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1. はじめに
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セクション全体

JPMAレポート (2017) はPermutt (2016) の全訳を目的としたも
のではない

基本的にはPermutt氏の意見
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

特にPermutt氏の意見であることを強調したい部分には”Permutt氏の
意見”等をつけて強調した

式や定義の番号はJPMAレポート(2017)にしたがう

本シンポジウム（特にJPMA担当分）では，Permutt(2016)に記
載されている用語を用いており，ICH E9(R1) step 2 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
いる部分もあるため，注意されたい

Estimand

「欠測」とは「データがないこと」を示す
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参照

JPMAレポート (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)



注意事項

Permutt(2016)の記載のうち，誤りと考えられる部分
は適宜修正した

Stat Med に Letter to the Editor 投稿
Doi, M., Watanabe, D., Takenouchi, K., and Tsuchikawa, M. (2017). 
Comments on “A taxonomy of estimands for regulatory clinical 
trials with discontinuations” by T. Permutt. Statistics in medicine, 
36(27), 4414-4416.

Author’s reply

Permutt, T. (2017). Author's reply to comments on “A taxonomy of 
estimands for regulatory clinical trials with 
discontinuations”. Statistics in medicine, 36(27), 4417-4417.

練習問題および数値例は全て演者らが作成した
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重要事項

は定数 → 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

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 ）

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」するが，観測されるのは片方のみ

潜在的な結果 は全て「存在する」が，
の片方（割り付けられた方）だけ「観測される」（欠測することもある）

は「1群の被験者数」ではなく，「両群合わせた被験者数」

Estimand （真値）の定義には 潜在的な結果を全て使用

推定量は（割り付けられた群の）観測値のみを用いて構成される

7

平均治療効果

未知（ の半分は未知）

推定の対象
(causal estimand)
となりうる



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，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：

8

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



2. BETTER-HALF ESTIMAND とは
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アイデア
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を改変した「欠測のない別の結果変数 」を導入し，
平均治療効果

を定義する

・Utility estimand と基本的な発想は類似

Better-half estimand
(causal estimand)

◎ はどういうデータか？
◎ はどのように定義されるか？



状況設定

後遺症はないが，試験治療中止に至る有害事象が
ある程度発生する試験

例) オピオイド鎮痛薬（投与量固定）の臨床試験

対照群はプラセボ群

連続量経時データの計画された時点での評価をしたい

各群半数くらいの被験者が試験治療中止するような場合を想定

実薬群：忍容性不足

プラセボ群：LOE

試験治療中止後は他の薬剤 or より柔軟な治療が行われる

試験治療を中止した被験者の「『計画された時点での値』に対するサロゲー
ト」は，「治療が継続できなかったこと」が適切では？

「いつ試験治療を中止したか」ではない

「試験治療中止をしたときに，スコアがいくつだったか」でもない

実際に，試験治療を中止した被験者のその後の状態（悪い結果がどの程度
悪いか）を，観測値に基づいて考えるのは難しい 11

※簡単のため，中止後以外の全データは
観測されていると仮定

この事実が「最も知るべきこと」では？



状況設定

：試験治療中止した場合，中止後無治療の場合の最終時点で
の結果変数（潜在的な結果）の値と想定（Permutt (2016)に明確な記載はない）

完了例の は観測値

試験治療を中止した被験者に対しては， は（存在するが）観測されない

試験治療中止後は他の薬剤 or より柔軟な治療が行われるため

「仮に無治療の状態が継続していたら」という値は（観測できないが）存在
するものとする

「観測された最悪値」よりもさらに悪い，と仮定

試験治療中止された被験者の「計画された時点での値」が「観測された値と
比較してどの程度悪いか」を述べるのは難しい

12※本発表で「中止した被験者」とは「試験治療を中止した被験者」を指す

試験治療を中止した被験者は，計画された時点で
「全員同程度に悪い」と考える

※極めて非現実的だが，説明を簡単にするため，しばらく
「各群ちょうど半数の被験者が試験治療中止」すると仮定
→ 潜在的な結果のうち半分という意味



イメージ図
（ちょうど半分の被験者が試験治療中止したとき）

13評価時点投与開始

潜在的な結果： （大きい方がよい）
新しい
結果変数

試験治療
中止

試験治療
中止

試験治療
中止

完了例は
観測値と同じ

「中止した
被験者」は

全員同じ悪さ



Better-half estimand の定義
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中止した被験者は全員同じ（悪い）値

◎全員の（割り付けられた群での）値が観測できる

Better-half estimand

完了例 (かつ
よい方半分)

両群同じ値

観測された の
最悪値よりさらに悪い

※潜在的な結果

※少し曖昧な定義．微妙な点などは後の練習問題等で説明

→各群の から，平均治療効果が強い仮定なく不偏推定できる

※ の定め方で の値は変わるか？
→ 変わるなら， の値の選択が大問題



Better-half estimand のイメージ
（ちょうど半数の被験者が中止したとき）
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実薬 プラセボ

各群のよい方から
半分ずつ（完了例）

各群半分ずつ
（中止した被験者）

◎ も含めた全体の平均治療効果が
better-half estimand

・ （形式上）両群の全被験者のデータを比較
・ 実質的には「よい方の半分の差」を見ている

よい

Completerの差は
ここだけを比較

：潜在的な結果



2種類の estimand
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① Better-half estimand

② Completerの差
(半分中止した場合)

共通点：どちらも potential outcome 全体を考える．どちらも estimand．

相違点：Better-half estimand は causal estimand
Completerの差は一般には causal estimand ではない

（注1：Appendix)

に置き換えられていない（中止していない）
被験者のみ



3. 具体例の計算と練習問題
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具体例に基づく計算：Better-half estimand

18

は消える（各群ちょうど半分ずつのため）

Estimandの計算には

割り付けられていない値
（観測されない値）も
全て使用

例1

に変わらない被験者の
平均の差



記号の導入（観測値から計算できるもの）
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◎群 に割り付けられた の平均

◎群 に割り付けられ， に変わっていない の平均

（約）半数の
被験者が該当

被験者数
（約）半分



重要な仮定

仮定(A)
全被験者（全潜在的結果）の中で，各群半数ずつの被験者が試験治療中止

「全被験者が実薬を投与された場合，半数が試験治療中止」など

観測データからは確かめられない

仮定(B)
各群に割付られた被験者の中で，各群半数ずつの被験者が試験治療中止

「実薬群に割り付けられた被験者のうち，半数が試験治療中止」など

観測データから確認可能

20

※厳密には，「仮定A」と「仮定B」は異なる
→ ランダム化が適切に行われており，例数が十分大きければ

ほぼ同等と考えられる
→ 本発表中の練習問題は少数例のため注意

※Better-half estimand の定義に用いる仮定

※Better-half estimand の推定で用いる（ことのある）仮定



具体例に基づく計算：推定値の検討
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推定には割り付けられた群の値のみ使用

「割り付けられた被験者」のうち，中止した被験者が半分ずつ
→ 推定値から が消える

※潜在的結果は全て既知
→ 仮定(A)



練習問題1
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(i) Better-half estimand を求めよ
(ii) を求めよ
(iii) を求めよ

※潜在的結果は全て既知
→ 仮定(A)



練習問題1：解答
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×1/2  (    を分母に含める）

(i)

(ii)

(iii)

※潜在的結果は全て既知
→ 仮定(A)



練習問題2
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(i) Better-half estimand を求めよ
(ii) を求めよ
(iii) を求めよ

※潜在的結果は全て既知
→ 仮定(A)



練習問題2：解答
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に依存

(i)

(ii)

(iii) とは大きく異なる

※潜在的結果は全て既知
→ 仮定(A)



4. BETTER-HALF ESTIMANDの推定
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具体例に基づく計算：推定値の検討（再掲）
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推定には割り付けられた群の値のみ使用

「割り付けられた被験者」のうち，中止した被験者が半分ずつ
→ 推定値から が消える



Better-half estimandの推定

Better-half estimand

の推定には，

を用いるのがよいか？

28

→ に依存することがある（練習問題2）

→ に依存しない方法を考える



Better-half estimand の推定

29

でほぼ打ち消しあう

になる半分が入らない
→ 分母は の

（約）半分

半分

と の違いは
ほぼ分母のみ

に依存しない推定量（注2：Appendix）
に依存しない

の分子

に依存するかも

の分子



練習問題1’
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(i) Better-half estimand を求めよ
(ii) を求めよ
(iii) を求めよ
(iv) を求めよ

※潜在的結果は全て既知
→ 仮定(A)



練習問題1’：解答
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(i)

(ii)

(iii)

(iv) と同じ

を分子からも分母からも
除く

※潜在的結果は全て既知
→ 仮定(A)



練習問題2’
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(i) Better-half estimand を求めよ
(ii) を求めよ
(iii) を求めよ
(iv) を求めよ

※潜在的結果は全て既知
→ 仮定(A)



練習問題2’：解答
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(i)
(ii)

(iii)

(iv) に近くなった

※潜在的結果は全て既知
→ 仮定(A)



5. 検定について

34



検定について

中止を失敗(failure)と扱う方法は，Gould (1980)をはじめ，いくつ
か提案されている

Rank test （もしくはその改良）

「分布が完全に一致している」という帰無仮説のもとで妥当な検定
(valid test)

重要かつ難しい問題
「分布が完全に一致しているか？」ではなく「分布が『単純な平行移動
(simple shift)』ではない形で異なっているとき，どちらの方がよいか」

Utility estimand と同様

35

◎「分布が完全に一致する」という帰無仮説が棄却されるだけでは，
「その薬剤がプラセボより優れている」までは言えない



検定について

一般論として

（試験治療を中止した）被験者のアウトカムに対するベネ
フィットを近似的に反映するようなスコアを与えることはで
きる，と考える

重要なポイント

「悪いアウトカムを区別する必要がない」状況がある
かもしれない

よいアウトカムの間の差に基づく妥当な検定を構成す
ることができる

36

Permutt氏の意見



6. その他の論点
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使えそうな状況・使えなさそうな状況

使えそうな状況
他の治療法があり，重篤な後遺症等がない疾患の治療薬の評価

使えなさそうな状況
重篤な疾患に対して「『とても悪い』状態を和らげる」薬剤の評価

Better-half の前提として，「悪い」と「とても悪い」は区別しない
（共に とする）

38



閾値の設定など

必ずしも”half”でなくてもよい
両群30%ずつ試験治療中止の場合は，30%ずつ に置き換えればよい

両群で異なる中止割合の場合
高い割合に合わせる → JPMAレポート(2017) 3.4節参照

必ずしも「中止割合」と一致しなくても良い
→ 例.) 中止割合が2割（実薬), 3割(プラセボ)でも，

両群の5割を に置き換える

39

50%中止 0%中止 割付群の中で
50%中止

「割付群の中で50% 」
になるよう，観測値のある
被験者に対しても， に変更

よい方から50%の比較



意味付け

「状態の良い被験者に対して，実際に薬剤の影響でよくなって
いるかどうか」が知りたい

平均治療効果を考えてはいるが，興味のある対象は集団全体というよ
りは，「よい方半分の部分集団」では？

Better-half estimand は，新しい estimand
De facto estimand を better-half estimand の推定値 で推定した場
合，一般にバイアスが入り，効率もよくない

そもそも，「De facto estimand ではなく，better-half estimand の評価で
十分な状況があるのでは？」ということ

40



Complete case の平均の差との比較

Better-half estimand
全被験者の比較(Causal estimand)

Completer の差
各群completeできた被験者同士の比較(Causal estimand ではない)

41

◎両群の試験治療中止割合が
ちょうど50%ずつでも，解釈は異なる
・そもそも2倍のずれがある

例1

Better-half: 全員の比較
Completerの差：

の人を除いた比較



Better-half estimand と completer の差のイメージ
（ちょうど半数の被験者が中止する場合）
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実薬 プラセボ

各群のよい方から
半分ずつ

各群半分ずつ

◎ も含めた全体の平均治療効果が
better-half estimand

・ （形式上）両群の全被験者のデータを比較
・ 実質的には「よい方の半分の差」を見ている

よい

Completerの差は
ここだけを比較

：中止した被験者

：潜在的な結果



重要な仮定（再掲）

仮定(A)
全被験者（全潜在的結果）の中で，各群半数ずつの被験者が試験治療中止

「全被験者が実薬を投与された場合，半数が試験治療中止」など

観測データからは確かめられない

仮定(B)
各群に割付られた被験者の中で，各群半数ずつの被験者が試験治療中止

「実薬群に割り付けられた被験者のうち，半数が試験治療中止」など

観測データから確認可能

43

※厳密には，「仮定A」と「仮定B」は異なる
→ ランダム化が適切に行われており，例数が十分大きければ

ほぼ同等と考えられる
→ 本発表中の練習問題は少数例のため注意

※Better-half estimand の定義に用いる仮定

※Better-half estimand の推定で用いる（ことのある）仮定



練習問題3(1)：両群の欠測割合が同じ
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観測されたデータ

(i)  各被験者に対して，割り付けられた群の を求めよ
(ii) Better-half estimand の推定値 を求めよ

※割付けられた被験者の結果
のみ既知
→ 仮定(B)



練習問題3(1)：解答
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観測されたデータ

(ii) Better-half estimand の推定値 は

(i)

※割付けられた被験者の結果
のみ既知
→ 仮定(B)



練習問題3(2)：両群の欠測割合が異なる（その1）
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(i)  各被験者に対して，割り付けられた群の を求め
(ii) Better-half estimand の推定値 を求めよ

観測されたデータ

※割付けられた被験者の結果
のみ既知
→ 仮定(B)



練習問題3(2)：解答
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観測されたデータ

(ii) Better-half estimand の推定値 は

(i)

1/3中止 2/3中止

「中止確率が両群で
異なる」

→ 高い方に合わせる

2/3が 2/3が

※悪い方から2/3を
に変更

※割付けられた被験者の結果
のみ既知
→ 仮定(B)



練習問題3(3)：両群の欠測割合が異なる（その2）
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(i)  各被験者に対して，割り付けられた群の を求めよ
(ii)  Better-half estimand の推定値 を求めよ

観測されたデータ

※割付けられた被験者の結果
のみ既知
→ 仮定(B)



練習問題3(3)：解答
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観測されたデータ

(ii) Better-half estimand の推定値 は

(i)

1/3中止 1/4中止 1/3が 1/4が

の割合は
揃えられない

※割付けられた被験者の結果
のみ既知
→ 仮定(B)



練習問題3(4)：両群の欠測割合が異なる．中央値にタイ
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観測されたデータ

(i)  各被験者に対して，割り付けられた群の を求めよ
(ii)  Better-half estimand の推定値 を求めよ

※割付けられた被験者の結果
のみ既知
→ 仮定(B)



練習問題3(4)：解答
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観測されたデータ

(ii) Better-half estimand の推定値 は

(i)

「中止割合」を同じにするため，
同じ観測値の中で一部の被験者
の値を にする

※タイが多い場合は，「同じアウトカムのうち，一部のみ に置き換える」必要あり

※「中止割合」の真値は，潜在的な結果
全てを用いて算出されるため，
「両群の『観測データの中止割合』が同じ」
ことは，「両群の『真の中止割合』が同じ」
ことを必ずしも意味しないことにも注意



部分集団における estimand との関係

52

実薬 プラセボ

各群のよい方から
半分ずつ

各群半分ずつ

よい

部分集団における estimand との関係は
JPMAレポート(2017) 3.4節参照



要確認事項

両群の試験治療中止確率は「同じ」とみなせるか？

みなせる場合：

観測された試験治療中止割合が少し異なっていても，す
べての観測値を利用

みなせない場合：

試験治療中止が多い方に合わせ，「観測値はあるが，
に置き換える」被験者が出てくる
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◎ どのように事前規定するか？
・試験治療中止割合を数値で規定するか？
・「実薬群とプラセボ群の脱落割合の多い方」等で規定するか？

◎ 事前の見込みが誤っていた場合はどうするか？
・例). 両群30%ずつの試験治療中止を見込んで計画したが，

実際は実薬群は50%，プラセボ群30%



今後の検討事項

この estimand は実際の治験で有用か？

「推定値」の値の解釈をどうするか？
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7. まとめ

55



本発表のまとめ

Better-half estimand で考えている状況

試験治療中止はある程度発生するが，後遺症等の深刻なAEは発生しない

試験治療中止後，別の治療に変更される

効かない被験者は「全員同じくらい悪い」と考えてよさそう

Better-half estimand の考え方

試験治療を中止した被験者は「等しく悪い」

試験治療を中止した被験者全例に，同じ値 を割り振る
（+ 両群の の割合が同じになるように，必要ならば完了例も に）

→ アウトカムを に変更

全被験者のアウトカムが観測できるので， の平均治療効果を考える
→ Better-half estimand （Causal estimand）

細かな論点

中止した被験者の割合が両群で異なる場合:（練習問題3(2)）

両群の被験者数が異なる場合:（練習問題3(3)）

（中央値近くで）タイが多く発生する場合:（練習問題3(4)）

Completer の差とは(比較している集団から)異なる
56
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APPENDIX
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（注1) Letter to the editor の内容1

we can define an average causal effect as 
,

which is just the difference between the means of 
the included : cancels on average because 
the distribution for each treatment consists half of 
copies of and half of the other values. 
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正しくは，
” just the half of the difference between the means 
of the included     ” では？

Permutt (2016)



If fewer than half the patients dropout in each group,
we can estimate this better-half estimand by the 
difference between the means of observations greater 
than the sample median in each group.
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（注2） Letter to the editor の内容2

よりバイアスを少なく推定するには，
” by the half of the difference between the means of
observations greater than the sample median 
in each group” とする方がよいのでは？

※推定できる(we can estimate)は間違いではない（バイアスの入った推定となる）．

Permutt (2016)



例1のデータに対する推定量のバイアスの計算
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：バイアス 0


