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1. はじめに 

1.1 研究の背景 

 ある処置に効果があるか，またあるとすればそれはどの程度の大きさなのかということ

はすべての科学研究において重要である．様々な研究において，「処置と結果の間に相関関

係があった」というような文脈を目にすることがあるが，これは処置に効果があるというこ

とを意味しているとは限らない．処置に効果があることを言うためには相関関係ではなく，

因果関係を見なければならないのである．因果関係とは原因（処置）と結果の関係のことを

いい，原因から結果に向かって矢印が向かうような関係である．一方で，相関関係とは単に

2 変数間の関係を示しているのであり，双方向に矢印が向くような関係であるため，各変数

が原因と結果の関係になっているわけではない．また，Holland (1986) では，著者の Holland 

と統計的因果推論における第一人者である  Rubin は，”NO CAUSATION WITHOUT 

MANIPULATION” をモットーとしていると述べており，研究者が自ら操作できないような

研究に因果を見出すことはできないとしている．この意味でも，相関関係が必ずしも原因と

結果の関係となっているわけではないことは明確である．原因と結果の間の因果関係を確

立するために様々な分野において実証研究が行われている．例えば，医学研究では，臨床試

験により新薬がプラセボと比較して，新薬がどの程度有効かを検証する．また，教育現場で

は，アクティブ・ラーニンングのような新しい教育方法を導入するために従来の教育方法と

の効果の違いについて調べる．このように処置の効果を検証するにあたり，データに基づい

て定量的に評価するための方法論のことを統計的因果推論と呼ぶ． 

 因果推論を行うためにはデータをどのようにして取得するか，すなわち，研究デザインが

重要となり，研究デザインの種類によって取るべき手法が異なる．研究デザインは大きく実

験研究と観察研究の 2 種類に分けることができる．現状把握のために行う調査を研究デザ

インとして含めることもあるが，本論文では主として処置の結果に対する効果を検証する

ことを目的としているため，研究デザインに調査は含めないこととする． 

 実験研究とは，原因となる変数を研究者自ら操作することが可能であり，どのように結果

が変化するかを検証する研究方法である．ここで操作というのは，処置の割付けに関する設

定を表している．実験研究では，個体への処置の割付けはランダムに行われる（ランダム化）．

ランダム化は Fisher が実験を実施するにあたり提唱した 3 原則のうちの 1 つである（詳し

くは岩崎 (2006) や岩崎 (2015) を参照されたい）．医学研究においては，ランダム化比較試

験 (Randomized Control trial: RCT) としてよく知られている．ランダム化を行うことによっ

て群間で処置以外の違いを平均的に均質にすることができ，統計的な推測の妥当性が保証

される．因果推論において実験研究はゴールドスタンダードであり，デザインがきちんとし

ていれば，比較的簡単な統計手法によって処置の効果を調べることが可能である．一方で，

実験研究であってもデザインが崩れてしまうような状況，例えば，被験者が処置の割付けに

従わないような場合には，単純な統計手法を用いて解析を行うと誤った結果を導く可能性

がある．このような状況をノンコンプライアンスが生じるという．ノンコンプライアンスが
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生じる場合に，操作変数推定量により処置の効果を推定する方法が考えられる  (Angrist, 

Imbens and Rubin, 1996)． 

 観察研究とは，処置の効果を調べる点では実験研究と変わらないが，実験研究が処置の割

付けを研究者が行うのに対して，観察研究は処置の選択は被験者が選択するというタイプ

の研究デザインである．観察研究における主なデザインとして，コホート研究，ケースコン

トロール研究，横断研究があげられる．横断研究は，ある 1 時点における疾患の有病率を調

査することには役立つが，時間的な変化を見ることができないので，因果推論を行うために

は不十分なデザインである．ケースコントロール研究は後ろ向き研究に属するデザインで

ある．後ろ向き研究は結果の原因，すなわち cause of effect を調べるような研究デザインで

あり，前向き研究を想定している本論文では扱わないが，非常に重要なデザインである．コ

ホート研究は前向きな研究デザインであり，そのほとんどが処置や曝露の効果（影響）を調

べるために用いられる． 

 実験研究や観察研究に関する内容が含まれている単行本は比較的多くある．例えば，折笠 

(1996)，木原・木原 (2014)などがあり医学研究中心の内容である．より因果推論向けのもの

は昔はあまりなかったが，近年増えてきており，星野 (2009), Imbens and Rubin (2015), 岩崎 

(2015), Rosenbaum (2010), Rosenbaum (2017) などがある．また，2018 年には Hernán and Robins 

(2018) が出版される予定である． 

 本論文では，主として実験研究と観察研究における統計的因果推論の問題について扱う．

主目的は以下の 2 つである．まず，実験研究において，割付けられた処置に従わないような

ノンコンプライアーが存在する場合には，通常の解析方法は用いることはできず，操作変数

推定量などで処置効果の推定を行うが，さらにこのモデルを拡張して，見かけ上のノンコン

プライアーが存在する場合の定式化を行い，感度分析により処置効果の検討を行う．第二に，

観察研究において，傾向スコアマッチングを行った後の解析方法として対応のある検定と

独立な検定のどちらを使用すべきかについて，傾向スコアマッチングされた個体間の距離

を導出し，その後の解析方法について議論する． 

 第 2 章では，大学の授業において学科あるいは学部の学生を一定数ごとに複数のクラス

に分け，同一の内容の授業を行ったクラス間での学生の成績のデータを扱っており，このデ

ータに本研究の動機がある．クラス間で成績が違うことは問題であるが，ある 2 クラス間の

授業の成績には単純に比較を行ったときに差が見られた．学生の学籍番号で 1 限目のクラ

スと 2 限目のクラスに決められていたので，ある意味ランダム化が行われていた．2クラス

間の授業内容に差があるわけではないため，この結果は直感に反するものであった．実は，

この授業の裏に別の内容の授業が開講されており，1限目に割り当てられた学生は 2限目に

移動し，2 限目に割り当てられた学生は 1 限目に移動することが可能であった．そのため，

ノンコンプライアンスが生じている状況であり，Angrist, Imbens and Rubin (1996) で提案さ

れているような方法を適用できた．しかしそれでも満足のいく結果とならなかったことか

ら，本論文で提案している見かけ上のノンコンプライアーを考慮したモデルを考えるに至
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った． 

 第 3 章では傾向スコアマッチング後の統計手法について検討している．医学研究，特に観

察研究では近年傾向スコアマッチングを使用した研究が劇的に増えてきている．傾向スコ

アはそれを与えるだけで観測されている交絡因子を調整することができ，バイアスのない

処置効果を推定できる．傾向スコアの解析方法の中でもマッチングは統計的な知識がそれ

ほどなかったとしても比較的簡単に使うことができる．しかし，傾向スコアマッチングを用

いる場合にも検討しなければならないことはいくつかある．そのうちの 1 つとして傾向ス

コアマッチング後の解析にマッチングしたことを反映させるか，すなわち対応のある解析

を行うか，それとも独立な解析を行うかといった問題がある．Austin (2008) では，このこと

について言及しており，対応のある解析を行うべきと結論付けているが，同論文の discussion

において反論を受けている．Austin (2011) はその反論に対する回答論文と思われるが，その

結果はやはり対応のある解析を用いるべきというものであった．しかし，このようにどちら

を使用するかという主張をしている論文はいくつかあるものの，未だ結論には達していな

い．そこで傾向スコアマッチングした個体間の距離という観点からどちらの解析を使用す

べきかを検討する． 

 また第 4 章では，医学研究において統計手法を適用した結果を報告している．多くの医学

研究の目的は治療を含んだ介入の効果を調べることにある．本論文においても各研究では

介入の効果を調べており，因果推論の枠組みで考えることができる． 

 

1.2 論文の構成 

 本論文では，1 章で研究の背景および動機を示す．2 章では実験研究における因果推論と

して，ノンコンプライアンスが生じる状況について焦点を当てる．2.2 節で研究のモチベー

ションとなった大学の授業の例を提示し，得られたデータのナイーブな解析は誤りである

ことを示す．2.3 節ではノンコンプライアンスの下での因果推論の方法と 2.2 節で提示した

例の適用を行う．2.4 節では見かけ上のノンコンプライアンスを定義し，2.3 のモデルを拡張

して議論する．3 章では観察研究における因果推論として，傾向スコアマッチング後の解析

方法について議論する．3.3 節で傾向スコアマッチングされた個体間の距離を定義し，その

期待値を共変量が 2 値と連続量の場合について導出する．3.4 節ではシミュレーションによ

り 3.3 節のより一般的な場合について評価する．また，いくつかの状況設定の下，独立な解

析と対応のある解析でどちらの方が検出力が高いかをマッチした個体間の距離とともに考

察する．4 章は医学研究において統計的解析を適用した結果を報告する． 

 なお，2 章は佐野・岩崎 (2017) の内容に基づいており，3 章は Sano and Iwasaki (under 

review) の内容を修正したものである．また，4 章はそれぞれ Igarashi et al. (2015), Sukegawa 

et al. (2016), Katsumata et al. (2017), Tamura et al. (2017) を元に執筆した． 
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2. 見かけ上のノンコンプライアンスが存在する場合の因果効果の感度分析の

一例 

2.1 イントロダクション 

 因果関係の確立は，行動計量学，統計学に限らず，すべての科学的研究あるいは社会的活

動の大きな目的である．統計学の文脈の中で以前は，因果関係は相関関係と異なり統計的に

評価することは困難であるとされ，そのような記述が統計学のテキストにもよく見られた．

しかし近年，因果関係確立のための考え方および方法論は，統計的な基盤の整備により，医

療関係やマーケティングなどをはじめとする多くの分野での応用が広がりを見せている．

統計的因果推論にはいくつかのアプローチがあるが，本論では，Rubin の因果モデル (Rubin 

Causal Model : RCM) とも称される (Rubin, 1974; Holland, 1986)，潜在的な結果 (potential 

outcomes) を想定した因果モデルの下で議論を進める．統計的因果推論一般および RCM に

ついて詳しくは，Imbens and Rubin (2015) をはじめ，Berzuini, Dawid and Bernardinelli (2012)，

Morgan (2013)，Morgan and Winship (2015)，Shadish, Cook and Campbell (2002)，甘利他 (2002)，

星野 (2009)，岩崎 (2015) およびそれらに挙げられている豊富な参考文献を参照されたい． 

 統計的因果推論では，処置のランダム割り当てを伴う実験研究がゴールドスタンダード

とされるが，実験研究であっても，実験の参加者が割り当てられた処置を遵守しないことが

ある．たとえば，新薬開発の臨床試験で新薬をプラセボと比較する場合に，新薬群に割り当

てられた実験参加者がその薬剤を服用しない，あるいは職業訓練プログラムの有効性の研

究において割り当てで指示されたプログラムを実行しない，といった事態が起こり得る．実

験参加者が割り当てられた処置どおりに行動しないことをノンコンプライアンス（non-

compliance 非遵守）といい，そのような実験参加者をノンコンプライアー（非遵守者）とい

う．ノンコンプライアンスが生じると処置効果の推定に偏りをもたらす可能性が高く，この

問題については多くの研究がなされてきている． 

 本論文では，ノンコンプライアンスが生じた場合における新しいモデルとして，「見かけ

上のノンコンプライアー」が存在する場合での処置効果の推定に関する感度分析の方法を

提案する．見かけ上のノンコンプライアーとは，割り当てられた処置を遵守していないとい

う意味ではノンコンプライアーであるが，処置を遵守しないあるいはできない特別な理由

があり，本来はコンプライアーである者のことをいう． 

 第 2.2 節では，本研究のきっかけとなった大学の授業における学生の学習成果に関する実

際の例を用い，得られたデータのみに基づくナイーブな解析は誤りであることを示す．この

例は，本論文で提案する手法の適用例ではあるが，教育現場における学生あるいは生徒の評

価という観点からも興味深いものとなっている．続く第 2.3 節では，当該データに対し，ノ

ンコンプライアンスが存在する場合の通常の手法である操作変数法を適用した結果を導く

が，これもまた不満足な結果をもたらすことをいう．そして第 2.4 節において，本論文の主

眼である見かけ上のノンコンプライアンス下での新しいモデルを提案し，処置効果の推定

における感度分析の方法を提示する．そして新モデルに基づく大学の授業データの解析結
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果は，直観にも合致する満足な結果を与えることを示す．最後の第 2.5 節では簡単なまとめ

を行う． 

 

2.2 大学の授業と学生評価の例 

 大学などでは，大人数での授業を避けるため，同一の学科あるいは学部の学生を一定数ご

とに複数のクラスに分け，同一の内容の授業を同じ教員あるいは複数の教員で担当するこ

とが多い．その際，クラス間で学生の成績や単位取得状況に差があると，授業評価などで問

題になることがある．ここでの例は，第 2.1 節で述べたノンコンプライアンスが生じる場合

の状況ではあるが，教育評価の観点からは，複数クラス間での教育効果の比較のための注意

点の提示と共に，評価のための妥当な方法論を提供していることにもなる． 

 ある大学のある授業科目では，同じ学科の学生を，学籍番号の末尾の偶奇により，偶数の

学生を 1 時限目（午前 9 時開始），奇数の学生を 2 時限目（午前 10 時 40 分開始）と 2 つの

クラスに分け，同じ教員により同じ内容の授業が 2 回続けて実施された．そして，試験終了

後の合否の状況が調査された．学生が実際に受講したクラスおよび合否を表すダミー変数

をそれぞれ 

 





（２時限目）

（１時限目）

0

1
D ，






（合格）

（不合格）

0

1
Y  

としたとき，得られたデータは表 2.1 のようであった．学生の不合格率は，1 時限目の受講

学生では 16.0%，2 時限目の受講学生では 26.2%と，2 時限目の受講学生の不合格率のほう

が 10.2%高かった．なお，表 2.1 の「全体」の行の不合格率は，両クラスを込みにした不合

格率 100  (24/87) = 21.6% を表している．ここでの不合格率 16.0%と 26.2%は，第 3節で述

べる As Treated と呼ばれる計算値である． 

 この 10.2%の差は，何らかの意味のある数値であろうか．大学の授業では，1 時限目のほ

うが学生の遅刻の可能性が高く，1 時限目のほうの不合格率が高いと予想されるが，表 2.1

では，2時限目の不合格率のほうが高くなっていた． 

 

 表 2.1 ある授業における合否 

 

 この授業では，学籍番号の末尾が偶数で本来 1 時限目のクラスを受講するはずであるが 2

時限目のクラスを受講した学生，逆に末尾が奇数であるが 1 時限目のクラスを受講してい

不合格
(Y = 1)

合格
(Y = 0)

計 不合格率

1時限目
(D = 1)

8 42 50 16.0%

2時限目
(D = 0)

16 45 61 26.2%

全体 24 87 111 21.6%

受講
(D)
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る学生が存在した．当初の割り当てと実際の受講クラスとの関係は表 2.2 のようであった，

ここで，当初の割り当てを表すダミー変数を 

 





に割り当て）（末尾奇数：２時限目

に割り当て）（末尾偶数：１時限目

0

1
Z  

としている． 

 

 表 2.2 当初の割り当てと実際の受講クラス 

 

 表 2.2 のクロス集計表の各セルでの不合格者数および不合格率は表 2.3 (a)，(b) のようで

あった．表 2.3 (b) の「全体」の行および列は，表 2.3 (a) の「計」の表 2.2 の人数に対する

百分率である．これらの表から導かれる結論の解釈については第 3 節以降で詳しく論じる． 

 

 表 2.3 不合格者数と不合格率 

 (a) 不合格者数 

 

学生数
1時限目
(Z = 1)

2時限目
(Z = 0)

計

1時限目
(D = 1)

35 15 50

2時限目
(D = 0)

22 39 61

計 57 54 111

割り当て (Z)

受講
(D)

学生数
1時限目
(Z = 1)

2時限目
(Z = 0)

計

1時限目
(D = 1)

6 2 8

2時限目
(D = 0)

8 8 16

計 14 10 24

割り当て (Z)

受講
(D)
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 (b) 不合格率 

 

2.3 ノンコンプライアンスの下での因果効果の推定 

 ここでは，ノンコンプライアンス下での因果効果の推測問題につき，次節で必要となる記

号の定義と種々の仮定を述べ，第 2.2 節の数値例を基にした計算結果を示す．本節で述べる

仮定の意味などの詳細は，Imbens and Rubin (2015)，岩崎 (2015) などを参照されたい． 

 

2.3.1 ノンコンプライアンスの下での因果効果の推定 

 潜在的な結果に基づく統計的因果推論の文脈を踏襲し，個体 i に対する処置の下での結

果変数の値を Yi(1)，対照の下での値を Yi(0) とする．個体 i の個体処置効果（個体因果効

果）は i = Yi(1) – Yi(0) により定義され，母集団全体での平均処置効果 (average treatment 

effect: ATE) あるいは平均因果効果 (average causal effect: ACE) は 

 )( )]0([)]1([)]0()1([ 01   YEYEYYE  (2.1) 

と定義される．そして，第 i 個体への処置の割り当てを表すダミー変数 Zi を 

 





（対照）

（処置）

0

1
iZ  

と定義する．平均処置効果  が観測データにより推定可能となるための仮定，すなわち，

SUTVAの仮定，すべての i に対し 0 < P(Zi = 1) < 1 であるという正値性，{Y(1), Y(0)} と Z 

との独立性，は成り立つとする（これらの仮定に関して詳細は Imbens and Rubin (2015) など

を参照）．これらの仮定の下で，(2.1) の平均処置効果  は，Y が 2 値すなわち 

 





（無効）

（有効）

0

1
Y  

のときは 

 )0|1()1|1(  ZYPZYP  

となり，この右辺は処置群と対照群のそれぞれにおける標本比率で推定される． 

 ノンコンプライアンスが存在するとし，個体 i の処置の割り当てが Zi である個体が実

際に受けた処置を 

 





（対照）

（処置）

0

1
iD  

学生数
1時限目
(Z = 1)

2時限目
(Z = 0)

計

1時限目
(D = 1)

17.1% 13.3% 16.0%

2時限目
(D = 0)

36.4% 20.5% 26.2%

計 24.6% 18.5% 21.6%

割り当て (Z)

受講
(D)
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とする．Di = Zi となった個体はコンプライアー（遵守者）であり，Di  Zi となった個体が

ノンコンプイアー（非遵守者）である．ここでは，除外制約 (exclusive restriction) は成り立

つと仮定する． 

 処置の割り当てが Z のときの実際に受ける処置を表す変数を D(Z) とすると，ノンコン

プライアンスが生じるとき，母集団全体は以下の 4 つの部分集団に分けられるとされる 

(Angrist, Imbens and Rubin, 1996)： 

 

(i) Complier (C)：Z = D(Z)．常に割り当て通りの処置を受ける人， 

(ii) Never Taker (N)：D(Z) = 0．割り当てに関わらず常に処置を受けない人， 

(iii) Always Taker (A)：D(Z) = 1．割り当てに関わらず常に処置を受ける人， 

(iv) Defier (D)：D(Z) = 1 – Z．常に割り当てとは反対の行動をとる人． 

 

以下の議論では，Defier はいないことを表す単調性 (monotonicity) を仮定する．Complier の

みの平均因果効果（complier average causal effect: CACE，もしくは Local Average Treatment 

Effect: LATE）C = E[Y(1) – Y(0) | Complier] は，単調性の仮定の下で操作変数推定量 (IV 

estimator) により偏りなく推定される (Angrist, et al., 1996; Imbens and Rubin, 1994, 1997; 

Imbens and Rubin, 2015)． 

 後の議論のため，岩崎 (2015) に倣い以下のパラメータを定義する．コンプライアンスに

基づく分類での各タイプの母集団での構成割合を pC = P(Complier)，pN = P(Never Taker)，pA 

= P(Always Taker) とし，処置に割り当てられる確率を q = P(Z = 1) とする．除外制約の条

件下で，結果が有効 (Y = 1) である条件付き確率をそれぞれ 

 

)T aker Always ,0|1()0(

)T aker Always ,1|1()1(

)T akerNever  ,0|1()0(

)T akerNever  ,1|1()1(

)Complier ,0|1()0(

)Complier ,1|1()1(













DYPR

DYPR

DYPR

DYPR

DYPR

DYPR

A

A

N

N

C

C

 

と置く．これにより母集団全体での平均因果効果は， 

 )}0()1({)}0()1({)}0()1({ AAANNNCCC RRpRRpRRp   (2.2) 

と表現され，CACE は C = RC(1) – RC(0) となる．CACE は観測データから推定可能である

が，平均処置効果は観測データから推定できない．そのため，その存在範囲 (bounds) を求

めるというアプローチがとられることもある．(2.2) の定義から， の上限は 

 }0)1({)}0(1{)}0()1({  AANNCCCMAX RpRpRRp  (2.3) 

となり，下限は 

 }1)1({)}0(0{)}0()1({  AANNCCCMIN RpRpRRp  (2.4) 

となる (Manski, 1990)． 
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 結果変数 Y は 2 値であるとし，全観測度数を N とする．割り当てが Z = z の度数を nz  

(z = 1, 0)，割り当てが Z = z で実際受けた処置が D = d の度数を nzd とし (z, d = 1, 0)，nzd 

の中で Y = 1 となった度数を fzd とする（図 2.1）．これらを用いて上述の各パラメータは以

下のように推定される（詳細は岩崎 (2015) を参照）．まず q = P(Z = 1) は，実験計画で定め

られている場合は既知とし，そうでない場合は Nnq /ˆ
1  で推定する．Never Taker，Always 

Taker，Complier の比率はそれぞれ 

 
1

10ˆ
n

n
pN  ，

0

01ˆ
n

n
pA  ， ANC ppp ˆˆ1ˆ   

と推定され， 
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10)0(ˆ
n

f
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01

01)1(ˆ
n

f
RA   

と推定される．また， 
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および 
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となり，CACE は )0(ˆ)1(ˆ
CC RR  により推定される． 

 

 図 2.1 観測度数の定義 

 （図中の C は Complier，A は Always-Taker，N は Never Taker を表す） 

 

 ノンコンプライアンスの下での平均因果効果  の推定法として，これまで主に Intention 

to Treat (ITT)，As Treated (AT)，Per Protocol (PP)，Instrumental Variable (IV) の 4 つが議論さ

れている（たとえば Bang and Davis (2007)，McNamee (2009) などを参照）． 

Y = 1 r11
D = 1 C + A n11

Y = 0 n11 - r11
Z = 1 n1

Y = 1 r10
D = 0 N n10

Y = 0 n10 - r10
ALL

Y = 1 r01
D = 1 A n01

Y = 0 n01 - r01
Z = 0 n0

Y = 1 r00
D = 0 C + N n00

Y = 0 n00 - r00
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 ・Intention to Treat (ITT)：
0

0001

1

1011ˆ
n

ff

n

ff
ITT





  

 ・As Treated (AT)：
0010

0010

0111

0111ˆ
nn

ff

nn

ff
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 ・Per Protocol (PP)：
00

00

11

11ˆ
n

f

n

f
PP   

 ・Instrumental Variable (IV)：
001111 //

ˆ
ˆ

nnnn

ITT
IV





  

ここで P̂ は対応する確率の推定値（標本比率）を表す．詳細は岩崎 (2015) の 8.2.2 項を参

照されたい． 

 

2.3.2 推定値の計算と結果の解釈 

 ここでは，2.2 節で示した教育評価の数値例に関し，2.3.1 節のノンコンプライアンスの下

での統計的因果推論の枠組みの中で各推定値を計算し，それらの解釈を与える． 

 2.2 節の例の目的は，授業の開講時限と学生の成績との因果的な関係の有無を調べるもの

で，1 時限目の授業を処置とし，2 時限目の授業を対照とする．そして，当初の授業時限の

割り当てを Z とし，実際の受講を D とする．結果変数 Y は学生の単位の取得状況を表す

2 値のダミー変数である．処置の割り当ては学籍番号の末尾の偶奇によるものでランダムで

はないが，末尾の偶奇は学生の特性や成績とは無関係であるので，当初の割り当ては潜在的

な結果と独立とみなすことができる．また，2.3.1 節で述べた各仮定はすべて成り立つとす

る． 

 2.3.1 節で示した推定法により，各カテゴリーの比率は， 

 336.0ˆ Cp ， 386.0ˆ Np ， 278.0ˆ Ap  

であり， 

 203.0)1(ˆ CR ， 023.0)0(ˆ CR ， 364.0)0(ˆ NR ， 133.0)1(ˆ AR  

となる．また，4種類の推定値は 

 060.0ˆ ITT ， 102.0ˆ AT ， 034.0ˆ PP ， 180.0ˆ IV  

と計算される． 

 2.2 節で求めた 1 限目と 2 時限目の不合格率の差 10.2%（第 2 時限目のほうが不合格者が

多い）は As Treated 推定値 102.0ˆ AT である．それに対し IV推定値では 180.0ˆ IV と 1 時

限目のほうに不合格者が多いという逆の結果となっている．これは，第 2 節で述べた，1 時

限目のほうが遅刻の可能性が高く，不合格率が多いはずという考察と符合している． 

 Never Takerの 2時限目での不合格率は 364.0)0(ˆ NR と，Complierの不合格率 023.0)0(ˆ CR

よりも格段に高い．この Never Taker の不合格率が 2 時限目での不合格率を押し上げている

と推察される．この場合の Never Taker は，朝の早い 1 限目の授業を忌避する学生であり，

不合格率が高いことは十分に考えられる．Always Taker の不合格率 133.0)1(ˆ AR は Complier
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の不合格率 203.0)1(ˆ CR よりも低い．この場合の Always Taker はどういう学生であろうか．

勉学に対する意欲が高く，1 時限目を忌避する学生が多く授業への集中度が欠けてしまう 2

時限目を避けるために自ら進んで 1 時限目を受講した学生で不合格率が低い，という解釈

も成り立つ．別の解釈については 2.4 節を参照されたい． 

 平均処置効果  の存在範囲 (2.3)，(2.4) を求めると，上限は RN(1) = 1，RA(0) = 0 として

MAX̂ = 0.343，下限は RN(1) = 0，RA(0) = 1 として MIN̂ = –0.321 となる．上限は，Never Taker

が 1 限目を受講すれば全員が不合格，Always Taker が 2 時限目を受講すれば全員が合格のと

きの値であるので妥当であろうが，下限の導出のための確率の設定は非現実的である．Never 

Taker が 1 時限目を受講した場合の不合格率が少なめに見積もっても 2 時限目程度，すなわ

ち )1(NR = 0.364 であるとし，Always Taker の 2 時限目での不合格率を多めに見積もって 1

時限目程度，すなわち RA(0) = 0.133 とすると，下限は 061.0ˆ MIN と求められる．これによ

り，平均因果効果の推定値は正であり，1時限目のほうが不合格率が高いであろうことが示

される． 

 

2.4 見かけ上のノンコンプライアンス 

 2.2 節の例では，授業時限の割り当てと実際に受講した授業とが異なる学生が存在してい

る（表 2.2）．事後調査によると，2 時限目に割り当てられたにもかかわらず 1 時限目に受講

した学生は，同じ 2 時限目に開講されていた他の授業を受講する必要上，やむを得ず 1 時

限目の授業を受講したとのことであった．これらの学生は，2 時限目の並行開講の授業がな

ければ割り当てどおり 2時限目の授業を受講していたが故に，本質的にComplierであるが，

やむを得ない理由によって見かけ上ノンコンプライアーとなっていたのである． 

 見かけ上のノンコンプライアンスが存在し得る状況は他にも考えられる．ノンコンプラ

イアンスの例として引き合いに出される，アフリカにおけるビタミン A と死亡率の関係に

関するランダム化試験（Greenland, 2000; 岩崎, 2015）においてビタミン A の非摂取が単な

る連絡ミスによる場合，あるいは新薬開発の臨床試験での薬剤の非服用が実験参加者の体

調や意思に起因するものではなく偶然的な薬剤の紛失などによる場合などがあり得る．過

去におけるアフリカでの実験はともかく，昨今の臨床試験では，ノンコンプライアンスやデ

ータの欠測などが生じた場合にはその理由をできる限り調査することが奨励されているこ

とから，事後的にその理由が判明することも多い．実験参加者の意思とは無関係の理由によ

るノンコンプライアンスが生じる状況にはすべてここでのモデルを想定し得る． 

 本節では，このような見かけ上のノンコンプライアーが存在する場合の因果効果の推定

法を議論する．まず問題の定式化を述べ，第 2.2 節の例を用いた計算結果とその解釈を示す．

後述のように，ここでのモデルは第 2.3 節のノンコンプライアンス下での因果推論のモデル

の一つの拡張となっている． 
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2.4.1 定式化と推定 

 2.3 節では，ノンコンプライアンスが存在する場合，母集団を Complier，Never Taker，Always 

Taker，Defier の 4 種類に分けると述べたが，これらは各個体の持つマインドによる分類で

ある．すなわち，処置の割り当てを常に遵守する協力的な実験参加者 (Complier) と，常に

処置を実行しない実験参加者 (Never Taker) とでは，日々の生活に対する考え方が異なり，

それが処置の効果に反映されると想定されている．しかし，マインドは Complier であって

も，何らかの偶然的な事情により割り当てられた処置を遵守できないことが起こり得る．こ

れら見かけ上のノンコンプライアーは，マインドは Complier であるが観測されるデータと

しては Di  Zi となり，ノンコンプライアーと見なされてしまう．すなわち，見かけ上は

Never Taker であっても，処置効果に関しては本来 Complier に分類すべきものである． 

 2.3 節での定式化では，(Z = 0, D = 1) である個体（図 2.1 の Aで表される n10 人）は Always 

Taker とみなされるが，その中で実際は Complier である個体の比率を rC(A) とする．逆に (Z 

= 1, D = 0) であって Never Taker と見なされる個体（図 3.1 で Nとなる n01 人）の中で実際

は Complier である個体の比率を rC(N) とする．見かけ上のノンコンプライアーの有効率は

通常の Complier と同じであるとする．見かけ上のノンコンプライアーの比率が rC(A) = rC(N) 

= 0 であれば，第 3 節での通常の議論がそのまま適用される．逆に rC(A) = rC(N) = 1 であれ

ば，Always Taker も Never Taker もいないことになり，このときは 3.1 項の As Treated 推定値 

AT̂  が平均処置効果  の推定値を与える．0 < rC(A), rC(N) < 1 のときは，その比率が既知でな

い限り平均因処置効果は識別されないことから，rC(A) および rC(N) に何らかの合理的な値を

想定するか，もしくは rC(A)，rC(N) を適当な範囲で動かして処置効果の動きを見る感度分析を

適用するかのいずれかである．以下，各パラメータの推定法とそれに関する感度分析の方法

を述べる． 

 見かけ上のノンコンプライアーの比率，rC(A) および rC(N)，が与えられた下で，各効果の

推定値を導出する．観測データは図 3.1 のように与えられているとする．Never Taker および

Always Taker の比率はそれぞれ 
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で推定され，Complier の比率の推定値は 

 ANC ppp ~~1~   

となる．(D = 0, Y = 1) となった個体に関しては，n10 には Never Taker と見かけ上のノンコ

ンプライアーが混在し，n00 には Never Taker と Complier が混在するので， )0(
~

NR および )0(
~

CR

をそれぞれのパラメータの推定値として， 

 1010)(10)( )0(
~
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~
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  (2.5b) 
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なる関係式が得られる．(2.5a) は，左辺第 1項が (Z = 1, D = 0) となった個体中の Never Taker 

の人数 10)( )1( nr NC  にその有効率 )0(
~

NR をかけた Never Taker での有効人数であり，第 2 項

は，見かけ上のノンコンプライアーである人数 10)( nr NC  に Complier の有効率 )0(
~

CR をかけ

た Complier の有効者数であることから，それらを加えたものが，右辺の観測される有効者

数になるという関係を表す．(2.5b) の左辺第 1 項は，(Z = 0, D = 0) となった個体中の Never 

Taker の人数に Never Taker の有効率をかけたものであるが，その人数は，処置への割り当

てがランダムでありその比が n1 : n0 であることから，(Z = 1, D = 0) での Never Taker の人

数 10)( )1( nr NC  に割り当ての比率 n0/n1 を乗じて得られる．左辺第 2 項は Complier に関す

る項であるが，その人数は n00 から，今求めた Never Taker の人数を差し引いて得られる．

そしてそれらにおける有効者数の和が右辺の観測される有効者数になるという関係式から

導出される．ここで rC(N) = 0 とすると，見かけ上のノンコンプライアーが存在しない 2.3 項

で議論した推定値であるので，(2.5a) および (2.5b) における記号を改めて，それぞれ 

 1010 )0(ˆ fRn N   (2.6a) 

 0010

1

0
0010

1

0 )0(ˆ)0(ˆ fRn
n

n
nRn

n

n
CN 









  (2.6b) 

となるので，(2.6a) より 

 
10

10)0(ˆ
n

f
RN   

となり，これを (2.6b) に代入して )0(ˆ
CR を得る．また，rC(N) = 1 とすると，(2.5a) および 

(2.5b) は 

 1010 )0(
~

fRn C   

 0000 )0(
~

fRn C   

となり，これらを辺々加えることにより推定値 
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)0(

~

0010

0010

nn

ff
RC




  (2.7) 

を得る．0 < rC(N) < 1 では，rC(N) = 0 のときの値 )0(ˆ
NR と (2.7) の rC(N) = 1 のときの値とを

直線で結び，rC(N) における値を 

 )}0(ˆ
)(

)(
{)0(ˆ)0(

~

0010

0010
)( CNCCC R

nn

ff
rRR 




  (2.8) 

とし，これを (2.5a) と (2.5b) に代入した上で加えて )0(
~

NR を求めるという操作を行う． 

 (D = 0, Y = 1) となった個体に関しては，同様の考察により，関係式 

 0101)(01)( )1(
~

)1(
~

)1( fRnrRnr CACAAC   (2.9a) 
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  (2.9b) 

が得られるので，同じく 

 )}1(ˆ)/(){()1(ˆ)1(
~

11011101)( CACCC RnnffrRR   (2.10) 

と線形補間し，(2.9a) と (2.9b) に代入して加え )1(
~

AR を求める．特に Always Taker がいない

とすると，pA = 0 であり Z = 0，D = 1 となった個体はすべて Complier であるので rC(A) = 1 

となる．このときは，(2.7) 同様 
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~

1101

1101

nn

ff
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  (2.11) 

と推定される．また，以上の計算から，rC(A) および rC(N) の値を特定することにより，それ

らの値での CACEが推定される． 

 実際は，rC(N) および rC(A) の値は未知で，事後調査などの付加的な情報がない限り推定不

能であるので，2.3.1 節で述べた bounds アプローチ同様，その存在範囲の考察により，rC(N) 

および rC(A) の値を適当な範囲で動かして各パラメータのグラフを図示することによって 

rC(N) や rC(A) の影響を調べるという感度分析を行う． 

 

2.4.2 計算例 

 2.2 節および 2.3.2 節の例での計算結果を示す．見かけ上のノンコンプライアーがいない，

すなわち rC(A) = rC(N) = 0 の場合は，2.3.2 節で求めたように， 

 
133.0)1(ˆ)1(
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,364.0)0(ˆ)0(
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,203.0)1(ˆ)1(
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AANN

CCCC
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であり，CACE は 

 180.0023.0203.0)0(ˆ)1(ˆ
0  CC RRCACE  

と推定される．rC(A) = rC(N) = 1 では，(2.7) および (2.11) より 

 262.0
61

16

)3922(

)88(
)0(

~





CR  

 160.0
50

8

)1535(

)26(
)1(

~





CR  

と求められるので，このときの CACE は 

 )ˆ(102.0262.0160.0)0(
~

)1(
~

1 ATCC RRCACE   

となる．0 < rC(A), rC(N) < 1 については，(2.8) および (2.10) の線形補間により各パラメータ

値を求めてグラフにすると図 2.2 (a), (b) のようになる． 

 図 2.2 からは，見かけ上のノンコンプライアーにおける Complier の比率が変化すると，

rC(N) の増大に伴い )0(
~

CR も )0(
~

NR も増大する一方，rC(A) の増大に対し )1(
~

CR も )1(
~

AR も減少
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する様子が見て取れる．特に，Always Taker がいないと，CACEのグラフは図 2.3 のように

なる．(Z = 0, D = 1) となった個体の比率は 15/54 = 0.28 であるので，(Z = 1, D = 0) となっ

た Complier の人数，すなわち 1 時限目に割り当てられたが並行授業との関係で 2 時限目の

授業を受講せざるを得なくなった Complier の人数をおおよそ 57  0.28 = 16 人程度とする

と，rC(N) = 16/22 = 0.73 と推定される．rC(N) = 0.73 のとき CACEは，図 2.3 よりほとんど 0

であるので，少なくとも Complier にとっては CACE はほぼ 0 であり，このときの )0(
~

NR は

図 2.2 (a) より 0.54 程度となり，Never Taker すなわち常に 1 時限目を忌避する学生の不合格

率はかなり高いことが見て取れる．1時限目に配置される授業をどうしても履修しなくては

いけない学生の比率が小さい場合には rC(N) が 0.73 よりも小さくなり，CACEは正の値を取

る．いずれにしても，2.2 項で求めた As Treated 推定値のように負の値，すなわち 2 時限目

のほうが 1 時限目に比べて不合格率が高いということはないと結論される． 

 

 (a) 縦軸：不合格率 )0(
~

),0(
~

CN RR ，横軸：見かけ上のノンコンプライアーの比率 rC(N) 
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 (b) 縦軸：不合格率 )1(
~

),1(
~

CA RR ，横軸：見かけ上のノンコンプライアーの比率 rC(A) 

 図 2.2 見かけ上のノンコンプライアーの比率と不合格率の推定値 

 

 図 2.3 Always Taker がいない場合の CACE 

 

2.5 おわりに 

 大学での教育評価のデータ（2.2 節）に対し，ノンコンプライアンスが存在する場合の因

果効果の推定法と推定結果の解釈を議論した．特に，見かけ上はノンコンプライアーである

がその本質は Complier である個体が存在する場合の新しいモデルを導入し，その下でのパ

ラメータの推定に関する感度分析の一方法を与え，実際のデータに適用した．第 2.2 節で示

したようなデータの単純な集計のみでは結果の解釈を誤る危険性がある．本論では，当初割

り当てられた授業に対し，別の授業を受講した学生を見かけ上のノンコンプライアーとし
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て扱い，その下でのパラメータの推定により，ナイーブな推定結果と異なる結論が得られる

ことを示した． 

 統計的因果推論では，何を推測対象とするか (estimand)，それは推定可能か (identification)，

どう推定するか (estimation) が問題となる（cf. Imbens and Rubin (2015)，岩崎 (2015)）．これ

らはどれも，統計的データ解析を正しく実施し結果の妥当な解釈を与えるために重要な視

点でもある．統計的因果推論は，医薬疫学，マーケティング，品質管理と多くの分野への応

用が広がっている．教育関係は，データの宝庫でもあると同時に，データ解析の結果が種々

議論を呼び起こす分野でもある．本論文ではその一つの例を挙げたにすぎないが，ここで扱

った方法論がより多くの応用を産み出すことが期待される． 
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3 傾向スコアマッチングされた個体間の距離と検出力に関する評価 

3.1 イントロダクション 

 近年，医学分野では観察研究における交絡因子の調整法として  Rosenbaum and Rubin 

(1983) で提案された傾向スコアマッチングに注目が集まっている．Rosenbaum and Rubin 

(1983) では，傾向スコアによる交絡調整法として，傾向スコアを因子として含めた回帰分

析，層別解析，マッチングをあげている．これらの中でも傾向スコアマッチングは，処置群

と対照群間での比較可能性を高め，適切な因果効果を推定することが比較的容易にできる

ため，様々な研究分野で使用されている．傾向スコアマッチングは非常に強力な統計手法で

あるが，実際にデータに適用するためには様々な問題がある．Austin (2008) では，1996 年

から 2003 年までの間に掲載された傾向スコアマッチングを適用した 47 の医学論文をレビ

ューしている．レビューの項目は，(1) どのようにして傾向スコアマッチングによる標本が

つくられているか，(2) 傾向スコアマッチングによる標本作成は復元抽出で行われたか，そ

れとも非復元抽出で行われたか，(3) マッチング標本における処置群と対照群の観測される

共変量のバランスの評価をしているか，(4) マッチング後の統計的有意検定にはどのような

解析手法が採用されており，マッチングされたことが解析に考慮されているか，の 4つであ

る．また，この論文には，因果推論の研究を活発に行っている Jennifer Hill と Elizabeth Stuart

という 2 名の研究者によるコメント論文も掲載されている．4 つのレビュー項目の中でも，

(4) の傾向スコアマッチング標本を作った後の統計的有意検定に用いる解析手法に関して

は Austin と Hill, Stuart の間で意見が分かれている．この意見とは，作成した標本にマッチ

ングしたという事実を反映させて解析するかどうかということである．この問題に対して，

Austin は傾向スコアマッチング後のアウトカムの差を比較するための統計手法としては，マ

ッチングしたということを解析に反映させるべき，すなわち対応のある解析を用いるべき

であると主張している．一方で，Hill と Stuart は対応のある解析手法ではなく，2 標本 t 検

定のような独立な解析手法を推奨している．また，多くの他の研究者もマッチング標本は独

立なものとして扱うべきであると主張している (Ho et al. 2007; Imai et al. 2008; Rubin 2007; 

Schafer and Kang 2008; Stuart 2010)．しかし，一般に，独立な解析と対応のある解析の精度は

マッチした個体間の近さに依存するので，マッチした個体が傾向スコアレベルではなく，個

体レベルとして近いのであれば対応のある解析を用いることを考えるべきである．Austin 

(2011) は Hill と Stuart のコメント論文に応える形で，いくつかの設定の下，傾向スコアマ

ッチング標本に対する独立な解析と対応のある解析の精度の評価を行っている．モンテカ

ルロシミュレーションの結果，独立な解析よりも対応のある解析の方が好ましいことが示

されている． 

 一般に，傾向スコアマッチングは処置群と対照群の間で マッチング標本の共変量の分布

が同じとなることは保証されるが，マッチされた個体間の距離が近くなること，すなわち各

共変量が近いかどうかということは保証されない．Austin (2008) のコメント論文において

も Stuart (2008) では “the theory of propensity scores says only that within groups of individuals 



 

19 

 

with similar propensity scores, the distributions of the covariates that went into the propensity score 

will be similar” と述べている．このように傾向スコアマッチングされた個体間の近さは必ず

しも近いとは限らない．しかしながら，もし個体間の近さが比較的近いのであれば，その標

本では対応のある解析を用いた方が良いと考えられる．これらのことから，独立な解析と対

応のある解析のどちらを用いるかという議論を行うためには傾向スコアマッチングされた

個体間の距離を評価しなければならない．さらに，個体間の近さのアウトカムの比較への影

響についても考える必要がある． 

 本章では，因果パラメータの推測において，マッチングしたという事実を反映させるべき

かどうかという問題について議論する．岩崎 (2015) では，共変量が 2 値の互いに独立な特

別な場合の傾向スコアマッチングした個体間の距離の期待値を導出している．この導出さ

れている傾向スコアマッチングされた個体間の距離の期待値を共変量が 2 値の互いに独立

な全ての場合に一般化し，さらに共変量が連続の場合へと拡張する．マッチされた個体間の

近さは，マッチした個体間の共変量に関してユークリッド距離の 2 乗として定義する．共変

量は互いに独立な 2 値の場合と多変量正規分布に従う場合の 2 種類を考える．独立な解析

と対応のある解析のどちらを用いるかという議論のため，傾向スコアマッチングされた個

体間の距離だけでなく，それぞれの解析手法における統計的検出力の観点から考察するこ

とも重要である．Wacholder and Weinberg (1982) では，対応のあるデータを独立なデータと

したときと，独立なデータを対応のあるデータとしたときのそれぞれの検出力に関する研

究を行っている．本研究では，傾向スコアマッチングされた個体間の距離の評価と，いくつ

かの設定の下での，マッチング標本に対する独立な解析と対応のある解析の検出力の比較

を行う． 

 本論文は，以下のような構成となっている．3.2 節では，傾向スコアマッチングに関する

一般論を論じる．3.3 節では，共変量が 2値の場合と連続量の場合で，傾向スコアマッチン

グとランダムマッチングされた個体間の距離を導出する．3.4 節では，シミュレーションに

より，より一般化した傾向スコアマッチングされた個体間の距離の評価と独立な解析と対

応のある解析における検出力の比較を行う．最後に 3.5 節で議論を行う． 

 

3.2 傾向スコアマッチング 

3.2.1 バランシングスコアと傾向スコア 

 因果推論において実験研究はゴールドスタンダードであり，ランダム化は実験研究に必

要不可欠である．ランダム化を行うことにより，処置群と対照群を処置以外の共変量に関し

て平均的に等質な集団とみなすことができる．しかしながら，観察研究では，ランダム化を

行うことができず，処置群と対照群の間で共変量の分布がインバランスする．従来の方法と

して，重回帰分析によって共変量を調整することがあげられるが，共変量の数が多い場合に

は重回帰分析を行うことができないことがある．共変量が多い場合に対するアイデアとし

てバランシングスコアがある．バランシングスコアは多くの共変量をより小さい次元へと
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縮約したスコアであり，共変量の関数によって与えられる．共変量の関数を b(Xi) としたと

き，以下を満足するようなものをバランシングスコアという． 

 ).(| iii XbZX   

バランシングスコアを条件付けた下で無交絡性が成り立つという重要な性質がある．観察

研究における目的は，処置間の処置前の共変量の差によるバイアスを調整できるようなバ

ランシングスコアを探すことである． 

 傾向スコアは Rosenbaum and Rubin (1983) で初めて提案されている．傾向スコアはバラ

ンシングスコアの 1 つであり，バランシングスコアのうち最も粗いスカラー量のスコアの

ことをいう．Rosenbaum and Rubin (1983) では傾向スコアを 

 e(Xi) = Pr(Zi = 1| Xi) 

と定義している．これは観測されている共変量を条件付けた下での処置が割付けられる確

率を意味している．傾向スコアの主な性質としては，処置割付けは傾向スコアを条件付けた

下で観測された共変量とは独立であること，すなわち 

 ).(| iii XeZX   

である．傾向スコアは様々な方法により推定される．例えば，ロジスティック回帰，プロビ

ット回帰などがあげられ，最近では CART のような機械学習を用いた推定方法もある（詳

しくは Stuart (2010)を参照されたい）．一般的には，傾向スコアの推定にはロジスティック回

帰が用いられることが多い．Rosenbaum and Rubin (1983) では傾向スコアによる解析方法と

して 3 つあげている．3 つの解析方法とはマッチング，層別解析，共分散分析 (ANCOVA) 

である．これら 3 つの方法の他に逆確率重み付け法 (IPTW) も使用されている．本論文で

は，これらのうちマッチングについて議論する． 

 

3.2.2 傾向スコアマッチング 

 傾向スコアマッチングは，処置群と対照群間の観測された共変量によるバイアスを減少

させるための方法として観察研究において広く使用されている．傾向スコアマッチングの

目的は，観察された共変量から傾向スコアを推定し，推定した傾向スコアを用いて群間で共

変量に偏りのないマッチング標本を作ることにある．この方法は処置群と対照群で傾向ス

コアの近い値をもつ 2 個体を選びマッチングし，マッチした標本において処置群と対照群

を比較するというペアマッチングベースの手法である．2つの群から 2個体をマッチングさ

せる方法はいくつかある．例えば，貪欲マッチングや最適化マッチングである．貪欲マッチ

ングとは，傾向スコアの最も近い値をもつ個体 i と個体 j を「早いもの順」の方式でマッ

チする．そのため，どの個体からマッチさせるかという点が問題となる．一方，最適化マッ

チングは，ある種の距離を定義し，全体としてその距離が最も近くなるようなマッチング標

本を選択するような方法である．最適化マッチングは，貪欲マッチングに比べてかなり時間

がかかる上に，貪欲マッチングの場合と全体の距離はそれほど変わらないことが知られて

いる (Gu and Rosembaum, 1993)．また，処置群の個体に対して対照群をいくつ選ぶか，すな
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わち 1:1 マッチングを行うか 1:k マッチングを行うかという問題もある．マッチングについ

てのより詳しい議論は Stuart (2010) や Austin (2011) を参照されたい．本論文では，1:1 の

最近傍マッチングを貪欲マッチングにより行う． 

 

3.3 傾向スコアマッチングされた個体間の距離の期待値 

 ここでは，まず傾向スコアマッチングされた個体間の距離について定義する．マッチング

方法は 2 種類考える．1 つは傾向スコアマッチングであり，もう 1 つはランダムマッチング

である．ランダムマッチングは標本からランダムに 2 個体をマッチさせるマッチング方法

であり，傾向スコアマッチングにおけるマッチした個体間の距離がどの程度近いかを評価

するための指標として用いる．共変量は 2値と連続量の 2 種類について考える．岩崎 (2015) 

では，共変量が 2 値の特別な場合に対する傾向スコアマッチングされた個体間の距離を導

出しており，これを一般化し，連続量の場合へと拡張する． 

 

3.3.1 距離の定義 

 個体としての近さを評価するために，傾向スコアマッチングされた個体間の距離を定義

する必要がある．通常，マッチングされた個体間の距離を定義するにあたっていくつか考え

られる．例えば，exact な距離 (exact distance)，ユークリッド距離 (Euclidean distance)，市街

地化距離 (city-block distance)，マハラノビス距離 (Mahalanobis distance)，傾向スコア距離 

(propensity score distance)，線形傾向スコア距離 (linear propensity score distance) などがある

（各距離の定義や詳細については Stuart (2010)，岩崎 (2015)を参照されたい）．本節で考え

ているのは傾向スコアマッチングされた個体間の距離である．したがって，ある程度近いこ

とがわかっており，各共変量が近いかどうかがわからない傾向スコア距離や線形傾向スコ

ア距離を個体間の距離として定義することに意味がない．また，exact な距離やマハラノビ

ス距離は，共変量が高次元である場合にはうまく機能しない．一方で，ユークリッド距離や

市街地化距離は，マッチした個体間の各共変量の距離をダイレクトに反映させるので，これ

らの距離が小さければ，マッチした個体同士は個体レベルで近いと考えられる．本章では，

傾向スコアマッチングした個体間の距離としてユークリッド距離をベースとした距離を採

用する． 

 全部で m 個の共変量からなる 2 つの個体の共変量ベクトルをそれぞれ xi = (Xi1, . . . , Xim)T，

xj = (Xj1, . . . , Xjm)T とする．ここで Tは転置を意味する．また，2個体の共変量ベクトルの差

のベクトルを d = xi – xj とする．そして，これらの不一致度，すなわち個体間の距離の近さ

を 

 ,||||||)()(
1

222
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すなわち，dTd は xi と xj のユークリッド距離 (Euclidean distance) の 2 乗である．この距

離はユークリッド距離と同様に個体レベルとして近いかどうかの情報が含まれた距離とな
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っている． 

 

3.3.2 傾向スコアマッチングされた個体間の近さの評価 

 ここでは傾向スコアマッチングされた個体間の距離についての評価を行う．後の議論を

簡単にするために，ここでは傾向スコアを 

 ,)( 1 mXXe  x  (3.1) 

で定義する．通常，傾向スコアは 3.2 節でも定義しているように，観測されている共変量が

与えられた下で処置が割付けられる確率として扱われるのが一般的である．(3.1) で定義し

ている傾向スコアは確率ではなく，観測されている全ての共変量の和である．通常の傾向ス

コアとは定義が異なるが，(3.1) の傾向スコアは多次元の共変量を 1 次元の変数へ縮約して

いるという点では通常の傾向スコアと同じであり，傾向スコアとしての性質は保持されて

いる．また，スカラー量の共変量の関数であることから，傾向スコアというよりはバランシ

ングスコアに近い． 

 マッチした個体間の近さを評価するために 2 種類のサンプリング方法によりマッチング

標本を作成する．1 つは 1:1 最近傍マッチングを用いた傾向スコアマッチング標本，もう 1

つは母集団から 2 つの個体をランダムに 1:1 でマッチして作成したランダムマッチング標

本である． 

 共変量についても 2 つの場合を考える．(i) すべての共変量は互いに独立な 2 値の場合，

(ii) すべての共変量は多変量正規分布に従う連続量の場合．以下で 2 つの共変量における距

離の期待値を導出する． 

 

3.3.2.1 共変量が 2値の場合 

傾向スコアマッチング 

 各共変量は互いに独立にそれぞれ 2 値 (0, 1) の値をとり，各共変量の値が 1 となる確率

はすべて等しく p であると仮定する．ここでの傾向スコアは各共変量が 1 となる個数を表

しており，傾向スコア e(x) は試行回数 m, 確率 p の二項分布 B(m, p) に従う． 

 傾向スコアの値 e(x) = r で 2 つの個体をマッチングさせたとき，dTd は xi における r 個

の 1 に対して xj での m – r 個の 0 のうちそれらに対応した個数 W の 2 倍である．そして 

W は超幾何分布 H(r, m – r, m) に従う．一般に超幾何分布とは，母集団が N 個の個体から

なり，そのうち，ある特性をもつ個体が R 個あるとしたとき，この母集団からランダムに

非復元抽出で n 個を抽出し，それらのうちでその特性をもつ個体の個数の従う分布である．

この分布は H(n, N – R, N) と表され，その期待値は 

 
N

nR
WE ][  

となる．ここでの問題では，N = m, R = m – r, n = r であるので，1 の個数が r である条件の

下での dTd の条件付き期待値は 
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となる． 

 r で条件を付けない場合の dTd の期待値は 

 )1)(1(2] |[ pmpmatchingPSE T dd  (3.2) 

となるが，これは次のように証明される．1 の個数 r は二項分布 B(m, p) に従うので，確率

は p(r) = mCr pr (1 – p)m – r であることより， 
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となるが，r = 0, m の場合は dTd = 0 であるので，和を 1 から m – 1 とし， 
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となる．ここで r – 1 = R とおくと， RmRrmr ppppp   21 )1()1(  であるので， 
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となる．最後の等式では，B(m – 2, p) の全確率が 1 となることを用いた．ここで特に p = 1/2 

とすると，期待値は (m – 1)/2 になる．確率 p = 1/2 の場合は岩崎 (2015) にて導出されて

いる． 

 

ランダムマッチング 

 ランダムマッチングのときの dTd の期待値は，x1 と y1 が不一致になるのは x1 = 1, y1 = 

0 と x1 = 0, y1 = 1 の 2 通りあることによりその確率は 2p(1 – p) であり，これが共変量の個

数の m 個分あるので， 

 )1(2] |[ pmpmatchingrandomE T dd  (3.3) 

となる． 特に，p = 1/2 のときは m/2 となり，傾向スコアマッチングと同様に岩崎 (2015) 

で導出されている． 
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3.3.2.2 共変量が連続量の場合 

ランダムマッチング 

 共変量が連続であり，共変量ベクトル xi と xj が互いに独立に多変量正規分布 Nm(, ) 

に従うとする．ここで，共変量の分散共分散行列は級内相関型 (intra-class correlation)，すな

わち 

 ,)1(

1

1

1

mm JI 









































 (3.4) 

であると仮定する．ここで行列 Im は対角成分が 1，非対角成分が 0 の単位行列であり，行

列 Jm はすべての要素が 1 の m×m行列である．行列 Jm は lm = (1, 1, . . . , 1)T としたとき 

Jm = lmlm
T で表される． 

 ランダムマッチングのとき，2 個体の共変量ベクトルの差のベクトル d = xi – xj は多変量

正規分布 Nm(0m, 2) に従い，ユークリッド距離の 2 乗の期待値は 

 mdmVdmEmatchingrandomE ii
T 2][][] |[ 2 dd  (3.5) 

となる． 

 

傾向スコアマッチング 

 傾向スコアマッチングのとき，母集団における傾向スコアを (3.1) のように仮定する．行

列 H = {h1 : H0} を第 1 列が mm /1 lh   であり，H0 は各列が互いに正規直交し，h1 と直

交する任意の )1(  mm  行列であるような m次の直交行列とする．このとき変換ベクトル 

z = HTx は 
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に従う．lm
TH0 = 0 なので 
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が得られる．いま， cxx m
T
m  1xl  とする．この制限の下で，c が与えられたときの x 

の条件付き分布は z0 = H0
Tx の分布と本質的に同じである．z1 と z0 は互いに独立なので z0 

の分布は c と独立であることに注意する． 

 ベクトル xi と xj を条件 lm
T xi = lm

T xj = c をもつ確率変数ベクトルとし，lm
T xi = lm

T xj = c 

が与えられた下で条件付き独立であると仮定する．2 個体の共変量ベクトルの差 d の条件

付き分布は Nm – 1(0m – 1, 2(1 – )Im – 1) に従うので，ユークリッド距離の 2 乗の期待値は 

 )1)(1(2][)1(]|[] |[  mdVmcEmatchingPSE i
TT
dddd  (3.6) 

となる．また，ランダムマッチングの場合と傾向スコアマッチングの場合のそれぞれのユー

クリッド距離の 2 乗の期待値の関係は 
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 mm 2)1)(1(2    

と表せるので， の下限の条件は 

 
1

1




m
   

となる．この下限の条件は共変量の数 m が大きくなるときには，共変量間の相関は負の相

関を取らないことを意味している．したがって共変量間の相関  の存在範囲は [0, 1] とな

る． 

 共変量が 2 値の場合に各共変量が 1 となる確率 p を 0.1 から 0.9 まで変化させたグラフ

と共変量が連続量の場合に分散共分散行列  の共分散  を – 1/(m – 1) から 1 まで変化さ

せたときのグラフを図 3.1 に示す．ここで共変量の数は 10 個を想定している．共変量が 2

値の場合において，各共変量が 1 をとる確率 p が 0.1 もしくは 0.9 に近い場合にはユーク

リッド距離の 2 乗の期待値はかなり小さくなる．ランダムマッチングは母集団からランダ

ムに 2 個体をマッチしているので，p が 0 もしくは 1 に近いときには個体としての近さが

近くなり得るが，そうでないときには図 3.1 からも見て取れるように個体としての近さは近

くないはずである．傾向スコアマッチングとランダムマッチングにおける距離は p に関わ

らずさほど大きいな差がないことから，共変量が 2 値の場合には傾向スコアマッチングに

よってマッチした個体間の近さはそれほど近くないことがわかる．共変量が連続量の場合

では，共変量に関する分散共分散行列  の非対角要素 ，すなわち共変量間の相関が –1/9 

から 1 までの値をとる．共変量が連続量の場合には 2 値の場合と違って，共変量間の相関

について考えている．ランダムマッチングでは共変量間の相関  に関わらずマッチした個

体間の距離は一定であり，個体としてはかなり遠いとわかる．一方で，傾向スコアマッチン

グでは，共変量間の相関  が高くなるにつれてマッチされた個体間の距離が小さくなって

いる．したがって，もし共変量間の相関が比較的高いのであれば，傾向スコアマッチングに

よってマッチした 2 個体は個体として近いと考えられる． 
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 (i) 共変量が 2 値の場合 

 

 (ii) 共変量が連続量の場合 

図 3.1 共変量が 2 値の場合と連続量の場合におけるマッチした個体間のユークリッド距離

の 2 乗の期待値 

 

3.4 モンテカルロシミュレーション 

 ここでは，シミュレーションベースで傾向スコアマッチングによる個体間の距離の評価

と，傾向スコアマッチング標本に対して，独立な解析を行った場合（独立な 2 標本 t 検定と
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フィッシャーの直接確率法）と対応のある解析（対応のある t 検定とマクネマー検定）を行

った場合の統計的検出力を比較する．共変量とアウトカムはそれぞれ 2 値と連続量の 2 種

類について考える．3.3 節では，2 値の共変量におけるマッチした個体間の距離に共変量間

の相関を考慮していなかった．本節では，共変量が連続量の場合に加えて 2 値の場合におい

ても共変量間の相関を考慮し，マッチした個体間の距離と各検定方法の統計的検出力につ

いて評価する．本節のメインであるシミュレーションの前に，データに対して対応のありな

しどちらの検定方法を使用すべきかということを，統計的検出力の観点から議論している

先行研究である Wacholder and Weinberg (1982) について 3.4.1 節でまとめる． 

 

3.4.1 対応の有無と統計的検出力 

 この節では，データに対する対応の有無と統計的検出力の評価に関する先行研究である 

Wacholder and Weinberg (1982) について簡単にまとめ，次節以降のシミュレーション研究へ

とつなげる．Wacholder and Weinberg (1982) では主として 2 値データについて議論しており，

連続量に関しては扱っていない． 

 アウトカムが 2 値データの臨床試験においてデータに対応があるかないかという問題に

ついては多くの論文で議論されている．対応の有無に関するデザインを選択しなければな

らないような研究者は，主として適用した統計手法の検出力の観点からデザインを決定す

ることがある．ここでは，対応のないデータを対応があるとしたデータと対応のあるデータ

を対応がないデータとしたデータの 2 種類について考える．それぞれのデータに対し，各種

検定手法の検出力を比較する．これによって，2 値データに対する検定手法について考察す

る． 

 アウトカムが 2値であり，新薬とプラセボという 2 つの処置における臨床試験を想定し，

データの集まりとデータの対応の有無の扱い方に関して 2 種類考える． 

1 つはサンプル数が 2n の対応のないデータの集まりで，対応がないデータを対応のある

データとみなす．対応のないデータをランダムにペアをつくり，ランダムに処置を割付ける．

図 3.2 中の数字は 1 を新薬，2 をプラセボとして表している． 

 図 3.2 対応のないデータを対応ありとする場合 
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2 つめは対応があるデータの集まりであるが，対応があるものを対応がない独立なデータ

であるとする，すなわち新薬とプラセボが割付けられた n 組のデータを標本数が 2n の独

立なデータとみなす． 

 

 図 3.3 対応のあるデータを対応なしとする場合 

 

 これら 2 つのデザインを用いて，対応のある場合と対応のない場合それぞれの統計手法

について，どちらが適切な検定であるか考察している．ここで，対応のある場合にはマクネ

マー検定，独立な場合にはフィッシャーの直接確率法を使用している．実際にデータを収集

した際には，対応のないデータの場合，新薬とプラセボで例数が若干違うということも起こ

り得るので，対応のないデータを対応があると考えることが出来ない状況も存在する．簡単

のため，ここではどちらの検定も行えると考えられる状況を考える． 

 対応のあるデータの単位はペアなので，対応のないデータを対応のあるデータとすると，

対応のないデータの場合よりもデータサイズが小さくなるので，検出力が減少する．したが

って，データの単位がペアのデータには，ペアに対する検定によって分析されなければなら

ない．つまり，対応のあるデータは，マクネマー検定，対応のない 2 標本データはフィッシ

ャーの直接確率法によって分析されるべきであるとされる．これを確かめるため，検出力を

用いる． 

 対応のあるデータを対応がないとする場合が適切でないとはどういう場合であるか考察

する．対応のあるデータを対応がないとして分析するときに，ペアを表 2.7 のように分解し

てフィッシャーの直接確率法を行う．このときの問題点は，c + d と b + d は独立ではない

という点と，データのサイズが変わってしまう点である．なぜならこれらは検出力に影響す

るからである．また，対応のないデータを対応のあるデータとする場合が適切でない場合を

考える．対応のないデータを対応のあるデータとするために用いる変数選択が負の相関を

持つ場合は適切ではない．負の相関を持つのは，新薬の割合が高く，プラセボの割合は低い

場合である．例えば，若者と年寄りといった，年齢でマッチングした臨床試験において，片

方の処置が若者より年寄りに効果があり，もう片方の処置効果がその逆であるという場合
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処置間には負の相関がある．このような場合に，マクネマー検定を行うと一般的にフィッシ

ャーの直接確率法を行うよりも検出力が小さくなる．相関関係がわからない場合，マッチン

グ（対応があるとする場合）が有害になる場合があるということがわかる．一方，効果的な

マッチング（似たデータをペアにするマッチング）の場合とは，変数と処置反応の間に正の

相関を持ち，共分散も正の場合である．新薬の反応を X1，プラセボの反応を X2 とする．

もし X1 と X2 の共分散が 0より大きければ処置間は正の相関を持つ．このような場合，フ

ィッシャーの直接確率法はマクネマー検定よりも検出力が小さくなる．変数と処置反応の

間に負の相関を持つ場合は，マクネマー検定の第一種の過誤確率は未知であるが，有意確率

は有意水準を超えることが予想される． 

 新薬群の被験者数 n 人のフィッシャーの直接確率法（マッチングしていないデザイン）

の検出力と n 組のマクネマー検定の検出力を図 3.2 と図 3.2 のそれぞれの場合で求める．

各種検定手法に用いるサイズは，フィッシャーの直接確率法では 2N ，マクネマー検定で

は N になるので，これらを同じとみなして計算をすることはできない．この場合，それぞ

れの検出力はどのようになるか比較を行う．すべての検出力の計算は，帰無仮説を p1 = p2 ，

対立仮説を p1 < p2 とし，有意水準を 5% に設定して行っている．標本数 n が大きいとき，

フィッシャーの直接確率法の代わりにカイ二乗検定が使用される． 

 検出力を求めるときのデータは，2 種類の処置をランダムに割付け，ペアにする被験者も

ランダムに選ぶという仮定のもとで求めている．この仮定は恣意的に被験者をペアにする

ことがないということを意味している．ただし，求めた検出力は，統計解析に使われるもの

ではなく，研究デザインに使われるものである． 

 先行研究の結果は，対応のないデータを対応があるとした場合，フィッシャーの直接確率

法は常にマクネマー検定より検出力は高いが，その差は小さかった．また，対応のあるデー

タにマクネマー検定を行った場合とそのデータを対応がないとしてフィッシャーの直接確

率法を行った場合を比較する．ただし，標本数がマクネマー検定とフィッシャーの直接確率

法では異なるので，マクネマー検定の n を 2 倍した 2n に対するフィッシャーの直接確率

法の検出力はマクネマー検定の検出力より低く，n が大きくなるにつれて差が小さくなっ

ていく．ペアにする変数が効果的であるとき，対応のないデータを対応があるデータとして

マクネマー検定を行う場合，対応のないデータのままでフィッシャーの直接確率法を行う

検出力よりも良くなることがわかった．ペアに正の相関がある場合，マクネマー検定の検出

力は上昇すると考えられる．つまり，対応がないデータでも，変数を用いてペアにしたとき，

正の相関があれば，対応のあるデータとしてマクネマー検定を行う方がよい．Wacholder and 

Weinberg (1982) では，ペア間のアウトカムの相関について議論されているが，次節のシミ

ュレーション研究では，共変量間の相関について考慮することを前提としている． 
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3.4.2 データ生成プロセス 

 共変量が全部で 10 個あるような状況でのシミュレーションデータを生成する．共変量は

連続量と 2 値の 2 種類である．共変量が連続量の場合には，データをパラメータ  と  の

多変量正規分布から発生させる．ここで，平均ベクトル  は 0 であり，分散共分散行列  

は 

 























1

1

1

















 (3.7) 

であるとし，相関構造は級内相関型 (intra-class correlation) であるとする．共変量が 2値の

場合には，共変量間の相関を考慮するために，共変量が連続量の場合の設定で発生させたデ

ータを適当な閾値で分割し，2 値データへと変換する．これにより共変量が 2 値の場合でも

共変量間に相関のあるデータが生成できる．サンプルサイズは全部で 10,020 であり，処置

が割付けられた個体 (Z = 1) は 20 例，対照が割付けられた個体 (Z = 0) は 10,000 例である

とする．共変量が連続量と 2 値の場合における傾向スコアマッチングされた個体間の距離

を求めるために，生成する傾向スコアの計算式を定義する．傾向スコアは 3.3.2 節で定義し

た 

 101)( XXXe    

を使用する．次にアウトカムの生成方法について考える．アウトカムは処置割付けと 10 個

の共変量を用いて以下のように生成する． 

 . ,1010 ,110 iiiii XXZY     

ここで，i は誤差であり，標準正規分布に従う確率変数とする．各共変量がアウトカムへ与

える影響を表しているパラメータ  を 4 つのパターンに分ける．パラメータ  の 4 つの

パターンは 

(i) 051    , 1.0106     

(ii) 051    , 5.0106     

(iii) 091    , 1.010   

(iv) 091    , 5.010   

である．パターン (i) と (iii) は各共変量がアウトカムへ与える影響は小さい場合であり，

(ii) と (iv) はある程度影響が大きい場合を想定している．パラメータ  は処置効果を表し

ており，因果推論における主目的となるパラメータである．パラメータ  は独立な解析に

おける検出力が約 80%となるような値を設定する．したがって，共変量のパラメータのパ

ターンごとに，独立な解析における検出力と比較して対応のある解析における検出力がど

の程度良い（もしくは悪い）のかを検討する．これまでの設定によりシナリオは全部で 16

（4 つのパラメータパターン×2 種類の共変量×2 種類のアウトカム）あり，シナリオごと

に独立な解析と対応のある解析で比較する．以上の設定で各シナリオにおけるシミュレー
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ション回数は 10000 回とした． 

 

3.4.3 シミュレーション結果 

3.4.3.1 傾向スコアマッチングされた個体間の距離 

 本シミュレーションの目的の 1 つは傾向スコアマッチングされた個体間の距離を評価す

ることである．図 3.4 はシミュレーションによって得られた，傾向スコアマッチングされた

個体間の距離の期待値と共変量間の相関  の関係を示している．共変量が連続量，2 値の

どちらの場合においても共変量間の相関  が増加するとともに距離の期待値は小さくな

っている． 

 共変量が連続量の場合には，シミュレーションの結果と 3.3.2.2 節で導出した (3.6) と一

致していることがわかる．もし共変量間の相関がかなり高いのであれば，距離の期待値は小

さくなる傾向にある．しかし，相関が高くない場合，特に，各共変量が独立に近い場合には

マッチした 2 個体は個体レベルではそれほど近くないということが言える．現実的には，共

変量間の相関が 0.8 や 0.9 といった非常に高い値をとることは少ないので，例えば相関が 0.5

である場合を想定したとする．このとき，ランダムにマッチングした場合（約 20）と比べ

て距離の期待値は半分程度になる．しかし，一般的に対応のある検定を行う場合には同一個

体なので距離は 0 であり，やはりそれに比べると 2 個体が近いとまでは言えないだろう． 

 共変量が 2 値の場合には，共変量間の相関が高くなるにつれて距離の期待値は小さくな

っているが，連続量の場合ほどではなく，共変量間の相関が高いときと低いときの距離の期

待値の差は小さい．とはいえ共変量間の相関が非常に高い場合には距離の期待値も小さい

ことが見てとれる．連続量と同様に，例えば相関が 0.5 である場合を想定した場合，ランダ

ムマッチングのとき（約 5）と比べるとその半分の距離よりは大きい．共変量が 2 値のとき

には連続量のとき以上に注意が必要である． 
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 (i) 共変量が 2 値の場合 

 

 (ii) 共変量が連続量の場合 

図 3.4 シミュレーションによる共変量が 2 値と連続量の場合のマッチされた個体間の距離

の期待値 
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3.4.3.2 独立な検定と対応のある検定における検出力 

 本シミュレーション研究の目的の 2 つ目は，傾向スコアマッチング標本における独立な

解析と対応のある解析の統計的検出力を比較することである．3.4.2 節で述べたように，本

シミュレーションのシナリオは全部で 16あり，図 3.5-8 に示されている．図 3.5-8 のグラフ

はすべて，各共変量の相関  を高くしていったときの，独立な検定と対応のある検定の統

計的検出力が図示されている． 

 図 3.5 は，10 個の共変量のうちの半分の 5 個の共変量がアウトカムへと影響しており，

各共変量のアウトカムへの影響度は小さい場合である．共変量とアウトカムの組合せによ

り 4 パターンのグラフができる．まず，共変量が 2 値のとき，独立な検定と比較して対応の

ある検定では検出力が低くなっている．また，共変量間の相関  に関わらず常に対応のあ

る検定では検出力が低い．共変量が 2 値でアウトカムが連続量のとき，共変量間の相関  

が高くなるにつれて対応のある検定の検出力が 80%に近づいてはいるが，独立な検定の検

出力よりは低い．共変量とアウトカムが両方とも 2 値の場合には対応のある検定の検出力

が高くなっていくような傾向は見られない．共変量が連続量の場合，共変量間の相関が低い

ときには対応のある検定の検出力は 80%よりも低く，独立な検定の検出力の方が高い．一

方で，共変量間の相関が高い場合には，対応のある検定の方が独立な検定よりも検出力が高

いことがわかる．この傾向はアウトカムが 2 値と連続量の両方の場合で見られる． 

 図 3.6 は，10 個の共変量のうち半分の 5 個の共変量がアウトカム影響しており，その影

響度は比較的高い場合である．3.4.2 節で設定したパラメータ  の (ii) の場合であり，(i) 

と比べて共変量のアウトカムへの影響が大きい．図 3.5 では，傾向スコアの推定のために使

用した 10 個の共変量のうち半分がアウトカムへと影響しているが，その影響の大きさが小

さかったため，対応のある検定の検出力は低いケースが多かった．共変量とアウトカムの両

方が 2 値の場合，共変量間の相関が低いときに対応のある検定の検出力は 80%よりも低か

った．他のシナリオでは独立な検定に比べて対応のある検定の方が検出力が高かった．また，

これらのときには共変量間の相関によらず対応のある検定の検出力は高く，特に，共変量と

アウトカムが両方とも連続量のシナリオにおいては，相関が低いときでもかなり検出力が

高かった． 

 図 3.7 は，10 個の共変量のうち 1 個の共変量がアウトカムへ影響しており，その影響度

が低い場合である．すべてのシナリオにおいて対応のある検定における検出力は 80%より

も低かった．これは傾向スコアの推定に使用している共変量が 1 個だけであり，共変量のア

ウトカムへの影響度も小さいためであると考えられる． 

 図 3.8 は，10 個の共変量のうち 1 個の共変量がアウトカムへ影響しており，その影響度

は比較的高い場合である．3.4.2 節で設定したパラメータ  の (iv) の場合であり，(iii) と

比べて共変量のアウトカムへの影響が大きいが，ほとんどのシナリオにおいて対応のある

検定の検出力は 80%を下回った．共変量とアウトカムの両方が連続量の場合のみ，共変量

間の相関が高ければ，独立な検定よりも対応のある検定の方が検出力が高かった． 
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図 3.5 独立な検定と対応のある検定における統計的検出力：10 個の共変量のうち 5 個の共

変量がアウトカムに影響し，その影響度が小さい場合 (1 =…= 5 = 0, 6 =…= 10 = 0.1) 
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図 3.6 独立な検定と対応のある検定における統計的検出力：10 個の共変量のうち 5 個の共

変量がアウトカムに影響し，その影響度が中程度の場合 (1 =…= 5 = 0, 6 =…= 10 = 0.5) 
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図 3.7 独立な検定と対応のある検定における統計的検出力：10 個の共変量のうち 1 個の共

変量がアウトカムに影響し，その影響度が小さい場合 (1 =…= 9 = 0, 10 = 0.1) 
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図 3.8 独立な検定と対応のある検定における統計的検出力：10 個の共変量のうち 1 個の共

変量がアウトカムに影響し，その影響度が中程度の場合 (1 =…= 9 = 0, 10 = 0.5) 
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3.5 議論 

 傾向スコアマッチングは臨床研究や疫学研究において，観測される交絡を調整するため

に近年広く用いられている．傾向スコアマッチング後の統計手法に関して様々な議論が行

われている．Austin (2008) では傾向スコアマッチング標本には対応のある解析を用いるこ

とを推奨しているが，対応のある検定を使用することに反対している研究者もいる (Hill 

2008; Stuart 2008)．本論文では，傾向スコアマッチング標本に対する統計手法として，独立

な解析と対応のある解析のどちらを選択すべきかという問題を解決するため，傾向スコア

マッチングされた個体間の距離と統計的検定の検出力の関係について考察した．傾向スコ

アマッチングとランダムマッチングでのマッチした個体間の距離を数理的に導出した．さ

らに，傾向スコアマッチング標本に関して，モンテカルロシミュレーションを行い，2 値と

連続量の共変量における個体間の距離を評価し，独立な解析と対応のある解析の統計的検

出力の比較を行った． 

 3.3.2 節で導出した，傾向スコアマッチングとランダムマッチングでの個体間のユークリ

ッド距離の 2 乗の期待値は，共変量間に相関がない場合，これらの距離に差がないことを示

した．特に，2 値の共変量において，2 つのマッチング方法におけるマッチした 2 個体のユ

ークリッド距離の 2 乗の期待値は，共変量が 1 をとる確率が 0 もしくは 1 に近いとき非常

に近かった．共変量間の相関がないとき，すなわち各共変量が独立であるとき，傾向スコア

マッチングによる個体間のユークリッド距離の 2 乗の期待値は条件によっては近くなるが，

このときランダムマッチングにおいても近くなるので，一概に個体として近いとは言えな

い．連続量の共変量に関しては，共変量間の相関について考えている．共変量間の相関が低

いときと比較して，高いときにはユークリッド距離の 2 乗の期待値は非常に小さかった．結

果として，共変量間の相関が高いほど，傾向スコアマッチングされた個体同士は個体レベル

で近いと言える． 

 シミュレーション研究では 2 つのシミュレーションを行った．1つ目のシミュレーション

では傾向スコアマッチングされた個体間のユークリッド距離の 2乗の期待値を求めている．

共変量が連続量のときには，3.3.2 節で導出した期待値と一致した．2 値の共変量に関して

は，数理的に導出していない共変量間の相関を考慮したユークリッド距離の 2 乗の期待値

を算出し，共変量間の相関が高くなるほど距離は小さくなることがわかった．ただし，共変

量が連続量に比べて 2 値のときには，相関が高くなっていくときの距離の縮まり方は緩や

かであった．シミュレーションの 2 つ目は，独立な解析と対応のある解析の統計的検出力の

比較である．全部で 4 つのシナリオを設定した：(i) 051    , 1.0106    ; (ii) 

051    , 5.0106    ; (iii) 091    , 1.010  ; (iv) 091    , 

5.010  ．シナリオ (ii) の設定した共変量の半分がアウトカムへ影響し，その影響度が中

程度のとき，独立な解析よりも対応のある解析の方が検出力が高かった．特に，共変量間の

相関が高いほど検出力は高かった．共変量のアウトカムへの影響が小さいとき，もしくはア

ウトカムへ影響を与える共変量の数が少ないときには対応のある解析よりも独立な解析の
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方が検出力が高いケースが多かった． 

 結果として，傾向スコアの推定に使用した共変量間の相関が高ければ，傾向スコアマッチ

ングされた個体間の近さは近くなった．また，傾向スコアの推定に使用した共変量のアウト

カムへの影響度が小さい，もしくは推定に使用した共変量のうちアウトカムへ影響してい

る数が少なければ，独立な検定よりも対応のある検定の方が検出力は低くなった．どちらの

解析手法を選択するかは，傾向スコアを推定するための共変量の選択や共変量間の相関に

注意する必要がある．現実的には，共変量間の相関が非常に高いというケースはそれほど多

くないこと，それに伴い，傾向スコアマッチングとランダムマッチングで劇的な近さの違い

があるわけではないこと，そして，相関が高くなければ対応のある解析の検出力が高くなら

ないことなどから，保守的に考えると独立な解析を使用した方が良い場合が多そうである． 
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4. 医学研究への統計手法の適用 

 本節では，医学研究へ統計手法を適用した結果を報告する．医学研究では，主たる目的と

して介入（処置）の効果を検証する類のものが多い．本節は Igarashi, T. et al. (2015), Sukegawa, 

H. et al. (2016), Katsumata, Y. et al. (2017), Tamura, M. et al. を元に執筆している． 

 

4.1大腸菌の成長への硬膜外麻酔の影響 – リポカリン 2経路の役割 

4.1.1 イントロダクション 

 周術期管理の大きな進歩にもかかわらず，結腸直腸手術のような潜在的に汚染された外

科的処置を受けている患者の 25%に依然として手術部位感染 (SSI) が発生し，入院期間の

延長および病院費用の増加をもたらしている．いくつかの後ろ向き研究では，SSIを予防す

る上での神経麻酔の有益な効果を示唆している (Chang et al., 2010; Tsai et al., 2011)． 

 好中球ゼラチナーゼ結合性タンパク質として知られているリポカリン-2 は，好中球，腎

臓，前立腺および上皮において発現し，細菌の増殖を調節することが報告されている (Chan 

et al., 2009)．このタンパク質は，大腸菌 (Escherichia coli) のようなグラム陰性細菌の増殖に

必須である鉄吸収を阻害することによって，静菌効果を発揮することが示されている 

(Goetz et al., 2002)．ある研究では，リポカリン-2 が細菌カテコール酸シデロフォアであるエ

ンテロバクチンに結合し，それによって細菌の鉄吸収能力を奪い，細菌増殖を制限すること

を実証している (Flo et al., 2004)．また，別の研究では，クレブシエラ感染症から肺を保護

するためにリポカリン-2 が必要であることが示された (Chan et al., 2009)．したがって，リ

ポカリン-2 の発現が手術部位または皮膚の周囲で増大し，腹部手術後の大腸菌 (E.coli) の

感染リスクを低下させる可能性があるという仮説を立てた． 

 先行研究では，硬膜外麻酔は，免疫状態を調節することによって内毒素惹起性腸管粘膜傷

害を減少させることを示した (Kosugi et al., 2005)．本研究では，リポカリン-2 は大腸菌が感

染した手術部位で増加すること，そしてリポカリン-2 の発現を増強することによって硬膜

外麻酔が手術部位周辺の細菌増殖を抑制するという仮説を検証した．本研究の主目的は硬

膜外麻酔の最近増殖の抑制効果にあるが，本節では，手術後硬膜外麻酔を必要とし，SSI の

リスクがある患者にみられるようなリポ多糖類 LPS 注入モデルにおける重症度を反映し得

る増加した血漿中の炎症性サイトカイン濃度とリポカリン-2の変化について示している． 

 

4.1.2 研究プロトコール 

 健常研究では，調製手術後，ラットをコントロール（健常対照群：HC），生理食塩水（健

常生理食塩水群：HS），およびリドカイン（健常リドカイン群：HL）の 3 つのグループに割

り当てた．HC 群と HS 群には正常な生理食塩水を硬膜外カテーテルを介して 30L/時間の

速度で注入し， HL 群には 0.15mg/時間（30L/時間）の 0.5%リドカイン注入を与えた．10μL

のリン酸緩衝食塩水中の大腸菌 (E.coli) を偽手術部位に注射して，HS群および HL群で SSI

を惹起させた． 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katsumata%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28321000
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 疾患研究では，全身性炎症反応を誘発するために，リポ多糖類 (LPS) 注射によって誘発

された疾患状態下での SSI の進行に対する硬膜外リドカイン注入の効果を調べた．健常研

究と同じ調製手術後，全てのラットに 0.25mg/kg の LPSを静脈内注射し，3 つのグループに

割り当てた．3 つのグループは対照群（疾患対照群：DC），生理食塩水群（疾患生理食塩水

群：DS），およびリドカイン群（疾患リドカイン群：DL）である．SSIの誘導および硬膜外

カテーテル注入の手順は健常研究と同じであった． 

 

4.1.3 統計解析 

 血漿サイトカインおよびリポカリン-2 濃度は，グループ間で不均質な共分散構造をもつ

反復測定のための線形混合効果モデルを使用し，平均を比較している．モデルには群，時点，

群と時点の交互作用を固定効果として含めており，共分散構造は分散不均一の自己回帰モ

デル，もしくは複合対称性とした．また，群間比較には Tukey-Kramer 法により多重性の調

整を使用した． 

 有意水準は両側 5%とし，多重比較法を使用した場合には，調整後の P 値を示している．

分析には SAS バージョン 9.3 (SAS Institute, Cary, North Carolina, USA) を使用した． 

 

4.1.4サイトカイン濃度とリポカリン-2濃度に対する結果 

 試験期間を通して，TNF-，IFN-，IL-1β および IL-6 を含む炎症性サイトカインの血漿濃

度は，健常群と比較して疾患群において有意に高かった（すべて P<0.0001）．しかし，リド

カインの硬膜外注入の有無には有意差はなかった（すべて P>0.2525）．一方，抗炎症性サイ

トカインの 1 つである IL-4 の血漿濃度の有意な変化は研究期間中の任意の時点で，健常群

と疾患群のいずれにおいても観察されなかった（すべて P>0.8743）． 

 健常群および疾患群の両方において，72 時間の研究期間中のリポカリン-2 濃度の変化は，

サブグループ間で有意に異なった．全ての健常群において，リポカリン-2 は，72 時間の研

究期間中にわずかに増加する傾向があった．HS 群の値は HC 群と比較して有意に高かった

が（P = 0.0019），いずれの群においてもリポカリン-2 の血漿濃度は顕著に上昇しなかった．

HL 群と HC 群または HS 群と HL 群の間に統計的に有意な差は見られなかった（それぞれ

P = 0.0822 と P = 0.3116）．疾患群において，血漿リポカリン-2 は異なった動きを見せてお

り，DL群ではDS群およびDC群と比較して約 3倍および 6倍高かった（すべて P <0.0001）． 

 

4.1.5 議論 

 硬膜外麻酔が炎症性サイトカインおよび抗炎症性サイトカインの発現に影響を及ぼすこ

とを期待したが，硬膜外麻酔の有無には有意差は認められなかった．この研究では，腹腔手

術後の患者における過剰な炎症反応を模倣するために，非致死性 LPS ラットモデルを適用

した．リポカリン-2 発現と硬膜外麻酔の抗炎症効果との関係を明らかにするためにはさら

なる研究が必要である． 



 

42 

 

4.2 集中的スタチン療法は C 反応性蛋白を安定させるが，エベロリムス溶出性

ステントを留置した安定冠動脈疾患におけるケモカインは安定しない 

4.2.1 イントロダクション 

 無作為化臨床試験では，コレステロールレベルが高いかまたは正常な冠状動脈性心疾患

患者における心血管イベントの発生率および総死亡率を低下させるスタチン療法の有効性

が示されている．これまでの研究では，脂質プロファイルへの影響以外に，スタチンも心血

管系に影響を与える可能性があることが示唆されている．C反応性タンパク質は，全身性炎

症のマーカーであり，将来の血管イベントの強力な予測因子であることが多くの研究で示

されている急性期反応物質である．プラバスタチン炎症/ CRP 評価試験 (PRINCE) では，プ

ラバスタチンは，LDLコレステロール非依存性の大部分において，12 および 24 週間の両方

で CRP レベルを低下させ，スタチンが脂質低下効果に加えて抗炎症効果を有し得ることを

示唆している (Albert et al., 2001)．高感度 C 反応性タンパク質の他に，ペントラキシン-3 

(PTX3) や単球化学誘引タンパク質-1 (MCP-1) およびケモカインリガンド 4 (CXCL-4) のよ

うなケモカインがアテローム性動脈硬化症の進行に関連することが見出されている．した

がって，これらは炎症性マーカーとしても作用すると推測される．本論文の目的は，脂質低

下効果に加えて，全身性炎症マーカーの時間経過に対する集中型スタチン療法の効果を検

証することである． 

 

4.2.2 研究デザイン 

 安定冠動脈疾患を有する患者に対する，単一施設における前向き盲検無作為化試験であ

る．この試験は，全身性炎症マーカーの時間経過に対する影響に関して，標準用量に対する

集中用量ロスバスタチンの効果を評価するために計画された．エベロリムス溶出ステント 

(EES) 移植で治療された安定冠動脈疾患の患者 30 例を，ロスバスタチン 2.5mg（標準治療

群）または 10mg（集中治療群）を 12 ヶ月間受けるようにランダム化した.  治療期間中，

経皮冠動脈形成術（PCI）施行後の 1, 3, 6, 9 および 12 ヶ月時点で hs-CRP，PTX3，MCP-1，

CXCL-4，LDL-C，HDL コレステロール (HDL-C) およびトリグリセリドを測定した． 

 

4.2.3 統計解析 

 人口統計学的要因およびベースライン特性は，治療群（標準および集中治療群）ごとに要

約した．この研究の主要評価項目は，ベースラインレベルと比較した hs-CRP および他の炎

症マーカーの血漿レベルの変化量である．主要な時点は 12 ヶ月である．連続変数に対して，

群内比較には 1 標本 t 検定を用い，群間比較は治療およびベースライン値を含めた共分散分

析を用いて行った．欠測データの対処法として LOCF (Last observation carried forward) を用

いた分析を行った．2 値変数については，割合とその 95%信頼区間を推定した．2 つの連続

変数間の関連性を評価するためにピアソンの相関係数を推定した．すべての統計的検定は

両側検定であり，0.05 未満の P 値は統計的有意性を示すと考えられる．分析には，SAS バ
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ージョン 9.3 (SAS Institute, Cary, North Carolina, USA) を用いた． 

 

4.2.4 結果 

4.2.4.1 ベースライン特性 

 この研究では，EES移植で治療された安定冠動脈疾患患者 30 例を対象とした．これらの

患者のうち 5 例は EES 移植を受けなかったため除外され，2 例はロスバスタチンによる治

療開始後に肝機能障害または異常に高い血清クレアチニンホスホキナーゼを有するため除

外され，1 例の患者は同意を撤回した．したがって，22 例の患者が最終的に分析に含められ

た．参加者のベースライン特性を表 4.1 に示す．ベースラインの人口統計学的要因は，両群

で同様であった．集中治療群では，33%の患者が標準治療群の患者と比較して心筋梗塞の病

歴を有していた． 
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 表 4.1 標準および集中治療群のベースライン特性 

 

4.2.4.2 3 および 12 ヶ月時点における脂質のベースラインからの変化量 

 ベースラインの血清 LDL-Cは両群間で類似していた（表 4.1）．血清 LDL-C は，ベースラ

インと比較して，12 ヶ月の集中治療群で有意に低かった（125.9±21.9 vs. 81.3±24.0 mg/dl，P 

<0.001）．LDL-Cのベースラインからの減少は，集中治療群では標準治療群よりも大きかっ

標準治療群 (2.5mg)
(N = 10)

集中治療群 (10mg)
(N = 12)

Age (years) 64.5±9.9 63.8±8.8
Male 9 (90) 9 (75)
BMI (kg/㎡) 24.7±2.9 25.4±3.6
Diabetes mellitus 6 (60) 2 (16.7)
Hypertension 8 (80) 10 (83.3)
Dyslipidemia 7 (70) 9 (75)
Current smoking 2 (20) 3 (25)
Family history 0 (0) 2 (16.7)
COPD 0 (0) 0 (0)
Cerebrovascular disease 0 (0) 0 (0)
Peripheral artery disease 1 (10) 0 (0)
Previous MI 1 (10) 4 (33.3)
Previous HF 1 (10) 0 (0)
Previous PCI 3 (30) 2 (16.7)
Previous CABG 0 (0) 0 (0)
Atrial fibrillation 0 (0) 0 (0)
Medication
    Aspirin 10 (100) 12 (100)
    Clopidogrel 10 (100) 12 (100)
    -Blocker 9 (90) 12 (100)

    ACE-I/ARB 6 (60) 8 (66.7)
    Calcium antagonist 1 (10) 5(41.7)
Culprit vessel
    LMT 1 (10) 0 (0)
    RCA 0 (0) 5 (41.7)
    LAD 6 (60) 6 (50)
    LCX 3 (30) 3 (25)
Number of vessels
    1-vessel disease 5 (50) 2 (16.7)
    2-vessel disease 4 (40) 7 (58)
    3-vessel disease 1 (10) 3 (25)
Lipid profile
    LDL-C (mg/dl) 123.0±21.8 125.9±21.9
    HDL-C (mg/dl) 40.5±7.6 45.7±13.0
    Triglyceride (mg/dl) 220.1±106.3 264.2±182.6
    L/H ratio 3.1±0.6 2.9±0.9
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た（-43.5 vs. -26.6 mg / dl; 表 4.2）．ロスバスタチン 2.5mg と 10mgの LDL-C の推定された平

均の差は，10.29 mg / dl（95％信頼区間 -7.32〜27.90）であった．標準治療群では，HDL-C

の平均は治療前後で同等であったが，集中治療群では 12 ヶ月後に有意に増加した（45.7±

13.0 vs. 50.3±12.7 mg / dl，P = 0.005）． トリグリセリドの減少は，ロスバスタチン 2.5mg に

対してロスバスタチン 10mgで優れていた． 

 

 表 4.2 3, 12 ヶ月時点での LDL-C，HDL-C，トリグリセリドレベル，L / H比の要約 

 

4.2.4.3 12 ヶ月時点における炎症マーカーのベースラインからの変化量 

 スタチン療法の 12 ヶ月後，血漿中 hs-CRP の平均の減少は，標準治療群よりも集中治療

群で有意に大きかった（-0.110 vs. 0.021mg / dl; 図 4.1a）．標準および集中的ロスバスタチン

治療の両方がにおいて，PTX3は低下し，その平均の減少は両群間で類似していた（図4.1b）．

2 つの群間で CXCL-4 および MCP-1 のベースラインからの変化量に有意差はなかった（図

4.1c および d）． 

 

2.5mg (N = 10) 10mg (N = 12)

3 months
    LDL-C (mg/dl) 83.8±14.5 74.0±25.8
    HDL-C (mg/dl) 41.0±7.3 48.2±14.4
    Triglyceride (mg/dl) 165.3±74.0 152.2±91.2
    L/H ratio 2.1±0.6 1.6±0.6
12 months
    LDL-C (mg/dl) 90.7±14.5 81.3±24.0
    HDL-C (mg/dl) 42.2±6.8 50.3±12.7
    Triglyceride (mg/dl) 155.1±68.0 151.4±69.3
    L/H ratio 2.2±0.6 1.7±0.5

2.5mg (N = 10) 10mg (N = 12)

3 months
    LDL-C (mg/dl) -34.2±17.9 -51.5±18.4
    HDL-C (mg/dl) 1.3±7.0 3.1±5.8
    Triglyceride (mg/dl) -51.9±113.7 -112.0±123.7
    L/H ratio -0.9±0.7 1.3±0.6
12 months
    LDL-C (mg/dl) -26.6±24.1 -43.5±19.9
    HDL-C (mg/dl) 2.7±5.1 5.5±3.9
    Triglyceride (mg/dl) -62.0±62.1 -112.8±155.8
    L/H ratio -0.8±0.6 -1.3±0.6

Mean change from baseline

Lipid levels
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図 4.1 ロスバスタチン 2.5mg と 10mg の (a) hs-CRP，(b) PTX3，(c) CXCL-4 および (d) MCP-

1 に関する 12 ヶ月でのベースラインからの変化量 

 

4.2.4.4 研究中の血漿 hs-CRPの推移 

 集中治療群の血漿 hs-CRP と比較して，標準治療群は時間の経過とともに大きな変動を示

している（図 4.2a）．PTX3，CXCL-4 および MCP-1 において，2 つの群の間で同様の経時的

変化のパターンが存在した（図 4.2b-d）． 
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図 4.2 標準治療群と集中治療群における(a) hs-CRP, (b) PTX3, (c) CXCL-4, (d) MCP-1 の推移 

 

4.2.5 議論 

 この研究は，(a) 標準的なスタチン療法と比較して集中的なスタチン療法は，血清 LDL-C

とトリグリセリドの大幅な低下に加えて，治療後 12 ヶ月の血清 hs-CRP も大幅に低下し，

(b) 血漿 hs-CRP は，集中型スタチン治療群においてより安定していた．また，本研究の結

果は，集中型スタチン療法が 1 年間の血清 hs-CRP の変動を持続的に安定させることができ

ることも示した．安定した冠動脈疾患患者の血清ケモカインの変化は用量依存性でないこ

とが判明したことは注目に値する． 

 集中的なロスバスタチン療法は，LDL-C を低下させる他に，血清 hs-CRP の安定化をもた

らした．したがって，集中的なロスバスタチン療法は，炎症性カスケードを安定に阻害する
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ことによってアテローム性動脈硬化症の進行を妨げる． 
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4.3 ST 上昇型心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成術後の左室リモデリングの悪

化への水素ガス吸入の効果 

4.3.1 イントロダクション 

 急性心筋梗塞の予後は，集中治療システムの出現および虚血組織の経皮的冠動脈形成術 

(PCI) などの血管再生治療によって劇的に改善されている．生存者の数が増加するにつれて，

急性心筋梗塞後の心不全の発症の増加が問題となっている． 左室機能の低下は，ST 上昇

MI (STEMI) 後の死の最も強い予測因子である．したがって，心筋梗塞後の虚血再灌流障害

を軽減することにより梗塞サイズを減少させることは，心筋梗塞後の左収縮機能低下を予

防するための重要な介入治療である． 

 水素ガスは，酸化ストレス，炎症，細胞死および代謝への影響を含む，多くの治療効果を

有する．これらの効果は，脳梗塞，心停止後症候群，および造影剤誘発急性腎障害などの救

急医療の分野において大きな利益をもたらしている． 

 以前の研究では，再灌流中の水素ガス吸入が心臓の虚血再灌流傷害のラットモデルにお

いて，梗塞サイズを減少させることを報告している (Hayashida et al., 2008)．イヌでも同様の

保護効果が認められている (Yoshida et al., 2012)．イヌにおける研究では，再灌流開始 10 分

前から再灌流 1 時間まで水素 1.3%，酸素 26%が吸入されたという臨床状況を適切に模倣し

ている．全身の血行動態パラメータおよび冠動脈側副血行路の調整後，水素ガス吸入はリス

ク領域によって標準化された梗塞サイズを減少させた（20.6±2.8% vs. 対対照ガス44.0±2.0%; 

P <0.001）． 

動物実験データを臨床現場に置き換えるために， STEMI の主要な PCI後の水素ガス吸入

の実現可能性および梗塞サイズや左収縮機能低下への効果を調べるための，単一施設前向

きオープンラベル盲検試験を行った． 

 

4.3.2 症例数と統計解析 

 STEMI患者の虚血ポストコンディショニングの前研究の結果に基づいて，CMRによって

測定された salvage index の平均は 0.50 であり，SDは 0.16 であると仮定した．したがって，

salvage index に関して群間で 20%の差を検出力 80%（有意水準は両側 5%）で検出するため

には，1 群あたり 20 例，計 40 例の患者が必要である．しかし，患者登録は非常に時間がか

かり，研究期間の過度の延長はデータの信頼性を低下させると考えられたため，水素ガス吸

入群に 10 例，対照群に 10 例が割付けられ，計 20 例の患者が登録された時点で，この臨床

試験を終了した．事後評価では，この試験サイズで主要評価項目に関して 80%の検出力で

30%の相対的な差を検出することができた． 

 試験治療に参加した全ての患者が安全性の解析対象集団に含まれた．有効性の評価にお

いて，主要な解析対象集団は，冠動脈造影の後に STEMIの最終診断を含む主要な妥当性に

合致した全ての患者が含まれた最大の解析対象集団 (FAS) であった．FAS では，有効性評

価とは独立していると考えられたため，タコツボ心筋症の 1 例を含む正常冠動脈を有する
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水素ガス吸入群の 3 例の患者を除外した（水素ガス吸入: n = 7; 対照: n = 10）．主要評価項

目 (salvage index) の分析では，1例および 3例の患者を水素ガス吸入群および対照群からそ

れぞれ除外した．そのうちの 1 例は，水素ガス吸入中のカテーテル検査室で重度の再発性嘔

吐のために研究から脱落した．水素ガス吸入群のこの患者は，PCI後 7 日目に CMRを受け

ることができなかった．対照群の合計 3 例の患者は除外された．1 例は PCI後に造影剤誘発

急性腎障害を有し，1 例は CMR スキャン直前に閉所恐怖症と診断され，1 例が個人的理由

でスキャン前に撤回した．副次評価項目のいくつかの分析においては，7 日目と 6 ヶ月目の

両方で CMR データが得られた患者を含めている．これまで述べた患者に加えて，2 例は遠

隔地在住のために外来診察を受けることが困難なため，対照群から除外された．残りの患者

（水素ガス吸入：n = 6，対照：n = 5）において，PCI後の 7 日および 6 ヶ月の CMRで評価

した心機能の変化を比較した．除外された患者は，水素ガス吸入に関連しない予期せぬ合併

症を有し，同意撤回したため，主要評価項目と副次評価項目の評価に影響はなかった． 

 連続データは，平均±SD として示している．カテゴリデータは例数（パーセンテージ）

として示している．カテゴリカル変数はフィッシャーの直接確率法により比較した．連続変

数については，2 標本 t 検定を用いて 2 群間で平均を比較した．また，群内の平均の比較に

は対応のある t 検定を用いた．両側 P 値が 0.05 を下回った場合，統計学的に有意とみなし

た．全ての統計解析は，SASバージョン 9.4 (SAS, Cary, NC, USA) を用いて行った． 

 

4.3.3 結果 

4.3.3.1 ベースライン特性 

 FAS（水素ガス吸入：n = 7，対照：n = 10）における患者の人口統計的変数およびベース

ライン特性を表 1 に示す．PCIを受けた患者において，梗塞部位は，左前下行冠状動脈で対

照群が 60% (n =6) および水素ガス吸入群が 28.6% (n = 2) であった．多臓器疾患の発生率は

対照群では 40% (n = 4)，水素ガス吸入群では 42.7% (n = 3) であった．ステント留置は両群

のすべての患者について行った． 
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 表 4.3 最大の解析対象集団におけるベースライン特性 

 

4.3.3.2 虚血再灌流傷害 

 主要評価項目である salvage index に関して，適格患者（水素ガス吸入群：n = 6，対照群：

n = 7）で水素ガス吸入群と対照群との間に統計的有意差はなかった（水素ガス吸入群：

50.0±24.3%，対照群：60.1±20.1%，P = 0.43）（図 4.3）． 

 

  

HI
(n = 7)

Control
(n = 10)

Age (years) 50.7±8.6 60.0±11.4
Male 4 (57.1) 6 (60.0)
Body mass index (kg/㎡) 26.7±3.5 24.7±4.0
Body surface area (㎡) 1.8±0.2 1.7±0.1
Heart rate (beats/min) 84.0±35.2 73.1±16.4
Systolic BP (mmHg) 137.1±34.7 145.3±20.8
Diastolic BP (mmHg) 93.3±25.4 89.1±14.8
Hypertension 5 (71.4) 4 (40.0)
Diabetes mellitus 3 (42.7) 3 (30.0)
Hyperlipidemia 3 (42.7) 4 (40.0)
Previous myocardial infarction 0 (0) 2 (20.0)
Previous heart failure 0 (0) 1 (10.0)
Creatinine (mg/dL) 0.9±0.2 0.9±0.3
Hb 15.0±0.5 15.1±1.7
Culprit vessel
    LAD artery 2 (28.6) 6 (60.0)
    Left circumflex artery 1 (14.3) 1 (10.0)
    Right coronary artery 4 (57.1) 3 (30.0)
Stenting 7 (100.0) 10 (100.0)
Multivessel disease 3 (42.7) 4 (40.0)
Dual antiplatelet drug 5 (71.4) 9 (90.0)
ACEI or ARB 2 (28.6) 5 (50.0)
-blocker 4 (57.1) 7 (70.0)

Aldosterone antagonists 0 (0) 1 (10.0)
Calcium antagonists 0 (0) 3 (30.0)
Statin 4 (57.1) 7 (70.0)
Diabetes drugs 1 (14.3) 1 (10.0)
Diuretics 0 (0) 1 (10.0)
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図 4.3 水素ガス吸入群と対照群の 7 日後の salvage index（主要評価項目） 

 

副次評価項目については，ST resolution（図 4.4A; 水素ガス吸入群：57.1%，対照群：80.0%; 

P = 0.59）と血管造影心筋（図 4.4B; TIMI flow grade (grade 3): 水素ガス吸入群：85.7%，対照

群: 90.0%; P=1.00; myocardial blush grade (grade 3): 水素ガス吸入群: 85.7%，対照群: 70.0%; 

P=0.60）に群間の差はなかった．血清クレアチンキナーゼの推移に関して，水素ガス吸入群

の血清クレアチンキナーゼは，高いピークであったにも関わらず，対照群より速く正常範囲

に戻る傾向があったが，2 つの群間で有意差はなかった．PCI 後の最初の 48 時間における

血液中のクレアチンキナーゼの AUCは，2群間で同等であった． 

  

Cardiac salvage index

controlHI

1

0.75

0.5

0.25

0
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図 4.4 副次評価項目 

 

4.3.3.3 7日と 6ヶ月での左心室容積と機能 

 CMRスキャンを受けた患者において（水素ガス吸入群：n = 6，対照群：n = 5），7 日目の

LVEDVI，LVESVI，LVSVI または LVEF に 2 つ群間で有意差はなかった（表 4.4）．一方で，

水素ガス群は対照群と比較して 6 ヶ月における LVSVI（水素ガス吸入群：45.5±6.9mL / m2，

対照群：32.2±6.3mL / m2; P = 0.009）および LVEF（水素ガス吸入群：65.7±5.2%，対照群：

48.3±18.2%; P = 0.05）は有意に高かった（表 4.4）． 
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表 4.4 7 日と 6 ヶ月での CMRデータ 

 

次に，7 日と 6ヶ月の各患者の左心室容積と機能の変化を図示した（図 4.5A）．LVSVI は水

素ガス吸入群で 36.3±5.1mL/m2 から 45.5±6.9mL/m2 に有意に増加したが (P = 0.03)，対照群

では変化はみられなかった（33.6±5.0mL/m2から 32.2 ±6.3mL/m2; P = 0.69）．LVEF も水素ガ

ス吸入群で 54.7±4.4%から 65.7±5.2%に有意に増加したが (P = 0.03)，対照群には変化がなか

った（46.7±12.4%から 48.3±18.2%; P = 0.67）．さらに，対照群の患者と比較して水素ガス吸

入群の患者における LVSVI の有意な増加が見られた（水素ガス吸入群：9.2±7.1mL/m2，対

照群：-1.4±7.2mL/m2; P = 0.04）（図 4.5B）．LVESVI に関して，対照群と比較して，水素ガス

吸入群のほうが有意であるという傾向は見られなかった（水素ガス吸入群：-6.7±7.1mL，対

照群：0.7±14.6mL; P = 0.30）（図 4.5B）． 

 

 

 

  

HI
(n = 6)

Control
(n = 5)

P value

7days
    LVEDVI (mL/㎡) 66.4±8.6 76.4±24.0 0.366
    LVESVI (mL/㎡) 30.1±5.3 42.8±23.8 0.234
    LVSVI (mL/㎡) 36.3±5.1 33.6±5.0 0.404
    LVEF (%) 54.7±4.4 46.7±12.4 0.169
6months
    LVEDVI (mL/㎡) 68.9±6.5 75.6±30.8 0.611
    LVESVI (mL/㎡) 23.4±2.8 43.4±36.6 0.211
    LVSVI (mL/㎡) 45.5±6.9 32.2±6.3 0.009
    LVEF (%) 65.7±5.2 48.3±18.2 0.05
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 図 4.5 PCI後 6 ヶ月における心機能の変化 

 

4.3.4 議論 

 この研究では，PCI 中の水素ガス吸入治療が STEMI 患者のために実行可能かつ安全な治

療選択肢であり，PCI後の有害な左収縮機能低下を予防する可能性があることを示す最初の

臨床データを提供した．この試験は有効性を検証したものではなく，さらに大規模試験が必

要である． 
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4.4 慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者における肺血潅流の評価に対する lung 

subtraction iodine mapping CT の診断精度 

4.4.1 イントロダクション 

 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) は，急性肺塞栓症 (PE) の長期間にわたる複雑な合

併症である．予後は治療なしでは非常に悪く，肺内膜切除術 (PEA) は CTEPH の治療法と

して広く認められている．今日では，バルーン肺血管形成術 (BPA) が，外科手術に適して

いない患者のための代わりの侵襲的処置として提案されている．BPA は，外科的にアクセ

スできない部分的および部分的な肺動脈の病変を治療することが可能である．したがって，

適切な治療戦略を決定するためには，CT pulmonary angiography (CTPA) による肺動脈と肺灌

流シンチグラフィ (LPS) による肺灌流の治療前セグメントベースの評価が非常に重要であ

る．近年，肺灌流を評価するために dual-energy CT (DECT) を用いた肺灌流血液量画像の適

用に多くの関心が寄せられている．しかしながら，LPSは依然として標準のままである． 

 Lung subtraction iodine mapping (LSIM) - コンピュータ断層撮影法 (CT) は，毎日の臨床に

おいて利用できる．LSIMは肺灌流に関する機能情報と組み合わせて，肺血管および実質組

織の高空間分解能画像を同時に提供することができる．一方，従来の CTPAは形態学的情報

のみを提供し，LPSの空間分解能は限定されており，診断の不確実性を意味している．さら

に，LSIMは DECT よりも灌流欠損のより正確な同定を可能にすることができる．これまで

に，肺灌流の評価における LSIMの妥当性に関する報告はない． 

 この研究の目的は，LPSを参考にして CTEPHの既知または疑いのある患者の肺動脈灌流

のセグメントベース評価に関する LSIM CT の診断性能を評価することである． 

 

4.4.2 統計解析 

 20 歳以上で，CTEPHであるもしくは疑いがあり，腎機能障害がなく，造影剤に対する過

敏性の病歴がなく，LSIM-CT を受けた 113 人の患者がこの研究に含まれると計画した．呼

吸維持指導に従う能力を持たない患者 (n = 14)，CT と LPSの両方を 2 ヶ月以内に受けない

患者 (n = 47)，CT と LPSの両方の介入を受けて患者 (n = 2) を除いた，合計 50 例の患者が

最終的に分析に含められた．LSIMおよび CTPAによって同定された灌流欠損の存在をセグ

メントごとに評価し， LPS（クラス 1：陰性灌流欠損，クラス 2/3：陽性灌流欠損）と比較

した．LSIMと CTPAの間の灌流欠損の検出に関する診断精度の比較には，一般化推定方程

式 (GEE) を使用した．また，segment ごとの解析については McNemar 検定を用いた．GEE

モデルでは，被験者内の 2 値反応をロジットリンク関数によりモデル化し，modality と

segment を固定効果として含めた．共分散構造は exchangeable と仮定した．有意水準は両側

5%とした．データは SAS バージョン 9.3 (SAS, Cary, NC, USA) を用いて分析した． 

 

4.4.3 結果 

 灌流欠損の検出に対する読影者 1，読影者 2 および読影の一致に基づいた LSIM の感度，
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特異度，正確度，陽性敵適中率および陰性適中率はそれぞれ，90% (694/773), 72% (92/127), 

87% (786/900), 95% (694/729) および  53% (92/171); 94% (728/773), 82% (104/127), 92% 

(832/900), 97% (728/751) および 70% (104/149); 95% (734/773), 84% (107/127), 93% (841/900), 

97% (734/754) および 73% (107/146) であった．灌流欠損の検出に対する読影者 1，読影者

2 および読影の一致に基づいた CTPAの結果はそれぞれ，70% (543/773), 62% (79/127), 69% 

(622/900), 92% (543/591) および 26% (79/309); 55% (428/773), 62% (79/127), 56% (507/900), 

90% (428/476) および  19% (79/424); 65% (505/773), 61% (78/127), 65% (583/900), 91% 

(505/554) および 23% (78/346) であった（表 4.5）．一般化推定方程式 (GEE) による解析で

は，読影の一致に関して，感度，正確度，陽性適中率および陰性適中率では CTPA よりも

LSIM の方が優れていたが（すべて P < 0.0001），特異度に有意差はなかった (P < 0.0572)． 

 

 表 4.5 LSIMおよび CTPAの診断性能（一般化推定方程式） 

 Segment ごとの読影の一致に基づいた灌流欠損の検出に対する LSIM および CTPA の感

度，特異度，正確度およびその差の統計的有意性を表 4.6 に示す． 

 

 

 

Reader1 

LSIM 

Reader 1 

CTPA P value 

Reader 2 

LSIM 

Reader 2 

CTPA P value 

Consensus 

LSIM 

Consensus  

CTPA P value 

Sensitivity 90% 

(694/773) 

70% 

(543/773) 

<.0001 94% 

(728/773) 

55% 

(428/773) 

<.0001 95% 

(734/773) 

65% 

(505/773) 

<.0001 

Specificity 72% 

(92/127) 

62% 

(79/127) 

0.4594 82% 

(104/127) 

62% (79/127) 0.1040 84% 

(107/127) 

61% 

(78/127) 

0.0572 

Accuracy 87% 

(786/900) 

69% 

(622/900) 

<.0001 92% 

(832/900) 

56% 

(507/900) 

<.0001 93% 

(841/900) 

65% 

(583/900) 

<.0001 

PPV 95% 

(694/729) 

92% 

(543/591) 

0.0011 97% 

(728/751) 

90% 

(428/476) 

<.0001 97% 

(734/754) 

91% 

(505/554) 

<.0001 

NPV 53% 

(92/171) 

26% 

(79/309) 

0.0003 70% 

(104/149) 

19% (79/424) <.0001 73% 

(107/146) 

23% 

(78/346) 

<.0001 
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 表 4.6 Segment ごとの LSIMおよび CTPAの感度，特異度，正確度（McNemar 検定） 

 

4.4.4 議論 

 読影者の経験年数や知識に違いにかかわらず，両方の読影者による LSIM画像の診断精度

は表 4.5 に示すように同様に良い結果であった．本研究では 50 例の患者しかおらず，これ

らの所見を確認するためにより大きな規模での研究が必要とされるが，LSIM は CTEPH を

有する患者における肺動脈灌流のセグメントベースの評価のための実現可能な技術である． 

  

Segment 

Sensitivity 

LSIM 

Sensitivity 

CTPA P value 

Specificity 

LSIM 

Specificity 

CTPA P value 

Accuracy 

LSIM 

Accuracy 

CTPA P value 

R1 100% (44/44) 45% (20/44) <.0001 83% (5/6) 83% (5/6) 0.1025 98% (49/50) 50% (25/50) <.0001 

R2 100% (43/43) 63% (27/43) 0.0186 100% (7/7) 86% (6/7) 0.0143 100% (50/50) 66% (33/50) 0.0015 

R3 89% (40/45) 62% (28/45) 0.0047 60% (3/5) 40% (2/5) 1.0000 86% (43/50) 60% (30/50) 0.0077 

R4 100% (42/42) 81% (34/42) <.0001 100% (8/8) 88% (7/8) 0.0082 100% (50/50) 82% (41/50) <.0001 

R5 96% (45/47) 79% (37/47) <.0001 100% (3/3) 33% (1/3) 0.3173 96% (48/50) 76% (38/50) <.0001 

R6 90% (39/43) 70% (30/43) 0.0016 71% (5/7) 71% (5/7) 0.2568 88% (44/50) 70% (35/50) 0.0009 

R7 87% (34/39) 56% (22/39) 0.2207 73% (8/11) 55% (6/11) 0.3173 84% (42/50) 56% (28/50) 0.1172 

R8 93% (41/44) 68% (30/44) 0.0035 67% (4/6) 67% (4/6) 0.4142 90% (45/50) 68% (34/50) 0.0027 

R9 98% (44/45) 78% (35/45) <.0001 80% (4/5) 40% (2/5) 0.5637 96% (48/50) 74% (37/50) 0.0001 

R10 93% (43/46) 72% (33/46) 0.0006 100% (4/4) 50% (2/4) 0.1573 94% (47/50) 70% (35/50) 0.0003 

L1+2 93% (38/41) 56% (23/41) 0.0001 78% (7/9) 78%(7/9) 0.0956 90% (45/50) 60% (30/50) <.0001 

L3 96% (44/46) 30% (14/46) 0.0593 75% (3/4) 75% (3/4) 0.3173 94% (47/50) 34% (17/50) 0.0330 

L4 95% (40/42) 64% (27/42) 0.0010 100% (8/8) 75% (6/8) 0.0143 96% (48/50) 66% (33/50) <.0001 

L5 100% (44/44) 82% (36/44) <.0001 83% (5/6) 33% (2/6) 0.5637 98% (49/50) 76% (38/50) <.0001 

L6 88% (29/33) 48% (16/33) 0.0184 76% (13/17) 65% (11/17) 0.0707 84% (42/50) 54% (27/50) 0.0031 

L8 100% (44/44) 77% (34/44) <.0001 83% (5/6) 33% (2/6) 0.5637 98% (49/50) 72% (36/50) <.0001 

L9 95% (41/43) 77% (33/43) <.0001 100% (7/7) 43% (3/7) 0.0833 96% (48/50) 72% (36/50) <.0001 

L10 93% (39/42) 62% (26/42) 0.0412 100% (8/8) 50% (4/8) 0.0455 94% (47/50) 60% (30/50) 0.0082 
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5. 結論 

 本論文では，実験研究や観察研究における統計的因果推論について議論した．実験研究と

観察研究では，それぞれ処置の効果を求めるための方法は異なる．研究者が行った研究が実

験研究であり，ランダム化が行われているのであれば，処置効果を求めるために用いる統計

手法は比較的簡単なものである．一方で，研究者が行った研究が観察研究であるならば，交

絡因子によるバイアスを調整するための何らかの統計的方法を行わなければ，誤った結果

を導いてしまう危険性がある．各研究デザインによって，研究者は分析する方法を正確に判

断し，処置効果を推定しなければならない． 

 本論文における主な目的は以下の 2 つであった．第一に，実験研究において，割付けられ

た処置に従わないようなノンコンプライアーが存在する場合には，通常の解析方法は用い

ることはできず，操作変数推定量などで処置効果の推定を行うが，さらにこのモデルを拡張

して，見かけ上のノンコンプライアーが存在する場合の定式化を行い，感度分析により処置

効果の検討を行った．第二に，観察研究において，傾向スコアマッチングされた個体間の距

離を導出し，その後の解析方法について検討した． 

 第 2 章では，大学の授業において学科あるいは学部の学生を一定数ごとに複数のクラス

に分け，同一の内容の授業を行ったクラス間での学生の成績のデータを用いた．このデータ

に通常のノンコンプライアンスが生じている状況を想定し，Angrist, Imbens and Rubin (1996) 

で提案されているような方法を適用した．さらに，2.4 節では見かけ上のノンコンプライア

ーを含めたモデルを提案し，提案モデルに大学の授業のデータを適用し結果について考察

した．第 3 章では傾向スコアマッチング後の統計手法について検討した． 3.3 節でマッチン

グした個体間の距離について定義し，傾向スコアマッチングとランダムマッチングした標

本におけるマッチングした個体間の距離の期待値を導出した．3.4 節ではシミュレーション

を用いて，より一般的な場合のマッチングした個体間の距離について検討した．さらに，い

くつかの状況設定における独立な解析と対応のある解析の検出力について，マッチングし

た個体間の距離と併せて考察した．  

 ノンコンプライアンスが存在する場合の因果効果の推定法と推定結果の解釈を第 2 章で

は議論した．ノンコンプライアンスが生じるようなデータについて，Angrist, Imbens and 

Rubin (1996) で提案したモデルでは不十分な場合があり，そのようなケースの 1 例として本

論文では，見かけ上はノンコンプライアーであるがその本質は Complier である個体が存在

する場合の新しいモデルを導入し，その下でのパラメータの推定に関する感度分析の一方

法を与え，実際のデータに適用した．第 2.2 節で示したようなデータの単純な集計のみでは

結果の解釈を誤る危険性がある．本論では，当初割り当てられた授業に対し，別の授業を受

講した学生を見かけ上のノンコンプライアーとして扱い，その下でのパラメータの推定に

より，ナイーブな推定結果と異なる結論が得られることを示した．提案したモデルでの分析

の結果は，直感とも合致するような妥当な結果であった． 

 傾向スコアマッチング標本に対する統計手法として，独立な解析と対応のある解析のど
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ちらを選択すべきかという問題を第 3 章で扱った．その解決のため，傾向スコアマッチング

された個体間の距離と統計的検定の検出力の関係について考察した．傾向スコアマッチン

グとランダムマッチングでのマッチした個体間の距離を数理的に導出した．さらに，傾向ス

コアマッチング標本に関して，モンテカルロシミュレーションを行い，2 値と連続量の共変

量における個体間の距離を評価し，独立な解析と対応のある解析の統計的検出力の比較を

行った．結果として，傾向スコアの推定に使用した共変量間の相関が高ければ，傾向スコア

マッチングされた個体間の近さは近くなった．しかし，傾向スコアの推定に使用した共変量

のアウトカムへの影響度が小さい，もしくは推定に使用した共変量の数が少なければ，独立

な検定よりも対応のある検定の方が検出力は低くなった．どちらの解析手法を選択するか

は，傾向スコアを推定するための共変量の選択や共変量間の相関に注意する必要がある． 

 本論文では，実験研究と観察研究による統計的因果推論について扱い，実験研究では，ノ

ンコンプライアンスが生じる場合について議論した．今回提案した見かけ上のノンコンプ

ライアーを含めたモデルでは，感度分析という形でしか処置効果の検討ができていないた

め，点推定はできなくとも，それに可能な限り近づけることは今後の研究課題である．また，

観察研究では，傾向スコアマッチング後の統計解析手法について扱った．マッチングされた

個体間の距離を導出したが，今回は共変量が連続量のみ，もしくは 2 値のみという状況設定

であった．通常傾向スコアを推定する際には連続量と 2 値が混在しているので，より一般的

な場合については今後の研究課題である． 
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