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内容 

 “Estimand”がメインテーマの最近(2015～)の論文を
いくつかまとめる 

抽象的な考え方の枠組み 

具体的な臨床試験の状況に沿った説明 

各論文の網羅的説明ではなく，いくつかの論点の提示 

本発表では，全スライドの説明はしない 

本スライドは「今後の自習用資料」も兼ねて作成 
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注意点 

本資料はあくまで現段階で入手可能な資料に基づくもの
である．ICH E9(R1)には，本資料と異なる内容が記載さ
れる可能性があるため，注意すること 

紹介する論文の内容は，論文著者の見解であり，JPMAの見解
ではない 
一部の論文の著者に ICH E9(R1) Expert Working Group (EWG)メンバー

も含まれているが，論文はEWGとしての意見ではない 

 ICH E9(R1)発出に備え，日本でも継続的な議論をすることは重
要．本資料は「議論のたたき台」を目指している 
 

言葉の使い方が，執筆者によって様々 

共通部分はあるが，執筆者ごとに「こだわり」がみえる．本発表
では深入りしない 

それをまとめた論文もある → Helms (2016) 4 

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


1. はじめに 
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 Estimand 周辺の最近の事情 

 ICH E9(R1)の議論が2014年から進行中 

議論が難航中 

 Estimandは難しい!! 

最近 estimand 関連の論文が大量に出ている 

 EWG メンバーが執筆者の論文も多い 
 

 ICH E9(R1)発出前にも理解できる内容・論点はあるはず 

発出後に理解し始めていては遅すぎる 

大まかに内容を紹介・整理して発出に備えるべき 
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欠測・Estimandについての議論の（かなり大まかな）流れ 

 LOCF ANCOVAでOK 
 ICH E9 に LOCF を選択肢の1つとして示す記載あり  

 MMRM の増加 

 EMA guideline (2010) 

 NRC (2010) 
 “Causal estimand” という単語が(臨床試験の文脈では，突然？)出てくる 

定義・使い方がそこまで明確に書いてない？ 
 重要性の記載はある 

 具体例の記載はある 

色々な場所で議論が始まる 

 ICH E9(R1) のための議論（2014～現在） 
 2014年から継続中 

“Choosing Appropriate Estimands and Defining Sensitivity Analyses 
in Clinical Trials”  7 

※連続量経時データを扱う臨床試験を想定 

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


ICH E9(R1)での枠組み 

※ICH 即時報告会(2014/12/11)資料より抜粋 
http://www.jpma.or.jp/information/ich/sokuji/pdf/07_ich141211.pdf 

8 ※ICH 即時報告会(2016/12/14)資料より抜粋
http://www.jpma.or.jp/information/ich/conference/pdf/08_ich161214.pdf 

◎2014/11 Lisbon会合後 ◎2016/11 大阪会合後 

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


ICH E9(R1) Final Concept Paper (2014) 

 Issues to be Resolved: the factors which may be 
used to define and describe different estimands, 
and the different levels of each factor, should be 
identified.  
 

These factors will include the 

outcome measure, 

 treatment received,  

analysis population, 

 time period of interest and 

 treatment adherence status.  
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有効性の大まかな枠組み 

 Efficacy 

 The effect of the drug if taken as directed  
(more generally, de jure) 

 

 Effectiveness 

 The effect of drug as actually taken  
(more generally, de facto) 

※Mallinckrodt et al. (2016)より 
◎ Estimand の大まかなまとめ方の1つ 
       → これらの言葉の意味も，文献により少しずつ異なる 
   → 本発表では深入りせず，大まかに以下のようにみなす． 
        Efficacy      ≓  De jure (estimand) 
        Effectiveness  ≓  De facto (estimand) 10 

安全性の評価にも 
適用可能，など 

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


Estimand を考える際に重要な論点1 

その試験で何が知りたいか？ → 「目的」との関係 

 「薬剤の影響」か？「治療方針の評価」か？...etc. 
 

それは「よく」知れるのか？ → 「解析手法」との関係 

妥当な推定量は構成できるか？ 

欠測があるときは？ 

どういう仮定が必要か？ 

どういうデザインが必要か？ 

試験治療中止後のデータ収集 

レスキュー治療に関する規定 

一般化可能性は？ 

11 

Q. 「最も知りたいが不偏（or 一致）推定が難しい」 estimand 
   vs. 「本当に知りたいものから少しずれるが，不偏（or 一致）推定可能な」 estimand 
 

     → どちらを用いるべき？ 

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


Estimand を考える際に重要な論点2 

 欠測との関連 
 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 

試験治療中止後は無治療と想定したとき 

試験治療中止後はレスキュー治療使用を想定したとき 

 

 バイアスは”estimand”と「推定量（の期待値）」のズレ 

同じ推定量の，以下の2つの estimand に対するバイアスは異なりうる 

全被験者が投与を継続したと仮定したときの群間差 

両群の治療方針に対する群間差 
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Estimand を考える際に重要な論点3 

誰のための estimand か？ 

患者 

医師 

規制当局 

治験依頼者 

 

ステークホルダー ごとに 
興味のある estimand が異なる 
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Estimand の定義は？   
ICH E9 (R1) final concept paperより 

These are presented only as illustrations of 
estimands; the property that is to be estimated in 
the context of a scientific question of interest, to 
stimulate discussion in generating the addendum.  
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Estimand の定義は？ 

 E9(R1)の完成前の現段階で JPMA として estimand の
「唯一の定義」を決めるのは得策でなさそう 

   

 

 

 

 

 

文献により記載内容が少しずつ異なる 

 ICH E9(R1)で現在検討中 

本発表では用語の定義の違いには深入りしない 
文献ごとの記載に従う 

Back-up でいくつかの「定義のようなもの」を紹介 
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※2016/12/14のICH即時報告会 
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本発表のこれから 

論文に書いてあることの抜粋 

論文の著者の考え方の紹介 

 ICH E9(R1) EWGが著者に入っている場合もあるが，EWG
としての意見ではない 

 JPMAの意見でもない 

今後の国内での議論のたたき台にしたい 
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2. 論文紹介 
論文1. LEUCHS ET AL. (2015) 
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Leuchs et al. (2015) 

18 

※全員所属は Federal Institute for Drugs and Medical Devices(BfArM), ドイツ 
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Leuchs et al. (2015) 

 EMA (2011)：Guideline on Missing Data in Confirmatory Clinical Trials 

 “Ignoring missing data in the analysis violates the strict ITT 
principle which requires measurement and analysis of all patient 
outcomes regardless of protocol adherence. This principle is of 
critical importance as confirmatory clinical trials should 
estimate the effect of the experimental intervention in the 
population of patients with greatest external validity and not 
the effect in the unrealistic scenario where all patients receive 
treatment with full compliance to the treatment schedule and 
with a complete follow-up as per protocol.” 

19 

検証試験では外的妥当性（一般化可能性）が大事 
推定すべきは，「全ての被験者が投与を完了した」という 
非現実的な効果ではない 

※ www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/09/ WC500096793.pdf. 
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Leuchs et al. (2015) 

 ICH や規制当局の作成したガイダンスでも，efficacy, 
effectiveness や estimand に関するアドバイスはない  
 

しかしながら，規制当局のガイドラインは特別な estimand 
の選択について記載すべきではない 

むしろ，以下のことをするべき 

「試験の目的を明確に定義する」ことに注意を喚起する 

どのように定義するかをアドバイスする 

様々な適切な estimand を提案する 

「その中から1つ選んだことをどのように正当化するか」を補
助する 
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Leuchs et al. (2015) 

保守性が重要．規制当局が求めるのは， 

より保守的な estimand 

実薬に有利な estimand とならないように 
 

保守的な推定方法 

実薬群に有利なバイアスが入らないように 
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Leuchs et al. (2015) 
Figure 1. Process chart 

Primary estimand 
Choose one specific estimand from a set of different possible efficacy and effectiveness estimands 

Clinical trial design 
Customize the design considering the choice of primary estimand 

Method of analysis 
Choose a primary analysis method applicable for the chosen design and explicitly addressing 

 the primary estimand 

Sensitivity analyses 
Select a number of different Sensitivity analyses 

 
 
 
 
 

Internal Validity 
Analyses addressing the robustness 

of the estimation method of the primary 
estimand with respect to model assumptions 

External validity 
Analyses addressing alternative estimands 

(i.e., robustness with regards to 
 generalizability) 
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Leuchs et al. (2015) 

重要な点 
まず estimand を明示的に示し，デザイン・解析方法はその後

に決まる 
 

これまでよく行われていた治験 

デザイン・解析方法によって， estimand が暗示されている 
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Leuchs et al. (2015) 

ステークホルダー ごとに興味のある estimand は異な
る 

 Regulator and health-technology-assessment bodies 

公共政策を決定する必要がある 
集団レベルの治療効果の評価に役立つ effectiveness が特に 

適しているかもしれない 

外的妥当性は個別ケースごとに議論されるであろう 

 Patients and prescribers 

投与を継続できた場合に被験者個人が得られる効果の
期待値を反映させている efficacy が重要 
有害事象が稀または忍容性が高く，被験者の大部分が投与を

継続できる状況で特に妥当 
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Leuchs et al. (2015) 
例1. うつ病試験 

 試験1：短期間の試験 
 目的：急性期治療と症状の軽減 

 試験期間：6週間 

 治験薬 

被験薬：新しい抗うつ薬 

対照群：（何らかの）プログラム 

 Primary estimand 

Efficacy 

ITT population に対して，全ての被験者が投与を完了したと想定
したもとでの，計画された最終時点(visit 6)でのベースラインから
のうつ病スコア変化量の群間差 
 Adherence（服薬遵守）を最大化することは有益かもしれない 

 Secondary estimand 

Effectiveness 

全てのランダム化された被験者に対する，（現実の治療方針に従
った）efficacy と同じ時点での平均の群間差 25 
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Leuchs et al. (2015) 
例1. うつ病試験 

 試験1：短期間の試験（続き） 
 解析手法 

主要な解析：MMRM 

欠測メカニズムとして MAR を仮定 

 Primary estimand に対して．試験治療中止後のデータは使用しない 

感度分析 

MARの仮定に対する感度分析 (internal validity) 

 Effectiveness estimand に対するMMRM (external validity) 

試験治療中止後のデータも解析に使用 

 placebo Multiple Imputation 
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※レスキュー治療についての記載なし 
※EMAのうつ病 guideline では，短期間の試験ではresponder analysis も必要 
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Leuchs et al. (2015) 
例1. うつ病試験 

 試験2：長期間の試験 
 Primary estimand 

Effectiveness 

短期間の試験の secondary estimand と（表現上は）同じ． 
 長期になるため，試験治療中止した被験者の割合は増加する 

 Nonadherence （服薬不遵守）も含む．Nonadherence は避けられるべきではない 

 試験デザイン 

Randomized withdrawalデザイン 
 （論文中に明確な記載はないがおそらく） 

Run-in period に実薬投与 →  「一定以上有効な被験者」 のみランダム化 

試験治療中止後のデータも解析に使用 

 主要評価項目 

「再発までの時間」もしくは「再発割合」 
 Run-in period で「一定以上有効」な被験者のみ対象としている 

 「再発」かどうかは，うつ病スコアの一定の値を超えるかどうかで定義する 

 27 
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Leuchs et al. (2015) 
例1. うつ病試験 

 試験2：長期間の試験 
 主要な解析 

再発までの時間：（論文中に記載なし） 

再発割合：χ2検定など 

 感度分析 

欠測データの扱いを変更する 
 再発割合：うつ病スコアの欠測をMIで補完した上で再発の有無を判断して，χ2検定

など 
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Leuchs et al. (2015) 
例2. 脳卒中予防試験 

 実薬対象非劣性試験 

 主要評価項目 
 イベント発現までの時間 

 評価対象：ハザード比 

 Estimandの種類 
 Efficacy 

ある時点での patient at risk から，nonadherence な被験者を除く 

 Effectiveness 

Adherence の状態によらず被験者を解析に含める 
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Leuchs et al. (2015) 
例2. 脳卒中予防試験 

 Estimandの特徴 
  Efficacy 

差があるならば検出しやすい 

規制上の観点からは，非劣性試験に適している 

  Effectiveness 

差があっても検出しにくい 

おそらく実臨床に，より近い 

 EMA guideline on the prevention of stroke 

 Primary は efficacy を実薬対照の非劣性試験で評価すべき 

 Secondary は effectiveness をプラセボ対照の優越性試験で評価すべき 

 感度分析 
 Multiple Imputation using delta adjustment, combined with tipping point 

analysis 

 比例ハザード性の検討  
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※どちらが primary でも， 
もう一方を secondary として両方評価すべき 
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2. 論文紹介 
論文1’GARRETTE (2015) 

31 

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


Garrett (2015) 
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著者：Garrett (Quintiles) 

On behalf of PSI/EFSPI working group on Estimands  

EFSPI：European Federation of Statisticians 
             in the Pharmaceutical Industry 
PSI：Statisticians in the Pharmaceutical Industry 

Members of the PSI/EFSPI Working Group:  
Alan Phillips, David Morgan, James Roger, Oliver Keene, Ray Harris, 
Michael O’Kelly, Andrew Garrett, Lesley France, Chrissie Fletcher, 
Frank Bretz, Juan Abellan-Andres, Magnus Kjaer, and Søren Andersen. 
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Garrett (2015) 

試験の目的が estimand の選択における key component 

 Estimandは 

目的を達成するために必要な追加のレベルの詳細を与える 

試験目的と主要評価項目に対する主要な解析手法を結び
付ける 

試験デザインは 

「解析手法が estimand と試験目的を完全に 説明できる」よ
うにすべき 
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ICH E9(R1)での枠組み (2014/11, Lisbon)：再掲 

※ICH 即時報告会(2014/12/11)資料より抜粋 
http://www.jpma.or.jp/information/ich/sokuji/pdf/07_ich141211.pdf 34 
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Garrett (2015) 

WGの見解 

現在の問題の一部は，試験目的の定義の周辺の詳細が
欠如していること 

 

WGの推奨 

考えを進め(advances thinking)，明瞭にし(brings clarity)，
より密接な結びつきとなる(establishes great linkage)よう
な，よりよい目的を定義すること 

（原文）The WG recommends that a better definition 
of objective(s) be developed that advances thinking, 
brings clarity, and establishes greater linkage. 

明確に定義された secondary estimands も label claims 
を補強するために要求されるべきである 
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2. 論文紹介 
論文2. PHILLIPS ET AL. (2016) 
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Phillips et al. (2016) 

37 ※PSI：Statisticians in the Pharmaceutical Industry 

※Garrett (2015)と同一  

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


Phillips et al. (2016) 

Statisticians in the Pharmaceutical Inductory (PSI)の
1-day expert group meeting（2015年2月開催） 

テーマ 

(1) Definition and development of estimands 

(2) Implementation of estimands and sensitivity analyses 

(3) Education and communication of estimands 

 

 YouTubeでWebiner動画公開中 

https://www.youtube.com/watch?v=NBW6rhBOpd4 
2016年10月1日にアクセス 
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Phillips et al. (2016) 

 臨床試験の estimand は，ランダム化後の”treatment event”
（試験中止，レスキュー治療の追加，治療の変更）をどのよう
に考慮するかについて，明確でないことがある 
 

 Estimand は，推定されるパラメータ・興味のある集団・想定さ
れている仮定をより正確に定義することで，試験目的と解析
手法を結びつける 
 Estimand, 推定量(estimator), 推定値(estimate)の間は，明確に結びつ

き，decision-making のプロセスに組み込まれるべき 

 Estimand についての合意の過程で，試験目的の明確な定義が行
われると考えられる 
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ICH E9(R1)での枠組み (2014/11, Lisbon)：再掲 

※ICH 即時報告会(2014/12/11)資料より抜粋 
http://www.jpma.or.jp/information/ich/sokuji/pdf/07_ich141211.pdf 40 
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Phillips et al. (2016) 

Population of interest 

 「臨床試験の対象集団」や「解析対象集団」ではなく，「承
認後に対象となる集団」である 

 Endpoint of interest 

計画された治療期間に基づく，興味ある測定値，時点／
期間を通して特徴づけられる 

Measures of intervention effect 

潜在的な交絡要因をどのように扱うかを特定すべき 

ランダム化後に起こる交絡要因の例 
試験中止early discontinuation of study 

試験治療中止 

レスキュー治療開始 

死亡 41 
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Phillips et al. (2016) 

42 
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Phillips et al. (2016) 

 ステークホルダーが異なれば，目的も異なり，1試験で複数の estimand が必要と
なるかもしれない 

 Regulators 

薬剤を投与された被験者が投与継続中にどうなるか？ 

最初に割り付けられた治験薬の影響は？ 

 Payers 

ランダム化された薬剤から変更しなかった場合，どのくらい有効か？ 

他の治療と使用する順番を変えると，有効性はどうなるか？ 

 Patients 

服薬を開始したら何が起こるか？ 

指示された通り服薬するとどのような利益が得られるか？ 

 Sponsors 

プロトコール通りに服薬された被験者にどの程度有効か？ 

実臨床での平均的な応答 
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Phillips et al. (2016) 

 「全ての臨床試験で共通に使える estimand」はない 

特定の疾患の特定の状況では，estimand の1セットが
”scientific community”のコンセンサスを得るかもしれない 

44 

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


Leuchs et al. (2015) 
Figure 1. Process chart：再掲 

Primary estimand 
Choose one specific estimand from a set of different possible efficacy and effectiveness estimands 

Clinical trial design 
Customize the design considering the choice of primary estimand 

Method of analysis 
Choose a primary analysis method applicable for the chosen design and explicitly addressing 

 the primary estimand 

Sensitivity analyses 
Select a number of different Sensitivity analyses 

 
 
 
 
 

Internal Validity 
Analyses addressing the robustness 

of the estimation method of the primary 
estimand with respect to model assumptions 

External validity 
Analyses addressing alternative estimands 

(i.e., robustness with regards to 
 generalizability) 
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46 
※1回で決まらないなら繰り返す 
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Meeting の Key message 

Definition of estimands 

Estimand は，試験デザインと目的で厳密に記載されていな
い部分を補い，これらを解析手法と結びつけるように決めら
れるべき 

Estimand は統計家だけの問題ではない 
試験のデザイン・実施・解析に関わる全ての人が理解した上で試験に

携わる必要がある 
 

 Implementation 

試験目的，estimand，試験デザイン，感度分析を develop す
るフレームワーク(framework)が必要 

Estimand 1つしか扱わないのは非現実的 

Label claimには，明確に定義された estimandsが必要 47 
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Meeting の Key message（続き） 

Decision-making and reporting 

“De facto” estimands が「検証試験のdecision-makingの唯
一の根拠」として用いられるべきではない 

統計家コミュニティは，医薬品開発の結果の解釈とdecision-
makingの仮定で，様々な estimands を用いることによるイン
パクトに注意を向け，理解を促すべき 
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2. 論文紹介 
論文3. MALLINCKRODT ET AL. (2016) 
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[目的] 
The purpose of the present paper is  
  to utilize this iterative study development process 
  to illustrate key issues in choosing estimands. 
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用語の定義 

Patient dropout 

被験者が最初に割り付けられた治療を中止して，その後
のデータが取得されないこと 

Analysis dropout 

被験者が最初に割り付けられた治療方針から逸脱し（試
験治療中止 and/or レスキュー治療開始），データは取得
したものの，評価したい estimand に対して適切ではない
，という理由で解析には使われないこと 

 

本論文 Estimand 1 Estimand 2 Estimand 3 

Mallinckrodt et al. (2014) Estimand A Estimand C Estimand B 

Mallinckrodt (2013) Estimand 1 Estimand 6 Estimand 3 

（注意） 

51 

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


Mallinckrodt et al. (2016) 
用語の説明 

De jure estimand  

 「全被験者投与を完了したと想定」した有効性のため，被験
者集団に対して hypothetical (i.e., counterfactual)  

治療を継続したときにどのような薬効が期待できるか，は
重要 

De facto estimand 

服薬遵守した被験者としていない被験者を混ぜて評価してい
るが，被験者個人は遵守したかしていないかのどちらかであ
るため，被験者個人に対してcounterfactual 

集団全体に対して期待される評価をみるにはよい 
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ICH E9についてのコメント 

 ITTを2つに分けている 

解析対象集団に含める被験者 

「全てのランダム化された被験者を解析に含めることが
必要」という点は明らか 
Completerのみの解析はこの点で不適切 

被験者ごとの解析に含めるデータ 

 

 ICH E9では，ITTは「治療方針（treatment regimens）
の評価」という文脈で記載されている．「最初に割り
付けられた治療（initially randomized medications）の
評価」という文脈では記載されていない． 
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その他の検討事項 

Design considerations 

 「治験での試験治療中止」「臨床現場での投与中止」がどの程
度類似しているか，を考えることは重要 

 

Analysis considerations 

解析手法によって estimand の選択が影響を受けることもある 

どの程度頑健な推定ができるか？ 

NRC (2010)では，「estimand 1に基づく解析はMARを仮定し
ている」という記載あり 

被験者が lost to follow-up で，なぜ試験中止となったかが
十分に説明できるデータがない場合，欠測メカニズムの仮
定はより疑わしくなる 
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例1 

De jure と de facto を両方評価することの重要性 

例2 

De jure と de facto の試験治療中止割合の影響 

例3  

レスキュー治療開始後のデータの取り扱い 
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例1. De jure と de facto を両方評価することの重要性  

Efficacy Adherence Effectiveness 

Drug A High Low Average 

Drug B Low High Average 

・ Drug A：より重症な患者によいのでは？ 
                 → 投与継続できるならよく効く 
 

・ Drug B：より軽症 and/or 安全性・認容性の問題の少ない患者に 
                よいのでは？ 
        →  飲み続けられる可能性が高い   

56 ※ De facto estimand は，efficacy と adherence に依存 
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例2. De jure と de facto の試験治療中止割合の影響 

 

 
 

 （試験1) Low dropout 

 Eastern Europe： 

Titration dosingで8週間の急性治療期の後に，6ヶ月
の extension treatment period 

評価はベースライン,投与開始後 1, 2, 4, 6, 8W 
 

 （試験2) High dropout 

 USA： 

Extension treatment period なし，fix dosing 

それ以外はほぼ試験1と同じ 57 

2つの試験を考える 
 ・対象疾患：うつ病 
 ・主要評価項目 HAM-D17 
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例2. De jure と de facto の試験治療中止割合の影響 

 Estimand 3: De jure estimand 
 評価項目：Week 8 の平均の群間差 

 解析：MMRM (REML) 

 感度分析：Jump to Reference (J2R) 

De jure estimand の MAR からの乖離の影響の評価に使用 

MARからの乖離の中で，”worst reasonable case” 

 

 Estimand 2: De facto estimand 
 評価項目：治療成功割合 

成功：急性治療期を完了し，HAM-D17スコアが50%以上改善 

不成功：それ以外 

試験治療中止も不成功 

 解析：Fisher’s exact test 

 感度分析：欠測メカニズムに対するものは不要 （∵欠測なし） 58 

◎2種類の estimand を考える 
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例2. De jure と de facto の試験治療中止割合の影響 

（試験2）High Dropout （試験1）Low Dropout 

De jure 
LSMEANS LSMEANS 

Placebo Drug 群間差 p値 Placebo Drug 群間差 p値 

MAR -5.95 -8.24 2.29 (1.00) 0.024 -10.56 -12.40 1.84 (0.70) 0.009 

 
-5.97 

 
-7.57 

 
1.60 (0.99) 

 
0.110 

 
-10.55 

 
-12.26 

 
1.72 (0.70) 

 
0.016 J2R 

 

De facto 
成功割合(%) 成功割合(%) 

Placebo Drug 群間差 p値 Placebo Drug 群間差 p値 

25 39 14 0.034 50 68 18 0001 

> 

≒
 

倍くらい違う 
 → 一般化可能性は要検討 

59 
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Discussion：複数の estimand を検討することについて  

統合失調症患者に対する試験 

急性増悪患者に対する入院下での，6週の急性期試験 
入院下でよくコントロールされており，95%の被験者が最初に割り付けられた

治療を完了することを想定 

 Primary estimand ：de jure estimand  

MARを仮定した解析で有意差があれば，ある程度のMARからの乖離で
は結論が覆ることはなさそう 

長期投与の試験 
入院下での厳格なコントロールは被験者にとって負荷が大きく，短期間しか

維持できない 

初期増悪がコントロールされた後，より制約の少ない外来のデザインが必要 

最初に割り付けられた治療からの lack of adherence が重大な関心事となる 

 Primary estimand： de facto 

より pragmatic なデザインと目的，長期投与による loss of adherence が
避けられない状況に適している 60 
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例3.レスキュー治療開始後のデータの取り扱い 

試験デザイン 

対象疾患：乾癬性関節炎 

割付比 1:1:1:1（実薬2用量，実対照薬(Adalimumab)，プラセボ） 

評価時点 

ベースライン，投与開始後1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24W 

レスキュー治療 

16週以降， 
有効性が不十分な被験者は，background therapy をレスキュー治療に変更

することが許される 

最初にプラセボに割り付けられた被験者は，24週まで実薬2用量のうちの片
方に再ランダム化可能 

この additional rescue は standard of care arm 群に対しては使用しない． 

 active arm を急に変更すると，安全性上の懸念があるから 
 61 

◎今回はここに注目 

主要評価 
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例3.レスキュー治療開始後のデータの取り扱い 

ACR20：ベースラインから20%改善 in signs and symptoms 

 Estimand 1 

成功：24W時点でACR20を満たす 

失敗：24W時点でACR20を満たさない or 試験治療中止 

 Estimand 2 

成功：24W時点でACRを満たす + レスキュー治療なし 

失敗：24W時点でACRを満たさない or 試験治療中止 
     or  レスキュー治療使用 

62 

本論文 Estimand 1 Estimand 2 Estimand 3 

Mallinckrodt et al. (2014) Estimand A Estimand C Estimand B 

Mallinckrodt (2013) Estimand 1 Estimand 6 Estimand 3 
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例3.レスキュー治療開始後のデータの取り扱い 

Adalimumab 
(n=101) 

Placebo 
(n=106) 

群間差 p値 

レスキュー治療開始後のデータは除く 
(Estimand 2) 

58 (57.4%) 32 (30.2%) 27.2% <0.01 

レスキュー治療開始後のデータも含む 
(Estimand 1) 

61 (60.4%) 45 (42.5%) 17.9% <0.01 
 

レスキュー治療使用被験者数 12 45 

→  治療成功被験者数（割合） 3 (25%) 13 (29%) 

17 (38%)なら 
有意差消える 
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Estimand 2： 90% power 被験者数設計すると75例 

Estimand 1： 90% power 被験者数設計すると175例 
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Discussion：例3.  

  Estimand 2, 3 に対しては，primary endpointを16W（レスキュー
治療開始前）とすることも検討の余地がある 

  Estimand 1では24W 

レスキュー治療の選択に依存 

”pragmatic assessment of effectiveness”と呼ばれることも
多いが，実臨床ではプラセボは使用しないので，プラセボ対
照試験での使用は，実薬対照より適切でない可能性がある 

 Estimand 2は power を増やす 

サンプルサイズを減らせる 
プラセボに曝露させる被験者を減らせる 
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本論文 Estimand 1 Estimand 2 Estimand 3 

Mallinckrodt et al. (2014) Estimand A Estimand C Estimand B 

Mallinckrodt (2013) Estimand 1 Estimand 6 Estimand 3 
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Discussion 

全ての ステークホルダー に対してベストな唯一の
estimandは存在しなさそうである 

検証試験でも，ステークホルダーごとに興味のある
estimandは異なるのでは？ 
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2. 論文紹介 
論文4. AKACHA ET AL. (2016) 
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Akacha et al. (2016) 
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目的 

試験目的とestimand (proper quantities of interest to be 
estimated)を結びつける(bridge) 
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用語の意味 

Adherence to the protocol 

被験者が primary efficacy endpoint までプロトコールで規定さ
れた，割り付けられた治療を完了した 

軽微なプロトコール違反(e.g., missed visits and missed 
doses) は許容 
 

Non-adherent patients 

理由を問わず，プロトコールで決めた primary efficacy 
endpoint より前に割り付けられた治療を中止した被験者 

試験治療中止理由： 
有害事象，LOE，レスキュー治療使用，死亡， その他の理由 
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ステークホルダー ごとの estimand に注目 

ステークホルダー：patients, physicians, regulators, payers 
 

 “What do we want people to know about the safety and 
efficacy of a specific treatment ?” 
 

以下の各項目に対する，patients, physicians, regulators, 
payers のそれぞれの視点を示す  

 

Tripartite framework 
a. Non-adherence to treatment due to safety 

b. Non-adherence to treatment due to lack of efficacy 

c. Effects in adherers 
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 2.1. What is important to patients and physicians? 
a. Non-adherence to treatment due to Safety: 

患者として，自分はどのくらいの確率で，どのくらいの期間治療を続
けることができるか？ 

医師または自分が治療を中止したがるような副作用として，どういう
ものが起こりやすいか？ 

そのような副作用が起きたとき，投与量の減少はできるか？減少した
場合に，副作用は消失するか？ 

副作用が出た場合，試験治療を中止すると症状が消えるか？また，消
えるまでにどのくらい時間がかかるか？ 

b. Non-adherence to treatment due to lack of efficacy： 
 試験治療を中止するほどのLOEがどの程度の確率で起こるか？ 

薬剤が効いているかどうか，どのくらい待てば分かるか？ 

副作用がない場合に，希望する有効性を得るために増量できるか？ 

c. Effect in adherers: 治療に忍容性があり，（どのような用量であれ）事
前に規定された or 推奨された期間治療を継続した場合，どのようなよ
い反応と有害事象が起こり得るか？ 71 
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 2.2. What is important to regulator? 
a. Non-adherence to treatment due to Safety: どのくらいの割合の被験者

が忍容性がなく試験治療を中止するか？ 

どのような副作用が発生するか？ 

いつ副作用が明らかになるか？どのくらい持続するか？ 

副作用が回復するか，どのくらいの期間で？ 

b. Non-adherence to treatment due to lack of efficacy：どのくらいの割合
の被験者が LOE で試験治療中止するか？ 

試験治療中止や投与量変更までに，どのくらいの期間投与を継続する
べきか？ 

c. Effects in adherers: 治療を完了／継続している被験者の有効性・安全
性面で期待されるものは何か？ 
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 2.3. What is important to payers? 
 何人の患者が継続できない治療にお金を払う（お金を無駄にする？）か？ 

 何人の患者にcounter-active treatments/proceduresが必要となる（コスト
増となる？）副作用が発生するか？彼らは治療を完了できるかどうか？ 

 治療を継続できた患者のうち，何人の患者に対して，どの程度「より QOL 
が高まる」または「ヘルスケアシステム全体の支出を減らす」ようなよい影
響があるか？ 
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Tripartite framework 
この薬剤がラベルに記載されている通りに投与されたとき，  

a. Non-adherence to treatment due to safety 

• 忍容性不足で試験治療中止した被験者の割合は？ 
 

b. Non-adherence to treatment due to lack of efficacy 

• 有効性欠如(LOE)で試験治療中止した被験者の割合は？ 
 

c. Effects in adherers 

• 計画した期間治療を継続できた被験者に対して，有効性
と安全性のプロファイルはどうなっているか？ 
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◎ patients, regulators, payers の「臨床試験から何を知りたいか？」 
   「estimand はどのようなものであるべきか？」についての視点と興味は 
  類似      a. ～ c. に分類できる 
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Current Practice 

  ICH E9 用語集: Intention-To-Treat の原則 

治療に用いる治療方針により得られる効果は、実際に受けた
試験治療ではなく、被験者を治療しようとする意図（予定した
試験治療規定）に基づくことにより最もよく評価できる、という
ことを主張する原則。この原則から、一つの試験治療グルー
プに割付けられた被験者は、予定した試験治療のコースを遵
守したかどうかにかかわらず、割付けられたグループのまま
追跡され、評価され、解析されるべきであることが導かれる。 
この原則に基づく estimand を “treatment-policy estimand” と呼ぶ 

注意） Treatment-policy estimand は「実臨床で使用される際の
有効性」と言われることも多いが，実臨床と臨床試験は根本的に
異なる． 

最初から treatment policy を評価する計画の試験(pragmatic 
studyなど)でなければ，評価は難しいのでは？ 
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患者の立場では，臨床試験の文脈で検討された treatment-
policy-estimandは評価が難しいかもしれない 

Efficacy と adherence の複合エンドポイント 

Safety と LOE を別にすると，efficacy estimand が clinical 
investigation では，より重要な位置を占めるべき 

 Payer の立場では，「薬剤を使用している人の中で，benefit を
得ている人の割合」が重要 

LOE のコストは，試験治療中止のコストとは別に算出される
べき 
LOEが観測されるまでの時間は，疾患の重症度や薬剤の作用メカニ

ズムに依存する 

長期投与する人はコストが上がるため，ベネフィットと比較する 

有効性と安全性は分けて考える方が，より現実的な health 
economic model になる 
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Treatment-policy-estimand の限界を示す例 

 Figure 1 
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SoC vs. delayed start of SoC 
差がなかった場合でも， 
Investigational treatmentが 
「プラセボと比べて優れていない」 
と言うのは難しいのでは？ 

Case 1: 実薬群の全被験者が， 
       対照群(Standard of Care, SoC) 
              に変更 

Case 2: プラセボ群の全被験者が， 
      レスキュー治療(SoC)  
             に変更 

R：ランダム化 
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Treatment-policy estimand は，ある意味では 
benefit-risk 評価であるが，すべてのリスクが入っ
ていないため，不十分な評価となる． 

 

 （まとめ） 

 Treatment-policy estimand を efficacy 評価に用いるの
は，必ずしも適切ではない． 

適切な場合もある 
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Statistical Considerations 

 「治療を継続できた被験者の有効性(or 安全性)」とは何か？ 

「実薬群で投与継続できた被験者」の比較対象として， 
「プラセボ群で投与継続できた被験者」は妥当か？ 
プラセボ群の被験者のうち，「もし実薬が投与されていれば，投

与継続できた被験者」との比較が妥当では？ 

「プラセボ群では LOE で試験治療中止したが，実薬群なら
投与継続」などもありうるのでは？ 

とはいえ， 「もし実薬が投与されていれば，投与継続できた
被験者」かどうかは，（クロスオーバー等を除き）通常はわか
らない 
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これらの問題は因果推論の枠組みで自然に 
議論できる 
（2017年4月公開予定のJPMA報告書参照） 
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Akacha et al. (2016) 

Statistical consideration（続き） 

今後しばらくどうすればよいか？ 

Completer-only analysis（実薬群の試験治療を完了した
被験者 vs プラセボ群の試験治療を完了した被験者）に
よる推定量は， 
「実薬群の観測（投与継続）被験者」と「プラセボ群のうち，実薬

を投与していれば投与継続できた被験者」の差の推定量として
はバイアスが入る 

一方，丁寧に扱われるならば，有用性もある 

Completers-only analysis も 因果推論に基づく方法も，
adherence mechanism に対して似たような仮定が必要になる 

Completer-only analysisは，「計算が簡単」で, easy to 
communicate（他人に何をしたのか説明しやすい？） 

欠測の割合がそれほど多くない臨床試験も多いため，それほど
悪い推定量とはならないかもしれない 
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Akacha et al. (2016) 

Statistical consideration（続き） 

今後しばらくどうすればよいか？ 

”Conditional efficacy estimand”つまり，「投与が完了できた
被験者に対する効果」が有益で，現実的に適切だと信じる． 

Completer-case analysis には統計的観点では欠点がある
が，少なくとも，「興味のある問い」に答えようとしている 

「適切な統計的性能を持つ」というだけの理由で，「興味のあ
る問い」や”estimand”の方を変更するよりも，completer 
case approach を用いる方が望ましいと考える． 
これは Permutt (2016)に対する反論か？ 

一方，その上で，今後は因果推論のアプローチの理解と適
用にリソースを費やすのが望ましいのではないか 
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2. 論文紹介 
その他の論文 
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Permutt (2016)と因果推論 

Permutt, T. (2016).  A taxonomy of estimands for 
regulatory clinical trials with discontinuations, 
Statistics in Medicine, 35(17), 2865–75. 

  因果推論に基づいた estimand の検討 

 

著者：Thomas Permutt 

 FDA CDERのDirector (2016/11/13時点) 
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その他の論文紹介 

1. Mehrotra, D. V., Hemmings, R. J., Russek-Cohen, E., & ICH E9/R1 Expert 
Working Group. (2016). Seeking harmony: estimands and sensitivity analyses 
for confirmatory clinical trials. Clinical Trials, 1740774516633115. 

 ICH E9(R1)の活動の概説 

2. C. Fletcher, S. Tsuchiya, and D.V. Mehrotra. (2016). Current Practices in 
Choosing Estimands and Sensitivity Analyses in Clinical Trials: Results of the 
ICH E9 Survey. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 
2168479016666586. 
 現在の状況を3極で調査 

3. Helms, R. W. (2016). Precise definitions of some terminology for longitudinal 
clinical trials: subjects, patient populations, analysis sets, intention to treat, 
and related terms. Pharmaceutical Statistics, 15(6), 471-485. 

 言葉の定義について述べた論文 

  Efficacy と effectiveness 

  ITTとは？ 
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その他の論文紹介 

4. Day, S. (2017). Editorial: Estimands in clinical trials–a challenge to intention to 
treat?. Statistics in Medicine, 36(1), 3-4. 

5. Permutt, T. (2017). Comments on ‘Estimands in clinical trials–broadening the 
perspective’. Statistics in Medicine, 36(1), 20-21. 

6. Rockhold, F. (2017). Comments on ‘Estimands in clinical trials–broadening the 
perspective’. Statistics in Medicine, 36(1), 24-26. 

7. Bauer, P. (2017). Comments on ‘Estimands in clinical trials–broadening the 
perspective’. Statistics in Medicine, 36(1), 22-23. 

 Akacha et al. (2016) に対する editorial と discussion paper 

 

8. Rosenkranz, G. (2016) .Estimands—new statistical principle or the emperor's new 
clothes?. Pharmaceutical Statistics.  

9. Leuchs, A. K., Brandt, A., Zinserling, J., & Benda, N. (2016). Disentangling estimands 
and the intention‐to‐treat principle. Pharmaceutical Statistics. 
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3. おわりに 
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ICH E9(R1)での枠組み ：再掲 

※ICH 即時報告会(2014/12/11)資料より抜粋 
http://www.jpma.or.jp/information/ich/sokuji/pdf/07_ich141211.pdf 

87 ※ICH 即時報告会(2016/12/14)資料より抜粋
http://www.jpma.or.jp/information/ich/conference/pdf/08_ich161214.pdf 

◎2014/11 Lisbon会合後 ◎2016/11 大阪会合後 
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Estimand を考える際に重要な論点1：再掲 

その試験で何が知りたいか？ → 「目的」との関係 

 「薬剤の影響」か？「治療方針の評価」か？...etc. 
 

それは「よく」知れるのか？ → 「解析手法」との関係 

妥当な推定量は構成できるか？ 

欠測があるときは？ 

どういう仮定が必要か？ 

どういうデザインが必要か？ 

試験治療中止後のデータ収集 

レスキュー治療に関する規定 

一般化可能性は？ 

88 

Q. 「最も知りたいが不偏（or 一致）推定が難しい」 estimand 
   vs. 「本当に知りたいものから少しずれるが，不偏（or 一致）推定可能な」 estimand 
 

     → どちらを用いるべき？ 
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Estimand を考える際に重要な論点2：再掲 

 欠測との関連 
 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 

試験治療中止後は無治療と想定したとき 

試験治療中止後はレスキュー治療使用を想定したとき 

 

 バイアスは”estimand”と「推定量（の期待値）」のズレ 

同じ推定量の，以下の2つの estimand に対するバイアスは異なりうる 

全被験者に投与を継続したと仮定したときの群間差 

両群の治療方針に対する群間差 
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Estimand を考える際に重要な論点3：再掲 

誰のための estimand か？ 

患者 

医師 

規制当局 

治験依頼者 

 

ステークホルダー ごとに 
興味のある estimand が異なる 
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注意点：再掲 

本資料はあくまで現段階で入手可能な資料に基づくも
のである．ICH E9(R1)には，本資料と異なる内容が記
載されている可能性があるため，注意すること 

紹介する論文の内容は，論文著者のものであり，JPMAの見
解ではない 
一部の論文の著者に ICH E9(R1) Expert Working Group (EWG)メンバ

ーも含まれているが，論文は EWG としての意見ではない 

ICH E9(R1)発出に備え，日本でも継続的な議論をすること
は重要．本資料は「議論のたたき台」を目指している 
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宣伝： 近日中のJPMA活動 

因果推論チームの報告書 

 2017年4月末公開予定 

タイトル：臨床試験のestimand を理解するための因果推論 
 

第4回 データサイエンス・ラウンドテーブル会議 

 2017年3月9日（木） 

 【テーマ2】欠測のあるデータの解析 
 

雑誌「応用統計学」特集号へ寄稿 

 2017年夏頃 

テーマ：医学研究における欠測データの取り扱いと統計解
析の方法論 

タイトル：MNARのもとでの統計解析の方法 
総説論文（アクセプト済） 
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APPENDIX 
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Appendix の内容 

1. Estimandの定義 

2. Efficacy と effectiveness (de jure と de facto) 

3. 数理統計学の estimand  
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1. ESTIMANDの定義 
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Estimand の定義は？  ①NRC(2010)より 

NRC (2010) p22  

 “A clinical trial typically measures outcomes that 
quantify the impact of the interventions under study for 
a defined period of time. Inference focuses on 
summaries of these measures (such as the mean) for 
the target population of interest. There summary 
quantities are often called parameters, or estimands. “ 

 （日本語訳）臨床試験では通常，定義された一定期間の
試験での介入の影響を定量化する応答変数の値を測定
する．興味ある対象集団に対して，それらの測定値の要
約指標（例．平均）に焦点を当てた推測を行う．それら要
約指標は「パラメータ」もしくは “estimand” と呼ばれるこ
とが多い．（訳は本稿作成者） 
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Estimand の定義は？  ①NRC(2010)より 

NRC (2010) Recommendation 1の一部 

 (d) the measures of intervention effects, that is, the 
causal estimands of primary interest.  

 （日本語訳） 主たる関心のある，推定の対象(estimands)
となる介入効果の指標（訳は高井ら（2016）） 

2章(p23)に”Estimation of the primary (causal) 
estimand, with an appropriate estimate of uncertainty, 
is the main goal of a clinical trial.” 
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Estimand の定義は？  ②Mallinckrodt (2013)より 

 Chapter 3 (p15) 
 “Conceptually, an estimand in simply what is being estimated. “ 

 “Components of estimands for longitudinal trials may include 

the parameter  

 e.g., difference between treatments in mean change 

time point or duration of exposure 

 e.g., at Week 8 

outcome measure  

 e.g., diastolic blood pressure 

population  

 e.g., in patients diagnosed with hypertentions 

inclusion/exclusion of follow-up data after discontinuation of the 
originally assigned study medication and/or initiation of rescue 
medication.” 
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2. EFFICACY と EFFECTIVENESS 
    (DE JURE と DE FACTO) 
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Leuchs et al. (2015) 

用語の定義：nonadherence 

最初に割り付けられた治療からの逸脱 

プロトコルで厳密に手順が決められているものも含む 

“noncompliance”は，被験者を非難する 
有害事象，個人的事情，効果不十分から治療を変更した場

合でも自分から望んで”misbehave”したかもしれない，という
印象 

nonadherence may be a consequence of treatment 
and should be accounted for. 
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Leuchs et al. (2015) Efficacy と Effectiveness 

 Efficacy mirrors the treatment benefit that could 
have been reached if all patients had adhered to 
the initial treatment, which is an ideal treatment 
effect. 

 Effectiveness denotes the effect achievable or left 
in the presence of the true adherence pattern, 
considering adherence as a treatment outcome, 
and hence encompasses the benefit of treatment 
as well as the risk, since safety and tolerability 
issues are included by incorporating treatment 
discontinuation or switching due to adverse events 
or an insufficient effect. 103 
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Akacha et al. (2016) 

 While there is no universally agreed definition for these 
estimands,  
 Efficacy is often described as an ideal treatment effect that could 

have been reached if all patients had fully adhered to the treatment 
[7, 8].  

 Effectiveness is often described as the effect seen in practice. 
Besides the sole benefit of the treatment, effectiveness also takes 
into account safety and tolerability issues [7, 9].  

 Other terms used in the context of efficacy versus 
effectiveness estimands are de-jure versus de-facto 
estimands [10] as well as per-protocol versus intention-to-
treat (ITT) estimands.  

 However, as noted earlier, there are no universally agreed 
definitions for these terms, leading to substantial 
ambiguities in daily clinical trial practice. 104 
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Carpenter and Kenward (2013) 

 Estimand 

 the quantity we wish to estimate and the population we 
wish to estimate it for, in conjunction with the reason 
for the missing data. 

 

105 

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


Carpenter and Kenward (2013) 

◎De jure estimand 

◎De facto estimand 

◎ Little and Kang (2015)のERT (Effect of Randomization to Treatment) 

◎ Little and Kang (2015)のEAT (Estimand under the Assigned Treatment ) 

◎確率分布が異なる！！ 

： joint probability distribution function of baseline and  
   post-randomization responses for patients randomized  
   to the active/control treatment 

For the population of eligible patients  
as defined by the trial inclusion criteria 

For the population of eligible patients  
as defined by the inclusion criteria 

： joint probability distribution function of baseline and  
   post-randomization responses that would be seen 
   in the context of interest among patients  
   randomized to the active/control arm 
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Carpenter and Kenward (2013) 

 National Institute for Clinical Excellence (NICE)のGlossaryの記載 

efficacy と effectiveness は似ているし，actually refer 
to , different loose concepts about the conditions 
under which the intervention is being used」 

De jure: 

What would the expected treatment effect be in the 
eligible population if the treatment and control were 
taken as specified in the protocol, i.e., does the 
treatment work undet the best case scenario? 

De facto: 

What would be the effect seen in practice if this 
treatment were applied to the population defined by 
the trial inclusion criteria? 
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NICE (National Institute for health and Care Excellence) 
の web ページ (glossary )より 

 Effectiveness: 

How beneficial a test or treatment is under usual or 
everyday conditions, compared with doing nothing or opting 
for another type of care. 

 Efficacy: 

How beneficial a test, treatment or public health 
intervention is under ideal conditions (for example, in a 
laboratory), compared with doing nothing or opting for 
another type of care. 
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◎英国国立医療技術評価機構 

※ https://www.nice.org.uk/Glossary?letter=E 

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


3. 数理統計学の ESTIMAND 

109 

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


数理統計学の estimand の定義 
(Lehmann and Casella, 1998) 

パラメータ空間 

を考え，      が推定の対象となるとき，estimandという 

確率分布族 

とする．このとき， 

※臨床試験の estimand では，興味は  よりむしろ   の方では？ 110 
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数理統計学の estimand の例 

例） 

被験者数は固定 
 1群： 
   2群： 

estimandの例 
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