあたり，感度分析の前提となっている想定や方法にあらためて言及するこ
とは，何気ないことのようですが重要です．どのような感度分析も，不足している情報を，い
くつかの想定により補うことで成り立っている以上，すべての考察や解釈は「用いられた方法
と，この想定のもとでは」という限定つきで，はじめて意味をもつからです． 

その意味では，感度分析の結果から，直ちに既存の研究結果におけるバイアスの存在や不在を
結論づけるのは不適切かもしれません．むしろ，既存の結果と感度分析の結果との差異の有無
を記述し，その理由を考察することにより，より正確な測定や観察，より正確なバリデーショ
ン研究，あるいはさらなる調査の必要性，といった今後の研究の質や方法の向上を目指した，
より生産的な議論へと道をひらくことも重要です． 
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３）第 1章のまとめ 

本章で述べてきた，感度分析の大まかな手順と留意点を Q&A形式でまとめてみました（表 
3）． 

次章では，これらの②と③に相当する，感度分析の計算の中身を，さらに見ていきましょう． 

 

表 3 感度分析の大まかな手順と留意点 
Q A 

① どのような場合
に，感度分析を
行うことが実用
的であり，かつ
生産的か？ 

・ その研究の結果に従って何らかの意思決定を行う場合，特にその公衆
衛生上の影響が大きい場合． 

・ 観察された関連性がさほど強くないのに，結果の記述や，結果が得ら
れた原因を様々に考察することに留まらず，さらに踏み込んで研究と
しての結論（意思決定の場合は必須）を下そうとしている場合． 

② 検討すべきバイ
アスをどのよう
に選ぶか？ 

・ 研究デザインやデータの収集方法をよく吟味し，科学的な観点から，
発生が懸念されるバイアスについてまず検討． 

・ その際，未知・未測定の交絡要因，選択バイアス，誤分類等，いくつ
かの典型例のなかで，該当するものがないかを検討することも有用． 

・ 本当に重要であり，かつ結論に対する影響が大きそうなバイアスをよ
く吟味して選ぶことも，実務上は重要． 

③ バイアスをモデ
ル化する方法
を，どのように
選ぶか？ 

・ パラメータの設定： バイアスの原因として想定される要因や条件の
うち，データが存在しないものについても，値や関係を量的に設定． 

・ モデルの設定：観察されたデータと，バイアスに関する量的な想定
（パラメータ）から，補正済み指標を求める数式を設定． 

・ ただし，こうした計算を行うツールもあるので，数式に不案内でも，
単純な感度分析なら実行可能． 

・ もっと複雑な感度分析も視野に入れると，リアルさと実用性のバラン
スがとれ，透明性と信憑性を損なわないモデルを選ぶことも重要． 

④ モデルに含まれ
るパラメータの
値をどのように
定めるか？ 

・ 可能なら内部検証研究，外部検証研究等から得られた情報を活用．た
だし，これらの情報もバイアスの影響を受けている可能性も考慮． 

・ 専門家の意見を参考にすることも考えられる． 
・ どんな値にすると解釈や結論が変わるか，という観点もある． 

⑤ 感度分析の結果
をどのように示
し，また解釈す
るか？ 

・ 感度分析の目的をまず明確に述べる． 
・ 用いた方法（モデル，パラメータの値）と，それを採用した理由を明

確に述べる． 
・ 表図を活用してわかりやすい形で結果を示す． 
・ 結論を急ぐのではなく，今後の研究の質や方法の向上を目指した議論

も重要． 
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第２章 感度分析のやり方としくみ 

１）数値例の紹介 

まず，本章で用いる数値例を紹介します．以下に示したのは，実際の研究を題材にしたもの
で，DPCデータベースを用いて 12)，急性脳卒中患者を対象とし，プロトンポンプ阻害剤とヒ
スタミン-2受容体アンタゴニストの，肺炎に対するリスクを評価した研究 13)を参考にしてい
ます．ただし，あくまでも計算方法を紹介するための数値例なので，具体的な薬剤名や疾患名
を，もっと一般的な，曝露の有無やアウトカムの有無といった内容に置き換えていますし，想
定するバイアス要因も説明しやすい架空の設定を用いています． 

研究デザインとしてはコホート研究を想定しており，リスク指標として発生割合（曝露群ごと
の，アウトカム有の患者の割合）を用います．また，曝露の効果を示す効果指標として，リス
ク比を用います． 

  

表 4 本章で用いる数値例 

曝 露 有 無 

アウトカム有 1,434 1,413 
アウトカム無 11,912 11,933 

人数 13,346 13,346 
発生割合 10.7% 10.6% 
リスク比 1.02 

 

当面，わたしたちは，このデータを題材にして感度分析を行っていくことにします．ただし，
最初の段階では，計算の中身にはあまり深入りせず，とりあえず計算を行ってみます．こうし
た感度分析のだいたいの「感じ」を，まずつかんでおきたいからです．そこで，こうした計算
をサポートするツールを紹介しましょう． 

 

２）計算ツールの紹介と計算 

本書の「初めに」で紹介した教科書 Lash T.L.（2009）14) には，様々な感度分析の事例が示
されています．また，ここで紹介されている計算を実際に行うための Excelシートや SASマ
クロ等を，以下から入手することができます． 

https://sites.google.com/site/biasanalysis/Home （Accessed 2017/09/06） 

 

 本章で例示する計算の多くは，ここにある Excelシートを用いて行うことができます．まず，
未知・未測定の交絡要因について行う計算（表 5）は，以下のファイルに含まれている RRと
いうシートを用いて行うことができます． 

・ Ch5_UnmeasuredConfounding_2013_01_31.xls 

 

https://sites.google.com/site/biasanalysis/Home
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また，アウトカムの誤分類について行う計算（表 7）は，以下のファイルに含まれている
Outcome Miscというシートを用いて行うことができます． 

・ Ch6_Misclassification_2014_06_02.xls 

 

さっそく感度分析を体験してみたい，という方は，これらの計算ツールを手元に置いて，この
先を読み進めて下さい． 

 

なお，これら Excelファイルが上記WEBサイトから入手できなくなる場合に備え，同様のこ
とが行える Excelファイルを，本書が公開される日本製薬工業協会のWEBサイトで付録とし
て公開しています． 

 

 未知・未測定の交絡要因（ツールを用いた計算例） 
冒頭で示した数値例に戻りましょう（表 4）． 
例えば，わたしたちが，この研究では，交絡要因について十分な情報が得られていない，い
や，そもそもこのアウトカムに対して，どんな要因が影響を及ぼすのか，まだわかっていない
ことも多い，などと考えていたとします． 
その後の文献調査等により，未知・未測定の交絡要因によりアウトカムの発生割合が 4倍くら
い増加する場合があり得るのではないか，また，こうした要因をもつ患者の割合は，曝露有の
群で 40％，無の群で 50%程度ではないか，などと見積もることができたとします注９．この想
定を，あらためてパラメータとその値，という形で表すと，以下のようになります． 

 

・ 交絡要因によるアウトカム発生割合の増加，すなわちリスク比（有/無）：4 

・ 曝露有の群における，交絡要因有の割合：40% 

・ 曝露無の群における，交絡要因有の割合：50% 

 

この想定のもとで，計算ツールを用いて補正済みリスク比を求めてみましょう．計算の結果を
以下に示しました（図 2）．ここでツールに入力する必要がある情報は，以下の通りです． 

 

・ 黄枠の部分 [Variable Names] に，アウトカム，曝露，及び交絡要因の名称を入力しま
す．この例では，それぞれ「アウトカム」，「曝露」，「交絡要因」と入力しています． 

・ 青枠の部分 [Data (Enter Crude … Data in Blue Cells)] に，実際に観察されたデータ
（表 4のデータ）を入力します．アウトカム有の患者数を「アウトカム+」とある行に，

                                                
注９急性脳卒中患者における誤嚥性肺炎の予測モデルを検討した報告 15)では，ln（肺炎発症割合のオッズ比）=-5.147+
（0.136）×上肢 12Gr９（麻痺無しは 13）+（1.758）×再発有無（有：1，無：2）+（2.045）×経鼻栄養有無（有：
1，無：2）というモデルを用いて感度は 18.2％，特異度は 99.1％であったと報告されており，この結果は海外の報告
16)とも類似しています．これを参考に未測定交絡要因によるリスク比を 2～4と設定しました．また，交絡要因有の割合
は本研究の経口摂取可能でない患者の割合の 1/2（約 45％）を目安に設定しました． 



観察研究における感度分析の勧め 入門編 

18 
 

また無の患者数（合計－アウトカム有）を「アウトカム-」とある行に，群ごとに入力しま
す． 

・ 赤枠の部分 [Bias Parameters] に，パラメータの値を入力します．交絡要因有の割合を，
曝露有の群については「p(交絡要因+|曝露+) 」に，また H2RA群については「p(交絡要
因+|曝露-)」に入力します．さらに，交絡要因による発生割合の増加，すなわちリスク比
（有/無）を「RR(交絡要因-アウトカム)」に入力します． 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力の結果，補正済みリスク比が，緑枠で示した「MHRR」という箇所に 1.15と表示されてい
ます．こうして，この想定のもとでは，仮にこうした未知・未測定の交絡要因が存在し，その
影響を考慮したとしたら，元のリスク比（1.02）より大きな値（1.15）が得られることがわか
ります． 

なお，パラメータの値について，現実には，もっと幅のある想定を置きたい場合があるかもし
れません．例えば，この数値例で，交絡要因に関するリスク比は 2～4倍くらいではないかと
考えているかもしれません．さらに，交絡要因有の割合についても，曝露有の群の方が高い場
合もありうる，などと考えていたとします．この想定を，あらためてパラメータとその値，と
いう形で表すと，以下のようになります． 

 

・ この交絡要因によるアウトカム発生割合の増加，すなわちリスク比（有/無）：2，3，4 

・ 曝露有と無の群における，この交絡要因有の割合の組：(40%, 50%)，または (50%, 40%) 

 

図 2未知・未測定の交絡要因に関する補正済みリスク比の計算例 
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こんな場合は，計算ツールにデータ（青枠の部分）を入力したまま，パラメータの値（赤枠の
部分）を変えていくと，その都度，補正済みリスク比を求めることができます．実際に計算し
てみると，以下のようになります（表 5）． 

 

 
表 5交絡要因の強さ・分布別 補正済みリスク比 

交絡要因による 
リスク比（有/
無） 

交絡要因有の割合 
補正済みリスク比 

(曝露有 / 無) 
曝露有 曝露無 

2倍 40% 50% 1.09 
50% 40% 0.95 

3倍 40% 50% 1.13 
50% 40% 0.91 

4倍 40％ 50% 1.15 
50% 40% 0.89 

 

これらの結果から，リスク比（要因有/無）が大きい要因をもつ患者が，曝露有の群より無の群
に多く含まれるほど補正済みリスク比（曝露有/無）が大きくなるようだ，と大まかな傾向をつ
かむことができます．また仮に，わたしたちが，補正済みリスク比が 1.1を越えるかどうかが
結果の解釈にあたって重要だ，などと考えていたとします．すると，そんな結果になるのは，
交絡要因によるリスク比（有/無）が 2倍を超え，かつこの要因をもつ患者が曝露無の群に（有
の群と比較して）10％以上多く含まれる場合であろう，などと判断することができます． 

感度分析の目的や，既に得られている情報や想定により，パラメータの値をどう設定するかと
いう判断は変わってくるかもしれません．しかし，以上のような形で計算ツールを活用すれ
ば，個々の想定に応じ，計算自体は手軽に行うことができるのです． 

 
 アウトカムの誤分類（ツールを用いた計算例） 

再び，同じ数値例（表 4）に戻りましょう． 

例えば，この研究は，ある医療情報データベースを用いて行ったものだったとします．このた
め，アウトカムの有無についても，前向きに観察して調べたデータではなく，データベースに
含まれていた情報を様々に参照し，それらを組み合わせることで定義していたとします．する
と，アウトカムの真の発生状況を誤って判断（分類）する可能性もあるため注１０，わたしたち
としては，アウトカムの誤分類についても検討が必要だ，と考えていたとします． 

 

                                                
注１０ この点について，さらに解説を加えました（付録 3）．アウトカムの有無を定める条件によって，誤分類の程度が
どのような影響を受けるか，理解を深めるうえで参考になるかもしれません． 
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さて，ここで考えているのは，有か無か，という 2通りのアウトカムが正しく分類されている
か否か，ということなので，可能性としては以下の 4つの場合が考えられます． 

 

・ アウトカム有の患者が，正しくアウトカム有と分類される． 

・ アウトカム有の患者が，誤ってアウトカム無と分類される． 

・ アウトカム無の患者が，正しくアウトカム無と分類される． 

・ アウトカム無の患者が，誤ってアウトカム有と分類される． 

 

これら 4つの状況を，診断における偽陽性や偽陰性と同様な考え方で，以下のように整理して
みます． 

 
表 6 アウトカムの分類と診断上の分類との対応関係 
   ただし，診断に関する内容を [  ] で示した  
真のアウトカム 

[疾病の有無] 
分類上の（観察された）アウトカム [診断上の疾病の有無] 

有 無 

有 
アウトカム有の患者が， 

正しくアウトカム有と分類される
[真陽性] 

アウトカム有の患者が， 
誤ってアウトカム無と分類される 

[偽陰性] 

無 
アウトカム無の患者が， 

誤ってアウトカム有と分類される 
[偽陽性] 

アウトカム無の患者が， 
正しくアウトカム無と分類される 

[真陰性] 

 

診断の正確さの指標として用いられる感度，特異度（10頁 表 2参照）とこの表と対応させる
と，以下の量が，診断における感度と特異度に相当します． 

 

�感度� =
真陽性

真陽性+偽陰性
=
診断上も疾病有

（真に）疾病有
, �特異度� =

真陰性

真陰性+偽陽性
=
診断上も疾病無

�真に�疾病無
 . 

これと対応する形で，アウトカムの誤分類についても，以下の量を感度や特異度と呼びます． 

�感度� =
分類上もアウトカム有

真にアウトカム有
, �特異度� =

分類上もアウトカム無

真にアウトカム無
 . 

なお，その研究で採用した方法で行ったアウトカムの分類がどれほど正確なのか，実際には，
あらたに調査しないと知りえないかもしれません．つまり，これらもまた観察されない量なの
です．このため，誤分類の影響を調べる感度分析では，これらの量（感度と特異度）をパラメ
ータとして設定する必要があります． 
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さて，わたしたちは，この研究について，（真の）アウトカムが無の場合には，ほぼ誤った判
定をする可能性はないだろうと考えていたとします．逆に（真の）アウトカムが有の場合に
は，それが有と判断されない可能性もありそうだと考えていたとしましょう．この場合，わた
したちは，特異度（真の値が無のときに，正しく無と判定される確率）は 100％であり，感度
（真の値が有のときに，正しく有と判定される確率）は 100％未満であろう，と想定している
ことになります． 

さて，わたしたちが，まず確かめてみたいと考えている想定が，以下の内容であったとしま
す． 

・ 曝露有の群の感度：70% 

・ 曝露無の群の感度：80% 

・ それ以外（曝露有の群の特異度，曝露無の群の特異度）：100％ 

 

この想定のもとで，計算ツールを用いて補正済みリスク比を求めてみましょう．計算の結果を
以下に示しました（図 3）．ここでツールに入力する必要がある情報は，以下の通りです． 

 

・ 黄枠の部分 [Variable Names] に，アウトカムと曝露の名称を入力します．この例では，
それぞれ「アウトカム」，「曝露」と入力しています． 

・ 青枠の部分 [Data (Enter Crude … Data in Blue Cells)] に，実際に観察されたデータ
（表 4のデータ）を入力します．アウトカム有の患者数を「アウトカム+」とある行に，
また無の患者数（合計－アウトカム有）を「アウトカム-」とある行に，群ごとに入力しま
す． 

・ 赤枠の部分 [Bias Parameters] に，パラメータの値を入力します．曝露有の群の感度を 
「 Se(曝露+)」に，無の群の感度を「Se（曝露-）」に，曝露有の群の特異度を「Sp(曝露
+)」に，また曝露無の群の特異度を「Sp（曝露-）」に入力します．  
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入力の結果，補正済みリスク比が，緑枠で示した「RR（曝露-アウトカム）」という箇所に
1.16と表示されています．すなわち，この想定のもとでは，仮にこうしたアウトカムの誤分
類が存在し，その影響を考慮したとしたら，元の値（1.02）より大きなリスク比（1.16）が得
られることがわかります．  

さらに調査を進めた結果，最悪の場合，感度が 60％という可能性もある，と考えられたとしま
す．この場合，以下の想定のもとで同様な計算を行うとよいかもしれません．  

 

・ 曝露有の群の感度：90%，80%，70%，または 60％ 

・ 曝露無の群の感度：90%，80%，70%，または 60％ 

・ それ以外（曝露有の群の特異度，曝露無の群の特異度）：100％ 

 

この場合も，計算ツールにデータ（青枠の部分）を入力したまま，パラメータの値（赤枠の部
分）を変えていくと，その都度，補正済みリスク比を求めることができます．実際に計算して
みると，以下のようになります（表 7）． 

 

図 3 アウトカムの誤分類に関する補正済みリスク比の計算例 
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表 7感度別 補正済みリスク比 (曝露有 / 無) 

曝露有
の感度 

曝露無の感度 

90% 80% 70% 60% 

90% 1.01 0.90 0.79 0.68 

80% 1.14 1.01 0.89 0.76 

70% 1.30 1.16 1.01 0.87 

60% 1.52 1.35 1.18 1.01 

 

まず，曝露の有無によらず感度が等しい場合（黄色部分）は，誤分類があっても結果が変わら
ないことが確認できます．誤分類の程度が曝露によらず等しい場合，すなわち差異的でない誤
分類（non-differential missclasification）の場合です．この例では，こうした場合は誤分類の
影響が大きくないことがわかります． 

一方，曝露無の群の感度が相対的に低く，結果的に曝露無の群で誤分類が多い場合（水色部
分）は補正済みリスク比が観察された値（1.02）より小さくなることが確認できます．逆に，
曝露有の群の感度が相対的に低く，結果的に曝露有の群で誤分類が多い場合（ピンク色部分）
は補正済みリスク比が大きくなることが確認できます． 

仮に，わたしたちが，補正済みリスク比が 1.1を越えるかどうかが結果の解釈にあたって重要
だ，と考えていたとします．すると，曝露有の群の感度が，無の群と比較して 10％以上低い場
合（ピンク色部分）にこうしたことが生じています．はたして曝露の有無によって感度が異な
る可能性があるのか，さらに検討してみたい，と考えるかもしれません． 

 

３）パラメータの設定とモデル化 

以上では，あまり計算の中身に立ち入らず，既存の計算ツールを使いながら，とりあえず感度
分析のための計算を行ってみました．計算の仕組みや，バイアスとパラメータの関係など疑問
を感じられるかもしれません．ここでは理解を深めるために少しだけバイアスとパラメータの
関係を含めて計算の中身について見ておきましょう． 

とはいえ，少し煩雑な説明になりますので，「まずは感度分析とはどういうものか知りたい」
という場合は次の「４）結果の確認と考察」に進んでください． 

 

未知・未測定の交絡要因 

まず，これまで行った計算をふり返ってみましょう． 

もう一度，未知・未測定の交絡要因について行った計算ツールの出力を見てください（図 
2）． 

すると，データを入力した表（青枠）の右に，「交絡要因+」という表と「交絡要因-」という
表が，2つ並んで表示されています．これは，元のデータを，交絡要因の有無別に層別した表
です．あらためて表に整理すると，以下のようになります（表 8）．なお，出力には示されて
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いなかった，層ごとの発生割合やリスク比を追記しています．また，右端の合計欄に，元の
（層別する前の）データも示しています． 

 
表 8 交絡要因の有無別に層別した表 

交絡要因 合計 有 無 

曝 露 有 無 有 無 有 無 

アウトカム有 1,434 1,413 1042.9 1130.4 391.1 282.6 

人数（有無合計） 13,346 13,346 5338.4 6673.0 8007.6 6673.0 

発生割合 10.7% 10.6% 19.5% 16.9% 4.9% 4.2% 

リスク比 1.02  1.15 1.15 

 

 

この表をくわしく調べてみると，パラメータの値として定めた条件を満たすように，層ごと，
群ごとに患者数が配分されていることに気がつきます．パラメータごとに確認してみましょ
う． 

 

・ 交絡要因によるアウトカム発生割合の増加，すなわちリスク比（有/無）： 
この値を 4と入力しました．曝露群ごとに調べてみると，交絡要因有の発生割合は，無の
発生割合の 4倍になっています（表 8の紫矢印参照）． 

・ 曝露有の群における，交絡要因有の割合： 
この値を 40%（0.40）と入力しました．合計欄の曝露有の人数が 13,346人，その 40％は
計算上 5338.4人となり，交絡要因有の欄の曝露有の人数と一致しています（表 8の赤字参
照）． 

・ 曝露無の群における，交絡要因有の割合： 
この値を 50%（0.50）と入力しました．合計欄の曝露無の人数が 13,346人，その 50％は
計算上 6673人となり，交絡要因有の欄の曝露無の人数と一致しています（表 8の青字参
照）． 

 

もちろん，こうなるように層別した，そういう計算をしている，ということではあるのです．
つまり，合計欄にある数値（実際に観察されたデータ）から出発して，以上のことが成り立つ
ように 2つの表に分割する（層別する）ということが，ツールが行った計算の実質的な中身だ
とも言えます．いったん層別ができれば，層ごとに（未知・未測定の交絡要因について）補正
済み指標を求めることができるからです． 

 
  

4倍 
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アウトカムの誤分類 

アウトカムの誤分類についても，あらためて計算ツールの出力を見てみましょう（図 3）．す
ると，データを入力した表（青枠）の下に，「Corrected Data」という表が示されています．
これは，パラメータの値として設定した想定に基づいて，アウトカムの分類をやり直すと（真
の状態に correctすると）こうなるはずだ，という結果です．これらの数値から，曝露有の群
について，分類の内訳を再構成すると，以下のようになります． 

 

 
表 9 曝露有の群における真のアウトカムと分類上のアウトカムの関係 

真の 
アウトカム 

分類上の（観察された）アウトカム 
合計 

有 無 

有 
 1434 

[真陽性] 
   614.6 
[偽陰性] 

  2048.6 

無 
    0 

[偽陽性] 
 11297.4 
[真陰性] 

 11297.4 

合計 1434      11912       13346 

 

元のデータでは，曝露有の群 13,346人のうちアウトカム有が 1,434人でしたが，その内容が
最下行の合計欄に示されています．また，右端の合計欄には，想定に基づいて分類をやり直し
た「Corrected Data」の数値が示されています．この表を見ながら，誤分類について想定した
ことが計算結果にどのように反映されているか，パラメータごとに確認しましょう． 

 

・ 曝露有の群の感度： 
この値を 70%（0.70）と入力しました．「真陽性」の人数 1434を，真のアウトカム有の
「合計」人数 2048.6で割ると，0.7となることが確認できます（表 9の赤字参照）． 

・ それ以外（曝露有の群の特異度，曝露無の群の特異度）： 
この値を 100％（1.00）と入力しました．「真陰性」の人数 11,297.4人を，真のアウトカム
無の「合計」人数 11,297.4人で割ると，1.0となることが確認できます（表 9の青字参
照）． 

 

もちろん，こうなるように計算した，ということではあるのです．つまり，こうしたことが成
り立つように，曝露有の 13,346人について，アウトカムの有無をあらためて分類しなおした
（ 表 9を求めた）ということが，ツールが行った計算の実質的な中身だとも言えます．いっ
たん，あたらしい分類が得られれば，その分類のもとでのアウトカムの発生割合等を求めるこ
とができるからです． 

 

以上では，既にツールを用いて行った計算の中身を，少し掘り下げて見直してみました．どん
な数式でそれを行っているかはともかく，パラメータの値として定めた内容，すなわち問題に
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しているバイアスに関する量的な想定が，補正済み指標を求める計算に正しく反映されている
ことが確認できました． 

最後に，ごく簡単な場合について，補正済み指標を求める計算の中身を，さらに数式も交えて
見ておきましょう． 

 

アウトカムの欠測（追跡不能による選択バイアス） 

あらためて，最初の数値例に戻ります（表 4）． 
例えば，このデータは，何らかの原因でアウトカムの有無が不明であった患者を除いたデータ
で，実際には表 10のように曝露群に 1,500人，また非曝露群に 150人のアウトカム不明例が
あったとします． 
 

表 10 アウトカム不明を除く前のデータ 

曝 露 有 無 

アウトカム 

 

有 1,434 1,413 

無 11,912 11,933 

不明 1,500 150 

合 計 14,846 13,496 

 
コホート研究でこのようなことが生じる主な原因の一つは追跡不能です．表 4に，追跡不能に
関するデータも書き加えると，表 11のようになります． 
例えば，アウトカムが発生しやすい患者では，アウトカムが発生するまでに別のイベントが生
じたり，治療が打ち切られたりして追跡不能が生じやすい，といった傾向があったとします．
すると，アウトカムが不明であった患者とそうでなかった患者とでは，アウトカム発生状況が
異なる可能性があります．このため，アウトカムが不明であった患者を除いて得た結果には，
選択バイアスが生じている懸念があります．この点を，感度分析を用いて検討してみましょ
う． 

 
表 11 数値例：追跡不能によるアウトカムの欠測 

追跡不能 無 有 合計 

曝 露 有 無 有 無 有 無 

アウトカム有 1,434 1,413     

人数（有無合計） 13,346 13,346 1,500 150 14,846 13,496 

発生割合 10.7% 10.6%     

リスク比 1.02   
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ここで知りたいことは，追跡不能が生じなかったとしたら，つまり，表の空欄がすべて埋まっ
たとしたら，どんな結果になるかです（実際は黄色の 2か所を埋めれば全て計算できます）．
そこで，わからない情報を補うため，未知の量をパラメータとして設定します． 
 

第 1章の③で示したパラメータの例（表 2）に従い，追跡不能有の患者におけるアウトカムの
発生割合を，曝露の有無別に，それぞれ 𝑝𝑝1，及び 𝑝𝑝0 というパラメータを使って表すことに
します．すると，アウトカム有の患者数を，曝露有のとき 1,500 × 𝑝𝑝1 人，また曝露無のとき 
150 × 𝑝𝑝0 人と見積もることができます． 

例えば，わたしたちが，追跡不能有の患者におけるアウトカムの発生割合について，以下のよ
うに想定していたとします． 

 

・ 曝露有の患者における，アウトカムの発生割合：20％（𝑝𝑝1 = 0.2） 

・ 曝露無の患者における，アウトカムの発生割合：10％（𝑝𝑝0 = 0.1） 

 

この想定のもとでは，アウトカム有の患者数を，曝露有で 1,500 × 0.2 = 300人，また曝露無で 
150 × 0.1 = 15人と見積もることができます．すると，あとは簡単な計算で，表の空欄を以下の
ように埋めていくことができます（表 12の赤字参照）． 

 
表 12 追跡不能によるアウトカムの欠測：ある想定を反映した場合 

追跡不能 無 有 合計 

曝 露 有 無 有 無 有 無 

アウトカム有 1,434 1,413 300 15 1,734 1,428 

人数 13,346 13,346 1,500 150 14,846 13,496 

発生割合 10.7% 10.6% 20.0% 10.0% 11.7% 10.6% 

リスク比 1.02 2.0 1.10 

 

こうして，この想定のもとでは，仮に追跡不能有の患者についてもデータが得られたとした
ら，元の値（1.02）より大きなリスク比（1.10）が得られることがわかります． 

  

この計算の内容を，あらためて数式で表したものを示しました（表 13）．黒字で示したものが
実際に観察されたデータ（太字），及びそれに基づいて計算できる量です．また，赤字で示し
たものが想定を表すパラメータ（太字），及びそれに基づいて計算した量です． 

前章で示した概念図（図 1）と結びつけると，観察されたデータ（𝐴𝐴1，𝐴𝐴0，𝑁𝑁1，𝑁𝑁0，𝑛𝑛1，
𝑛𝑛0）と，バイアスに関する想定を表すパラメータ（𝑝𝑝1，𝑝𝑝0）を用いて，補正済みリスク比を 

�補正済みリスク比� =
𝐴𝐴1 + 𝑛𝑛1𝑝𝑝1
𝑁𝑁1 + 𝑛𝑛1

𝐴𝐴0+𝑛𝑛0𝑝𝑝0
𝑁𝑁0+𝑛𝑛0

�  
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というモデルを用いて計算していることがわかります（図 4）． 

  

 
表 13 追跡不能によるアウトカムの欠測：数式を用いた表現 

追跡不能 無 有 合計 

曝 露 有 無 有 無 有 無 

アウトカム有 𝑨𝑨𝟏𝟏 𝑨𝑨𝟎𝟎 𝑛𝑛1𝑝𝑝1 𝑛𝑛0𝑝𝑝0 𝐴𝐴1 + 𝑛𝑛1𝑝𝑝1 𝐴𝐴0 + 𝑛𝑛0𝑝𝑝0 

人数（有無合計） 𝑵𝑵𝟏𝟏 𝑵𝑵𝟎𝟎 𝒏𝒏𝟏𝟏 𝒏𝒏𝟎𝟎 𝑁𝑁1 + 𝑛𝑛1 𝑁𝑁0 + 𝑛𝑛0 

発生割合 
𝐴𝐴1
𝑁𝑁1

 
𝐴𝐴0
𝑁𝑁0

 𝒑𝒑𝟏𝟏 𝒑𝒑𝟎𝟎 
𝐴𝐴1 + 𝑛𝑛1𝑝𝑝1
𝑁𝑁1 + 𝑛𝑛1

 
𝐴𝐴0+𝑛𝑛0𝑝𝑝0
𝑁𝑁0+𝑛𝑛0

 

リスク比 
𝐴𝐴1
𝑁𝑁1

𝐴𝐴0
𝑁𝑁0

�  𝑝𝑝1 𝑝𝑝0⁄  
𝐴𝐴1 + 𝑛𝑛1𝑝𝑝1
𝑁𝑁1 + 𝑛𝑛1

𝐴𝐴0+𝑛𝑛0𝑝𝑝0
𝑁𝑁0+𝑛𝑛0

�  

 

 
図 4 補正済み指標の計算過程 

例：追跡不能によるアウトカムの欠測 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

以上，第 1章で「バイアスをモデル化する」と述べていたことの中身を，さらに掘り下げて紹
介しました．第 1章でも述べましたが，こうしたモデル（数式）そのものは，問題にしている
バイアスや指標の内容によって様々に異なります．ただし，既に観察されているデータと，バ
イアスに関する量的な想定（パラメータの値）を入力すると，補正済み指標が計算されるしく
みは，概ねこうしたものです． 

また，実際の感度分析には，計算ツールを用いることが多いので，モデル（数式）の中身を意
識することは，意外に少ないかもしれません．数理的な内容はくわしい人にまかせ，まず計算
ツールを使って感度分析を経験してみる，というのも１つのアプローチではないでしょうか． 

 

数式： 

𝐴𝐴1
𝑁𝑁1

𝐴𝐴0
𝑁𝑁0

�  
リスク比 
（未補正） 

モデル： 

𝐴𝐴1 + 𝑛𝑛1𝑝𝑝1
𝑁𝑁1 + 𝑛𝑛1

𝐴𝐴0+𝑛𝑛0𝑝𝑝0
𝑁𝑁0+𝑛𝑛0

�  

 

観察された 
データ： 

  𝐴𝐴1，𝐴𝐴0，𝑁𝑁1， 
𝑁𝑁0，𝑛𝑛1，𝑛𝑛0 

バイアスに関する想定 
を表すパラメータ𝑝𝑝1，𝑝𝑝0 

補正済み 
リスク比 
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４）結果の確認と考察 

ここまで，ツールの紹介もかね，感度分析の計算を行ってみました．以下では，得られた結果
の考察について，ごく簡単に例示しました．と言っても，わたしたちも手元に，この研究のデ
ータがあるわけではありません．このため，以下の記載も，仮にわたしたちがこの研究の当事
者として感度分析を計画し，実行し，それを解釈するのだとしたら，という架空の事例に過ぎ
ません．その点に留意しながら，ここまでの結果を踏まえ，それぞれのバイアスについて，以
下のように解釈し，また判断することが考えられます． 
 

 未知・未測定の交絡要因 

・ 全般的に，こうした要因をもつ患者が，曝露無の群により多く含まれる場合にリスク比が
大きくなっています．しかし，こうした要因によるリスク比が 2倍であれば，補正済みリ
スク比は 1.09であり，特に大きな影響はなさそうです． 

・ 一方，こうした要因によるリスク比が 3倍以上であるとか，こうした要因をもつ患者の割
合の差（曝露無－曝露有）が 10％を越える場合は，リスク比が 1.1を超える可能性も示唆
されています． 

・ 現実的に，薬剤間（プロトンポンプ阻害剤とヒスタミン-2受容体アンタゴニスト）でさほ
ど大きな背景の差があるとは考えられず，かつ肺炎のリスクを，2倍を超えて増加させる
要因がなさそうなら，少なくとも未知・未測定の交絡要因により，大きなバイアスが生じ
ている可能性は低いと結論できるかもしれません． 

・ 最終的には，肺炎に対してどの程度のリスクをもつ要因が，薬剤間でどれくらい異なる分
布をもつ可能性があるか，またどの程度のリスク増なら許容できるか等を考慮して判断す
ることになるでしょう． 

 
 アウトカムの誤分類 

・ 全般的に，曝露有の群の感度が，無の群の感度より低い場合に，補正済みリスク比が大き
くなっています．例えば，曝露有の群の感度が 70％，無の群の感度が 80％の場合に，補
正済みリスク比が 1.16となりました． 

・ もし，薬剤間（プロトンポンプ阻害剤とヒスタミン-2受容体アンタゴニスト）で，肺炎の
診断の精度が異なる可能性が皆無なら（一方の感度が低いとしても他方も同程度に低いの
なら），以上の結果を問題にする必要はないはずです． 

・ 一方，薬剤間で診断の精度が異なる可能性が本当にないのか，少なくとも再検討は必要か
もしれません．例えば，肺炎の有無を判定する条件が，薬剤ごとに異なる働きをしていな
いか，データに戻って再検討する必要があるでしょう注１１． 

・ 最終的には，薬剤間で誤分類の程度がどれくらい異なっている可能性があるか，またどの
程度のリスク増なら許容できるか等を考慮して判断することになるでしょう．  

 

                                                
注１１ 付録 3 アウトカムの有無を判定する条件と誤分類の関係 参照 
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５）結果をまとめて提示・報告する 

以上の数値例は，DPCデータベースを用いた実際の研究を題材にしたものでした．すなわ
ち，急性脳卒中患者を対象とした，プロトンポンプ阻害剤とヒスタミン-2受容体アンタゴニス
トの，肺炎に対するリスクを評価した研究を参考に，ツールの紹介もかね，感度分析の計算を
とりあえず行ってみました．実際にはさらに試行錯誤しながら，もっと多くのパラメータを用
いることもあるでしょう．感度分析は研究者自身の確認や納得のためにも有用ですが，主な目
的は研究結果の頑健性（や不確かさ）を関係者間で共有し，意思決定に役立てることです．こ
のため，結果の提示・報告を行う場面では，探索的・試行錯誤的な部分は割愛し，感度分析の
目的，対象としたバイアスとその理由，用いたパラメータと根拠，また得られた結果について
適切に整理したうえで分かり易くまとめることが重要です．これまで扱ってきた数値例を元に
「こんな風にも書ける」という一つの例を以下に示しました． 

 

本報告は DPCデータベースを用いた二次利用研究であるが，日本の急性期患者の約半数が含
まれており，結果が正しければ，プロトンポンプ阻害剤の肺炎リスクがヒスタミン-2受容体ア
ンタゴニストと同程度であることを示すエビデンスとなると考えられる．そこで本研究の頑健
性を評価するため未知・未測定交絡要因，アウトカムの誤分類を対象に感度分析を行った．入
院患者に対する短期の曝露であることから，曝露については誤分類が生じる可能性が低いと考
え，感度分析の対象としなかった 

 

･ 未知・未測定交絡要因 

文献調査を行ったところ，急性脳卒中患者における誤嚥性肺炎の予測モデルを検討した報告 15)

で，再発及び経鼻栄養のオッズ比は２倍程度であったと報告されており，この結果は海外の報
告 16)とも類似していた．これを参考に，また極端な場合も想定して，未知・未測定交絡要因の
リスク比を 2～4と設定した．また，こうした要因をもつ患者の割合を，本研究の，経口摂取
可能でない患者の割合の 1/2（約 45％）を参考に 40%又は 50%と設定した注１２． 

 

･ アウトカムの誤分類 

医療情報データベースを用い，アウトカムを間接的な条件により判別しているため，誤分類の
評価は必要であると考えた．しかし，文献等の調査では参考となる報告が見当たらないため，
感度を 60%～90%と大きく変化させて確認した．また，DPCデータ（包括請求）であるた
め，肺炎を発症していないのに肺炎と記録されること（偽陽性）は少ないと考え，特異度は
100%とした． 

 

以上のように設定して感度分析を行った結果，未知・未測定の交絡要因が曝露無の群により多
く偏在する場合に補正済みリスク比が大きくなった．ただし，この要因によるリスク比が現実
的に尤もらしいと考えられる 2倍のとき，補正済みリスク比は 1.09であった．一方，アウト

                                                
注１２ パラメータの根拠，出典を提示します．このパラメータについては 16頁の脚注９ でも説明しています． 
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カムの誤分類については，感度が，曝露有で曝露無より低い場合に補正済みリスク比が大きく
なり，感度の差が 10%のとき 1.14以上となった． 

本研究の目的は曝露によるリスク（肺炎）の増加を評価することであるから，リスクの過小評
価には慎重である必要がある．アウトカムの誤分類の可能性については，さらに検討が必要と
考える注１３．  

 
表 14 感度分析の結果 

バイアス パラメータの値と補正済みリスク比 
【補正済みリスク比が観察された値（1.02）より大きくなる場合】 

未知・未測
定の交絡要
因 

 
交絡要因による 

リスク比（有/無） 

交絡要因有の割合 補正済みリスク比 

(曝露有 / 無) 曝露有 曝露無 

2倍 40% 50% 1.09 

50% 40% 0.95 

3倍 40% 50% 1.13 

50% 40% 0.91 

4倍 40％ 50% 1.15 

50% 40% 0.89 

【交絡要因の割合が 曝露有＜曝露無 となる場合】 
アウトカム
の誤分類 

 
曝露有の
感度 

曝露無の感度 

90% 80% 70% 60% 

90% 1.01 0.90 0.79 0.68 

80% 1.14 1.01 0.89 0.76 

70% 1.30 1.16 1.01 0.87 

60% 1.52 1.35 1.18 1.01 

【感度が 曝露有＜曝露無となる場合】 

 

 

 

 

                                                
注１３感度分析の結果の解釈を最後の 2行で記載していますが，このような解釈で済ませてしまうと，意思決定を支援す
るうえでは不十分かもしれません．せっかく，問題とすべきバイアスが明らかになったのですから，本研究の範囲で検討
できることは調べておくべきです．例えば，元データに戻ることが出来るのなら，アウトカムの定義（条件）を変えた場
合についても検討することが出来ます．その結果，以下のようなことが言えるかもしれません． 
「アウトカムの条件を緩めた場合に，アウトカム有の割合がどの程度増加するかを調べたところ，曝露有群の増加は曝露
無群と比べて小さかった．すなわち，本研究で用いた条件では感度の大小が曝露有＞曝露無 であることが示唆された．
このことからアウトカムの誤分類によりリスクを過少評価している可能性は低いと考えられる．」 
もし，こうした解釈を加えることができたとしたら，単に「誤分類の影響でリスクを過小評価しているかもしれない」と
いうだけの解釈より，さらに意思決定に役立つことでしょう． 
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以上，仮にわたしたちがこの研究の当事者であったとしたらという想定のもとで，感度分析を
行う前の検討や，行った後の検討や考察の概略を，ごく簡単に示しました．あくまでも 1つの
例に過ぎませんが，感度分析を計画する際にも，またその結果を解釈して判断を行う際にも，
手元のデータをよく検討すること，また既存の研究その他の外部情報も可能な限り収集し，そ
れらを適切に役立てることが重要でした．逆に，こうした点を曖昧にしたまま感度分析だけ行
っても，その結果を適切に判断や意思決定に役立てることはできません．パラメータの値を設
定した根拠や，その際に参照した出典等を示すことも，計算に劣らず重要であることを，あら
ためて強調しておきたいと思います． 

 

 

６）第 2章のまとめ 

この章では，第 1章で概略を紹介した，モデルを用いた補正済み指標の計算について，そのや
り方としくみ，結果の整理を紹介しました．こうしたモデルの内容は，実質的には観察された
データと，バイアスに関する様々な想定（パラメータの値）から，補正済み指標を求める数式
でした． 

見た目は複雑そうですが，感度分析をサポートする計算ツールも用意されています．このた
め，モデル（数式）の内容を，あまり意識しなくても，比較的容易に感度分析を行うことがで
きました． 

第 1章でも述べたように，どのような意図や情報に基づいて，感度分析に用いるパラメータの
値や，その範囲，分布等を定めるか，といった作業の方が，実際には骨が折れることかもしれ
ません．計算そのものは，さほど難しい内容ではありませんので，むしろどのように運用する
かが大切だと言えるでしょう． 
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第３章 医療情報データベース等の二次利用研究の場合 

 

事前に定めた計画に従って行われる前向き研究（介入研究，観察研究を含む）では，第 2章で
見たようなバイアスはある程度コントロール可能であり，大きな問題にはならないかもしれま
せん．しかし，蓄積された診療情報を二次利用して行われる研究の場合，こうしたバイアスの
制御が困難な場合が少なくありません． 

まず，研究とは関係のない目的で半自動的に蓄積されたデータを二次利用するのですから，目
的とするアウトカムの有無や，調整解析に必要な交絡要因の情報が都合よく含まれている保証
はありません．例えば，データベースの情報を用いて数千例規模のコホート研究を行う場合，
アウトカムの発生にかなり強い影響を及ぼす要因が，群間で極端に異なる分布をしていない限
り，結果が大きく変化することはないかもしれません．しかし， このような場合であって
も， 第１章２）の④ で述べたように「パラメータがどのような値のときに，研究結果から導
かれる解釈や結論が大きく覆るか」という観点から感度分析を行うことには，それなりの意義
があります．というのは，こうした検討を行うことで，どの程度の影響をもつ要因が，どの程
度群間で偏って分布していると，これくらい結果が変化する，といった量的な目安を得ること
ができるからです．すると，さらにどのような追加情報を収集することが必要か（あるいは不
要か），大まかな見通しが得られるかもしれません．裏を返せば，こうした検討の結果を参照
することで，未知や未測定の交絡要因の影響を怖れるあまり（あるいはそれを口実にして），
過度に慎重な立場をとり，必要な判断を先延ばしにすることを防げることもあるでしょう． 

また，こうしたデータから，曝露やアウトカムの有無を誤りなく分類することも，容易ではな
いことが少なくありません．例えば，アウトカムの有無を判断する際，以下のような条件を用
いることがあります．すなわち，アウトカムに相当する症状や疾患の診断に必要な検査がなさ
れ，特定の診断名が付与され，かつその症状や疾患に対する治療薬が処方された，という 3つ
の条件をともに満たす場合に「アウトカム有」，などと定めることがあります．また，曝露の
有無についても，ある薬剤に対する新規使用例を定めるため，使用開始とみなしうる時点から
一定期間だけ過去に遡り，その期間内にはその薬剤が使用されていないことを確認することが
あります．以上のような定義に用いられる様々な条件を変化させると，曝露やアウトカムの有
無の定義が変化するため，得られる結果も変化します．このため，複数の定義を用いて結果の
違いを評価する場合があり，これも感度分析と呼ばれることがあります．本書で扱った感度分
析（未知の量を仮定する）とは異なりますが，こうした定義により様々な誤分類が生じうるこ
とが伺えます．データベースに含まれている情報をどれほど注意深く活用しながら曝露やアウ
トカムを定義したとしても，それだけを根拠に「誤分類の影響はない」などと主張することは
難しいかもしれません．  

さらに，データが欠測しているからと解析から除外すれば，それがそのまま不適切な患者選択
となってしまう懸念もあります．例えば，腎障害の新規発生をアウトカムとする場合，曝露開
始前の血清クレアチニン値などを参照して，腎障害がないことが確認できる患者に対象を限定
することが考えられます．しかし，このような一般的な検査は，患者の背景や治療を考慮して
行われるため，腎機能が健常な患者については，そもそも検査が行われていない可能性があり
ます．すると，腎機能が健常だと考えられたため検査が行われなかった患者，すなわち腎障害
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の新規発生を調べるうえでは対象とすべきだったかもしれない患者が，研究から除かれること
になります．すると結果的に，患者選択に偏りが生じ，曝露の有無の影響を正しく知ることが
困難になるかもしれません． 

本書を通じて見てきたように，以上すべてが，調べたい結果を誤らせる原因となりかねませ
ん．しかし，「初めに」で述べたとおり，市販後の安全監視，安全性研究において，特に稀な
事象を扱う場合には，大規模な医療情報データベースを用いた観察研究を実施するほかない場
面が少なくありません．こうした研究を行ったとしても，結果の不確実性/頑健性への懸念か
ら，意思決定に逡巡する場面が生じるのではないでしょうか．こうした背景も踏まえ，米国の
Min Sentinel system の薬物安全モニタリング結果の分析方法 17)では，感度分析は常に行う
べきものであるとされています．さらに， FDA並びに EMAの市販後安全性研究におけるガイ
ダンス 4), 6)にも，特に既存のデータを二次利用した研究においては，感度分析を行うことが推
奨されています．PMDAのガイドライン 18)は，バリデーション研究の重要性を指摘していま
すが，その結果を用いた感度分析には触れていません．しかし日本でも，市販後安全監視の一
環として，データベースを利用して研究を行う際には，その目的上，得られた結果を意思決定
に用いることが少なくないはずです．こうした場合にも，感度分析が必要となるのではないで
しょうか．  
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おわりに 

 

本書は入門編ということもあり，実際に感度分析を行おうとすると直面する問題点のいくつ
かを，あえて棚上げしていました．例えば，第 2章では，どのようなバイアスを検討すべき
か，あらかじめ決まっているかのようでした．しかし現実には，研究ごとに，どのようなバイア
スに対して感度分析を行うべきか，十分な吟味が必要です．実践編では，研究デザイン，データ
ソースなど，バイアスの原因に遡ることで，さらに詳しい説明を試みています． 

また，パラメータの値をどう定めるか，といった点についても，実際には様々な検討が必要
です．実践編では，外部検証データや専門家の意見を用いる場合に，複数の情報源から得た知見
を統合することなどを推奨しています． 

以上の点も含め，実際に感度分析を行う際に重要なこと，さらに検討が必要なことについ
て，実践編では様々な角度からさらに掘り下げていきます．本書を通じて感度分析が「便利そう
だ」，「使えそうだ」と感じられたら，ぜひ実践編に進んでさらに理解を深めて下さい．こうした
方法が，なにか特別で例外的な手法としてではなく，ごくあたりまえの，通常行うべき手順とし
て定着することを願ってやみません． 
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付 録 
付録 1因果ダイアグラムとバイアスが生じる典型的な状況 

因果ダイアグラム 

以下で示した図は，原因となる要因によって結果となる要因が生じる，という要因相互の因果関係
を，矢印を使って「原因 → 結果」という形で示したものです．こうした図は因果ダイアグラムと呼
ばれ 19)，その名のとおり，要因相互の因果関係を視覚的に表現するのに適しています． 

 

未知・未測定の交絡要因 

例えば，ある疾患の重症度（L）が高い患者ほど薬剤 Xの曝露を受けやすく（L→X），かつ重症度が
高い患者ほどアウトカム Yが生じやすい（L→Y），という関係があったとします（図 5）．この場
合，重症度は，曝露にもアウトカムにも影響を及ぼす共通の原因（L）に相当します．この例では，
薬剤 Xに曝露した患者ほどアウトカム Yが発生しやすいので，仮に曝露とアウトカムが無関係でも，
見かけ上，曝露とアウトカムの発生に関連があることが観察されるかもしれません．  

このように，曝露にもアウトカムにも影響を及ぼす共通の原因にあたる要因があると，交絡が生じる
ことが知られています．このような要因（交絡要因）のデータが手元にあれば解析上の調整も可能で
すが，それが観察されていない，あるいは未知であると，交絡を制御することができません． 

 

図 5 交絡が生じる要因間の関係 

 

 

 

 

 

 

 

選択バイアス 

例えば，ある薬剤 Xへの曝露と，開始 1年後にある検査値が目標としているレンジに収まるか，とい
うアウトカム Yとの関係を調査したとします．ただし，薬剤 Xへの曝露によって有害事象が起こりや
すくなり，そのせいで 1年後の来院（C）が困難になることが懸念され（X→C），またこの検査値の
値がレンジから外れると，それは病態の悪化を意味し，やはり来院が困難になる（Y→C），といった
関係があったとします（図 6）． 

 

図 6 選択バイアス（追跡不能によるアウトカムの欠測） 
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この場合，1年後の来院が困難になること，すなわち追跡不能となること（結果的にアウトカムの値
が欠測となること），が曝露とアウトカムの両者に共通する結果 Cとなります．この場合，検査値が
得られた患者（追跡不能でなかった患者）のみが研究対象となるため，実質的には追跡可能の患者だ
けを「選択」した形になっています． 

この例のように，共通の結果により対象者が選択されることを，図のように，該当する要因を四角く
囲んで示すことがあります。そして，曝露（あるいは曝露と関連がある要因）とアウトカム（あるい
はアウトカムと関連がある要因）の，共通の結果にあたる要因を参照して対象者を選択すると，選択
バイアスが生じることが知られています 20)． 

この例で，あえて極端な場合を考えると，有害事象がなく，かつ検査値がレンジに収まっている患者
だけが 1年後に来院することになるかもしれません．すると，曝露の有無によらず全員が目標を達成
することになり，実際にはあるかもしれない曝露とアウトカムの関係が，この研究では観察されない
まま終わることになります． 

 

別の例として，ケース・コントロール研究において，コントロール選択が不適切であると選択バイア
スが生じることが知られています 21)．ケース・コントロール研究では，アウトカム有の患者（ケー
ス）はすべて選択し，アウトカム無の患者からは一部のみをコントロールとして選択することが一般
的です．ただし，この手順により，アウトカムと患者選択の間には必ず関係があります（Y→C）． 

 

図 7 選択バイアス（不適切なコントロール選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方，既往歴や前治療など，薬剤 Xを用いる原因となるかもしれない要因（L→X）や，逆に薬剤 X

の使用により生じる可能性がある症状や疾患（X→L）等，関心がある曝露 Xと関連がある要因（L）
を参照しながらコントロールを選択したとします（L→C）．すると，実際の患者集団よりも薬剤 Xへ
の曝露が多い，あるいは逆に少ない集団をコントロールとして選択することになり，やはり選択バイ
アスが生じる可能性があります． 

この場合も，共通の結果にあたる要因を参照して患者選択を行っていることになります（図 7）． 

 

誤分類 

例えば，主治医が「薬剤 Xへの曝露により有害事象 Yというアウトカムが生じやすいはずだ」という
先入観を持っていたとします．すると，薬剤 Xへの曝露の有無により，Yという事象の報告のされや
すさ，あるいはこの事象が主治医によって観察される確率が異なってくる可能性があります．つま
り，アウトカムの真の発生状況（Y）ではなく，報告された，あるいは観察されたアウトカム（Y*）
の方がデータとなり，バイアスの原因になるのです（図 8）． 

患者選択 
（C） 

曝露と関連が
ある要因
（L） 

アウトカム 
（Y） 

曝露
（X
） 



観察研究における感度分析の勧め 入門編 

38 
 

 

図 8 アウトカムの誤分類 

 

 

 

 

 

 

 

別の例として，認知症患者への聞き取りにより，認知症というアウトカム Yに影響を及ぼした可能性
がある薬剤 Xへの曝露の有無を調べよう，などという後ろ向き研究があったとします．すると今度
は，真の曝露（X）ではなく，記憶を頼りに思いだされた曝露（X*）が，研究のデータとして観察さ
れることになります．この例では，認知症というアウトカムの有無により，観察される曝露（X*）の
正確さが異なることが予想されます（図 9）． 

 

図 9 曝露の誤分類 

 

 

 

 

 

 

 

なお，以上のように，曝露の有無によってアウトカムの誤分類の程度が異なる場合，あるいはアウト
カムの有無によって曝露の誤分類の程度が異なる場合を，差異的な誤分類（differential 

missclassification）と呼ぶことがあります． 
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付録 2 バイアスが生じる典型的な状況とパラメータの設定について 

未知・未測定の交絡要因 

10ページの表 2では，図で赤字で示した交絡要因が未知，もしくは未測定であり，データが存在し
ない状況を考えました（図 10）．この場合，赤い矢印にあたる関係については情報がないので，なん
らかの想定を置く必要があります． 

図 10 未知・未測定の交絡要因 

 

 

 

 

 

 

以下では，曝露，アウトカム等の要因すべてが有無という 2つの値で表されることにしましょう．す
ると，例えば，以下の量をパラメータとして設定することがあります． 

 

・ L→Yという関係について： 

交絡要因の有無別の，アウトカム（有）の発生割合，あるいは両者の差，比，オッズ比等． 

・ X←Lという関係について： 

曝露の有無別の，交絡要因が有の患者の割合． 

 

前者は，いったいアウトカムの発生にどれほど強い影響をもつ交絡要因について考えているのか，と
いう想定を量的に表すためのパラメータです．  

また後者は，曝露の有無により，交絡要因の分布がどれほど異なるか，を示す量です．曝露の有無に
よらず交絡要因の分布が同様なら，かなり影響の強い要因でもバイアスの原因とはならないかもしれ
ません．いったいどれほどの不均衡を 

懸念しているのか，そこを量的に表すためのパラメータです． 

これまで「知りえない量についても具体的な想定を置く」などと述べてきたことは，こうしたパラメ
ータの値をいくらと定めることに他なりません．未知，あるいは未測定の交絡要因の影響により，結
果がバイアスの影響を受けているかもしれない，と漠然と想像をふくらませて終わるのではなく，ア
ウトカムの発生にこれだけ強い影響をもつ交絡要因が，曝露の有無別にこれほど不均衡に分布してい
るのだとしたら，とパラメータを使って具体的かつ量的に想定するのです． 

 

選択バイアス 

まず，表 2で示した，追跡不能により一部の患者のアウトカムが観察されない場合について考えて
みましょう（図 11）． 

この例では，アウトカムが欠測であった患者（結果的に「選択」されなかった患者）について，欠け
ている情報を補う必要があります．曝露の有無については全員分のデータがあるので，青い矢印で示
した，曝露と患者選択の関係については既知です．  

 

曝露
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図 11 追跡不能によるアウトカムの欠測 

 

 

 

 

 

 

 

一方，追跡不能となった患者については，曝露とアウトカムの関係がわからないので，以下の量をパ
ラメータとして設定することがあります． 

 

・ X→Yという関係について（結果的に Y→Cという関係についても）： 

データが観察されなかった（Cが無の）患者における，曝露の有無別のアウトカム（有）の発生割
合 

 

これは，追跡不能のせいで観察されなかったデータを想定によって補うためのパラメータです．この
例なら，曝露有の場合の発生割合と，曝露無の場合の発生割合という 2つのパラメータを設定するこ
とになります． 

 

次に，②で示した，ケース・コントロール研究で不適切なコントロール選択を行った場合についても
考えてみましょう（図 12）． 

 

図 12 不適切なコントロール選択 

 

 

 

 

 

 

 

この例では，通常のケース・コントロール研究を考えて，アウトカムの有無については全員分のデー
タが得られていることにします．一方，曝露の有無については，アウトカムの発生後にあらためて調
べる必要があるため，コントロールとして選択されなかった患者については情報がない，というわけ
です．言い換えれば，右図の赤い矢印にあたる情報が不足しています．このため，以下の量をパラメ
ータとして設定することがあります． 

 

・ X←→Cという関係について： 

曝露の有無別の，アウトカム有の対象患者における，コントロールとして選択された患者の割合 
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これらは，コントロールの選択確率にあたる量です．この例なら，曝露有の場合の選択確率と，曝露
無の場合の選択確率という 2つのパラメータを設定することになります． 

一方，ケースについても選択を行うようなケース・コントロール研究では，ケースの選択確率につい
ても考慮する必要があるかもしれません．その場合は，アウトカム有の患者におけるケースの選択確
率が曝露有の場合はいくらだったか，また曝露無の場合はいくらだったか，とさらに 2つのパラメー
タ（計 4つのパラメータ）を追加することになるでしょう． 

 

誤分類 

②で示した，主治医が「薬剤 Xへの曝露により有害事象 Yというアウトカムが生じやすいはずだ」と
いう先入観を持っている状況を考えてみましょう．この例では，真のアウトカムが，どの程度の正確
さで観察されたアウトカムに反映されているのか，情報がありません．言い換えれば，図の赤い矢印
にあたる情報が欠けています（図 13）． 

 

図 13 先入観によるアウトカムの誤分類 

 

 

 

 

 

 

そこで，以下の量をパラメータとして設定することがあります． 

 

・ Y→Y* という関係について： 

真にアウトカム有の患者が，正しくアウトカム有と観察される確率． 

真にアウトカム無の患者が，正しくアウトカム無と観察される確率． 

 

前者は，感度にあたる量で，後者は特異度にあたる量です．この例なら，これら 2つのパラメータを
設定することになります． 

 

なお，②で示した認知症患者への聞き取り調査により，曝露の側に誤分類が生じている状況について
も，同様に考えることができます（）． 

例えば，以下の量をパラメータとして設定することがあります． 

 

・ X→X* という関係について： 

真に曝露有の患者が，正しく曝露有と観察される確率． 

真に曝露無の患者が，正しく曝露無と観察される確率． 
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この場合も，前者は感度にあたる量，後者は特異度にあたる量で，これら 2つをパラメータとして設
定します． 

 

図 14 聞き取り調査による曝露の誤分類 

 

 
 
付録 3 アウトカムの有無を判定する条件と誤分類の関係 

第２章２）②アウトカムの誤分類（ツールを用いた計算例）の例では，曝露有の群の感度を 70%，
無の群の感度を 80%，特異度は両群とも 100%としていました．この例におけるアウトカムは肺炎
でしたが，例えば肺炎有の患者を「a.胸部の画像検査があり，b.肺炎と診断され，c.抗生剤を投与さ
れた患者」と定義していたとします．すなわち，肺炎有とは「aかつ bかつ c」という条件を満たす
患者だ，ということになります． 

一般に，複数の条件を「かつ」で結びつけた厳しい条件で有を判定すると，有と判定される患者が
減ることになります．仮に，真に肺炎有であったとしても，画像検査が行われていなかった等の理
由から，肺炎有と判定されないかもしれません．このため，有の条件を厳しく定めるほど，感度は
減少します（正確には，増加しない）． 

なお，有と判定する条件を厳しく定めることは，見方を変えれば，無と判定する条件を緩く定める
ことでもあります．この例なら，「aではない，または bではない，または cではない」という「ま
たは」で結ばれた条件のいずれかを満たす患者は，肺炎無と判定されることになります．このた
め，真に肺炎が無の患者がより多く無と判定されることになり，結果的に特異度は増加します（正
確には，減少しない）． 

このように，感度と特異度の間には，一方が増加すると他方が減少するというトレード・オフの関
係があるため，厳しい条件を用いるほど正確である，といったことは言えません． 

肺炎の例に戻ると，このように厳しい条件で有を判定した場合，感度は小さいかもしれませんが特
異度は大きいはずです．このため特異度を 100%と仮定しました．一方，感度について，aの「胸
部の画像検査があり」という条件は厳しすぎるかもしれないと考え，これを除いた「bかつ c」とい
う条件で肺炎有を判定したとします．条件を緩めたことで感度は増加するはずですが，その一方
で，特異度は減少するはずなので，この定義が特に正確であるという保証はありません． 

仮に，「bかつ c」という条件を用いた場合の結果が表 15のようであったとしましょう．アウトカ
ム有の定義を緩めたことで，有の件数が増え，発生割合は大きく変化しています．しかし本当は，
アウトカムが無なのにそれを有と判定した「偽陽性」が増えただけかもしれません．言い換えれ
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ば，感度を増加させたことで，特異度は低下した可能性があります．この方法では，結果が変化す
ることはわかりますが，真の結果とどの程度異なっているのか，またどちら側に誤っているのか
（偽陰性か偽陽性か）結局のところ分かりません．こうしたも方法も「感度分析」と呼ばれていま
すが，本書で扱っている定量的な感度分析とは別物です． 

しかし，このようにアウトカムの定義を変え，結果の違いを評価することは，意味が無いわけではあ
りません．実は第２章２）②で仮定した感度分析のパラメータの値は，「aかつ bかつ c」と「bかつ
c」，それぞれの場合におけるアウトカム有の人数の中間（両者の平均）が，真に陽性（アウトカム
有）の患者数であると仮定して求めた値でした．すなわち，曝露有群の感度は 1,434÷
[(1,434+2,656)÷2]=0.7，また無群の感度は 1,413÷[(1,413+2109)÷2]＝0.8となります．アウ
トカムの有無を定める条件を変更した場合の結果の違いを参照しながら，条件「bかつ c」の場合の
人数のように研究で測定可能な容易に得られる数値からパラメータの値（や範囲）を定める考え方の
例として示しました． 

表 15 アウトカム（有）を判定する条件を変えた場合 
判定条件 aかつ bかつ c bかつ c 

曝 露 有 無 有 無 

アウトカム有 1,434 1,413 2,656 2,109 

人数 13,346 13,346 13,346 13,346 

発生割合 10.70% 10.60% 19.90% 15.80% 
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