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1. RMSTの症例数設計の方法 
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一般的な症例数設計 

連続型確率変数の2群間の差 
   

𝑁𝑁 = (1 + 𝑓𝑓)
𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄ + 𝑧𝑧𝛽𝛽

2

(𝜇𝜇1 − 𝜇𝜇0)2 𝜎𝜎12/𝑓𝑓 + 𝜎𝜎02⁄
 

 
 
 
 
 
 

RMSTの差も基本的に同じだが，打ち切りを 
考慮することが必要 
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𝜇𝜇𝑔𝑔：群𝑔𝑔の平均， 𝜎𝜎𝑔𝑔2：群𝑔𝑔の分散， 
𝛼𝛼：両側有意水準，1 − 𝛽𝛽：検出力， 
𝑧𝑧𝑎𝑎：標準正規分布の上側100𝑎𝑎%点， 
𝑓𝑓：割付比（実薬群／対照薬群） 
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症例数設計の概要 

目的：2群間のRMSTの差を検出すること 
 

Royston and Parmer (2013)を参照 
 

実際の臨床試験では，境界時間𝜏𝜏内の打ち切り 
発生により分散が増加 

 

シミュレーションを用いて打ち切りを想定した分散を
計算し，対応する必要症例数を計算 
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計算手順（1） 

1. 症例数設計で想定する分布及び期間等を
決める． 

 

各治療群の生存時間分布（例えば、区分指数分布を仮定） 

境界時間𝜏𝜏 
被験者の登録期間及び追跡期間 
単位時間あたりの打ち切り発生割合 
被験者の登録時期の分布 
症例数の割付比 
有意水準，検出力 
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計算手順（2） 

2. 各治療群の生存時間分布及び境界時間𝜏𝜏の設定
に基づき，各群のRMST 𝜇𝜇𝑔𝑔 = 𝜇𝜇𝑔𝑔 𝜏𝜏 ，𝑋𝑋 𝜏𝜏 の分散

𝜎𝜎𝑔𝑔2 = 𝜎𝜎𝑔𝑔2 𝜏𝜏 を計算する． 
  

症例数の割付比，有意水準及び検出力の設定に
基づき，境界時間𝜏𝜏内での打ち切りが発生しないと
仮定した，必要症例数𝑁𝑁（両群）を計算する． 

𝑁𝑁 = (1 + 𝑓𝑓)
𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄ + 𝑧𝑧𝛽𝛽

2

(𝜇𝜇1 − 𝜇𝜇0)2 𝜎𝜎12/𝑓𝑓 + 𝜎𝜎02⁄
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𝛼𝛼：両側有意水準，1 − 𝛽𝛽：検出力， 
𝑧𝑧𝑎𝑎：標準正規分布の上側100𝑎𝑎%点， 
𝑓𝑓：割付比（実薬群／対照薬群） 
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計算手順（3） 
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3. 登録期間，登録時期の分布，追跡期間及び打ち切り
発生を考慮したモンテカルロ・シミュレーションを行う． 
1. シミュレーションの各繰り返し𝑠𝑠 = 1, … ,𝑀𝑀 に 

ついて，RMSTの標準誤差 𝜎𝜎� 𝜇𝜇�𝑔𝑔,𝑠𝑠  を推定する． 
2. RMSTの分散の調整係数 𝜙𝜙𝑔𝑔,𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝜎𝜎� 𝜇𝜇�𝑔𝑔,𝑠𝑠 /𝜎𝜎𝑔𝑔

から，RMSTの分散 𝜎𝜎𝑔𝑔,𝑠𝑠
2 = 𝜙𝜙𝑔𝑔,𝑠𝑠

2 𝜎𝜎𝑔𝑔2 を計算する 
（𝑚𝑚：シミュレーションでの各群の症例数）． 

3. 打ち切りを考慮した必要症例数𝑁𝑁𝑠𝑠を計算する． 
  

𝑁𝑁𝑠𝑠 = (1 + 𝑓𝑓)
𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄ + 𝑧𝑧𝛽𝛽

2

(𝜇𝜇1 − 𝜇𝜇0)2 𝜎𝜎1,𝑠𝑠
2 /𝑓𝑓 + 𝜎𝜎0,𝑠𝑠

2⁄
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計算手順（4） 

4. 打ち切りを考慮した必要症例数𝑁𝑁𝑠𝑠の平均及び 
標準誤差を計算する． 
  

標準誤差は次式で求める．標準誤差はシミュレー
ションの結果が安定しているかどうかを確認する 
ために求める． 
  

シミュレーションの標準誤差が実用上十分に 
小さいと考えられるシミュレーション回数𝑀𝑀を選ぶ． 

SE 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 𝑁𝑁𝑠𝑠の標本分散 /𝑀𝑀   
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2. SASマクロの紹介 
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SASマクロの紹介 

タスクフォースにて，必要症例数を計算するSAS 
マクロを作成 

 

SASマクロは報告書に掲載されています 
 

他，RのSSRMSTパッケージによる計算も可能 
（Horiguchi et al. (2017)） 
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SASマクロの入力引数（1） 
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引数 説明 
P1, P0 引数timeに対応する実薬群及び対照薬群の生存

割合のベクトル 
time 区分指数分布の区分時間 
tau 境界時間𝜏𝜏 
enroll 被験者の登録期間 
follow 被験者の追跡期間（被験者の登録が終了した時

点から観察終了までの期間） 
loss 単位時間あたりのランダム打ち切りの発生割合

（単位は%），デフォルトは両群0% 
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SASマクロの入力引数（2） 
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引数 説明 
r 登録時期の分布のパラメータ，デフォルトは1 
ratio 症例数の割付比（実薬群：対照薬群）， 

デフォルトは1:1 
sig_level 両側有意水準𝛼𝛼，デフォルトは0.05 
power 検出力1 − 𝛽𝛽，デフォルトは0.8 
seed シミュレーションでの乱数のシード， 

デフォルトは123 
ss_sim シミュレーションでの各群の症例数𝑚𝑚， 

デフォルトは10,000 
iteration シミュレーションの繰り返し数𝑀𝑀，デフォルトは50 

※ ss_sim及びiterationのデフォルト値は，Royston and Parmer (2013)の推奨による 
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生存時間分布 

1. 指数分布 2. 区分指数分布 
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単純なモデルを仮定 
• 区分が1つの区分指数分布 

例：遅発効果を仮定 
• 対照群は指数分布 
• 実薬群はある時点まで対照群と 

同じ，それ以降で効果を発現 
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打ち切りのルール 
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登録期間 追跡期間 

イベント時点 

登録時点 

打ち切り時点 

境界時間以降でイベントが 
発生している場合， 
境界時間で打ち切り 

追跡期間終了時点でイベントが 
観察されていない場合， 

追跡期間終了時点で打ち切り 

イベントよりも前に打ち切りが 
発生している場合，打ち切り 

※ 打ち切りの発生は
指数分布に従うと仮定 

境界時間 
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登録時期の分布 

登録時期の分布関数 

𝐹𝐹 𝑡𝑡;𝜃𝜃, 𝑟𝑟 =
𝑡𝑡
𝜃𝜃

𝑟𝑟
, (𝑟𝑟,𝜃𝜃 > 0) 
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• 𝑟𝑟 = 1の場合，一様分布に一致 
• 𝑟𝑟 > 1の場合，試験時期の進捗
に従って登録スピードが増加 

𝜃𝜃：登録期間 

http://www.jpma.or.jp/


出力 
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引数 説明 
MEAN1 実薬群のRMST 
MEAN0 対照薬群のRMST 
VAR1 打ち切りを考慮しない実薬群の𝑋𝑋 𝜏𝜏 の分散 
VAR0 打ち切りを考慮しない対照薬群の𝑋𝑋 𝜏𝜏 の分散 
N 打ち切りを考慮しない必要症例数 
MEAN_N 打ち切りを考慮した必要症例数の 

シミュレーション平均 
SE_N 打ち切りを考慮した必要症例数の 

シミュレーション標準誤差 
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3. 症例数設計の例 
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CheckMate 057試験 Borghaei et al. (2015) 

Overall survival 
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• ハザード比 
   0.73 (96% CI, 0.59–0.89) 
• 24ヶ月RMST 
   13.0 vs 11.3 months 
• 24ヶ月RMSTの差 
   1.7 months (95% CI, 0.4–3.1) 

Hasegawa et al. (2016) 
Pak et al. (2017) 

Borghaei et al. (2015)の 
Figure 1A Overall Survival 

を参照 
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指数分布を仮定したRMST 

指数分布 
生存関数： 𝑆𝑆 𝑡𝑡 = exp −𝜆𝜆𝑡𝑡  

 

𝑋𝑋 𝜏𝜏 の平均（RMST），分散 
 

𝜇𝜇 𝜏𝜏 =
1 − exp −𝜆𝜆𝜏𝜏

𝜆𝜆
 

 

𝜎𝜎2 𝜏𝜏 =
1 − 2𝜆𝜆𝜏𝜏exp −𝜆𝜆𝜏𝜏 − exp −2𝜆𝜆𝜏𝜏

𝜆𝜆2
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指数分布の想定 Pak et al. (2017) 

RMSTの群間差3.0ヶ月 
 14.1ヶ月 vs 11.1ヶ月，境界時間 𝜏𝜏 = 24 
指数分布の下でのRMST 

  𝜇𝜇𝑔𝑔 𝜏𝜏 = 1−exp −𝜆𝜆𝑔𝑔𝜏𝜏
𝜆𝜆𝑔𝑔

  

 

Newton‒Raphson法を用いて， 
（SASコードは報告書に掲載） 

実薬群 𝜆𝜆1 = 0.049088,対照薬群 λ0 = 0.075308 
  

24ヶ月生存割合は， 
 実薬群：exp −0.049088 ∗ 24 = 0.3078597 
 対照薬群：exp −0.075308 ∗ 24 = 0.1640817 
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区分指数分布を仮定したRMST 

区分指数分布 
既知の時点 𝑡𝑡(1), … , 𝑡𝑡(𝑘𝑘)，境界時間 𝜏𝜏 > 𝑡𝑡(𝑘𝑘) 
時間の区分 
𝑡𝑡(0) = 0, 𝑡𝑡(1) , 𝑡𝑡(1), 𝑡𝑡(2) , 𝑡𝑡(2), 𝑡𝑡(3) , … , 𝑡𝑡(𝑘𝑘), 𝑡𝑡(𝑘𝑘+1) = ∞  

時間の区分幅 

𝛿𝛿𝑗𝑗+1 = �
𝑡𝑡(𝑗𝑗+1) − 𝑡𝑡(𝑗𝑗), 𝑗𝑗 < 𝑘𝑘
𝜏𝜏 − 𝑡𝑡(𝑘𝑘), 𝑗𝑗 = 𝑘𝑘 

生存関数 
𝑆𝑆𝑗𝑗+1 𝑡𝑡 = exp −𝐻𝐻𝑗𝑗 exp −ℎ𝑗𝑗+1 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡(𝑗𝑗)  

 ℎ𝑗𝑗+1：区間 𝑡𝑡(𝑘𝑘), 𝑡𝑡(𝑘𝑘+1) の指数ハザード 
𝐻𝐻𝑗𝑗 = ∑ ℎ𝑖𝑖𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 ：時間𝑡𝑡 𝑗𝑗 までの累積指数ハザード 
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区分指数分布を仮定したRMST 

𝑋𝑋 𝜏𝜏 の平均（RMST），分散 

𝜇𝜇 𝜏𝜏 = � exp −𝐻𝐻𝑗𝑗 𝐵𝐵𝑗𝑗+1

𝑘𝑘

𝑗𝑗=0

 

𝜎𝜎2 𝜏𝜏 = 2� exp −𝐻𝐻𝑗𝑗 𝐴𝐴𝑗𝑗+1 + 𝑡𝑡𝑗𝑗𝐵𝐵𝑗𝑗+1

𝑘𝑘

𝑗𝑗=0

− 𝜇𝜇 𝜏𝜏 2 

ただし， 

𝐴𝐴𝑗𝑗+1 =
1

ℎ𝑗𝑗+12 1 − 1 + ℎ𝑗𝑗+1𝛿𝛿𝑗𝑗+1 exp −ℎ𝑗𝑗+1𝛿𝛿𝑗𝑗+1 , 

𝐵𝐵𝑗𝑗+1 =
1 − exp −ℎ𝑗𝑗+1𝛿𝛿𝑗𝑗+1

ℎ𝑗𝑗+1
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区分指数分布の想定 

RMSTの群間差3.0ヶ月 
 14.1ヶ月 vs 11.1ヶ月，境界時間 𝜏𝜏 = 24 
対照薬群：指数分布（λ0 = 0.075308） 
実薬群：0～3ヶ月は対照群と同じ 

3ヶ月以降で治療効果に差 

    𝜇𝜇 𝜏𝜏 = ∑ exp −𝐻𝐻𝑗𝑗 𝐵𝐵𝑗𝑗+1𝑘𝑘
𝑗𝑗=0   

 
Newton‒Raphson法を用いて（SASコードは報告書に掲載）， 
3～24ヶ月の指数ハザードを計算すると，ℎ2 = 0.039219 
24ヶ月生存割合は， 
実薬群：exp −0.075308 ∗ 3 ∗ exp −0.039219 ∗ 21 = 0.3501047 
対照薬群：exp −0.075308 ∗ 24 = 0.1640817 
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各シナリオの設定 時間単位は全て月 
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設定 シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 シナリオ4 
RMST 14.1 vs 11.1 
境界時間 24 
登録期間 11 18 11 11 
追跡期間 15 8 15 15 
ランダム打ち切り 
発生割合 

0 0 1 % 0 

登録時期の 
分布パラメータ 

1 1 1 2 

割付比 1：1 
両側有意水準 5 % 
検出力 90 % 

http://www.jpma.or.jp/


SASマクロの実行 指数分布の場合 

シナリオ1 
 
 
 

 
 

シナリオ2 
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%SS_RMST( 
P1 = 0.3078597, P0 = 0.1640817, 
time = 24, tau = 24, power = 0.9, 
enroll = 11, follow = 15) ; 

%SS_RMST( 
P1 = 0.3078597, P0 = 0.1640817, 
time = 24, tau = 24, power = 0.9, 
enroll = 18, follow = 8) ; 

http://www.jpma.or.jp/


SASマクロの実行 指数分布の場合 

シナリオ3 
 
 
 

 
 

シナリオ4 
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%SS_RMST( 
P1 = 0.3078597, P0 = 0.1640817, 
time = 24, tau = 24, power = 0.9, 
enroll = 11, follow = 15, loss = %str(0.01, 0.01)) ; 

%SS_RMST( 
P1 = 0.3078597, P0 = 0.1640817, 
time = 24, tau = 24, power = 0.9, 
enroll = 18, follow = 8, r = 2) ; 

http://www.jpma.or.jp/


必要症例数の計算結果 指数分布の場合 
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シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 シナリオ4 
RMST 14.1 vs 11.1 
打ち切りを考慮しない
𝑋𝑋 𝜏𝜏 の分散 

74.6325 vs 66.9967 

打ち切りを考慮しない
必要症例数𝑁𝑁 

332 

打ち切りを考慮した必
要症例数のシミュレー
ション平均（上段）， 
標準誤差（下段） 

336 
0.21244 

366 
0.27073 

358 
0.31981 

346 
0.22079 

シミュレーション回数50回で、標準誤差は必要症例数に対して十分に小さい． 
※ 計算時間は，1シナリオあたり30秒未満 
（Windows 7 Pro 32bit, Core i5-2520M 2.50GHz, RAM 4GB） 

http://www.jpma.or.jp/


SASマクロの実行 区分指数分布の場合 

シナリオ1 
 
 

 
 
 

シナリオ2 
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%SS_RMST( 
P1 = %str(0.7977788, 0.3501062), 
P0 = %str(0.7977788, 0.1640817), 
time = %str(3, 24), tau = 24, power = 0.9, 
enroll = 11, follow = 15) ; 

%SS_RMST( 
P1 = %str(0.7977788, 0.3501062), 
P0 = %str(0.7977788, 0.1640817), 
time = %str(3, 24), tau = 24, power = 0.9, 
enroll = 18, follow = 8) ; 
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SASマクロの実行 区分指数分布の場合 

シナリオ3 
 
 

 
 
 

シナリオ4 
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%SS_RMST( 
P1 = %str(0.7977788, 0.3501062), 
P0 = %str(0.7977788, 0.1640817), 
time = %str(3, 24), tau = 24, power = 0.9, 
enroll = 11, follow = 15, loss = %str(0.01, 0.01)) ; 

%SS_RMST( 
P1 = %str(0.7977788, 0.3501062), 
P0 = %str(0.7977788, 0.1640817), 
time = %str(3, 24), tau = 24, power = 0.9, 
enroll = 18, follow = 8, r = 2) ; 
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必要症例数の計算結果 区分指数分布の場合 
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シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 シナリオ4 
RMST 14.1 vs 11.1 
打ち切りを考慮しない
𝑋𝑋 𝜏𝜏 の分散 

84.6029 vs 66.9967 

打ち切りを考慮しない
必要症例数𝑁𝑁 

354 

打ち切りを考慮した必
要症例数のシミュレー
ション平均（上段）， 
標準誤差（下段） 

360 
0.20846 

388 
0.28428 

380 
0.35165 

368 
0.2336 

シミュレーション回数50回で、標準誤差は必要症例数に対して十分に小さい． 
※ 計算時間は，1シナリオあたり30秒未満 
（Windows 7 Pro 32bit, Core i5-2520M 2.50GHz, RAM 4GB） 
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まとめ 

RMSTの群間差を検出するための症例数設計の 
方法を紹介した 

 

打ち切りに関連する仮定（登録・追跡期間，登録時
期の分布，ランダム打ち切り）の設定によって，必要
症例数は変わる 

 

仮定と現実に差があった場合でも安定して結論を得
られるような，症例数設計が重要 
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