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セクション全体セクション全体セクション全体セクション全体

� JPMAJPMAJPMAJPMAレポートレポートレポートレポート (2017) (2017) (2017) (2017) ははははPermutt (2016) Permutt (2016) Permutt (2016) Permutt (2016) の全訳を目的としたもの全訳を目的としたもの全訳を目的としたもの全訳を目的としたも

のではないのではないのではないのではない

� 基本的には基本的には基本的には基本的にはPermuttPermuttPermuttPermutt氏の意見氏の意見氏の意見氏の意見

� 本発表者の意見または補足の場合には適宜本発表者の意見または補足の場合には適宜本発表者の意見または補足の場合には適宜本発表者の意見または補足の場合には適宜 を付しているを付しているを付しているを付している

� 特に特に特に特にPermuttPermuttPermuttPermutt氏の意見であることを強調したい部分には氏の意見であることを強調したい部分には氏の意見であることを強調したい部分には氏の意見であることを強調したい部分には”Permutt”Permutt”Permutt”Permutt氏の氏の氏の氏の

意見意見意見意見””””等をつけて強調した等をつけて強調した等をつけて強調した等をつけて強調した

� 式や定義の番号は式や定義の番号は式や定義の番号は式や定義の番号はJPMAJPMAJPMAJPMAレポートレポートレポートレポート(2017)(2017)(2017)(2017)にしたがうにしたがうにしたがうにしたがう

� 本シンポジウム（特に本シンポジウム（特に本シンポジウム（特に本シンポジウム（特にJPMAJPMAJPMAJPMA担当分）では，担当分）では，担当分）では，担当分）では，Permutt(2016)Permutt(2016)Permutt(2016)Permutt(2016)に記に記に記に記

載されている用語を用いており，載されている用語を用いており，載されている用語を用いており，載されている用語を用いており，ICH E9(R1) step 2 ICH E9(R1) step 2 ICH E9(R1) step 2 ICH E9(R1) step 2 ドキュメンドキュメンドキュメンドキュメン

トで用いられているものと同じ用語が，別の意味で用いられてトで用いられているものと同じ用語が，別の意味で用いられてトで用いられているものと同じ用語が，別の意味で用いられてトで用いられているものと同じ用語が，別の意味で用いられて

いる部分もあるため，注意されたいいる部分もあるため，注意されたいいる部分もあるため，注意されたいいる部分もあるため，注意されたい

� EstimandEstimandEstimandEstimand

� 「欠測」とは「データがないこと」を示す「欠測」とは「データがないこと」を示す「欠測」とは「データがないこと」を示す「欠測」とは「データがないこと」を示す
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参照参照参照参照

� JPMAJPMAJPMAJPMAレポートレポートレポートレポート (2017)(2017)(2017)(2017)
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第3章 Permutt (2016) の解説

3.1 Introduction (Permutt (2016) の1 節)
3.2 因果推論の基本(Permutt (2016) の2 節+補足) 

3.2.1 Causal estimand
3.2.2 因果推論に関する補足

3.2.2.1 治療効果

3.2.2.2 部分集団における因果効果

3.2.2.3 因果効果が推定可能となる条件

3.2.2.4 平均交換可能性についての補足

3.3 Taxonomy of estimand (Permutt (2016) の3 節)
3.3.1 De facto estimand/de jure estimand (Permutt (2016) の3.1.1 節)
3.3.2 Utility (Permutt (2016) の3.1.2 節)
3.3.2.1 [補足1]: 治療と死亡とアウトカムの関係についての整理

3.3.2.2 [補足2]: Utility estimand の計算のための準備(実薬群のみの場合)
3.3.2.3 [補足3]: Utility estimand の具体例(投与群を考慮する場合)
3.3.2.4 [補足4]: 観測された値のみによる群間差

3.3.3 Better-half (Permutt (2016) の3.1.2 節)
3.3.3.1 [補足1]: 本稿執筆者らによるbetter-half estimand の計算

3.3.4 LOCF とMMRM (Permutt (2016) の3.1.3 節)
3.3.5 Means in subsets (Permutt (2016) の3.2 節)

3.4 Some notes on estimation and testing in the regulatory setting (Permutt (2016) の4 節)
3.5 Discussion (Permutt (2016) の5 節)



2.Permutt(20162.Permutt(20162.Permutt(20162.Permutt(2016))))についてについてについてについて
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概要概要概要概要

� National Research Council (National Research Council (National Research Council (National Research Council (以降、以降、以降、以降、NRCNRCNRCNRCと略すと略すと略すと略す)(2010) )(2010) )(2010) )(2010) が公が公が公が公

表されて以来，表されて以来，表されて以来，表されて以来，FDAFDAFDAFDAとスポンサーとの議論において，とスポンサーとの議論において，とスポンサーとの議論において，とスポンサーとの議論において，causal causal causal causal 

estimandestimandestimandestimandという表現が混乱の対象という表現が混乱の対象という表現が混乱の対象という表現が混乱の対象

� FDAFDAFDAFDAののののCDERCDERCDERCDER欠測データワーキンググループが，欠測データワーキンググループが，欠測データワーキンググループが，欠測データワーキンググループが，causal causal causal causal 

estimandestimandestimandestimandをどのように理解しているのか，どのように実装すをどのように理解しているのか，どのように実装すをどのように理解しているのか，どのように実装すをどのように理解しているのか，どのように実装す

べきと考えているか，を示すべきと考えているか，を示すべきと考えているか，を示すべきと考えているか，を示す

� 規制当局とスポンサーが同じ土俵に立って議論ができるよう規制当局とスポンサーが同じ土俵に立って議論ができるよう規制当局とスポンサーが同じ土俵に立って議論ができるよう規制当局とスポンサーが同じ土俵に立って議論ができるよう

，因果推論に基づく明確な定義を与え，様々な状況で使用さ，因果推論に基づく明確な定義を与え，様々な状況で使用さ，因果推論に基づく明確な定義を与え，様々な状況で使用さ，因果推論に基づく明確な定義を与え，様々な状況で使用さ

れうるれうるれうるれうるestimandestimandestimandestimandの候補を，規制上の有用性の観点から分類の候補を，規制上の有用性の観点から分類の候補を，規制上の有用性の観点から分類の候補を，規制上の有用性の観点から分類

提示し議論する提示し議論する提示し議論する提示し議論する

� 連続量連続量連続量連続量アウトカムが，計画された複数の時点で収集されるアウトカムが，計画された複数の時点で収集されるアウトカムが，計画された複数の時点で収集されるアウトカムが，計画された複数の時点で収集される

試験を議論の対象として試験を議論の対象として試験を議論の対象として試験を議論の対象としているいるいるいる
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3. 3. 3. 3. 治療効果の考え方治療効果の考え方治療効果の考え方治療効果の考え方
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アプローチアプローチアプローチアプローチ

� “治療などの効果の影響”を定義するアプローチは“治療などの効果の影響”を定義するアプローチは“治療などの効果の影響”を定義するアプローチは“治療などの効果の影響”を定義するアプローチは

２つある２つある２つある２つある

� 観測値に対してパラメトリックモデルを書き下す観測値に対してパラメトリックモデルを書き下す観測値に対してパラメトリックモデルを書き下す観測値に対してパラメトリックモデルを書き下す

�治療 を割付けた被験者 の観測値について

を考え、

を治療効果とする

� 因果因果因果因果推論（推論（推論（推論（RubinRubinRubinRubin流）流）流）流）

9

以降、こちらの説明を行う



個体治療効果個体治療効果個体治療効果個体治療効果

� は定数定数定数定数 →→→→ 確率変数は割り付け確率変数は割り付け確率変数は割り付け確率変数は割り付け ( : 投与群， ：被験者ID)

� ：実薬群， ：プラセボ群，

� ：実薬が投与された場合の応答， ：プラセボが投与された場合の応答

� 被験者1人に対して， が両方「存在」する

� 実際は投与されていない群のデータも「存在存在存在存在」するが，観測されるのは片方のみ

� 潜在的な結果 (potential outcome)と呼び，定数である

�本シンポジウムでは定数とする（確率変数と扱う文献もある）

� ランダムな割り付けであることは仮定（特に断らなければ 1:1 ）

� の値が決まる前に は決まっており， は「値の決まった

から1つを選ぶだけ」

� 定義定義定義定義 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 個体治療効果個体治療効果個体治療効果個体治療効果

� 被験者被験者被験者被験者 に対してに対してに対してに対して を被験者を被験者を被験者を被験者 の個体治療効果とするの個体治療効果とするの個体治療効果とするの個体治療効果とする(((( ))))
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同一被験者で実薬投与時の応答とプラセボ投与時の応答を比較するという考え方で

治療効果を定義治療効果を定義治療効果を定義治療効果を定義している

ただし，現実世界では，同一被験者に異なる治療を行った

結果を同時に観測することはできない



4.CAUSAL 4.CAUSAL 4.CAUSAL 4.CAUSAL ESTIMANDESTIMANDESTIMANDESTIMAND
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定義定義定義定義

�定義定義定義定義 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. EstimandEstimandEstimandEstimand

� 被験者被験者被験者被験者 に対するに対するに対するに対する の関数で，推定の対象となるの関数で，推定の対象となるの関数で，推定の対象となるの関数で，推定の対象となる

ものをものをものをものをestimandestimandestimandestimandと呼ぶと呼ぶと呼ぶと呼ぶ

�定義定義定義定義 3.2.3. Causal 3.2.3. Causal 3.2.3. Causal 3.2.3. Causal estimandestimandestimandestimand

� 被験者被験者被験者被験者 に対するに対するに対するに対する の重み付き平均で，推定の重み付き平均で，推定の重み付き平均で，推定の重み付き平均で，推定

の対象となるものをの対象となるものをの対象となるものをの対象となるものをcausal causal causal causal estimandestimandestimandestimandと呼ぶと呼ぶと呼ぶと呼ぶ
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の重み付き平均

推定量ではない（未知である）ことに注意

TF4

【注意】

・定義3.2.2, 3.2.3は，本シンポジウムでの定義である

Permutt(2016)では，明確な「定義」は記載されていなかったため，Permutt(2016)の意図をくみ取り定義した

・ICH E9(R1) の estimand と必ずしも一致するとは限らない

・Causal estimandの具体例， causal estimand ではない estimand については後述する



Causal Causal Causal Causal estimandestimandestimandestimandの例の例の例の例

�平均治療効果平均治療効果平均治療効果平均治療効果

� 潜在的な結果の関数潜在的な結果の関数潜在的な結果の関数潜在的な結果の関数

� の関数

� 個体治療効果の重み付き平均個体治療効果の重み付き平均個体治療効果の重み付き平均個体治療効果の重み付き平均

�重みを としている

� ただし，潜在的な結果ただし，潜在的な結果ただし，潜在的な結果ただし，潜在的な結果

はははは全て「存在する」全て「存在する」全て「存在する」全て「存在する」が，が，が，が， のののの片方（割り付け片方（割り付け片方（割り付け片方（割り付けらなかっらなかっらなかっらなかっ

た方）は「た方）は「た方）は「た方）は「観測観測観測観測されない」されない」されない」されない」ためためためため，，，， 計算することはできない計算することはできない計算することはできない計算することはできない
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治療効果を「潜在的な結果の差の平均値」

として考える

Causal estimandの例

TF4



平均治療効果のイメージ平均治療効果のイメージ平均治療効果のイメージ平均治療効果のイメージ
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同じ人で比較同じ人で比較同じ人で比較同じ人で比較

全員に

実薬投与

全員に

プラセボ投与

n人

n人 n人

平均治療効果を考える上で，その群に割付けられたかどうかは不問

TF4

再掲



重要事項重要事項重要事項重要事項

� として（試験治療中止後も考慮して）何を想定するか試験治療中止後も考慮して）何を想定するか試験治療中止後も考慮して）何を想定するか試験治療中止後も考慮して）何を想定するか，，，，は重要

� 試験治療中止後も「投与を継続，レスキュー治療なし」を想定：

� 試験治療中止後は「無治療，レスキュー治療なし」を想定：

� （試験治療中止の有無に関わらず）レスキュー治療を使用してよい状況を

想定：

15

全て「平均治療効果」だが

（一般に）全て意味が異なる

TF4

添え字(1), (3), (6)はMallinckrodt(2013)を参考とした



� 「どのデータを解析に用いるか・どのデータを収集するか」が，「どのデータを解析に用いるか・どのデータを収集するか」が，「どのデータを解析に用いるか・どのデータを収集するか」が，「どのデータを解析に用いるか・どのデータを収集するか」が，

想定によって異なる想定によって異なる想定によって異なる想定によって異なる

どのデータどのデータどのデータどのデータを解析に用いるかを解析に用いるかを解析に用いるかを解析に用いるか？？？？

時間時間時間時間

完了

試験治療中止

レスキュー

治療開始
①①①①

②②②②

①①①①

想定想定想定想定A（（（（試験治療中止後の効果を含めて検討する））））: ①①①①, ②解析に用いる②解析に用いる②解析に用いる②解析に用いる

想定想定想定想定B（（（（試験治療中止後の効果を含めず検討する））））: ①①①①, ②解析に用いない②解析に用いない②解析に用いない②解析に用いない

想定想定想定想定C（（（（試験治療中止後からレスキュー治療開始までの効果は含めて検討する））））: ①①①①解析に用いる解析に用いる解析に用いる解析に用いる, ②解析に用いない②解析に用いない②解析に用いない②解析に用いない

試験中止
試験治療中止

試験治療中止かつ試験中止

試験中止

被被被被

験験験験

者者者者

16
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1

2

3

4

中間事象もしくは試験終了

想定A,B,CはMallinckrodt(2104)ら
を参考とした



ここまでを整理ここまでを整理ここまでを整理ここまでを整理

� はははは定数定数定数定数

� ：実薬を投与された場合の応答， ：プラセボを投与された場合の応答

� 割付 は，確率変数確率変数確率変数確率変数

� ランダムな割付であることを仮定（特に断らなければ 1:1）

� 潜在的な結果 は全て「存在」する

� 実際は投与された群の結果のみが観測される（欠測することもある）

� EstimandEstimandEstimandEstimand （真値）（真値）（真値）（真値）は， 潜在的な結果（観測されない値も使用してよい）を用いて定義さ

れる

�推定量は（実際に割付けられた群の）観測値のみを用いて構成される

� nは「各群の被験者数」ではなく，「両群合わせた被験者数」「両群合わせた被験者数」「両群合わせた被験者数」「両群合わせた被験者数」
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平均治療効果平均治療効果平均治療効果平均治療効果

計算不可能計算不可能計算不可能計算不可能（（（（ の半分の半分の半分の半分は観測されていない）は観測されていない）は観測されていない）は観測されていない）

対象集団全体と考える

本発表では述べていない

推定の対象

(causal estimand)
となりうる

TF4



5. 5. 5. 5. 被験者集団の分類被験者集団の分類被験者集団の分類被験者集団の分類
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分類の仕方分類の仕方分類の仕方分類の仕方

�MMMMの導入の導入の導入の導入

� は被験者は被験者は被験者は被験者 が治療が治療が治療が治療 に割付けられたに割付けられたに割付けられたに割付けられた場合場合場合場合，計画さ，計画さ，計画さ，計画さ

れた最終評価時点の結果れた最終評価時点の結果れた最終評価時点の結果れた最終評価時点の結果 がががが観測される観測される観測される観測されることを表すことを表すことを表すことを表す

� は被験者は被験者は被験者は被験者 が治療が治療が治療が治療 に割付けられたに割付けられたに割付けられたに割付けられた場合場合場合場合，計画さ，計画さ，計画さ，計画さ

れた最終評価時点の結果れた最終評価時点の結果れた最終評価時点の結果れた最終評価時点の結果 がががが観測されない観測されない観測されない観測されないことを表すことを表すことを表すことを表す

�潜在的な結果潜在的な結果潜在的な結果潜在的な結果

�被験者集団を分類することができる被験者集団を分類することができる被験者集団を分類することができる被験者集団を分類することができる

19

いずれの群に割付けられても観測

実薬群に割付けられた場合 が観測，プラセボ群に割付けられた場合 が欠測

プラセボ群に割付けられた場合 が観測，実薬群に割付けられた場合 が欠測

いずれの群に割付けられても欠測

全て「存在」する



6.ESTIMAND 6.ESTIMAND 6.ESTIMAND 6.ESTIMAND ではあるがではあるがではあるがではあるが

CAUSAL CAUSAL CAUSAL CAUSAL ESTIMANDESTIMANDESTIMANDESTIMAND ではない例ではない例ではない例ではない例

20



例：例：例：例：CompleterCompleterCompleterCompleterの平均の差の平均の差の平均の差の平均の差

�CompleterCompleterCompleterCompleterの導入の導入の導入の導入

� 実薬を投与されたとき試験治療完了できる被験者を実薬を投与されたとき試験治療完了できる被験者を実薬を投与されたとき試験治療完了できる被験者を実薬を投与されたとき試験治療完了できる被験者を実薬実薬実薬実薬

群の群の群の群のcompletercompletercompletercompleterとし，プラセボを投与されたとき試験治療とし，プラセボを投与されたとき試験治療とし，プラセボを投与されたとき試験治療とし，プラセボを投与されたとき試験治療

完了できる被験者を完了できる被験者を完了できる被験者を完了できる被験者をプラセボ群のプラセボ群のプラセボ群のプラセボ群のcompletercompletercompletercompleterとするとするとするとする

�実際はプラセボ群に実際はプラセボ群に実際はプラセボ群に実際はプラセボ群に割付けられ、欠側した被験者割付けられ、欠側した被験者割付けられ、欠側した被験者割付けられ、欠側した被験者がががが

実薬群の実薬群の実薬群の実薬群のcompletercompletercompletercompleterであることもあるであることもあるであることもあるであることもある

�治療治療治療治療 ののののcompletercompletercompletercompleterの平均の平均の平均の平均

� 治療治療治療治療 に対してに対してに対してに対して の被験者の被験者の被験者の被験者

21

実際にどちらの群に割付けられるか関係ない

再掲

パターンⅠ，Ⅱに該当する被験者が実薬群のcompleter
パターンⅠ，Ⅲに該当する被験者がプラセボ群のcompleter

「実際に割付けられていない群」については分からないので，completer は観測データからは特定できない

⇒パターンが特定できないので は観測データから求まらない



例例例例2222：：：：CompleterCompleterCompleterCompleterの平均の差の平均の差の平均の差の平均の差

�CompleterCompleterCompleterCompleterの平均の差の平均の差の平均の差の平均の差

� 潜在的な結果潜在的な結果潜在的な結果潜在的な結果 の関数なのでの関数なのでの関数なのでの関数なのでestimandestimandestimandestimandではあるではあるではあるではある

� パターンパターンパターンパターンⅡⅡⅡⅡまたはまたはまたはまたはⅢⅢⅢⅢに該当する被験者が存在すると個体に該当する被験者が存在すると個体に該当する被験者が存在すると個体に該当する被験者が存在すると個体

治療効果治療効果治療効果治療効果 の重み付き平均で表現できないの重み付き平均で表現できないの重み付き平均で表現できないの重み付き平均で表現できない

22

再掲

一般的にcausal estimandではない

なお，全被験者がパターンⅠだとしても計算は不可能

実薬を投与した場合に，

が観測される人数

プラセボを投与した場合に，

が観測される人数

個体治療効果

causal estimand



数値例による説明数値例による説明数値例による説明数値例による説明

�数値例数値例数値例数値例

� 対象母集団が対象母集団が対象母集団が対象母集団が10101010名の場合名の場合名の場合名の場合

23

は，潜在的な結果であり，実際に両方観測されることを表しているわけではない

TF4



数値例による説明数値例による説明数値例による説明数値例による説明

24
は の関数なので，estimandである

TF4

再掲



数値例による説明数値例による説明数値例による説明数値例による説明

25

は個体治療効果 の重み付き平均で表現できない

赤枠内の被験者は で表現できない

Causal estimandではない

TF4

再掲

個体治療効果

Causal estimand



7.7.7.7.まとめまとめまとめまとめ
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まとめまとめまとめまとめ

�因果推論における治療効果の説明因果推論における治療効果の説明因果推論における治療効果の説明因果推論における治療効果の説明

� EstimandEstimandEstimandEstimand, causal , causal , causal , causal estimandestimandestimandestimandの定義の定義の定義の定義

� 例示例示例示例示

�Causal estimand

�平均治療効果

�Estimandだが，causal estimandではない

�Completerの平均の差（数値例も含む）

�本発表では，推定量について述べていない点に注意本発表では，推定量について述べていない点に注意本発表では，推定量について述べていない点に注意本発表では，推定量について述べていない点に注意
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