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1. 用語・記号の整理 
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略語一覧 

欠測メカニズム 

MCAR：Missing Completely At Random 

MAR：Missing At Random 

MNAR：Missing Not At Random 

解析方法の名称 

 SM：Selection Model（選択モデル） 

 PMM：Pattern Mixture Model（パターン混合モデル） 

MMRM：Mixed effect Models for Repeated Measures 

MI：Multiple Imputation 

 IPW：Inverse Probability Weighting 
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注意点：用語・記号が紛らわしい 

MAR：文献ごとに定義が異なる 

本シンポジウムでは， Little and Rubin(2002)の定義を用
いることが多い 
 

感度分析？感度解析？ 
 

MMRMの厳密な定義は？ 

そもそもMixed Modelではない？ 
 

欠測識別変数                 は欠測のときに 0? 1? 
本シンポジウムでは，基本的に 𝑹𝑹 （欠測のとき0）を用いる 
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→ 3. MMRM・SM  
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2. 本発表で扱う欠測 
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本発表で扱う欠測 

死亡後のデータの扱い等は扱わず，試験治療中止
・試験中止した症例も全て生存しており，データの
取得ができなかったとする 

 

参考 

 NRC (2010)の1章では，欠測データ（missing data）の定義
を「応答変数のうち，解析上意味があるが，収集されなか
ったデータをさす．たとえば，ある時点で被験者が死亡し
た場合，その後のQOLデータには解析上意味がないた
め，これを欠測データとよぶべきではない」としている 
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記号の定義 
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対象となるデータ：経時データ（連続値） 

被験者  の  時点でのデータが観測 
被験者   の   時点でのデータが欠測 

欠測識別変数 

：被験者  の（計画された）測定時点 

：被験者数 

：観測データ 

：欠測データ 

    単調な欠測の場合， 
→  被験者   は時点    で脱落， 
   完了例は          ， 

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


具体例 

計画していた測定時点が4時点で，3時点までしか
観測されていない被験者iのデータ 

 

 

 

完全データ（full data） 

 

観測データ（observed data） 
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データの種類と尤度 

完全データ（Full data） 

 

 

 

 

観測データ（observed data） 
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◎   は手に入らない 

: 応答変数の 
  分布のパラメータ 

: 欠測識別変数の 
   分布のパラメータ 

◎手に入る 

※「完全データ」は complete data （欠測のないデータ） 
  の訳語として使われることも多いが，本発表では上記の定義とする 
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3. 欠測パターン 
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欠測のパターン 

どのデータが観測されて，どのデータが欠測してい
るか 

単調な欠測：１回欠測した後は，全て欠測 

試験中止など 

本発表では単調な欠測のみを扱う 

非単調な欠測：１回欠測した後に，再度観測データ
あり 

ある時点の来院不備など 
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  時点1 時点2 時点3 時点4 

症例1 ○ ○ × × 

症例2 ○ ○ ○ × 

症例3 ○ ○ × ○ 

単調な欠測 

非単調な欠測 

○：観測 
×：欠測 

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


4. 欠測メカニズムの解説 
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欠測メカニズムとは 

あるデータが欠測する確率が，何に依存するか？ 

他のデータとは全く独立か？ 
 

欠測データとは独立か？ 
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【例】 
 ・状態が悪くなればなるほど，欠測確率が高い場合 
   → 「欠測した症例を解析から除外」 = 「悪い症例を無視」 

バイアスの原因になりうる 
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欠測とestimandの関連 

 Estimand が変わると，「欠測データとは何か？」が変わる
ことがありうる 

例) 「計画した時点での平均値の群間差」が知りたいとき， 
 試験治療中止後にデータを取得した場合，そのデータは   に含めるか？ 

 そもそも      とは？ 

投与を継続したと想定したとき(estimand 3) 

試験治療中止後は無治療と想定したとき(estimand 6) 

試験治療中止後はレスキュー治療使用を想定したとき(estimand1) 
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Estimand とバイアスの関連 

数理統計学的には，バイアスは”estimand”と「推定量
（の期待値）」のズレ 

例）  

 

評価したいのは， 

全症例投与を継続したと想定した平均？ 

試験治療中止症例は中止後無治療を想定した平均？ 

 Estimandが異なる→どちらを想定するかで，バイアスの有
無・大きさが変わる 
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※「バイアス」の議論には estimand の特定が必要 
→欠測メカニズムを考える上でestimandが関係する  

投与開始後12週での平均の比較をしたい 
 欠測症例のデータにLOCFで補完した平均値にはバイアスが入るか？ 

別々の 
estimand 
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欠測メカニズムの種類 

MCAR (Missing Completely At Random) 

MAR (Missing At Random) 

MNAR (Missing Not  At Random) 
一般的 
（現実的） 

扱いやすい 
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 Little and Rubin (2002) の定義 

※MNARはMARを含む，としている文献もある． 
   → 4. PMM・MI 

: 欠測識別変数の 
   分布のパラメータ 

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


例 

転居による中止 

欠測確率と応答変数は独立(MCAR)？ 

原疾患の悪化が原因で4週目（最終週）のデータが
欠測 

データと欠測確率は独立ではない 

観測されたデータ（3週目まで）で欠測確率を説明しき
れる(MAR)か？ 

欠測したデータ（4週目）によって欠測確率が変わる
(MNAR)か？ 
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欠測メカニズムによって解析方法の妥当性が変わる 
例）   
  MAR    → MMRMを用いるとバイアスなし 
  MNAR → MMRMを用いるとバイアスが入るかも 

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


欠測メカニズムの例（脱落確率のモデル） 

MCAR 

MAR 

MNAR 

◎2時点       ．ベースライン（    ）は常に観測される  

のとき欠測 

※全て単調な欠測 

※ ロジスティック関数は一例．脱落確率をモデル化する際には他の関数とすることも可能． 19 
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5. シミュレーションデータによる確認 
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シミュレーションデータによる確認の目的 

欠測メカニズムが不明 

 

目視により，下記の区別ができるのか 

MCAR 

MAR 

MNAR 
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SASによる欠測のあるデータの発生方法（例） 
SASユーザー総会2016 (2)シミュレーションデータの発生（横山ら）参照 

1. 応答変数のデータ    を発生させる 

2. 欠測識別変数      を発生させる 
 ・脱落確率のモデル + Bernoulli乱数 

3. 欠測識別変数の値が 0 となったデータを欠測にす
ることで，観測データ      を作成する 
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＜データの発生に工夫が必要な場合＞ 
 ・中止後ベースライン近くに戻るデータ 
        中止後のデータを補正 

 ・中止症例と完了例で平均構造が変わるデータ 
        中止する症例を別パターンとしてモデル化 
         (PMMのようなモデルを想定） 

⇒ 検討内容でデータの発生方法は変わる 

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


全データ 
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◎「欠測した症例の欠測後も全て表示」したもの 
  これから， 
     ・実際に観測されたデータ 
  を取り出した後， 
     ・完了例のデータ 
     ・中止例の観測データ 
  に分ける  

改善 

観測データから 
欠測メカニズムが 
どの程度推測できるか？ 

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


MCAR（全データから欠測データを削除） 
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◎欠測確率は応答変数の値には依存しない（単調性は仮定） 
 

   → 完了例・中止例の振る舞いが異なって見える 
      悪化症例（中止後の悪化含む）は中止例にもいるが， 
       悪化前に中止 
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MARとMNARの比較（全データから欠測データを削除） 
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MAR 

MNAR 

データ1 

データ2 
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具体例から分かること 

MCARだからといって，完了例のデータと中止例の
観測データの振る舞いが似ているとは限らない  

「悪化前に中止」等がありうる 

中止後のデータもとれていれば似ている 

観測データから「悪化している症例のみが中止」し
ているから，という理由でMARかMNARか決まらな
い（ことが多い） 

観測データからはMARとMNARは区別がつかない（
ことがある）  
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NRC(2010) 
 感度分析は，臨床試験の主要な報告の一部として位置づけられるべきである。
欠測データのメカニズムに関する理論的仮定の感度を評価することは，必須 
の報告事項とされるべきである。 
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欠測メカニズムの注意点 

 多くの場合MCARは非現実的 

 MARかMNARは観測データからは区別できないことが多い 

 中止理由の調査が重要 

 転居による脱落ならMCAR? 

 原疾患の悪化や有害事象ならMAR, MNAR? 

症例毎にMCAR, MAR, MNARが異なる 

理論的には，MNARの症例が1例でも存在すれば全体としてMNAR 

 「同意撤回」の場合も，可能な限り調査することが望ましい 

欠測メカニズムの検討のため 

 試験デザイン・オペレーションも重要 

 原疾患の悪化による中止の場合 

応答変数の測定を頻繁に行う                → MARに近づく? 

応答変数の測定が稀                            → MNAR? 

 試験治療中止時/試験治療中止後のデータ   →  MARに近づく? 

 補助変数の収集                                        →  MARに近づく? 
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6. 主解析について 
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LOCFに対する検討 

単一の値による補完方法は欠測データに対する主
要なアプローチとして広く使用されていた 
実行が容易 

 
NRC (2010)とEMAガイドライン(2010)で共通して指

摘されている問題点 
中止後に値が変わらないという強い仮定を置いており，

その仮定が妥当でない場合はバイアスが生じる  
MCAR，MAR，及びMNARの条件だけで，LOCFの適合の可否は

判断すべきでない  

バイアスの方向は必ずしも保守的とは限らない  
単一の値による補完であるため，不確実性を無視するこ

とで標準誤差が過小評価される可能性がある  

29 ※日本の状況についてはTanaka et al. (2014)参照． 
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 LOCF使用上の注意 
 NRC (2010) 

仮定が正当化できない限り，主要解析として使用すべ
きではない  

 

 EMAガイドライン(2010) 

明らかに保守的な場合，説得力のあるエビデンスとな
り得る  

 

 日本においては，EMAガイドラインのように欠測データの取
り扱いに関する規制当局の考え方を示したガイドラインは存
在しない   

LOCFに対する検討 
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主解析の最近の傾向 

欠測メカニズム 

MARを仮定することが多い（ Mallinckrodt et al., 2008 ） 

MARを仮定することは正当化できるか？ 

 

解析手法 

MMRMを使うことが増えてきた 

MMRMの厳密な定義は？ 

他の解析方法は？ 

感度分析は？ 

31 
→今後の動向は ICH E9(R1)に注目!! 

3. MMRM・SM 

4. PMM・MI 

5. 感度分析1, 6.感度分析2,  
7.事例紹介 
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MMRM  
(Mixed effect Models for Repeated Measures) 

 Estimand 3(or de jure estimand)の推測に用いるこ
とが多い 

 Estimand 1 or 6 (de facto estimand)に対して，試験治療
中止後のデータを観測した上で用いることもありうる 

厳密にどういうモデル？ 

共変量にベースラインは入れる？ 

ベースラインと時点の交互作用は？ 

相関構造は？ 

変量効果は？ 

 ”MMRM”という言葉を使うことに対する批判(Mallinckrodt, 
2013)  

例数設計は？ 32 

 3. MMRM・SM 
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MMRM以外の解析方法は？ 

MMRMは以下の仮定などが正しいときによい性能 

応答変数の正規性 

欠測がMAR  

→ 欠測メカニズムに対する感度分析は？ 

 
Delta adjustment 
Reference-based imputation 

33 

→ 5. 感度分析1 
→ 6. 感度分析2 
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7. まとめ 
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欠測メカニズムのまとめ 

MCAR, MAR, MNARの区別 

MCARだからといって，完了例と中止例が似ているとは限
らない． 

悪化症例のみ中止しているから，という理由でMARか
MNARか決まらない場合がある． 
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→主解析で仮定した欠測メカニズムに対して， 
    感度分析が必要 

→ 視覚的には区別のつかない場合がある 

NRC(2010) 
 感度分析は，臨床試験の主要な報告の一部として位置づけられるべきである。
欠測データのメカニズムに関する理論的仮定の感度を評価することは，必須 
の報告事項とされるべきである。 
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欠測メカニズムのまとめ 

データの取り方 

MNARを仮定した解析は 

特定すべき項目が多い 

解析の実行が難しい場合も多い 

MNARとなることを避けるための工夫 

極力MARとなるようデータを集めるような試験計画とする 

MARの仮定が可能な限り成立するように適切なモデルを
構築する 

 

中止理由の収集は重要 

同意撤回の際も，可能な範囲でさらに理由を問う 

36 

→ MARを仮定した解析を用いる 
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