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【日本製薬工業協会シンポジウム】 
臨床試験の estimand に対する最近の議論と， 
欠測のあるデータに対する基本的解析手法について 
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発表構成 

1. MI (Multiple Imputation) 

 

 

2. PMM (Pattern Mixture Model) 
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2.1 PMMとは 
2.2 CCMV と ACMV  
2.3 MAR と ACMV 
2.4 SASでの実装 

1.1 MARを仮定したMI 
1.2 M個の結果の統合 
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1. MI (Multiple Imputation) 
1.1 MARを仮定したMI 
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• MIとは何か 
• Rubin（1978, 1987）によって提案された方法 

欠測値を含むデータに対して， 
1. 複数回の補完を行い， 
2. 補完後のそれぞれの完全データに対して解析を行い， 
3. その結果を1つの最終結果に統合する 
方法である． 

 
• 補完の方法には様々な種類がある． 
• 完全データに対する解析はANCOVAやMMRMが利用さ

れることが多い． 
 

• 本発表では，MARを仮定したMIに注目する． 

MI (Multiple Imputation） 
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MI (Multiple Imputation） 

• 複数回の補完を行うことで，欠測値の補完に対して
不確実性を考慮することができる． 

 

• MARを仮定したMIにおける補完モデルと解析モデ
ルに用いた説明変数が，尤度ベースのモデルの説
明変数と同じならば，MIの結果は尤度ベースの結
果と類似する． （Mallinckrodt，2013） 

• 補完モデル：欠測値を補完するための統計モデル 

• 解析モデル：多重補完された完全データを用いて解析す
るための統計モデル 
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• 時点   の欠測値   を補完するため，観測されたデータ           
 
 

単調回帰を用いるMIの補完手順 

○：観測 
×：欠測 

     の場合 

予測分布 

補完したいのはここ 
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3=j
欠測メカニズム

として，MARを

仮定している 

を用いて予測分布を構築 
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• 予測分布を構築する為の回帰モデル 

単調回帰を用いるMIの補完手順 

• 回帰パラメータの推定値 

        
    ただし，     は       

      は,          で構成されるデザイン行列   
 

=β̂
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• 推定値の共分散行列 
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分散： 

 
回帰係数： 

 
• パラメータの事後分布から下記をサンプル 
   
 

単調回帰を用いるMIの補完手順 

ただし，    はコレスキー分解             により
得られる上三角行列 

   ：   が観測されているデータ数 
    :   個の変数で互いに独立の正規変数ベクトル 

jn jY

=*β

+= ββ ˆ
*
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• 欠測値    を下記の式で生成される値で補完 

 
 

 

• ここまでの過程をM回繰り返す 

単調回帰を用いるMIの補完手順 

    の場合 

)1,0(~ Nzi
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1. MI (Multiple Imputation) 
1.2 M個の結果の統合 
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MIの概略（Rubin, 1987） 

 関心のある    次元のパラメータ・ベクトル 
 補完ごとに  を推定  →   回目の補完の推定値 
 M個（補完回数）の完全データセットから推定されるパラメータ 

 
 
 

 このとき，  は以下の分布に従う． 
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個々のパラメータには，漸近正規性を仮定 

平均補完内分散 

補完間分散 
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MIの概略（Rubin, 1987） 

   の漸近正規性から，以下の検定統計量を構成できる． 
 
 

 Li et al. (1991)によるF分布に基づく推測を利用 
                 に対するF 検定 

 
 
 
 
 
 

 漸近理論に基づく推測は 
標本サイズと補完回数  に依存する． 
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p値は， 

http://www.jpma.or.jp/
http://maru.bonyari.jp/texclip/texclip.php?s=%5C%5B%0A%5Chat%7B%5Cbm%7B%5Ctheta%7D%7D%5E*%0A%5C%5D
http://maru.bonyari.jp/texclip/texclip.php?s=%5C%5B%0AM%0A%5C%5D


補完回数に関する諸種の議論 

 Rubin (1978, 1987, 1996) 
 推定効率の観点で，3～5回でも十分としている． 

 

 Graham et al. (2007) 
 FIML (full information maximum likelihood ) 
  と比較して，10～30%の欠測で，検出力の低下を1％未満にしたい 
  場合は，20回以上の補完を推奨． 

 Siddiqui (2011) 
 40%以下の欠測割合で，補完回数を10回としたシミュレーションを実施 

 Royston & White (2011) 
 MCMCによる補完を行う場合は，100～1000回の補完が必要． 

 White et al. (2011) 
 100×欠測割合の補完回数を推奨．ただしデータ解析では，100～500

回を利用している． 
13 

：補完回数 

：欠測割合（0~1） 
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補完回数と検出力 (シミュレーション) 
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 解析方法 
 補完モデル 

群ごとの単調回帰モデル（REG） 
説明変数は，ベースライン値と各時点のベースライン値からの変化量 

 解析モデル 
時点4を応答，投与群を説明変数，ベースライン値を共変量としたANCOVA 
他の共変量はなし 

 補完回数 
5，10，20，50，100，200，500，1000，1500の9水準 

 評価項目 
 時点4の群間差に対する検出力，推定値，標準誤差，推定効率 

大江基貴，鵜飼裕之，大浦智紀，土居正明，藤原正和，横山雄一. (2015). 
欠測のあるデータにおける主解析の検討. SASユーザー総会論文集.  

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


補完回数と検出力 (シミュレーション) 

15 

 少ない補完回数では，検出力が低下が示唆された． 
• うつ病データ（MAR）では，90.34（100回）に対して89.02（5回） 

 補完回数の増加に伴って検出力が増加した． 
 ただし，補完回数が100回を超えると，検出力が頭打ちした． 

シミュレーション結果 
検

出
力

 

補完回数 

うつ病データ 
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2. PMM (Pattern Mixture Model) 
2.1 PMMとは 
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PMMの対象となるデータ 

1 2 3 4 

観測値 欠測値（観測できていれば得られた値） 

欠測値の 
影響も含めて 
評価したい 

評価時点 

今後の説明には 
時点2をよく使う 

改
善 

中止時点ごとに応答変数の分布が異なる 

応
答

変
数

 

時点 
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やりたいこと 

○：観測 
×：欠測 ×の（条件付き）分布を○の（条件付き）分布で表現したい 

 制約条件をつけることで実行 
ACMV, CCMV, NCMV  

欠測値（×）の影響も考慮した 
最終時点の群間差の評価 
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応答変数の（条件付き）分布の式 

大小関係が重要 

最終観測時点 観測時点 

19 
※本報告では，単調な欠測を扱う． 
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PMMとは 

観測（○） 欠測（×） 観測（○） 

※○：観測，×：欠測 

データから識別可能 このままではデータから識別不可能 

 ⇒ 「制約条件」をつけて， 
      識別可能にする 

時点    まで観測 

欠測パターンによって応答変数の分布が変わってよい 

応答変数に関するパラメータ 
欠測パターンに関するパラメータ 

20 

最終観測時点 
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2. PMM (Pattern Mixture Model) 
2.2 CCMVとACMV 
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CCMV (Complete Case Missing Value) 

Complete Case 
（投与完了したパターンのみと対応づける） 

×（欠測データ）の分布 ○（観測データ）の分布 22 
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ACMV (Available Case Missing Value) 

Available Case 
（利用可能なデータのパターン全てと対応づける） 

×（欠測データ）の分布 ○（観測データ）の分布 23 
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2. PMM (Pattern Mixture Model) 
2.3 MARとACMV 
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ACMV と MAR 

定理（Molenberghs, et al., 1998) 

  単調な欠測のみの場合， 
        ACMV  ⇔  MAR 
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ACMV   

MAR   

証明の概要（詳細は，製薬協 (2016), Appendix B参照） 
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MI を用いたPMMの実装 
ACMV (Step1) 

両方観測 
 ⇒ 補完モデル構築 

応答変数 説明変数 共変量 

補完 

ACMV 

◎以下，sequential modeling method を紹介する． 
  別の方法 ： joint modeling approach,   full conditional specification は 
   O’Kelly and Ratitch (2014), Carpenter and Kenward (2013),   Van Buuren       
(2013)  など参照 26 
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MI を用いたPMMの実装 
ACMV (Step2) 

共変量 

補完 

ACMV 

全て観測 
 ⇒ 補完モデル構築 

応答変数 説明変数 

前のステップで補完 
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MI を用いたPMMの実装 
ACMV (Step3) 

共変量 

全て観測 
 ⇒ 補完モデル構築 

応答変数 説明変数 

ACMV 

補完 

前のステップで補完 
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MI を用いたPMMの実装 
ACMV (Step4) 

補完された完全データをもとに，解析を実施 

解析モデルは別途指定 

ANCOVA, MMRM…etc 

 

補完・解析のステップを繰り返す 

補完1回ごとに1つの解析結果 

 

解析結果を1つに統合(Rubinのルール) 
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2. PMM (Pattern Mixture Model) 
2.4 SASでの実装 
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SASによるMIの実行 
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SAS/STAT 9.2，SAS/STAT 9.22，SAS/STAT 9.3 

• 単調又は非単調な欠測パターンを想定 
• Proc MIにおける補完方法 (Yuan, 2011)    
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まとめ 
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MI (Multiple Imputation) 

概要 

Rubinのルール 

 

PMM (Pattern Mixture Model) 

定義 

CCMVとACMV 

ACMV と MARの関係 

SASでの実装 
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