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1. はじめに 

個別化医療の目的は，個々の患者に対する治療の最適化である。従来の医療では，薬剤の投与

後の反応を確認しながら試行錯誤的に治療薬を変更又は投与量を増減するなどして，個々の患者

に対する治療の最適化をしてきた。しかしながら，昨今では一部の疾患において，特定の背景因

子を持つ症例に対する治療薬の有効率，又は当該治療薬による副作用の発現リスクの高低と，そ

れらの情報を踏まえた当該患者における至適投与量を治療前に高い精度で予測し，治療最適化の

ための試行錯誤を減らすことが可能となってきている。このような薬物治療の最適化をもたらす

情報の拡充は，個々の患者に対して試行錯誤することなく，あるいは試行錯誤のプロセスを最小

化して，より合理的な治療を提供することを可能とする。こうした社会的ニーズを受け，近年で

は，遺伝的特性，環境要因，疾患の詳細な特徴を表すバイオマーカー（以下，BM とする）と治

療薬のもたらす効果や副作用の関係の調査は，新薬開発において避けては通れないものとなって

おり，そうした新薬による治療に欠かせない患者情報を得るための新規の検査や手法をコンパニ

オン診断薬として新薬と同時に開発することも行われている。本邦では，クリゾチニブ，アレク

チニブと ALK 融合遺伝子検出キット，モガリズマブと CCR4 キット，ベムラフェニブと BRAF

遺伝子変異検出キットなどの事例が知られている。 

本報告書の作成に先立って本タスクフォースが行った調査結果から，既承認の個別化医療用医

薬品の国内開発のほとんどが開発初期段階から対象集団をエンリッチ（enrich；治験への組み入

れ対象を薬剤の効果が期待できる集団などに限定する手法a）されていたことが明らかとなった。

そのため「コンパニオン診断薬及び関連する医薬品の開発に関する技術的ガイダンス1」にも求め

られている探索段階でのエンリッチ対象外集団（BM 陰性例等）を対象とした当該医薬品の安全

性・有効性に関する情報収集の重要性と，そのために必要と考えられる環境の整備についての提

言を行った2。特に，BM 陰性例を試験に組み込む場合は，組み入れ患者数が多くなり開発コスト

が増大する可能性があるため，新薬メーカーとしては陰性例の組み入れには消極的になり，その

結果陰性例の有効性を十分に検討できず，陰性例の治療機会を損失している可能性がある。今後，

開発早期において最適な個別化に必要な情報（BM の特定，その適切な閾値など）が得られるよ
                                                        
a 米国食品医薬品局（FDA）の Draft Guidance「Guidance for Industory: Enrichment Strategies for Clinical 
Trials to Support Approval of Human Drugs and Biological Products」(2012)ではエンリッチ戦略は以下の 3
つに大別されている。 
 異質性を減らすための戦略（Decrease heterogeneity) 
患者のベースライン値の変動が狭い範囲におさまるようにする。例えば，Placebo run-in で疾患や兆

候が自然軽快するような患者を除外することにより，試験における変動を小さくし検出力を上げる。 
 予後的エンリッチ戦略（Prognostic enrichment） 
疾患関連イベントがより発生しやすい患者や重症な患者を選ぶことにより，群間の相対的な効果の

差は変わらずとも，絶対的な効果の差を大きくする。 
 予測的エンリッチ戦略（Predictive enrichment） 
治療に対してより反応性のよい患者を選択することによりエフェクトサイズ（ばらつきに対する群

間の効果の差）を大きくし、より少ない患者数で試験ができるようにする。絶対的な差と相対的な

差の両方が大きくなる。 
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うになることを期待するが，こうして探索段階において特定されたエンリッチに必要な個別化情

報は，その適切性を承認までに評価する必要がある。先述のガイダンスにおいても，前向きな検

証臨床試験が実施可能な状況下では，当該試験において医薬品の有効性を検証することだけでは

なく，BM の適格性についても併せて検討できるような試験デザインを採用することが推奨され

ており，そのための試験デザインもいくつか報告されている。このため，本タスクフォースでは，

開発中期から後期にかけて採用されるであろう医薬品の有効性の検証に加えて，BM の適格性に

ついても併せて評価するための試験デザインについて調査を行った。なお，個別化医療を目指し

た医薬品開発は，アルツハイマー病やいくつかの希少疾患などへの適応が試みられているが，現

状ではがん治療分野に多いことから3,4，本成果物では抗がん剤（主要評価項目が time to event）の

個別化医療用医薬品の開発に利用可能な試験デザインに焦点を当てて調査した。 

 

2. 開発早期（探索的試験）でのバイオマーカーの検討 

開発開始段階から既知である特定の遺伝子変異や内因性分子を標的としてデザインされた医

薬品の標的対象を除けば，新薬開発の早期段階（探索的段階）において真に個別化に有益な情報

（BM 等）は候補どまりであることがほとんどである。そのため，開発早期は必然的に BM によ

る被験者選択（エンリッチ）ができないことが多い。さらに，個別化情報としての BM が特定で

きている場合においても，被験者を陽性（ここでは Benefit-Risk バランスが良好な集団）と陰性

（ここでは Benefit-Risk バランスが不良な集団）を分ける域値が適切に設定されていなければな

らないが，開発初期の段階では，そうした情報が不足していることも多い（例えば，ある対立遺

伝子の遺伝子型は AA，Aa，aa の 3 つに分類されるため，その遺伝形式によって，Aa の表現型の

分類〈陽性，陰性あるいはその中間〉が変わる。定量的な BM の生データは連続値であるため陽

性・陰性を区別する閾値が必要となる）。こうした場合には，できるだけ早い段階で BM の弱陽

性から強陽性まで，もしくは陰性例も加えた試験を実施して，適切な閾値の設定に必要な情報を

収集することが望ましい。得られたデータを用いて事後的に部分集団解析等を実施し，より精度

の高い個別化情報となり得る BM の候補を探索することも可能である。一方で，開発早期の試験

は一般的に登録する被験者数が少ないだけでなく，複数の BM 候補の測定値を全被験者から得る

ことで，一人当たりの情報量を多く取得することが多いので，多重性の問題が生じやすく，真の

BM の特定方法には未だ課題が多い。 

作用機序から特定された BM であっても，早期相で検討することの困難さを物語る実際の開発

事例として，たとえば c-Met がある。c-Met は受容体型チロシンキナーゼの一種で，肝細胞増殖

因子（HGF）をリガンドとして活性化すると，癌の発生や分化等に重要な様々な細胞プロセスに

おいて中心的な役割を果たすと言われている5。非臨床腫瘍モデルにおいて，c-Met の活性化は，

細胞の遊走，増殖及び腫瘍形成と相関していることが示されており，また血管新生を促進するこ

とが in vivo において示されていた。さらに，ヒト腫瘍における c-Met と HGF の発現は，腫瘍の
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種類によっては予後不良因子となる可能性があり6，臨床において c-Met の活性化を阻害する治療

法は効果が期待されていた。 

Onartuzumab は遺伝子組換えヒト化モノクローナル一価抗 c-Met 抗体であり，c-Met の細胞外領

域に結合し，HGF の結合を阻害することで受容体の活性化を抑制する薬剤である。Onartuzumab

は第 1 相試験後に，二次治療及び三次治療の非小細胞肺がん（NSCLC）患者を対象として，

Onartuzumab＋エルロチニブとプラセボ＋エルロチニブ（対照群）の有効性及び安全性を評価する

ための，第 2 相ランダム化二重盲検試験を実施した7。137 例の被験者を 1：1 の比率でランダム

に，Onartuzumab＋エルロチニブと対照群の 2 群のいずれかに割り付けた。試験の主要な目的は，

c-Met 陽性（免疫組織化学検査で判定）患者に Onartuzumab＋エルロチニブを投与した場合の無増

悪生存期間（PFS）を，対照群と比較することであり，また，同様に全患者集団でも評価するこ

とであった。この試験は c-Met 陽性患者に限定しない（all comer）で実施しているが，試験の主

要目的は c-Met でエンリッチした集団の PFS であり，同時に全患者集団と探索的に c-Met 陰性の

集団も評価するデザインであった。 

 

第 2 相試験の結果（全患者集団及び c-Met 陽性例の結果）を表 2-1 に示す。また，c-Met 陽性

例（66 例）の PFS と全生存期間（OS）の Kaplan-Meier 曲線を図 2-1 に，c-Met 陰性（62 例）の

Kaplan-Meier 曲線を図  2-2 に示す。c-Met 陽性例と陰性例を併せた全患者集団，すなわち

intent-to-treat（ITT）集団における PFS と OS のハザード比（HR）はそれぞれ 1.09 と 0.80 で統計

的な差は認められなかったが，c-Met 陽性例の PFS と OS の HR はそれぞれ 0.53（95%信頼区間：

0.28～0.99）と 0.37（95%信頼区間：0.19～0.72）で，ともに統計的に有意な差が認められ，

Onartuzumab の有効性が示唆された（表 2-1）。一方，c-Met 陰性例では，Onartuzumab の有効性

が認められないだけでなく，PFS と OS のいずれも対照群に比べて点推定値では劣っていた（図 

2-2）。 
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表 2-1 Onartuzumab の第 2 相試験における ITT 例と c-Met 陽性例の PFS，OS 及び ORR
の結果 

 ITT c-Met+ 
プラセボ＋ 

エルロチニブ 
(n=68) 

Onartuzumab+ 
エルロチニブ 

(n=69) 

プラセボ＋ 
エルロチニブ 

(n=31) 

Onartuzumab+ 
エルロチニブ 

(n=35) 
OS (months) 

中央値 
(95%CI) 

 
7.4 

(5.9, 9.2) 

 
8.9 

(7.1, 12.7) 

 
3.8 

(2.7, 7.4) 

 
12.6 

(7.1, 推定不能) 
HR  

(95%CI, p 値) 
stratified 

0.80 
(0.50,1.28, p=0.34) 

0.37 
(0.19,0.72,p=0.002) 

PFS (months) 
中央値 

(95%CI) 

 
2.6 

(1.5, 2.8) 

 
2.2 

(1.4, 2.9) 

 
1.5 

(1.4, 2.6) 

 
2.9 

(1.4, 6.2) 
HR  

(95% CI, p 値) 
stratified 

1.09 
 (0.73,1.62,p=0.69) 

0.53 
(0.28,0.99, p=0.04) 

Confirmed ORR (%) 4.4 5.8 3.2 8.6 

Confirmed ORR 
(EGFR Mut +) % 

(95% CI) 

(n=6) 
50 

(15.3, 84.7) 

(n=7) 
43 

(12.9, 77.5) 

(n=2) 
50 

(2.5, 97.5) 

(n=7) 
43 

(12.9, 77.5) 

 

 

 

図 2-1 Onartuzumab の第 2 相試験の PFS と OS（ITT 集団，c-Met 陽性例） 
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図 2-2 Onartuzumab の第 2 相試験の PFS と OS（ITT 集団，c-Met 陰性例） 

 

これら第 2 相試験の結果を基に Proof of Concept（PoC）は確認できたと判断して，その後，計

画・実施された第 3 相試験のデザインは，c-Met 陽性例にエンリッチし，試験デザインは第 2 相

試験と同様に，エルロチニブを併用薬とし，Onartuzumab とプラセボを比較するランダム化二重

盲検試験デザインであった8。割付け調整因子には免疫組織化学検査で判定した c-Met の 2+と 3+

が含まれており，ランダム化する前に判定する手順となっていた。主要評価項目は OS であり，

症例数の設定では Onartuzumab＋エルロチニブの中央値が 8.5 カ月，プラセボ＋エルロチニブが 6

カ月と 2.5 カ月 OS を延長することを期待していた（期待される HR は 0.71 に相当）。有意水準

は片側 2.5%，検出力は 90%，有効中止若しくは無効中止を判断する中間解析を全イベントの 67%

時に実施する計画であり，必要なイベント数は 364，症例数は約 490 例と算出された。 

第 3 相試験の結果を図 2 に示す。中間解析の結果，Onartuzumab＋エルロチニブの OS 中央値は

6.8 カ月，プラセボ＋エルロチニブは 9.1 カ月，HR は 1.27（95%信頼区間：0.98～1.65）であり，

中間解析の無効中止の boundary を超えたため，独立データモニタリング委員会（IDMC）は試験

の中止を勧告した。副次的評価項目である PFS も HR は 0.99（95%信頼区間：0.81～1.20）であり，

Onartuzumab の有効性は示されなかった。 
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図 2-3 Onartuzumab の第 3 相試験の OS 

以上の事例は第 2 相試験の結果から PoC の判断を下すことの困難さを物語っている。第 2 相試

験の結果，ITT 集団では差が認められなかったが，c-Met 陽性の集団（エンリッチメント）では良

好の結果が得られていた。試験の解析計画では c-Met 陽性が主目的であるため，PoC が示された

と判断しても問題なかったと思われるが，c-Met 陽性患者は ITT 集団の部分集団であるため，試

験開始前の想定通りの結果となっていたかが重要となる。さらに，c-Met 陰性では効果が逆転す

る結果となっており，これも想定通りであったのか，予期せぬことが第 2 相試験で起きていなか

ったのかを確認する必要はある。しかしながら，第 2 相試験では 100 例から 200 例規模の試験で

あることが多く，その結果や部分集団の結果，さらには他社の結果も含めて総合的に PoC を判断

することになるため，今回の Onatuzumab の第 2 相試験結果から，PoC は確認されなかったとい

う判断をすることは非常に難しいと考えられる。このように，作用機序から予め特定されている

BMでさえ，第2相試験の部分集団の結果からPoCを判断することが難しいということが分かる。

それが第 2 相試験から新たな BM を探索し，陽性・陰性を分ける閾値まで決定すべき状況であれ

ばどんなに困難を伴うことであるか想像がつくであろう。さらに，コンパニオン診断薬の同時承

認のためには複数の候補 BM に対する診断薬キットの開発も早期に着手しておく必要があるが，

開発予算及びリソースを考慮すれば候補 BM もかなりターゲットが絞られている必要がある。こ

のように開発予算やリソースの観点からも，少数の有力な候補 BM 及びその閾値が特定できてい

ること，もしくはそのような BM に限定することが望ましい。 
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3. バイオマーカーを考慮した検証的試験の試験デザイン 

検証的試験では試験開始時から BM を用いたエンリッチメントデザインを採用するか，試験開

始時は all comer として解析時に患者集団を限定するというデザインが考えられる。前者のエンリ

ッチメントデザインは通常の検証的試験の枠組みの中で検討が可能であるため，特に type I error

の制御に注意を払う必要はないが，後者の解析時にエンリッチする選択を残すデザインでは試験

全体での type I error の制御に注意を払う必要がある。一般に，他の薬剤開発や研究報告から BM

の有用性が既に確立されている場合や，BM 陽性（あるいは陰性）の患者に投与することにより，

重大な安全性の懸念がある場合を除き，第 3 相臨床試験で BM の有用性を治験薬の有効性ととも

に検証する必要がある。 

有力な BM があり，その BM によって陽性と陰性に分類される場合，治験薬の有効性と BM の

有用性を検証する代表的な試験デザインとして，図 3-1 に示すデザインが挙げられる。被験者登

録後に BM の陽性・陰性を判定し，それぞれを治験薬投与群又は対照薬投与群にランダムに割り

付けるものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 BM を利用した検証的試験デザインの一例 

 

このような試験デザインの場合，検証すべき仮説が複数存在する。例えば，投与例全体（BM

陽性＋BM 陰性）での優越性，Sub-population（BM 陽性のみ，あるいは BM 陰性のみ）での優越

性などである。このように仮説が複数存在する場合，多重性の問題から，組み入れ患者数が膨大

になり，その結果開発コストが増大してしまう可能性がある。コストの増大により，新薬メーカ

ーとしては陰性例の組み入れには消極的になり，陰性例の有効性を十分に検討できず，陰性例の

治療機会を損失している可能性がある。 

このような問題に対して，現在までに様々な効率的な統計学的方法論が提案されている。本項

では，Matsui らの論文9をもとに，これらの第 3 相試験デザインの統計学的方法論，メリット及び

デメリットを適用事例と共に紹介する。 
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3.1. Fixed-Sequence 1 approach 

3.1.1. 概要  

Fixed-sequence 1 approach では，まず BM 陽性例での有意差検定（片側）を実施する。有意であ

る場合は，続いて BM 陰性例での有意差検定を行い，ともに有意であった場合は，投与例全体で

有効性が示されたと判定し，陰性例での検定が有意でなかった場合は，BM 陽性例での有効性が

示されたと判定する。一方，最初の検定が有意でなかった場合は，薬剤の有効性が示されなかっ

たものとする（図 3-2）。 

 

 

図 3-2 Fixed-sequence 1 approach 

 

3.1.2. 適応事例 

本手法はパニツムマブの PRIME 試験（Douillard ら（2010））で取り入れられている10。 

PRIME 試験は，未治療の転移を有する大腸がん患者に対するパニツムマブ＋FOLFOX4 併用療

法と FOLFOX4 単独療法を比較した第 3 相試験である。本試験では，KRAS 遺伝子変異に着目し，

本手法によりKRAS 遺伝子野生型患者においてパニツムマブ＋FOLFOX4 併用群は FOLFOX 単独

群より PFS の有意な改善が認められた（HR=0.80，P=0.02）。一方，KRAS 遺伝子変異型患者に

おいてパニツムマブ＋FOLFOX4 併用群は FOLFOX 単独投与群と比べて PFS の有意な悪化が認め

られた（HR=1.29，P=0.02）。以上の結果から，KRAS 遺伝子野生型患者に対するパニツムマブ

の FOLFOX4 併用療法が FOLFOX4 単独療法よりも有意に PFS を延長すると結論つけられた。 
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3.2. Fixed-Sequence 2 approach 

3.2.1. 概要 

Fixed-sequence 2 approach では，Fixed-sequence 1 approach と同様に，まず BM 陽性例での有意差

検定を実施する。有意である場合は，続いて投与例全体での有意差検定を行い，ともに有意であ

った場合は，投与例全体で有効性が示されたと判定し，投与例全体での検定が有意でなかった場

合は，BM 陽性例での有効性が示されたと判定する。一方，最初の検定で有意でなかった場合は，

薬剤の有効性が示されなかったものとする（図 3-3）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 Fixed-sequence 2 approach 

 

3.2.2. 適応事例 

本手法はセツキシマブの第 3 相試験 N0147 で取り入れられている11。 

N0147 試験は，KRAS 遺伝子野生型のステージⅢ結腸がんに対する術後補助化学療法としての

セツキシマブ＋mFOLFOX6 併用療法と mFOLFOX6 単独療法の治療効果を比較する第 3 相試験で

ある。KRAS 遺伝子野生型患者においてセツキシマブ＋mFOLFOX6 併用療法群は mFOLFOX6 単

独療法群と比べて DFS（Disease Free Survival）の有意な改善が認められなかったため（HR=1.21，

P=0.08），投与例全体における有効性を検討することなくセツキシマブ+mFOLFOX6 併用療法は

mFOLFOX6 単独療法と比べて有意な DFS 延長効果がないと結論つけられた。 

 

3.3. MaST (marker sequential test) approach 

3.3.1. 概要 

Marker sequential test approach は，Freidlin らによって提案された手法であり12，Fixed-sequence 

approach を改良した手法である。即ち，まず BM 陽性例での有意差検定を実施する。有意である
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場合は，続いて BM 陰性例での有意差検定を実施し，ともに有意であれば投与例全体で有効性が

示されたものと判定し，BM 陰性例での検定では有意でなかった場合は，BM 陽性例で有効性が

示されたと判定する。一方，BM 陽性例での検定が有意でなかった場合は，続いて投与例全体で

の検定を実施し，ともに有意でなければ薬剤の有効性は示されなかったものと判定し，投与例全

体での検定で有意であった場合は，投与例全体で有効性が示されたものと判定する。例えば

Freidlin らの論文では，試験全体の type I error を適切に制御するため，試験全体の type I error を片

側 2.5%とするとき，BM 陽性例に対する検定では 2.2%，投与例全体に対する検定では 0.3%と設

定することを推奨している（図 3-4）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 Marker sequential test approach 

 

3.3.2. 適応事例 

本手法が取り入れられた臨床試験は本報告書執筆時点では確認できなかった。 

 

3.4. Fallback approach 

3.4.1. 概略 

試験全体での名目有意水準を𝛼𝛼としたとき，まず投与例全体（BM 陽性例＋BM 陰性例）に対し

て有意水準𝛼𝛼1 (< 𝛼𝛼)で群間比較し，有意であれば投与例全体で有効性が示されたものと判定する。

有意でなかった場合，BM 陽性例に対して有意水準𝛼𝛼2 (< 𝛼𝛼)で群間比較し，有意であれば BM 陽

性例での有効性が示されたものと判定し，有意でなければ薬剤の有効性は示されなかったと判定

するデザインである（図 3-5）。 
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図 3-5 Fallback approach 

 

Spiessens ら（2010）によれば，𝛼𝛼1と𝛼𝛼2の関係式は下記のように表すことができ，BM 陽性例の

投与例全体に対する割合 𝜏𝜏 に影響される13。 

𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 ≤ 𝛼𝛼,     � Φ�
𝑧𝑧𝛼𝛼2−√𝜏𝜏𝑧𝑧1
√1 − 𝜏𝜏

�
𝑧𝑧𝛼𝛼1

−∞
𝜙𝜙(𝑧𝑧1)𝑑𝑑𝑧𝑧1 = 1− 𝛼𝛼 

ただし， 

𝑧𝑧1：投与群全体で有効性がないとする帰無仮説を検定するための標準化した検定統計量 

𝑧𝑧𝑎𝑎1，𝑧𝑧𝑎𝑎2：𝛼𝛼1，𝛼𝛼2に対応する標準正規分布上の棄却限界値 

𝜙𝜙(𝑥𝑥)：標準正規分布の確率密度関数 

Φ(𝑥𝑥)：標準正規分布の分布関数 

 

3.4.2. 事例 

本手法はエルロチニブの SATURN 試験で取り入れられている14。 

SATURN 試験は，非小細胞肺がん患者に対する１次療法後のエルロチニブによる維持療法の効

果を検証した第 3 相試験である。本手法による解析により，エルロチニブの維持療法により投与

例全体に対して PFS の延長（HR=0.71，P<0.0001）が認められたことから，EGFR 発現の状況に

依らず，エルロチニブの維持療法が非小細胞肺がんに対して有効であると結論された。 

本試験では非層別ログランク検定を用い，𝛼𝛼1=3%，𝛼𝛼2=2%と設定して試験全体の𝛼𝛼を 5%に維持

している。 
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3.5. Treatment-by-biomarker interaction approach 

3.5.1. 概略 

まず治療効果と BM との間に交互作用が存在するか否かを有意水準𝛼𝛼INTで検定する。交互作用

ありと判断された場合は，続いて BM 陽性例を対象に有意水準𝛼𝛼3で群間比較し，有意であれば

BM 陽性例での有効性が示されたと判定し，有意でなければ有効性が示されなかったものと判定

する。一方，交互作用が有意でなかった場合，続いて投与例全体を対象に有意水準𝛼𝛼4で群間比較

し，有意であれば投与例全体で有効性が示されたと判定し，有意でなければ有効性が示されなか

ったものと判定する（図 3-6）。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 Treatment-by-biomarker interaction approach 

 

3.5.2. 事例 

本手法はエルロチニブの MARVEL 試験で取り入れられた15。 

MARVEL 試験は，非小細胞肺がん患者を対象とした二次療法としてのエルロチニブの有効性を

ペメトレキセドと比較する第 3 相試験であり，併せて EGFR 遺伝子のコピー数の増幅の有無によ

る有効性の違いを検討する試験であった。しかしながら，4 年間で 1200 例の登録を目指すも被験

者登録が少なかったため，試験は中止された。 
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3.6. 各デザインの Pros&Cons 

Fixed-Sequence 1 approach 

Fixed-sequence-1 approach は概して BM 陽性例の有効性を検証する上で有用である。しかしなが

ら，BM 陽性例での有意差検定が棄却されなかった場合，薬剤の有効性は示されなかったものと

判定されるため，着目した BM の有用性があまり期待できない場合は，投与例全体としての検出

力は他の手法に比べて低い。 

Fixed-sequence 2 approach 

Fixed-sequence 2 approach では，試験に組み入れられた BM 陽性例の割合が低い場合は

Fixed-sequence 1 approach と同様な結果を，その割合が高い場合は次節で述べる Fallback approach

と同様な結果が期待できる。即ち，BM 陽性例の割合が低い場合は，BM 陽性例でのみ有効性が

示されることが多く，その割合が高い場合は投与例全体まで有効性が示される確率が高くなる。

これは，BM 陽性例での有意差検定が有意であった場合に続いて投与例全体での有意差検定を実

施するため，BM 陽性例の割合が高いと，BM 陽性例の有効性が投与例全体への有効性に寄与し

てしまうためである。 

BM 陽性例での有意差検定が棄却された場合，薬剤の有効性は示されなかったものと判定され

るため，Fixed-sequence 1 approachと同様に，着目したBMの有用性があまり期待できない場合は，

投与例全体としての検出力は他の手法に比べて低い。 

MaST (marker sequential test) approach 

Marker sequential test approach は概して Fixed-sequence 1 approach と同様の検出力を示す。さら

に，BM 陽性例での効果が陰性例とさほど変わらない場合では，Fallback approach や

Treatment-by-interaction approach より低いものの，Fixed-sequence 1 approach よりも高い検出力を示

す。 

Fallback approach 

本デザインは BM 陽性例と BM 陰性例の効果が同等である場合，他の手法よりも有用なデザイ

ンである。しかしながら，BM 陰性例に効果がない場合，BM 陽性例の比率が高くなるにつれて

投与例全体で薬効が示されてしまう可能性がある。そのため，陽性例の比率と有効性の事前情報

から𝛼𝛼1，𝛼𝛼2を慎重に決定する必要がある。 

Treatment-by-biomarker interaction approach 

本デザインは BM 陽性例と陰性例の有効性の違いがどのような場合でもある程度有用なデザイ

ンである。ただし，𝛼𝛼INT，𝛼𝛼3及び𝛼𝛼4の設定次第では，陰性例の有効性がプラセボよりも大きく，

陽性例よりも小さい場合に，陽性例のみの有効性しか検証できない場合がある。他の治療選択肢

がないような疾患に対する薬効評価としては不十分なエビデンスしか得られない可能性がある。

したがって，本デザインの𝛼𝛼INT，𝛼𝛼3及び𝛼𝛼4は，BM 陽性例の比率及び陰性例に対する有効性情報

を勘案した上で慎重に決定する必要がある。 
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3.7. まとめ 

第 3 相試験を計画する時点で着目している BM の有用性の確からしさと各解析手法の特徴を踏

まえて，様々な試験デザインや多重性の調整方法が考えられる。本項では，特に Matsui らの論文

に取り上げられているものを記載したが，サンプルサイズ等も考慮しその試験で主張したいこと

を考えて，どのように試験デザインや多重性調整を考えるのかをそれぞれ考えることが非常に重

要である。 

例えば，着目している BM の有用性が高い場合，即ち BM 陽性例の有効性と BM 陰性例の有効

性に大きな差がある場合は，Fixed-sequence 1 approachや MaST approachが好ましいと考えられる。

Fixed-sequence 2 approach と Fallback approach では，とりわけ BM 陽性例の組入れ比率が大きくな

ると，BM 陰性例の有効性がほとんど認められない場合でも，投与例全体で有効であるとの帰結

に陥る可能性があるため，適切ではないと考えられる。 

一方，着目している BM の有用性がさほど高くない場合やその確度が低い場合では，

Fixed-sequence approach を採用することはリスクである。これは最初の検定（BM 陽性例に対する

検定）で有意差が認められないと，試験として有効性は検証できなかったと結論付けられるため

である。この場合では，Fallback approach ないしは MaST approach が好ましいと考えられる。 

コンパニオン診断薬と医薬品の同時開発・同時承認を求められる状況であることから，

Treatment-by-interaction approach を第 3 相試験で用いることは現実的に稀と想定される。仮に

Treatment-by-interaction approach により BM 陽性例で有効と帰結されたとしても，コンパニオン診

断薬の開発に着手する必要が生じるため，むしろ第 2 相試験などの初期の治験で探索的に利用す

る方が望ましいと考えられる。 

最近のがん免疫療法の開発では全体集団や BM 陽性例に対して適切に有意水準を分配して，ど

ちらも適切な検出力をもって検証するような試験デザインが用いられてきており16，そうした試

験では，どちらかが統計的に有意性が示された場合に，他方の集団の検定に用いた有意水準をリ

サイクルするような手法も提案されている17。実際にはエンドポイントが 1 つではなく，OS や

PFS のように複数のエンドポイントについて 2 つ以上の集団に対して検定をすることを考慮しな

ければならないため，より複雑な有意水準の分配が必要となる。こうした条件下においては，多

重性の調整に関してより柔軟な設定が必要となるかもしれない。 
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4. バイオマーカーを考慮した検証試験でのアダプティブ試験デザイン 

有力な BM があり，その BM によって陽性と陰性に分類される場合，医薬品開発の迅速化かつ

効率化のためのアダプティブエンリッチメントデザインが提案されている。アダプティブエンリ

ッチメントデザインは all comer で試験を開始し，中間解析の結果に基づいて，その後の登録に対

してエンリッチメントするかどうか決定する試験デザインである。これには第 3 相臨床試験とし

て実施し，中間解析の結果に基づき，その後の登録に対するエンリッチメントを決定する試験デ

ザインと，シームレス第 2/3 相試験デザイン試験として実施し，第 2 相試験の結果に基づいて第

3 相試験に対するエンリッチメントを決定する試験デザインがある。どちらの試験デザインも，

最終解析は中間解析前あるいは第 2 相試験に登録された被験者を含めた全被験者を対象に実施さ

れる。 

アダプティブエンリッチメント戦略では，中間解析の結果に基づいた集団選択を行うことに伴

う type I error の増大が問題となる。type I error を調整するための統計的手法としては，P-value 

combination method 18と conditional error rate approach 19などが提案されている。本項では，

time-to-event データを対象とした P-value combination method と conditional error rate approach を用

いたアダプティブエンリッチメントデザインを紹介する。 

 

4.1. Adaptive enrichment design based on P-value combination method 

Jenkins らは，time-to-event データをエンドポイント（プライマリーエンドポイントは Ovarall 

Survival：OS）とした抗がん剤領域を想定し，all comer で試験を開始し，中間解析後に BM に基

づくエンリッチメントを許容するアダプティブシームレス第 2/3 相試験デザインを提案した20。本

アプローチは 2 群のランダム化並行群間比較試験で，全体集団 (𝐹𝐹) と，大きな治療効果が期待さ

れる部分集団 (𝑆𝑆) を考慮することを前提とする。中間解析で得られた結果を基に以下の中からい

ずれかの決定を行う。ただし，中間解析は OS よりも短期間で結果が得られ，かつ OS と相関が

ある Progression Free Survival（PFS）で評価を行う。 

 
1. 全体集団 (𝐹𝐹) と部分集団 (𝑆𝑆) を co-primary として全体集団 𝐹𝐹 のままで登録を進める 
2. 全体集団 (𝐹𝐹) のみを primary として全体集団 𝐹𝐹 のままで登録を進める 
3. 部分集団 (𝑆𝑆) のみ登録を進める 
4. 試験全体を中止する 

 

中間解析での意思決定は，全体集団 𝐹𝐹 と部分集団 𝑆𝑆 の HR の推定値に基づくルールが提案され

ている。表 4-1 に意思決定ルールの例を示す。 

 

 



 

17 
 

表 4-1 中間解析での意思決定ルールの例 

中間解析における 

PFSハザード比の推定値 
8.0ˆ <FRH  8.0ˆ ≥FRH  

6.0ˆ <SRH  co-primaryで継続 部分集団（S）のみで継続 

6.0ˆ ≥SRH  全体集団（F）のみで継続 無効中止 

 

試験途中の試験デザイン変更に伴う type I error の調整には，Bauer らによる combination test 

approach を適用する 18。集団 𝐹𝐹 と 𝑆𝑆 のそれぞれで検定を行う部分の調整には，積仮説を考慮した

閉手順（closed testing procedure）を用いる。それぞれの集団で OS が両群間で異ならないという

帰無仮説と，OS で新治療が既存治療を上回る効果があるという対立仮説を置く。これらの帰無

仮説を𝐻𝐻0𝐹𝐹，𝐻𝐻0𝑆𝑆，対立仮説を𝐻𝐻1𝐹𝐹，𝐻𝐻1𝑆𝑆 とする。さらに、集団 𝐹𝐹 と 𝑆𝑆のいずれにおいても OS が両群

間で異ならないという積仮説 𝐻𝐻0𝐹𝐹𝑆𝑆を置く。各帰無仮説 𝐻𝐻0
𝑗𝑗  は，それ自体に加え積仮説も棄却され

る場合にのみ棄却される。つまり，例えば 𝐻𝐻0𝐹𝐹 は，𝐻𝐻0𝐹𝐹と 𝐻𝐻0𝐹𝐹𝑆𝑆 の両方が棄却された場合にのみ，最

終的に有意水準 𝛼𝛼 で棄却されたとみなす。 

stage 𝑖𝑖 ∈ {1,2} に登録された症例について，𝐻𝐻0𝐹𝐹と 𝐻𝐻0𝑆𝑆 に対する検定の 𝑝𝑝 値をそれぞれ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹と𝑝𝑝𝑖𝑖𝑆𝑆と

する。𝑝𝑝1𝐹𝐹と 𝑝𝑝1𝑆𝑆 は stage 1 で登録された症例での stage 1 から stage 2 を通した OS データから計算す

る。一方，𝑝𝑝2𝐹𝐹 と𝑝𝑝2𝑆𝑆 は stage 2 での症例のみの OS データから計算する。 𝐻𝐻0𝐹𝐹𝑆𝑆に対応する stage 𝑖𝑖で

の 𝑝𝑝値は，𝐻𝐻0𝐹𝐹と𝐻𝐻0𝑆𝑆 の重みを等価とした Hochberg 補正を用いて，以下の式で与える。 

 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹𝑆𝑆 = min�2 min�𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹,𝑝𝑝𝑖𝑖𝑆𝑆�, max�𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹,𝑝𝑝𝑖𝑖𝑆𝑆�� 

 

他の方法として，例えば Dunnett らの方法21も利用可能である。 

最終解析では逆正規法による統合検定（inverse-normal combination test）を用いて stage 1，stage 

2 の 𝑝𝑝 値を併合することで，中間解析の結果に関わらず type I error を制御する。逆正規併合検定

に用いる重み𝑤𝑤1と𝑤𝑤2 (𝑤𝑤1
2 + 𝑤𝑤2

2 = 1)は各 stage からの 𝑝𝑝 値を併合するために事前に規定される必

要がある。逆正規併合検定を用いると，以下の条件を満たす場合に帰無仮説は棄却される。 

 

𝐶𝐶(𝑝𝑝1,𝑝𝑝2) = {𝑤𝑤1Φ−1(1 − 𝑝𝑝1) +𝑤𝑤2Φ−1(1− 𝑝𝑝2)} ≥ 𝑐𝑐 

 

ただし，Φは標準正規分布の分布関数である。片側有意水準が 0.025 のとき，𝑐𝑐=1.96 となる。こ

のとき，各 stage の 𝑝𝑝 値は独立かつ帰無仮説の下で一様に分布すると仮定している。これを基に

中間解析の結果から判断された集団，即ち，（1）全体集団 (𝐹𝐹) と部分集団 (𝑆𝑆) を co-primary とす
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る集団，又は，（2）全体集団 (𝐹𝐹) のみを primary とする集団，又は，部分集団 (𝑆𝑆) のみを primary

とする集団のどれかで検定を行う。 

 
 集団𝐹𝐹の p 値 集団𝑆𝑆の p 値  積仮説 𝐻𝐻0𝐹𝐹𝑆𝑆の p 値 

Stage 1 𝑝𝑝1𝐹𝐹 𝑝𝑝1𝑆𝑆 → 𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆  

Stage 2 𝑝𝑝2𝐹𝐹 𝑝𝑝2𝑆𝑆 → 𝑝𝑝2𝐹𝐹𝑆𝑆  

 inverse-normal combination test で併合 

 ↓ ↓  ↓ 

Final 𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹,𝑝𝑝2𝐹𝐹) 𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝑆𝑆)  𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝐹𝐹𝑆𝑆) 

 

 

 𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝐹𝐹𝑆𝑆) ≥ 1.96かつ𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹,𝑝𝑝2𝐹𝐹) ≥ 1.96であれば集団𝐹𝐹で有意 

 𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝐹𝐹𝑆𝑆) ≥ 1.96かつ𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝑆𝑆) ≥ 1.96であれば集団𝑆𝑆で有意 

 3 つの𝐶𝐶(∙,∙) ≥ 1.96であれば co-primary 集団で有意（全集団も

部分集団も効果ありと判断する）。 

図 4-1 co-primary 集団のケース 

 

 
 集団𝐹𝐹の p 値 集団𝑆𝑆の p 値  積仮説 𝐻𝐻0𝐹𝐹𝑆𝑆の p 値 

Stage 1 𝑝𝑝1𝐹𝐹 𝑝𝑝1𝑆𝑆 → 𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆  

Stage 2 𝑝𝑝2𝐹𝐹 - → 𝑝𝑝2𝐹𝐹 

 inverse-normal combination test で併合 

 ↓ 
 

 ↓ 

Final 𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹,𝑝𝑝2𝐹𝐹) -  𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝐹𝐹) 

 

 

 𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝐹𝐹) ≥ 1.96かつ𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹,𝑝𝑝2𝐹𝐹) ≥ 1.96であれば集団𝐹𝐹で有意 

図 4-2 全体集団（F）のみが primary 集団のケース 
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 集団𝐹𝐹の p 値 集団𝑆𝑆の p 値  積仮説 𝐻𝐻0𝐹𝐹𝑆𝑆の p 値 
Stage 1 𝑝𝑝1𝐹𝐹 𝑝𝑝1𝑆𝑆 → 𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆  

Stage 2 - 𝑝𝑝2𝑆𝑆 → 𝑝𝑝2𝑆𝑆 

 inverse-normal combination test で併合 

 
 

↓  ↓ 

Final - 𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝑆𝑆)  𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝑆𝑆) 

 

 

 𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝐹𝐹𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝑆𝑆) ≥ 1.96かつ𝐶𝐶(𝑝𝑝1𝑆𝑆 ,𝑝𝑝2𝑆𝑆) ≥ 1.96であれば集団𝑆𝑆で有意 

図 4-3 部分集団（S）のみが primary 集団のケース 

各 Stage の検定統計量の独立性を保つことで，閉手順及び逆正規法による統合検定により type I 

error の制御を可能とする。各 Stage の 𝑝𝑝 値の独立性を担保するためには，Stage1 の症例の Stage 2

での追跡期間の長さが，Stage 1 の PFS の結果とそれに基づく Stage 2 のデザインによって影響を

受けないようにしなくてはならない。なぜなら，Stage 1 の症例での PFS の結果は OS の結果と相

関しているからである。よって，Stage 1 で登録された症例の Stage 1 と Stage 2 における OS の追

跡について，追跡期間の長さを事前に規定する必要がある。これは，試験開始時に追跡の終了を

日付（calendar day）で設定する，もしくは Stage 1 で登録された症例でのイベント数を設定する

ことに対応する。 

統計量の性能のみの観点からは，逆正規法による統合検定で用いる重み𝑤𝑤1と𝑤𝑤2は，各 stage で

観測された OS イベント数の平方根に比例して選択することが理想である。この場合，逆正規法

による統合検定は，単一の統合解析（single combined analysis）から得られる通常の検定統計量に

なる。しかし，𝑤𝑤1と𝑤𝑤2は事前に明記されなければならない。各 Stage の尤もらしいイベント割合

にマッチさせるために，𝐻𝐻0𝐹𝐹，𝐻𝐻0𝑆𝑆及び，積仮説 𝐻𝐻0𝐹𝐹𝑆𝑆の仮説検定に異なる重みを定義する方法も考え

られるが，中間解析での意思決定は，Stage 2 での全集団 𝐹𝐹 もしくは部分集団 𝑆𝑆 で登録される症例

数に影響を与えるので，全ての状況に合った重みを定義することは不可能である。 

一つの対応策は，全体集団で評価を続けた場合の期待イベント数を考慮した重みを設定してお

くことである。この場合，𝑘𝑘1と𝑘𝑘2をそれぞれ Stage 1 と Stage 2 の集団での期待イベント数とする

と，𝐻𝐻0𝐹𝐹，𝐻𝐻0𝑆𝑆と  𝐻𝐻0𝐹𝐹𝑆𝑆に対する検定で用いる重みは，それぞれ Stage 1 と Stage 2 について 

𝑤𝑤1 = �𝑘𝑘1/(𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2) と𝑤𝑤2 = �𝑘𝑘2/(𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2) となる。 

なお，Bauer と Posch は 2 段階アダプティブデザインで time-to-event エンドポイントを利用する

ときの問題点を指摘している22。それは，Stage 2 の集団の選択が，Stage 1 の症例の短期間の

time-to-event エンドポイント（PFS）のデータと，Stage 2 でのログランク検定統計量に寄与する
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Stage 1 での症例の長期間の time-to-event エンドポイント（OS）のデータの影響を受けるならば，

このログランク検定統計量は帰無仮説の分布に従わないかもしれないという問題である。 

この問題点に対して，Jenkins らは以下のように対処していると主張している。 

 Stage 1 の症例の PFS はその後追跡する集団を決める中間解析に用いるが，最後の検定統計

量には寄与しない。 

 OS のログランク検定の 𝑝𝑝 値を，Stage 1 に組み入れられた症例と Stage 2 に組み入れられた

症例で別々に計算する。その際，Stage 1 の症例の Stage 2 での追跡期間の観察情報も利用

する。Stage 1 の症例の全追跡期間は事前に規定してあるため，中間解析の PFS の結果の影

響は受けない。 

 OS の比較は，Stage 1，Stage 2 の症例それぞれについて，事前に規定したイベント数又は

観察期間を達成するまで行わない。最終解析時は各 Stage の 𝑝𝑝 値を逆正規併合検定の原理

に基づき併合する。 

 

4.2. Adaptive enrichment design based on conditional error rate approach 

Mehtaらは，time-to-eventデータに対し，all comerで試験を実施して中間解析後にBMに基づくエ

ンリッチメントを許容する2段階デザインを提案した23。本アプローチは，有力な2値のBMにより，

全体集団 𝐹𝐹 を大きな治療効果が期待されるbiomarker positiveのサブグループ 𝑆𝑆 と治療効果が期待

されないbiomarker negativeのサブグループ に区分することを前提とする。中間解析で得られた

結果をもとに以下の中からいずれかの決定を行う。意思決定には各サブグループのハザード比や

条件付き検出力等が考慮される。 

 

1. 全体集団 𝐹𝐹 のままで登録を進める 

2. の登録を中止し 𝑆𝑆 のみを対象に登録を進める 
3. 試験全体を中止する 

 

試験途中の試験デザイン変更に伴うtype I errorの調整には，conditional error rate approachを適用

する。conditional error rateは，帰無仮説の下，中間解析時の検定統計量を与えたもとで，その後の

解析で帰無仮説が棄却される確率を表す。MullerとSchaferが提案したconditional rejection 

probability (CRP) の原理により19，試験デザイン変更後のconditional error rateを変更前の値を上限

として制限付けることで，type I errorが変更前の水準に保持されることが知られている。 

  

S

S
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臨床試験事例（非小細胞肺癌）：試験計画 
 対象：非小細胞肺癌患者 
 比較治療：試験薬（E） vs 対照薬（C） 
 目標被験者数（全体集団 F）：160 例（E: 80 例, C: 80 例） 
 主要評価項目: PFS，有意水準：片側 5% 

 対照薬の Median PFS を 5 ヶ月と仮定 

 標的 BM：EGFR（割付因子）；サブグループ 𝑆𝑆 (positive)， S (negative) 

 サブグループ 𝑆𝑆 では HR=0.5~0.6，サブグループ S では HR>0.8 と期待 

 被験者登録：15 例/月（S: 5 例/月, S : 10 例/月） 

 中間解析計画：80 例登録時（各サブグループに 40 例登録，40 例を超えた登録はせず） 

 各サブグループ 𝑆𝑆 ， S で群間比較を実施 
 中間解析の結果に基づく意思決定 

1. 残りの 80 例を登録する（各サブグループに 40 例登録） 

2. サブグループ S を中止し，残り 80 例を全てサブグループ S に登録する（計 120 例） 
3. 試験を中止する 

 

複数の仮説検定の実施に伴う多重性の調整には閉手順を適用する。今回，同時に検証する仮説

は，サブグループ 𝑆𝑆 ，𝑆𝑆̅に対する帰無仮説𝐻𝐻𝑆𝑆，𝐻𝐻𝑆𝑆̅とその積仮説 𝐻𝐻{𝑆𝑆,𝑆𝑆̅} = 𝐻𝐻𝑆𝑆 ∩ 𝐻𝐻𝑆𝑆̅ である。 

中間解析までにサブグループ 𝑆𝑆 に登録された被験者の部分集合を𝑆𝑆′とする。conditional error rate 

approachを適用するためには，中間解析の実施前に，サブグループ 𝑆𝑆 と𝑆𝑆̅の最終解析までの総イベ

ント数𝑘𝑘𝑆𝑆と𝑘𝑘𝑆𝑆̅及び，𝑆𝑆̅′の𝑘𝑘�̅�𝑆に寄与するイベント数𝑘𝑘𝑆𝑆̅′を規定する必要がある。𝑘𝑘𝑆𝑆と𝑘𝑘𝑆𝑆̅は一般に試

験計画時の例数設計で決定される。また，𝑘𝑘𝑆𝑆̅′  は𝑆𝑆̅′の 𝑘𝑘�̅�𝑆′ イベントの最終イベント発生日が，𝑆𝑆̅の𝑘𝑘�̅�𝑆

イベントの最終イベント発生日と同じになるように決定する。これは，type I errorの制御という

点で必須ではないが，中間解析後もサブグループ𝑆𝑆̅を継続した場合，最終解析時に𝑆𝑆̅から利用され

ないイベントを最小限にするためである。 
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臨床試験事例（非小細胞肺癌）：イベント数の事前規定

 サブグループ𝑆𝑆と𝑆𝑆̅のイベント数の事前規定：𝑘𝑘𝑆𝑆 = 𝑘𝑘𝑆𝑆̅ = 70 
サブグループ𝑆𝑆̅を中止した場合には，𝑘𝑘𝑆𝑆 = 70 から𝑘𝑘� 𝑆𝑆 = 110 に変更する。 

 最初の試験デザインにおける部分集合𝑆𝑆̅′の最終解析時のイベント数 𝑘𝑘�̅�𝑆′  の事前規定： 

𝑘𝑘�̅�𝑆′=37 
指数分布を仮定したときのサブグループ 𝑆𝑆�  のハザードは，試験薬群で 0.111，対照薬群

で 0.139 (HR=0.8)と推定され，登録率は一様と仮定すると，𝑘𝑘𝑆𝑆̅′=37 のときにイベント数

𝑘𝑘�̅�𝑆′と𝑘𝑘𝑆𝑆̅の達成日が平均的に一致する。つまり，部分集合𝑆𝑆̅′の 37 番目のイベント発生日

が，サブグループ 𝑆𝑆̅ の 70 番目のイベント発生日に平均的に一致する。 

図 4-4 Adaptive enrichment design のフローチャート (引用論文 23 より一部改変) 

𝑆𝑆′と𝑆𝑆̅′の log-rank 検定統計量によって構成される conditional error rate を推定するため，試験デ

ザイン変更前の conditioning event を以下にように算出する。なお、conditional error rate や

conditioning event は中間解析時点では算出されないため、中間解析時の意思決定には利用されず、

最終解析時の type I error の調整のみに用いられる。 

𝑺𝑺′からのconditioning event 

𝑆𝑆′からの conditioning event 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆′  を，サブグループ 𝑆𝑆 の𝑘𝑘𝑆𝑆イベント発生時点（最初の試験計画で

の最終解析時点）での部分集合𝑆𝑆′に属する被験者から算出される log-rank 検定統計量とする。こ

サブグループ𝑺𝑺 サブグループ𝑺𝑺�

無効中止 

サブグループ𝑺𝑺
のみ継続 

サブグループ𝑺𝑺・𝑺𝑺�
両方継続 

最終解析 

中間解析 
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の conditioning event は中間解析時点では算出されず，事前に規定した最終解析時点で算出される。

𝑆𝑆′′ を中間解析後に登録されたサブグループ 𝑆𝑆 の部分集合とする。また，𝑘𝑘𝑆𝑆′をサブグループ𝑆𝑆 の𝑘𝑘𝑆𝑆

イベント発生時点で部分集合 𝑆𝑆′ に発生したイベント数とし，𝑘𝑘𝑆𝑆′′  (= 𝑘𝑘𝑆𝑆 − 𝑘𝑘𝑆𝑆′)はサブグループ 𝑆𝑆 

の𝑘𝑘𝑆𝑆イベント発生時点で部分集合 𝑆𝑆′′ 発生したイベント数とする。 

臨床試験事例（非小細胞肺癌）：𝑺𝑺′からの conditioning event 

事前に規定した𝑘𝑘𝑆𝑆 = 70 が観察された時点で，𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆′ =3.9654 と𝑘𝑘𝑆𝑆′ =33 が得られたとすると，帰

無仮説 SH に対する conditional error rate 𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 𝑐𝑐𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′� は以下のように算出される。なお，

帰無仮説 SH のもとで ),0(~ SS
k kNT S より，𝑐𝑐𝑆𝑆 = 1.6448√70である。 

𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 𝑐𝑐𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′� = 1 −Φ �𝑐𝑐𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆′(obs)/�𝑘𝑘𝑆𝑆′′� = ]37/)9654.3706448.1[(1 −Φ−

       = 0.05365 

また，帰無仮説 },{ SSH に対する𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 𝑑𝑑𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′�も算出する。なお，帰無仮説 },{ SSH のもとで

)0,,,0,0(~),( SSS
k

S
k kkBVNTT SS より𝑑𝑑𝑆𝑆 = 1.9545√70である。 

𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 𝑑𝑑𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′� = 1 −Φ�𝑐𝑐𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆′(obs)/�𝑘𝑘𝑆𝑆′′� = ]37/)9654.3709545.1[(1 −Φ−

       =0.02085 

𝑺𝑺′�からのconditioning event 

𝑆𝑆̅′′を中間解析後に登録されたサブグループ の部分集合とし，部分集合𝑆𝑆̅′′からのイベント数

を𝑘𝑘�̅�𝑆′′(= 𝑘𝑘𝑆𝑆̅ − 𝑘𝑘�̅�𝑆′)とする。ここで，𝑆𝑆̅′と𝑘𝑘𝑆𝑆̅′は事前に規定した値である。conditioning event 𝑇𝑇
(𝑘𝑘𝑆𝑆�

′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

𝑆𝑆̅′

は部分集合 から以下のように算出される。

 中間解析で への登録を中止した場合 

𝑇𝑇
(𝑘𝑘𝑆𝑆�

′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

𝑆𝑆̅′ を部分集合 で𝑘𝑘𝑆𝑆̅′イベントが発生した時点での log-rank 検定統計量として算出

する。

 中間解析で への登録を継続すると決定した場合 

𝑇𝑇
(𝑘𝑘𝑆𝑆�

′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

𝑆𝑆̅′ を部分集合 の𝑘𝑘𝑆𝑆̅′イベント発生時点と の𝑘𝑘�̅�𝑆イベント発生時点の遅い時点で，

からの最初の𝑘𝑘𝑆𝑆̅′イベントのみを用いて log-rank 検定統計量として算出する。 

S

S ′
S

S ′

S

S ′ S

S ′
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臨床試験事例（非小細胞肺癌）：𝑆𝑆′�からの conditioning event 

中間解析（中間データを用いた各サブグループの群間比較）の結果， S への登録の中止を決

定したとする。部分集合 S ′の追跡は継続し，事前に規定した𝑘𝑘𝑆𝑆̅′ =37 が観察された時点で，

𝑇𝑇
(𝑘𝑘𝑆𝑆�

′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

𝑆𝑆̅′ =5.1934 が得られたとすると，帰無仮説 SH に対する conditional error rate は以下のよ

うに算出される。

𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆�
𝑆𝑆̅ > 𝑑𝑑𝑆𝑆̅|𝑇𝑇

(𝑘𝑘𝑆𝑆�
′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

�̅�𝑆′ � = 02604.0]33/)1934.5709545.1[(1 =−Φ−

よって，帰無仮説 },{ SSH に対する conditional error rate は以下のように算出される。 

𝑃𝑃0 ��𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 ,𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆�

𝑆𝑆̅ � ∈ 𝑅𝑅|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 ,𝑇𝑇

�𝑘𝑘𝑆𝑆�
′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
�

𝑆𝑆̅′ � 

= 𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 𝑑𝑑𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′� + 𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆�
𝑆𝑆̅ > 𝑑𝑑𝑆𝑆̅|𝑇𝑇

(𝑘𝑘𝑆𝑆�
′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

𝑆𝑆̅′ � − 𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 𝑑𝑑𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′�𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆�
𝑆𝑆̅ > 𝑑𝑑𝑆𝑆̅|𝑇𝑇

(𝑘𝑘𝑆𝑆�
′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

�̅�𝑆′ � 

= 02604.002085.002604.002085.0 ×−+  

= 04635.0  

試験デザイン変更前の conditioning event と conditional error rate は下表のようにまとめられる。

， ， は各帰無仮説に対する棄却限界値とする。 

帰無仮説 SH SH SSSS HHH ∩=},{

conditioning 
event 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′ 𝑇𝑇
(𝑘𝑘𝑆𝑆�

′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

𝑆𝑆̅′ �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆′ ,𝑇𝑇

(𝑘𝑘𝑆𝑆�
′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

𝑆𝑆̅′ � 

conditional 
error rate 

𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 𝑐𝑐𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′� 𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆�
𝑆𝑆̅ > 𝑑𝑑𝑆𝑆̅|𝑇𝑇

(𝑘𝑘𝑆𝑆�
′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
)

𝑆𝑆̅′ � 𝑃𝑃0 ��𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 ,𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆�

𝑆𝑆̅ � ∈ 𝑅𝑅|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 ,𝑇𝑇

�𝑘𝑘𝑆𝑆�
′
,𝑘𝑘𝑆𝑆�

′′
�

𝑆𝑆̅′ � 

中間解析でサブグループ を中止した場合は，サブグループ S のイベント数を𝑘𝑘𝑆𝑆から𝑘𝑘�𝑆𝑆に増

加させることもできる。このとき，type I error を制御するために，試験デザイン変更後の棄却限

界値�̃�𝑐𝑆𝑆は CRP の原理に基づき以下の条件を満たす値として算出される。 

𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑆𝑆
𝑆𝑆 > �̃�𝑐𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑆𝑆

𝑆𝑆′� ≤ min�𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 𝑐𝑐𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′� ,𝑃𝑃0 ��𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 ,𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆�

𝑆𝑆̅ � ∈ 𝑅𝑅|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑠𝑠
𝑆𝑆′ ,𝑇𝑇

(𝑘𝑘𝑠𝑠�
′,𝑘𝑘𝑠𝑠�

′′
)

𝑆𝑆̅′ ��  式(1) 

ここで𝑃𝑃0(∙)は帰無仮説のもとでの確率，𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑆𝑆
𝑆𝑆 は最終解析時でのサブグループ 𝑆𝑆 の𝑘𝑘� 𝑆𝑆イベントに基

づく log-rank 検定統計量，𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 𝑐𝑐𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆′� = 1 −Φ[(𝑐𝑐𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆′(obs))/�𝑘𝑘𝑆𝑆′]である。

Sc Sd R

S
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臨床試験事例（非小細胞肺癌）：CRP の原理による棄却限界値の調整 

事前に規定した 110
~
=Sk が観察された時点で，最終解析を実施する。log-rank 検定統計量

𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑠𝑠
𝑆𝑆′ =5.8742，𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑆𝑆

𝑆𝑆 =13.4888 と𝑘𝑘�𝑆𝑆′=39 が得られたとすると，最終解析での境界値 Sc~ は，式(1)

より以下の条件が成り立つ。

𝑃𝑃0 �𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑆𝑆
𝑆𝑆 > �̃�𝑐𝑆𝑆|𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑆𝑆

𝑆𝑆′ = 5.8742� ≤ min(0.05365,0.04635)=0.04635 

また，𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑆𝑆
𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑠𝑠

𝑆𝑆′と𝑇𝑇𝑘𝑘� 𝑠𝑠
𝑆𝑆′は独立であることから，𝑘𝑘�𝑆𝑆′′=110-39=71 より以下の式が成り立つ。 

04635.0]71/)8742.5~[(1 =−Φ− SC

上記の式より， 0415.20~ =Sc が求まる。𝑍𝑍𝑘𝑘� 𝑆𝑆
𝑆𝑆 > 20.0415

√110
= 1.9109の場合に帰無仮説 SH を棄却

する。これは P<0.028 に対応する。実際に得られた結果は𝑇𝑇𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑆𝑆 = 13.4888，𝑍𝑍𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑆𝑆 = 1.286，

P=0.0992 であり， SH は棄却されなかった。 

4.3. まとめ 

アダプティブエンリッチメントデザインは，試験治療の集団全体での治療効果に加え，厳密な

type I error のコントロールの下，試験治療が最も有効である BM に基づく部分集団を同時に検証

することができる。前項に示したアダプティブエンリッチメントデザインは，先行研究からある

１つの BM の有用性が既に強く示唆されており，その BM によって陽性と陰性に分類される場合

に適用可能である。BM の陽性と陰性の集団間で治療効果に大きな差がある場合には，中間解析

結果に基づいてエンリッチメントを決定し，同質で感度の高い集団に絞り込むことは，検証試験

の成功確率の向上だけでなく，リソースの軽減につながる。

このようなアダプティブシームレス第 2/3 相試験デザインはより効率的に薬剤開発を行える可

能性を有している。しかし，試験デザインが複雑になることで，被験者登録や薬剤供給等，試験

運用に大きな制約と負担がかかる。また，スポンサーは第 2 相試験パートの解析結果に対して盲

検化される必要があるため，エンリッチメントや第 3 相試験パートへの移行を判断するための独

立データモニタリング委員会（IDMC）を設置する必要がある。さらに本試験を開始するまでに，

エンリッチメントや第 3 相試験パートへの移行基準を含めた試験計画を確定し，第 2/3 相試験全

体を完了するのに必要なリソースも特定しておかなくてはならない。アダプティブシームレス第

2/3 相試験デザインを効率的に適用するためには，多額の第 3 相試験のコストが生じ始める前に

意思決定を行えるように，第 2 相試験では短期間で観察されるエンドポイントに基づき早期に第

3 相試験パートへの移行を決定できるようにする必要がある。短期間で観察されるエンドポイン

トが利用できない限り，アダプティブシームレス第 2/3 相試験デザインを適用することは適切で

はない。
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これらの方法は他の領域，time-to-event 以外のエンドポイントにも応用可能である。閉手順の

原理，多重性の調整の手順は，複数の部分集団がある試験にも適用可能である。しかし，複数の

集団が第 3 相試験パートに進む，もしくは部分集団間に相互依存関係がある場合は第 3 相試験パ

ートへの移行基準が複雑になる。積仮説の多重性調整には Hochberg 補正を用いているが，積仮説

の各仮説下で検定される集団間に相関がある場合には 2 変量に基づく正確な方法 21を適用するこ

とも可能である。Hochberg 補正は，積仮説の各仮説下で検定される集団間に相関を考慮しないこ

とでやや保守的になる。Posch ら（2000）は様々な検定の併合法や多重性調整法を提案している24。

Hochberg 補正は”splitting the alpha”タイプの方法と比較する上では良い挙動が示されている25。 

Mehta らは 4.2 項の手法（MDSI）と Jenkins らの手法（JSJ）をシミュレーションにより性能比

較している 23。MDSI と JSJ の違いを表 4-2 にまとめた。 

表 4-2  MDSI と JSJ の違い 

帰無仮説 type I error の補正方法 

JSJ 
(Jenkins et al., 2011) 𝐻𝐻𝐹𝐹 ,𝐻𝐻𝑆𝑆 

combination test 
(inverse-normal combination test) 

MDSI 
(Mehta et al., 2014) 𝐻𝐻𝑆𝑆 ,𝐻𝐻𝑆𝑆̅ conditional error rate 

シミュレーションでは両手法の性能比較を𝐻𝐻𝐹𝐹と𝐻𝐻𝑆𝑆に対する検出力をもって行うため，MDSIで

は𝐻𝐻𝑆𝑆と𝐻𝐻𝑆𝑆̅の両方が棄却されたときのみ𝐻𝐻𝐹𝐹を検定することとして，厳密にtype I errorを制御してい

る。実際に𝐻𝐻𝑆𝑆と𝐻𝐻𝑆𝑆̅の両方が棄却されたときは全て𝐻𝐻𝐹𝐹が棄却されており，𝐻𝐻𝐹𝐹の検定に対する実質

的な検出力低下は発生していない。

シミュレーションにおける被験者の登録率を 5 例/month とし，Mehta ら（2014）の臨床試験事

例と同様に𝑘𝑘𝑆𝑆 = 𝑘𝑘𝑆𝑆̅ = 70，𝑘𝑘𝑆𝑆̅′ =37 の設定のもと，1 群 80 例とした。中間解析では各群 40 例登録

された時点とし，𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆̅ < 0.5かつ𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆 > 0.5であれば 𝑆𝑆̅ への登録を中止することにする。もし，𝑆𝑆̅ へ

の登録を中止した場合は，𝑘𝑘𝑆𝑆 = 70を𝑘𝑘� 𝑆𝑆 = 120に増加させる。シミュレーションの反復回数を

100,000 回とし，𝐻𝐻𝑅𝑅𝑆𝑆 = 0.5のもと𝐻𝐻𝑅𝑅𝑆𝑆̅ を 0.5 から 1 の間で変動させた。シミュレーションの結果，

BM の予測性能が良い（𝐻𝐻𝑅𝑅𝑆𝑆̅ が 1 に近い）ときに MDSI が JSJ に比べて検出力が高く，治療効果

が BM に依存していない（𝐻𝐻𝑅𝑅𝑆𝑆̅ が 0.5 に近い）ときに JSJ が MDSI に比べて検出力が高かった。

一般に conditional error rate による方法は combination test に比べて，数値計算が複雑になるが，

Friede らのシミュレーション研究では，conditional error rate による方法は combination test に比べ

て，検出力がやや高い（約 5%）ことが報告されている26。 
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5. 仮想事例を用いての比較

本章では，Matsui らの第 3 相試験デザインと Jenkins らのアダプティブシームレス第 2/3 相試験

デザインによる検出力を仮想の状況下で比較する。

5.1. シミュレーションにおける仮定 

以下のような 2 群比較の検証的デザインを考える。プライマリーエンドポイントは全生存期間

（OS）であり，症例数は 600 例（1 群 300 例）規模の試験を想定する。Jenkins らのアダプティブ

シームレス第 2/3 相試験デザインでは，Stage 1 に 200 例組み入れ，Stage 2 に 400 例組み入れるこ

とを想定する。BM の陽性割合は 50%と仮定する。Time to event 試験の検出力はイベント数で決

まるため，イベント数は両デザイン共に 400（陽性例で 200，陰性例で 200 とする）と設定する。

ただし Jenkis らのデザインでは Stage 1 のイベント数を 150，Stage 2 のイベント数は，Stage 1 で

Co-primary 集団又は全体集団  (𝐹𝐹) が選択された場合は 250，部分集団 (𝑆𝑆) が選択された場合は 125

とする。この設定では全体集団のイベント数は Stage 1 と Stage 2 の合計で 400，陽性例で 200 と

なり，両デザインのイベント数はどの集団を選択されても等しく設定している。

なお Matsui ら（2014）の第 3 相試験デザインの Fallback 及び Treatment-by-biomarker interaction

の有意水準は BM の陽性割合に依存する（3.4 及び 3.5 章参照）。本シミュレーションでの BM の

陽性割合は 50%と仮定しているため，Matsui ら（2014）に従い，Fallback における有意水準 α1及

び α2を片側 1.5%及び 1.4%，Treatment-by-biomarker interaction における有意水準 αINT，α3及び α4

を片側 10%，1.3%及び 1.67%と設定し，各デザインの試験全体の type I error rate を 5%未満になる

ように設定した。
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表 5-1 シミュレーションにおける設定 

論文 Matsuiら Jenkinsら 

デザイン ランダム化比較試験（2群） ランダム化比較試験（2群） 

プライマリー

エンドポイント

OS OS（ただし，中間解析時にPFSの結果を基

に，対象集団をCo-primary Population，Full 

populationのみ，Sub populationのみ，及び無

効中止を判断する）

症例数 600例（1群300例） 600例（1群300例）。ただしStage 1は200例， 

Stage 2は400例 

イベント数 400（陽性と陰性でそれぞれ200ずつ） Stage 1のイベント数は150，Stage 2のイベン

ト数は，Stage 1でCo-primary又はFull 

populationが選択された場合は250，Sub 

poplationが選択された場合は125。 

BM陽性割合 50% 50% 

有意水準又は

判断基準

Fixed Sequence1 及び2の有意水準は片側

2.5%。MaSTは陽性例に対しては片側

2.2%，有意だった場合は陰性例に対して片

側2.5%，有意でなかった場合は全体で片側

0.3%，Fallbackの全体の有意水準は片側

1.5%，有意でなかった場合はBM陽性集団

の有意水準は片側1.4%，

Treatment-by-biomarker interactionの交互作

用項の有意水準は片側10%，交互作用項が

有意だった場合は陽性例に対して有意水

準片側1.3%，有意でなかった場合は全体で

片側1.67%とする。 

最終解析の有意水準は片側2.5%。 

中間解析時の判断基準はFull populationの

HRを0.9，Sub populationのHRを0.7と設定

し，どちらも上回った場合はFutilityによる

中止，どちらも下回った場合はCo-primary 

analysisとして継続とする 

その他特記事項 PFSとOSの相関は0.7と設定 
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本シミュレーションの設定は，3 通りの異なる状況を想定して行った。 

Pattern 1. 陽性例に対して有効であり，陰性例に対してもやや有効である場合 

ハザード比：（陽性群, 陰性群）=（0.6, 0.8） 

Pattern 2. 陽性例に対して非常に有効であるが陰性例に対して全く効果がない場合 

ハザード比：（陽性例, 陰性例）=（0.5, 1.0） 

Pattern 3. 陽性例にも陰性例にも同程度に有効である場合 

ハザード比：（陽性例, 陰性例）=（0.75, 0.75） 

5.2. シミュレーション結果の比較 

以下にシミュレーション結果を示す。なお，「第 3 相試験デザイン」の表中の「Population」と

は各 Statistical Plan で選択される集団を示しており，「Overall」は陽性例と陰性例を合わせた全患

者集団が選択される場合を，「BM positive」とは BM 陽性例が選択される場合を意味し，「No 

assertion」とはどの集団も選択されない場合（試験の失敗）を意味する。また，「Success」とは

全患者集団（Overall）が選択される確率と BM 陽性例（BM positive）が選択される確率を加えた

もの，つまり試験の成功確率を意味する。ただし，何が成功であるのかの定義は難しいので，こ

のシミュレーション上ではこのように定義にしている。一方，「第 2/3 相試験 (Jenkins)」の表中

の 1 行目には，試験全体の Power を太字で，また stage 1（中間解析）での意思決定（Co-primary 

population を選択，Sub population のみを選択，Full population のみを選択，無効中止）を示す。2

行目以降に，その stage 1 の意思決定に対して，stage 2 終了時（すなわち試験終了時）の検定の評

価結果（𝐻𝐻0  を採択，𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却，𝐻𝐻0𝐹𝐹  を棄却，𝐻𝐻0𝐹𝐹&𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却）とその確率を示す。例えば，stage 

1 で Co-primary population を選択した場合，試験最終時点で検定の評価は 4 つ（𝐻𝐻0  を採択，𝐻𝐻0𝑆𝑆 を

棄却，𝐻𝐻0𝐹𝐹  を棄却，𝐻𝐻0𝐹𝐹&𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却）あるが，stage 1 で Sub population を選択した場合，Full population

の評価はないので試験最終時点で検定の評価は 2 つのみ（𝐻𝐻0  を採択，𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却）となる。した

がって「第 2/3 相試験 (Jenkins)」の試験全体の Power とは，stage 1 の意思決定後に帰無仮説を棄

却できる確率をすべて足し合わせたもの（すなわち表中の 6 列目の「合計」の𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却，𝐻𝐻0𝐹𝐹  を

棄却，𝐻𝐻0𝐹𝐹&𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却する確率を合計したもの）である。 

Pattern 1 の設定では，陽性集団の真の HR が 0.6 と効果が高いため，陽性集団は確実に選択され

る必要がある。一方，陰性集団では陽性集団ほど効果は高くないものの，HR が 0.8 と効果がみら

れる傾向にあるため，陰性集団も選択される確率が高い方が良いデザインと言える。ただし，陰
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性集団の選択に関してはその薬剤が置かれている状況により変わり得るため，一概に陰性例を選

択することが正しいとは言えないことに注意が必要である。試験成功となる検出力は第 3 相試験

のいずれの手法（Fixed-Sequence 1 から Treatment-by-biomarker interaction まで）でも 95%を超えて

いたが，全患者集団が選択される検出力は Fallback が 93.5%と最も高く，Fixed-Sequence 2 も 90%

を超えている。陽性集団が選択される検出力は Fixed-Sequence 1 及び MaST が同程度に高く，60%

程度であった。Pattern 1 の設定では，他剤との位置づけを明確にするために BM 陽性集団を積極

的に選択するのか，BM 陰性例でもやや効果は低いものの臨床的に意味のある差があると判断し，

全患者集団を積極的に選択するかによって取り得るべき試験デザインは異なった方が良いと言

える。一方，第 2/3 相試験（Jenkins）デザインでの試験成功となる検出力は 89.1%と第 3 試験の

いずれの手法ほど高い確率ではないものの約 90%近い確率が得られた。また Pattern 1 の設定下で

は全患者集団と陽性集団の両方を選択する可能性が一番高かった。 

 

表 5-2 シミュレーション結果（Pattern 1） ハザード比：（陽性群, 陰性群）=（0.6, 0.8） 

第3相試験 

Statistical Plan Population Power Trial % 

Fixed-Sequence 1 Overall 34.6 Success 95.1 

 
BM positive 60.5 False 4.9 

  No assertion 4.9     

Fixed-Sequence 2 Overall 92.6 Success 95.1 

 
BM positive 2.5 False 4.9 

  No assertion 4.9     

MaST Overall 35.8 Success 95.8 

 
BM positive 60.0 False 4.2 

  No assertion 4.2     

Fallback Overall 93.5 Success 96.9 

 
BM positive 3.4 False 3.1 

  No assertion 3.1     

Treatment-by-biomarker interaction Overall 41.4 Success 96.7 

 
BM positive 55.3 False 3.3 

  No assertion 3.3     
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第2/3相試験 (Jenkins) 

Power=89.13 Co-primary 

population 

を選択

Sub population 

のみを選択

Full population 

のみを選択

無効中止 合計

𝐻𝐻0  を採択 1.34 0.11 1.33 8.09 10.87 

𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却 0.88 1.76 - - 2.64 

𝐻𝐻0𝐹𝐹  を棄却 1.21 - 20.72 - 21.93 

𝐻𝐻0𝐹𝐹&𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却 64.56 - - - 64.56 

合計 67.99 1.87 22.05 8.09 100 

Pattern 2 の設定では，陽性集団の真の HR が 0.5 と非常に効果が高く，一方，陰性集団では効果

が見られないため，陽性集団のみが選択される確率が高い方が良いデザインと言える。試験成功

となる検出力は第 3 相試験のいずれの手法も 100%近い検出力が得られたが，Fixed-Sequence 2，

Fallback では陰性集団に全く効果がないにも関わらず，全患者集団が選択されてしまう確率が高

かった。これは陽性集団の割合が 50%と高いため，全集団での検定を実施する手順の手法ではそ

の確率が高くなると考えられる。陰性集団の効果が期待できない場合は，Fixed-Sequence 1 又は

MaST のデザインを用いるべきである。ただし，そもそも陰性集団に効果が認められない（又は

認められないと期待される）のであれば，陽性集団にエンリッチするデザインの方が症例数も少

なくなり，結果として試験期間も短縮することができる。一方，第 2/3 相試験（Jenkins）デザイ

ンでの試験成功となる検出力は 91.8%と第 3 試験のいずれの手法ほど高い確率ではないものの約

90%以上の確率が得られた。しかしながら，Stage 1（第 2/3 相試験の第 2 相パート）で co-primary 

population を選択して，その後，Stage 2（第 3 相パート）後に𝐻𝐻0𝐹𝐹と𝐻𝐻0𝑆𝑆 の両方の帰無仮説を棄却

する確率が約 75%と一番高く，陽性集団を選択するという観点では正しいデザインではないと言

える。
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表 5-3 シミュレーション結果（Pattern 2）  ハザード比：（陽性群, 陰性群）=（0.5, 1.0） 

第3相試験 

Statistical Plan Population Power Trial % 

Fixed-Sequence 1 Overall 2.8 Success 99.9 

BM positive 97.1 FALSE 0.1 

No assertion 0.1 

Fixed-Sequence 2 Overall 93.7 Success 99.9 

BM positive 6.2 False 0.1 

No assertion 0.1 

MaST Overall 2.8 Success 99.9 

BM positive 97.1 False 0.1 

No assertion 0.1 

Fallback Overall 90.6 Success 99.8 

BM positive 9.3 False 0.2 

No assertion 0.2 

Treatment-by-biomarker interaction Overall 1.5 Success 99.8 

BM positive 98.3 False 0.2 

No assertion 0.2 

第2/3相試験 (Jenkins) 

Power=91.80 Co-primary 

population 

を選択

Sub population 

のみを選択

Full population 

のみを選択

無効中止 合計

𝐻𝐻0  を採択 0.52 0.04 0.61 7.03 8.20 

𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却 4.31 6.35 - - 10.66 

𝐻𝐻0𝐹𝐹  を棄却 0.02 - 5.82 - 5.84 

𝐻𝐻0𝐹𝐹&𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却 75.30 - - - 75.30 

合計 80.15 6.39 6.43 7.03 100 

Pattern 3 の設定では，陽性集団，陰性集団ともに真の HR が 0.75 と同等の効果であるため，全

患者集団が選択される確率が高いデザインの方が良いデザインと言える。Pattern 3 の設定下では，

試験として成功する検出力は第 3 試験のデザイン間でばらつきが見られ，Treatment-by-biomarker 

interaction が最も高く 80.0%，次いで Fallback の 79.1%であり，その他のデザインは 70%にも達し
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なかった。全患者集団が選択される検出力も同様に Treatment-by-biomarker interaction及び Fallback

が 70%を超え，その他のデザインは全患者集団が選択される検出力も，陽性例が選択される検出

力も高くなかった。陽性集団，陰性集団ともに HR が 0.75 と期待される場合，単純な（アダプテ

ィブではない）第 3 相試験を実施した場合，陽性集団のイベント数 200 と全患者集団のイベント

数 400（全患者集団）での検出力はそれぞれ 53%，82%である。これらと比較した場合，陽性集

団の部分集団での比較を第 1 の検定（1 番目に検定する集団）とする Fixed-Sequence 1，2 及び

MaST の性能は，単純な第 3 相試験の検出力より悪くなることが分かる。また全体集団での検討

を第 1 の検定とする Fallback（ただし有意水準は全体と陽性集団で分割するため有意水準は 5%よ

りも小さくなる）が Fixed Sequence や MaST よりも性能が良くなることは，全体集団の検出力が

高いため一目瞭然である。Treamment by biomarker interaction が最も良いのも，陽性・陰性の交互

作用が有意になる確率は低く，その後，全体集団で検定をするため検出力が最も高くなるのも自

然である。しかしながら，陽性集団も陰性集団も差がないと期待されるのであれば，初めから all 

comer の試験デザインにする方が効率は良いし，例え BM を選択する場合であっても全体集団で

の検定を最初に持って来るMaSTのようなデザインが良いと言える。一方，第 2/3相試験（Jenkins）

デザインでの試験成功となる検出力は 66.3%と Fixed-Sequence 1 及び 2 よりも高く，MaST と同じ

くらいであった。𝐻𝐻0𝑆𝑆 のみを棄却する確率は低く，正しい選択ができているが，𝐻𝐻0𝐹𝐹のみを棄却す

る確率，𝐻𝐻0𝐹𝐹と𝐻𝐻0𝑆𝑆 の両方を棄却する確率が同程度あり，陽性集団と陰性集団で差がないことが想

定される場合には積極的に選択することは難しいと考えられる。
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表 5-4 シミュレーション結果（Pattern 3） ハザード比：（陽性群, 陰性群）=（0.75, 0.75） 

第3相試験 

Statistical Plan Population Power Trial % 

Fixed-Sequence 1 Overall 28.6 Success 53.4 

BM positive 24.8 False 46.6 

No assertion 46.6 

Fixed-Sequence 2 Overall 51.6 Success 53.4 

BM positive 1.8 False 46.6 

No assertion 46.6 

MaST Overall 43.0 Success 66.6 

BM positive 23.6 False 33.4 

No assertion 33.4 

Fallback Overall 77.2 Success 79.1 

BM positive 2.0 False 20.9 

No assertion 20.9 

Treatment-by-biomarker interaction Overall 70.4 Success 80.0 

BM positive 9.6 False 20.0 

No assertion 20.0 

第2/3相試験 (Jenkins) 

Power=66.30 Co-primary 

population 

を選択

Sub population 

のみを選択

Full population 

のみを選択

無効中止 合計

𝐻𝐻0  を採択 6.55 0.39 9.04 17.72 33.70 

𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却 0.36 0.59 - - 0.95 

𝐻𝐻0𝐹𝐹  を棄却 7.23 - 32.76 - 39.99 

𝐻𝐻0𝐹𝐹&𝐻𝐻0𝑆𝑆 を棄却 25.36 - - - 25.36 

合計 39.50 0.98 41.80 17.72 100 

以上より，第 3 相試験とアダプティブシームレス第 2/3 相試験を比較した場合，試験の成功確

率（検出力）はいずれのパターンでも第 3 相試験デザインに比べて約 10%程度低下することが分

かった。しかしながらアダプティブシームレス第 2/3 相試験の性質上，第 2 相パートでは all comer

で患者集団を選択する相であるため，検出力が低下するのはある意味当然の結果であると思われ
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る。そのリスク以上に，第 2 相試験の実施を省略することによる時間的なメリットがある場合に

は用いることも可能である。

6. 総括

医薬品には常に，より高い有効性とより高い安全性の追求が必要であり，「適切な患者」に，

「適切な量」の，「適切な薬剤」を，「適切なタイミング」で提供するための情報の要求が今後

さらに高まっていくことは明らかである。被験者毎の医薬品の有効性・安全性を高い精度で推測

するための重要な情報源として期待される BM であるが，Quantitatlve Systems Pharmacology やオ

ミクス等の技術の発達により，作用機序の下流にあり有効性予測に有用な BM や作用機序に直接

関係しない off target の安全性予測に有用な BM を見出すことが可能となってきている27, 28。しか

しながら，そうした BM の適切な運用方法を設定し，またそれが臨床的に真に有用であることを

科学的に立証することは必ずしも容易ではない。本報告書では，探索段階において見出された BM

候補の適格性を開発プログラムの中の薬剤の検証試験において薬剤の効果と同時に評価するた

めの試験デザインをいくつか紹介した。しかしながら，ここに挙げたような方法論を用いるとし

ても未だ解決しなければならない課題は多い。まず，BM が 2 値で区分されるものでない場合，

対応を変えるためのサブグループの数とそれを分割するための適切な閾値を決めなければなら

ない。また，BM によって分割されるサブグループそれぞれにおける当該薬剤の有効性と安全性

を推測し，その推測に基づき適切な試験デザインを選択する必要があるが，ここでの推測と現実

との乖離が大きければ，試験の失敗（主要目的が達成できない，試験規模が不必要に大きい等）

に直結する。そのため，こうした意思決定にはベイズ的なアプローチの適応も検討されている29。

また，アダプティブ・アプローチを用いることで，試験デザインにある程度のフレキシビリティ

を持たせることも可能であり，本報告書で紹介した試験デザイン以外にも BM を用いた試験デザ

インが複数，実際に適用されている30。ただし，アダプティブ・アプローチでは，中間解析での

仮説検定に閉検定手順（Closed testing procedures）を組み合わせることなどにより，多重比較によ

る増大する type I error を制御する必要がある。さらに，アダプティブ・アプローチにおいては，

ほとんどの場合はどの患者集団にするのかを試験を実施しながら検証していくというアダプテ

ィブエンリッチメントと呼ばれるデザインになる。4.1 章や 4.2 章で説明したように，試験の途中

で試験の選択基準や必要なイベント数（サンプルサイズ）を変更することが可能となる。しかし

ながら，統計学的に type I error をコントロールすることはもちろんのこと，試験のバイアスの混

入を防ぐことやオペレーションの観点から予測されることを防ぐことも非常に重要な課題とな

る。このように試験のインテグリティーを保つためには，試験デザインや仮説の一部を変更する

ことを事前に計画し，治験実施計画書に明記する必要があり，詳細な手順を解析計画書等に記載

し，その手順通りに実施していくことが要求される。したがって，BM の陽性率等が予想したも

のと異なっていたり，症例の登録スピードが遅かったり，イベントの発現が当初より遅れていた
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りといった様々なことを想定して事前にシミュレーションを実施して，試験前に（試験中でも可

能な限り早い時期）試験の変更計画（Modification Plan）を作成し，規制当局と事前に議論して進

める必要がある。

FDA は 2017 年に「高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-H）又はミスマッチ修復機構の

欠損（deficient mismatch repair: dMMR）の固形がん」を対象として，免疫チェックポイント阻害

薬である抗 PD-1 抗体ペムブロリズマブについて迅速承認を行った31。この承認は，原発部位では

なく，バイオマーカーで薬剤が承認された世界初のものである。他に，個別化医療に関する試験

デザインの最近の話題として master protocol がある32。次世代シーケンサーを用いたマルチプレッ

クス診断により，複数の分子標的薬に対応する BM を同時に測定し，その結果に基づき投与薬剤

を決定する場合において，単一のプロトコール（master protocol）で適切な薬剤の効果を探索的に

確認する試験デザインが提案されている。また，癌種を限定せず特定の BM を有する集団に対し

て，その BM に適した薬剤を用いる試験なども実施されている。このように複数の薬剤を単一の

プロトコールで実施する場合には複数の企業が協力して適切な BM と薬剤の組み合わせを探索す

る必要があり，その枠組みや方法論等については引き続き検討が必要である。以上のように，本

報告書では個別化医療用医薬品開発のための検証試験デザインについて事例を交えて紹介して

きたが，その実装が容易ではないことは想像に難くない。しかしながら，医薬品のポテンシャル

（より高い有効性とより高い安全性）を最大限に発揮するために，こうした BM を考慮した臨床

試験は，今後いっそう不可欠なものとなっていくであろう。また，本報告書に示した開発後期の

検証試験のみならず，臨床開発の早期や市販後にも，こうした変化の波が広がっていくことが予

想される。そのためにも山積した課題を速やかに解決し，患者や医師等に必要な情報を提供でき

るようにしなければならない。個別化医療を目指した臨床開発では，科学的な観点，倫理的な観

点はもちろんのこと，試験の成功確率，事業性の評価や臨床試験のオペレーション等，さまざま

観点から開発計画を作成することとなるが，その適切性の確保のためには，その中心的な役割を

統計家が担わなければならない。症例数の設計と臨床試験の解析をするだけでなく，臨床開発計

画への直接の関与及び結果の解釈についてますます統計家の役割が大きくなると言えよう。
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付録 シミュレーション用プログラム (SAS 9.4 for Windows 対応) 

1) Adobe Reader 等で PDF を開くと左側にクリップのアイコンが表示されます。

2) クリップのボタンを押すと，添付ファイルが表示され，Open（開く），Save（保存）などの

操作が可能となります。

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  
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/*-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Title: Program to Simulate PhaseII/III Seamless Trial with Subgroup Selection and PFS / OS interaction - new design (v1.0)                                   
 Author: JPMA データサイエンス部会 タスクフォース5	

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 
				  
 Definition of Arguments:

 npat				=number of patients recruited in first stage
 cut				=cutoff of number of deaths to trigger first OS analysis analysis
 cutP				=cutoff of number of progressions to trigger interim analysis
 npat2			=number of patients recruited for second stage
 cut2				=number of second stage deaths (not inc. those in first stage) to trigger second OS analysis
 npat2s			= number of extra patients recruited for second stage if continue in S only
 cut2s			= total number of events (not inc. those in first stage) to trigger final analysis if continue in S only
 p					=proportion of patients in designated subgroup
 HRSP			=PFS hazard ratio treatment vs control in subgroup patients
 HRTP			=PFS hazard ratio treatment vs control in non-subgroup patients
 HRSS			=OS hazard ratio treatment vs control in subgroup patients
 HRTS			=OS hazard ratio treatment vs control in non-subgroup patients
 median			=median overall survival time (months) for control patients
 medianPFS	=median PFS for control patients
 corr				=correlation between PFS and OS generation variables
 recper1		=recruitment period for uniform recruitment of stage 1 patients
 recper2		=recruitment period for uniform recruitment of stage 2 patients
 recruit			=time (in months) of starting recruitment for stage 2
 HRboundF		=continue in F if interim HR is less than this
 HRboundS		=continue in S if interim HR is less than this

 note:
 PF21			=2nd stageのfullpopulation
 PS211			=2nd stageのSub population（in case which co-primary or full population is selected at 1st stage）
 PS221			=2nd stageのsub populaton（in case which only sub-population is selected at 1st stage）
 logrank test by using phreg model ties option "discrete".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

dm "log;clear;out;clear;";
options nonotes;

%macro jenkins(seed=, sim=, npat=, cut=, cutP=, npat2=, cut2=, npat2s=, cut2s=, p=, 
				HRSP=, HRTP=, HRSS=, HRTS=, median=, medianPFS=, corr=, recper1=, recper2=, recruit=,
				HRboundF=, HRboundS=);
/*1st stageデータセットの作成---------------------------------------------------------------------------*/
data survival;
	call streaminit(&seed.);
	censorP=0;/*PFSの打ち切りフラグ*/
	censor=0;/*OSの打ち切りフラグ*/
	/*test = w1**2 + w2**2;*/ /*重みのつけ方が間違っていないかの確認*/
	tau = (&corr.*(log(2)/&median.))/(1-&corr.);
	do sim=1 to &sim.;
		do n = 1 to &npat.;
			dummy = rand("uniform"); 
			dummy_sub =rand("uniform");
			rnd = rand("uniform");
			t = rand("exponential");
			arrivetime = dummy*&recper1.;
			if 0<= rnd < 0.5 then treat=1;else treat=0;	
			if dummy_sub < &p. then subgroup=1; else subgroup=0;
				timeBSS = t / (-log(0.5)/&median.);/*survival times with given baseline median*/
			if treat=0 then do;
				timeS = timeBSS;
			end;
			if treat=1 then do;
				if subgroup=1 then timeS = timeBSS / &HRSS.;
				else if subgroup=0 then timeS =  timeBSS / &HRTS.;
			end;
			k= rand("poisson",tau*timeBSS);			
			t1 = rand("gamma",1+k);
				timePBS = t1/((-log(0.5)/&median.) +tau);/*PFS with basecase*/
			if treat =0 then do;
				timeP = timePBS;
			end;
			if treat=1 then do;
				if subgroup=1 then timeP = timePBS / &HRSP.; 
				else if subgroup=0 then timeP =  timePBS / &HRTP.;
			end;
			timeP = timeP*&medianPFS. / &median.;
			timeS = max(timeS,timeP);
			tottimeP = timeP + arrivetime;
			tottimeS = timeS + arrivetime;
		output;
		end;
	end;
run;

proc sort data=survival;by sim tottimeP;run;
data survival;
	set survival; by sim;
	retain event_key 0;
 	if first.sim then event_key = 0;
 		event_key = event_key + 1;
  	output;
run;

proc sort data=survival;by sim event_key;run;
data survival;set survival;
	if event_key > &cutP. then censorP=1;
run;

data survival_cutoffp;set survival;by sim;
	if event_key=&cutP.;
	cutoffP=tottimeP;
	keep sim cutoffP;
run;

data survival;set survival;
	merge survival survival_cutoffp;
	by sim;
run;

data survival;set survival;
	if tottimeP > cutoffP then tottimeP=cutoffP;
	timeP=tottimeP-arrivetime;
run;

/*データセットの作成:完了---------------------------------------------------------------------------*/

/*Cox回帰パート start-------------------------------------------------------------------------------*/
proc sort data = survival;by sim ;run;
ods listing close;
ods output ParameterEstimates = outhrd_f;
/*ods output CensoredSummary = outcens;*/ /*PFSのcensorの分布確認用*/
proc phreg data=survival; by sim;
	model timeP*censorP(1) = treat/ rl ties=discrete;
run;
ods output close;
ods listing;

proc sort data = survival;by sim subgroup;run;

ods listing close;
ods output ParameterEstimates = outhrd_s;
/*ods output CensoredSummary = outcens;*/ /*PFSのcensorの分布確認用*/
proc phreg data=survival; by sim subgroup;
	model timeP*censorP(1) = treat/ rl ties=discrete;
run;
ods output close;
ods listing;

/*Cox回帰パート end----------------------------------------------------------------------------------*/

/*continuation decision------------------------------------------*/
proc transpose data = outhrd_s(where=(subgroup=1)) out=work.outhrd_1s prefix=hrd_s;
	by sim;
	id subgroup ;
	var HAZARDRATIO;
run;

proc transpose data = outhrd_f out=work.outhrd_1f prefix=hrd_f;
	by sim;
	var HAZARDRATIO;
run;

data outhrd1;
	merge outhrd_1s outhrd_1f;
	by sim;
run;

data cont; set outhrd1;
	if hrd_f1 < &HRboundF. and hrd_s1 < &HRboundS. then flag_cont=0;/*Continue to second stage with coprimary populations*/
	else if hrd_f1 > &HRboundF. and hrd_s1 < &HRboundS. then flag_cont=1;/*Continue in subgroup only*/
	else if hrd_f1 < &HRboundF. and hrd_s1 > &HRboundS. then flag_cont=2;/*Continue to second stage in Full population only*/
	else flag_cont=4;/*Stop for futility*/
run;

/*---------------------------------------------------------------*/

/*OSのp値を算出する*/
proc sort data=survival;by sim tottimeS;
data survival;
	set survival; by sim;
 	retain event_keys 0;
   	if first.sim then event_keys = 0;
 		event_keys = event_keys + 1;
	output;
run;

data survival_cutoffs;set survival;by sim;
	if event_keys=&cut.;
	cutoffS=tottimeS;
	keep sim cutoffS;
run;

data survival;set survival;
	merge survival survival_cutoffs;
	by sim;
run;

data survival;set survival;
	if tottimeS > cutoffS then censor=1;
run;

data survival;set survival;
	if tottimeS > cutoffS then tottimeS=cutoffS;
	timeS=tottimeS-arrivetime;
run;

proc sort data = survival;by sim;run;
ods listing close;
ods output ParameterEstimates = outhrd_OS_f;
/*ods output CensoredSummary = outcens_OS_f;*/ /*PFSのcensorの分布確認用*/
proc phreg data=survival; by sim;
	model timeS*censor(1) = treat/ rl ties=discrete;
run;
ods output close;
ods listing;

proc sort data = survival;by sim subgroup;run;
ods listing close;
ods output ParameterEstimates = outhrd_OS_s;
/*ods output CensoredSummary = outcens_OS_s;*/ /*PFSのcensorの分布確認用*/
proc phreg data=survival; by sim subgroup;
	model timeS*censor(1) = treat/ rl ties=discrete;
run;
ods output close;
ods listing;

/*p-value for OS at 1st stage*/
data outhrd_OS_1s;
	set outhrd_OS_s(where=(subgroup=1));
	if ESTIMATE > 0 then sgn = 1; else sgn=-1;
	z1 = sgn*sqrt(CHISQ);
	pvalue_s1=cdf("normal" ,z1,0,1);
	keep SIM ESTIMATE PROBCHISQ CHISQ sgn z1 pvalue_s1;
run;

data outhrd_OS_1f;
	set outhrd_OS_f;
	if ESTIMATE > 0 then sgn = 1; else sgn=-1;
	z1 = sgn*sqrt(CHISQ);
	pvalue_f1=cdf("normal" ,z1,0,1);
	keep SIM ESTIMATE PROBCHISQ CHISQ sgn z1 pvalue_f1;
run;

data outhrdOS;
	merge outhrd_OS_1s outhrd_OS_1f;
	by sim;
	keep sim pvalue_s1 pvalue_f1;
run;

data contflag_pvalue;
	merge cont outhrdOS;
	by sim;
	rename HRD_S1=PFS_HR_S 
 		HRD_F1=PFS_HR_F
		PVALUE_S1=PS1
		PVALUE_F1=PF1;
run;

data contflag_pvalue;
	set contflag_pvalue;
	PFS1=min(2*min(PF1,PS1),max(PF1,PS1));/*Global null hypoに対する調整p値：hochberg*/
run;


/*1st stageの要約------------------------------------------------------------------------------------*/
/*Cutoff timeの平均値を算出する：確認用*/
proc means data=survival;
	var cutoffP; 
	output out=cutoffP MEAN=meancutP;
run;

data survival;
	merge survival cutoffP(keep=meancutP);
run;

data survival(drop=meancutP_);set survival;
	retain meancutP_;
	if _n_=1 then meancutP_=meancutP;
	if meancutP=. then meancutP=meancutP_;
	output;
run;

data survival_d(keep=sim totc totdeath); set survival;by sim;
	retain totc 0;
	if first.sim then totc=0;
	totc=totc + censor;
	totdeath=&npat.-totc;
	if last.sim then  output;
run;

data survival;
	merge survival survival_d;
	by sim;
run;

proc sort data=survival;
	by sim subgroup;
run;

data survival_sd(keep=sim subgroup tots totsc totsdeath); set survival;by sim subgroup;
	retain totsc tots 0;
	if first.subgroup then do;
 		totsc=0;
 		tots=0;
	end;
	tots=tots+1;
	totsc=totsc + censor;
	totsdeath=tots-totsc;
 	if last.subgroup then  output;
 	if subgroup=1;
run;

data survival;
	merge survival survival_sd(where=(subgroup=1));
	by sim;
run;

/*temporary datasetを削除*/
proc datasets lib=work;
	delete survival_: cutoffp;
;
run;

/*stage 2 start-----------------------------------------------------------------------------------------*/
/*stage 2 recruitment begins*/
data survival2;/*full population*/
	call streaminit(&seed.);
	censor2=0;
	censor2s=0;
	do sim=1 to &sim.;
		do n = 1 to &npat2.;
 			dummy2 = rand("uniform"); 
			dummy2_sub = rand("uniform"); 
			rnd2 = rand("uniform");
			t2 = rand("exponential");
 			arrivetime2 = dummy2*&recper2.;
			arrivetime2 = arrivetime2 + &recruit.;
			if 0<= rnd2 < 0.5 then treat2=1;else treat2=0;	
			if dummy2_sub < &p. then subgroup2=1; else subgroup2=0;
			fullpop_flag="yes";
			if n <= &npat2s. then sonlypop="yes";
			else  sonlypop="no";
			/*tの生成*/
			time2BSS = t2 / (-log(0.5)/&median.);/*survival times with given baseline median*/
			if treat2=0 then do;
				time2S = time2BSS;
				time2SS = time2BSS;
			end;
			if treat2=1 and fullpop_flag="yes" then do;
				if subgroup2=1 then time2S = time2BSS / &HRSS.;
				else if subgroup2=0 then time2S =  time2BSS / &HRTS.;
			end;
			if treat2=1 and sonlypop="yes" then do;/*1st stageでSonlyが選択された場合*/
				time2SS = time2BSS / &HRSS.;
			end;
			else if sonlypop="no" then do 
				time2SS=.;
/*				censor2s=.;*/
			end;
			tottime2S = time2S + arrivetime2;
			if time2SS^=. then 	tottime2SS = time2SS + arrivetime2;
			else tottime2SS=.;
			output;
		end;
	end;
run;

/*cutoff periodの特定とcensoringフラグの特定*/
proc sort data=survival2;by sim tottime2S;run;
data survival2;
	set survival2; by sim;
	retain event_key_f 0;
  	if first.sim then event_key_f = 0;
   		event_key_f = event_key_f + 1;
  	output;
run;

proc sort data=survival2;by sim event_key_f;run;
data survival2;set survival2;
	if event_key_f > &cut2. then censor2=1;
run;

/*Co or Fullの場合におけるtimeSの処理*/
data survival_cutoff2s;set survival2;by sim;
	if event_key_f=&cut2.;
	cutoff2S=tottime2S;
	keep sim cutoff2S;
run;

data survival2;set survival2;
	merge survival2 survival_cutoff2s;
	by sim;
run;

data survival2;set survival2;
	if tottime2S > cutoff2S then tottime2S=cutoff2S;
	time2S=tottime2S-arrivetime2;
run;

proc sort data=survival2;by sim tottime2SS;run;
data survival2_;
 	set survival2(where=(sonlypop="yes")); by sim;
 	retain event_key_s 0;
  	if first.sim then event_key_s = 0;
  		event_key_s = event_key_s + 1;
 	output;
run;

proc sort data=survival2_;by sim event_key_s;run;
data survival2_;set survival2_;
	if event_key_s > &cut2s. then censor2s=1;
run;

/*Sの場合のtimeSの処理*/
data survival_cutoff2ss;set survival2_;by sim;
	if event_key_s=&cut2s.;
	cutoff2SS=tottime2SS;
	keep sim cutoff2SS;
run;

data survival2_;set survival2_;
	merge survival2_ survival_cutoff2ss;
	by sim;
run;

data survival2_;set survival2_;
	if tottime2SS > cutoff2SS then tottime2SS=cutoff2SS;
	time2SS=tottime2SS-arrivetime2;
run;

proc sort data=survival2;by sim n;run;
proc sort data=survival2_;by sim n;run;
data survival2;
	merge survival2 survival2_;
	by sim n;
run;

/*OSのp値を算出する*/
proc sort data = survival2;by sim;run;
ods listing close;
ods output ParameterEstimates = outhrd_OS_2f;
/*ods output CensoredSummary = outcens_OS_2f;*/ /*PFSのcensorの分布確認用*/
proc phreg data=survival2; by sim;
	model time2S*censor2(1) = treat2/ rl ties=discrete;
run;
ods output close;
ods listing;

proc sort data = survival2;by sim subgroup2;run;
ods listing close;
ods output ParameterEstimates = outhrd_OS_2s1;
/*ods output CensoredSummary = outcens_OS_s;*/ /*PFSのcensorの分布確認用*/
proc phreg data=survival2; by sim subgroup2;
	model time2S*censor2(1) = treat2/ rl ties=discrete;
run;
ods output close;
ods listing;

/*select S only*/
proc sort data = survival2;by sim sonlypop;run;
ods listing close;
ods output ParameterEstimates = outhrd_OS_2s2;
/*ods output CensoredSummary = outcens_OS_s;*/ /*PFSのcensorの分布確認用*/
proc phreg data=survival2(where=(sonlypop="yes")); by sim;
	model time2SS*censor2s(1) = treat2/ rl ties=discrete;
run;
ods output close;
ods listing;

data outhrd_OS_2s1;
	set outhrd_OS_2s1(where=(subgroup2=1));
	if ESTIMATE > 0 then sgn = 1; else sgn=-1;
	z1 = sgn*sqrt(CHISQ);
	ps211=cdf("normal" ,z1,0,1);
	keep SIM ESTIMATE PROBCHISQ CHISQ sgn z1 ps211;
run;

data outhrd_OS_2f;
	set outhrd_OS_2f;
	if ESTIMATE > 0 then sgn = 1; else sgn=-1;
	z1 = sgn*sqrt(CHISQ);
	pf21=cdf("normal" ,z1,0,1);
	keep SIM ESTIMATE PROBCHISQ CHISQ sgn z1 pf21;
run;

data outhrd_OS_2s2;
	set outhrd_OS_2s2;
	if ESTIMATE > 0 then sgn = 1; else sgn=-1;
	z1 = sgn*sqrt(CHISQ);
	ps221=cdf("normal" ,z1,0,1);
	keep SIM ESTIMATE PROBCHISQ CHISQ sgn z1 ps221;
run;

data pvalue;
	merge outhrd_OS_2f outhrd_OS_2s1 outhrd_OS_2s2;
	by sim;
	keep sim pf21 ps211 ps221;
run;

data pvalue;
	set pvalue;
	PFS2=min(2*min(PF21,PS211),max(PF21,PS211));/*Global null hypoに対する調整p値：hochberg*/
run;

data result;
	merge contflag_pvalue pvalue;
	by sim;
run;

/*final Decision----------------------------------------------------------------------------*/

data final_decision;
	set result;
 	/*w1sq and w2sq= squared weights for stage 1 and stage 2 in combination test, must sum to 1*/
 	w1 = sqrt(&cut./(&cut. + &cut2.));
	w2 = sqrt(&cut2./(&cut. + &cut2.));
 	c2 = 1.96;
 	/*重み付き逆正規法によりp値を統合*/
 	if flag_cont=0 then do ;/*Co-primary population was selected*/
  		if(w1*probit(1-pfs1)+w2*probit(1-pfs2)) >= c2 and (w1*probit(1-pf1)+w2*probit(1-pf21)) >= c2 and (w1*probit(1-ps1)+w2*probit(1-ps211)) >= c2  then do;
			result = 3;
		/*Reject H0 in full and would have done in subgroup as well*/
  		end;
  		else if (w1*probit(1-pfs1)+w2*probit(1-pfs2)) >= c2 and (w1*probit(1-pf1)+w2*probit(1-pf21)) >= c2  then do;
   			result = 2;/*Reject H0 in full population*/
  		end;
  		else if (w1*probit(1-pfs1)+w2*probit(1-pfs2)) >= c2 and (w1*probit(1-ps1)+w2*probit(1-ps211)) >= c2  then do;
   			result = 1;/*Reject H0 in Subgroup Only*/
  		end;
  		else result = 0;/*Do not reject Ho*/
 	end;
 	else if flag_cont=1 then do;
  		if (w1*probit(1-pfs1)+w2*probit(1-ps221)) >= c2 and (w1*probit(1-ps1)+w2*probit(1-ps221)) >= c2  then do;
   			result = 1;/*Reject Ho in Subgroup Only*/
  		end;
  		else result = 0;/*Do not reject H0*/
 	end;
 	else if flag_cont=2 then do;
  		if (w1*probit(1-pfs1)+w2*probit(1-pf21)) >= c2 and (w1*probit(1-pf1)+w2*probit(1-pf21)) >= c2  then do;
   			result = 2;/*Reject H0 in full population*/
  		end;
  		else result = 0;/*Do not reject H0*/
 	end;
	else if flag_cont=4 then result = 0;/*Do not reject H0*/
run;

proc format;
 value cont
             0="coprimary population decision"
			 1="only continued in subpopulation then decision"
			 2="only continued in full population then decision"
			 4="stopped for futility then no rejections";
 value rest 
             0="Do not reject Ho"
 			 1="Reject Ho in sub-population"
			 2="Reject Ho in full population"
			 3="Reject Ho in full and would have done in subgroup as well";
run;

proc freq data =final_decision;
	table  result*flag_cont / norow nocol ;
	format flag_cont cont. result rest.;
run;

%mend;

/*table III：Control of type-I error under H0---------------------------------------------------------------------------------*/
title"Jenkins Table iii in correlation between OS and PFS 0.1";
%jenkins(seed=1, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=1, HRTP=1, HRSS=1, HRTS=1, median=12, medianPFS=4, corr=0.1, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=10000, HRboundS=10000);

title"Jenkins Table iii in correlation between OS and PFS 0.2";
%jenkins(seed=2, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=1, HRTP=1, HRSS=1, HRTS=1, median=12, medianPFS=4, corr=0.2, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=10000, HRboundS=10000);

title"Jenkins Table iii in correlation between OS and PFS 0.3";
%jenkins(seed=3, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=1, HRTP=1, HRSS=1, HRTS=1, median=12, medianPFS=4, corr=0.3, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=10000, HRboundS=10000);

title"Jenkins Table iii in correlation between OS and PFS 0.4";
%jenkins(seed=4, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=1, HRTP=1, HRSS=1, HRTS=1, median=12, medianPFS=4, corr=0.4, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=10000, HRboundS=10000);

title"Jenkins Table iii in correlation between OS and PFS 0.5";
%jenkins(seed=5, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=1, HRTP=1, HRSS=1, HRTS=1, median=12, medianPFS=4, corr=0.5, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=10000, HRboundS=10000);

title"Jenkins Table iii in correlation between OS and PFS 0.6";
%jenkins(seed=6, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=1, HRTP=1, HRSS=1, HRTS=1, median=12, medianPFS=4, corr=0.6, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=10000, HRboundS=10000);

title"Jenkins Table iii in correlation between OS and PFS 0.7";
%jenkins(seed=7, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=1, HRTP=1, HRSS=1, HRTS=1, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=10000, HRboundS=10000);

title"Jenkins Table iii in correlation between OS and PFS 0.8";
%jenkins(seed=8, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=1, HRTP=1, HRSS=1, HRTS=1, median=12, medianPFS=4, corr=0.8, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=10000, HRboundS=10000);

title"Jenkins Table iii in correlation between OS and PFS 0.9";
%jenkins(seed=9, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=1, HRTP=1, HRSS=1, HRTS=1, median=12, medianPFS=4, corr=0.9, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=10000, HRboundS=10000);


/*table IV：Expected proportions of trial outcomes for three decision rules----------------------------------------------------------------*/
title"Jenkins Table iv in Decision rule1 and case1";
%jenkins(seed=10, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=0.6, HRTP=0.8, HRSS=0.6, HRTS=0.8, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=0.9, HRboundS=0.7);

title"Jenkins Table iv in Decision rule1 and case2";
%jenkins(seed=11, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=0.5, HRTP=0.9, HRSS=0.5, HRTS=0.9, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=0.9, HRboundS=0.7);

title"Jenkins Table iv in Decision rule2 and case1";
%jenkins(seed=12, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=0.6, HRTP=0.8, HRSS=0.6, HRTS=0.8, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=0.8, HRboundS=0.8);

title"Jenkins Table iv in Decision rule2 and case2";
%jenkins(seed=13, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=0.5, HRTP=0.9, HRSS=0.5, HRTS=0.9, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=0.8, HRboundS=0.8);

title"Jenkins Table iv in Decision rule3 and case1";
%jenkins(seed=14, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=0.6, HRTP=0.8, HRSS=0.6, HRTS=0.8, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=0.8, HRboundS=0.6);

title"Jenkins Table iv in Decision rule3 and case2";
%jenkins(seed=15, sim=10000,npat=300, cut=250, cutP=200, npat2=800, cut2=500, npat2s=400, cut2s=250, p=0.25, 
			HRSP=0.5, HRTP=0.9, HRSS=0.5, HRTS=0.9, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=0.8, HRboundS=0.6);


/*----------------------s----------------------------------------------------------------*/
title"(1) BM+のHR=0.6，BM-のHR=0.8";
%jenkins(seed=16, sim=10000,npat=200, cut=150, cutP=100, npat2=400, cut2=250, npat2s=200, cut2s=125, p=0.5, 
			HRSP=0.6, HRTP=0.8, HRSS=0.6, HRTS=0.8, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=0.9, HRboundS=0.7);

title"(2) BM+のHR=0.5，BM-のHR=1.0";
%jenkins(seed=17, sim=10000,npat=200, cut=150, cutP=100, npat2=400, cut2=250, npat2s=200, cut2s=125, p=0.5, 
			HRSP=0.5, HRTP=1.0, HRSS=0.5, HRTS=1.0, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=0.9, HRboundS=0.7);

title"(3) BM+のHR=0.75，BM-のHR=0.75";
%jenkins(seed=18, sim=10000,npat=200, cut=150, cutP=100, npat2=400, cut2=250, npat2s=200, cut2s=125, p=0.5, 
			HRSP=0.75, HRTP=0.75, HRSS=0.75, HRTS=0.75, median=12, medianPFS=4, corr=0.7, recper1=12, recper2=18, recruit=12,
			HRboundF=0.9, HRboundS=0.7);
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************************************************************* 初期設定;
/****** 中央値の設定 ******/
*BM positive;
%let medpa=200; *Active;
%let medpc=100;  *Control;  

*BM negative;
%let medna=100;  *Active;
%let mednc=100;  *Control;  
/**************************/

/** BM+(-)のPopulation比率の設定 **/
%let pa=0.5;

/** Fall backにおけるAlphaの設定
* alpha2の設定条件
pa=0.1 -> alpha2=0.011
pa=0.3 -> alpha2=0.012
pa=0.5 -> alpha2=0.014
****************************/
%let alpha1=0.015;
%let alpha2=0.014;
/***************************/
/** Treatment-by-biomarker interactionにおけるAlphaの設定 **/
%let alphaint=0.1;
%let alpha3=0.0167;
%let alpha4=0.0130;
/**********************************************************/


/** 1群あたりの組み入れ数の設定 **/
%let N=300;

/** Totalのイベント数の設定 **/
%let E=400;

/** Simulation回数 **/
%let Sim=5000;
************************************************************** 設定終わり;

proc format; 
  value pcutoff low-<0.025='OK' 0.025- high='NG' ;
  value population 1='Overall' 2='BM positive' 3='No assertion';
  value trial 1='Success' 2='False';
run; 

/****** 疑似データの生成 (以下流すだけ) ******/
options nosource2 nonotes;
%macro mkdat(TRT,seed_p,seed_n);
  *BM positive;
    data dpa;
      length BM $30;
      keep s i OS censor Treat BM BMn; 
      do s=1 to &sim;
        do i=1 to int(&N*&pa);
          lambda=(-1)*(1/&&medp&TRT)*log(1/2);
          OS=ranexp(&seed_p)/lambda;
          censor=0;
          *censor=rand('Binomial',0.1,1);             *Censorなしを想定;
          Treat="&TRT";                               *Active:1, Control:0;
          BM='Positive';
          BMn=1;                                      *Positive:1, Negative:2;
          output;
        end;
      end;
    run;

  *BM negative;
    data dna;
      keep s i OS censor Treat BM BMn; 
      do s=1 to &sim;
        do i=int(&N*&pa)+1 to &N;           
          lambda=(-1)*(1/&&medn&TRT)*log(1/2);
          OS=ranexp(&seed_n)/lambda;
          censor=0;
          *censor=rand('Binomial',0.1,1);             *Censorなしを想定;
          Treat="&TRT";                               *Active:1, Control:0;
          BM='Negative';
          BMn=2;                                      *Positive:1, Negative:2;
          output;
        end;
      end;
    run;

    data dat_&TRT;
      set dpa dna;
    run;
%mend;

%mkdat(A,4649,4989);
%mkdat(C,1223,3221);


data simdat_;
  set dat_a dat_c;
  length test $50;
  test=compress(Treat||'_'||BM);
  if treat="C" then i=i+&N;
proc sort data=simdat_;by s BMn BM OS;run;


/***********************************
指定したイベント数のための加工

OSの短い順から採用し，
指定したイベント数に到達した場合，
以降のOSは最終イベントのOSと同値とし，
Censoringする
(途中のCensoringはしない)。
***********************************/
data simdat;
  set simdat_;
  by s BMn;
  retain bi OS2;
  bi+1;
  if first.BMn=1 then bi=1;
  if &E/2>=bi then OS2=OS;
  if &E/2<bi then censor=1;
  drop bi;
run;


*** Calcuration Hazard ratio ;
ods listing close;
ods noresults;
ods graphics off;
proc phreg data=simdat;
  class treat;
  model OS2*censor(1)=treat/ties=exact;
  by s BMn BM;
  ods output ParameterEstimates=param;
run;
*ods graphics on;
ods results;
ods listing;

*** Hazard ratio を対数化 ;
data param2;
  set param;
  Theta=log(HazardRatio);
  keep s BMn BM HazardRatio Theta test;
run;

proc transpose data=param2 out=param3 prefix=Theta;
  var Theta;
  by s;
  id BMn;
run;

*** 検定統計量の算出 ;
data param4;
  set param3;
  *分散;
  vposi=4/int(&E*&pa);     *Positive;
  vnega=4/int(&E*(1-&pa)); *Negative;
  vall=4/(&E);             *Overall;
  *z値;
  zp=theta1/sqrt(vposi);   *Positive;
  zn=theta2/sqrt(vnega);   *Negative;
  zall=(sqrt(vall)*theta1/vposi)+(sqrt(vall)*theta2/vnega); *Overall;
  zint=(theta1-theta2)/sqrt(vposi+vnega);  *Interactionのz値;
  *p値;
  cdfp=cdf('norm',zp);     *Positive;
  cdfn=cdf('norm',zn);     *Negative;
  cdfall=cdf('norm',zall); *Overall;
  cdfint=cdf('norm',zint); *Interaction;
run;


*** 各 Analysis Plan の判定;
data judge;
  set param4;
  *Fixed-sequence 1;
  if cdfp<0.025 then do;
    if cdfn<0.025 then FS1p=1;
    else FS1p=2;
  end;
  else FS1p=3;
  if FS1p=1 or FS1p=2 then FS1t=1;
  else FS1t=2;

  *Fixed-sequence 2;
  if cdfp<0.025 then do;
    if cdfall<0.025 then FS2p=1;
    else FS2p=2;
  end;
  else FS2p=3;
  if FS2p=1 or FS2p=2 then FS2t=1;
  else FS2t=2;

  *MaST;
  if cdfp<0.022 then do;
    if cdfn<0.025 then MaSTp=1;
    else MaSTp=2;
  end;
  else do;
    if cdfall<0.003 then MaSTp=1;
    else MaSTp=3;
  end;
  if MaSTp=1 or MaSTp=2 then MaSTt=1;
  else MaSTt=2;

  *Fallback;
  if cdfall<&alpha1 then FBp=1;
  else do;
    if cdfp<&alpha2 then FBp=2;
    else FBp=3;
  end;
  if FBp=1 or FBp=2 then FBt=1;
  else FBt=2;

  *Treatment-by-biomarker interaction;
  if cdfint<&alphaint then do;
    if cdfp<&alpha4 then TBBp=2;
    else TBBp=3;
  end;
  else do;
    if cdfall<&alpha3 then TBBp=1;
    else TBBp=3;
  end;
  if TBBp=1 or TBBp=2 then TBBt=1;
  else TBBt=2;
run;

options missing='';
data result;
  delete;
run;


%macro mktable(plan,label);
  data judge2;
    set judge;
    Population=&plan.p;
    Trial=&plan.t;
  run;

  proc freq data=judge2 noprint;
    table population/out=out1;
    table trial/out=out2;
  run;

  data out1;
    length PLAN $50;
    set out1;
    PLAN="&label";
    POWER1=percent;
    format POWER1 8.1;
    label POWER1='Power of population (%)';
    keep plan power1 population;
  run;

  data out2;
    length PLAN $50;
    set out2;
    PLAN="&label";
    POWER2=percent;
    format POWER2 8.1;
    label POWER2='Power of trial (%)';
    keep plan power2 trial;
  run;

  data out3;
    merge out1 out2;
  run;

  data result;
    set result out3;
    format population population.;
    format trial trial.;
  run;
%mend;

%mktable(FS1,Fixed sequence 1);
%mktable(FS2,Fixed sequence 2);
%mktable(MaST,MaST);
%mktable(FB,Fallback);
%mktable(TBB,Treatment-by-biomarker interaction);









