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実行ファイル R-2.6.0pat-win32.exe をダブルクリック
⇒ http://cran.md.tsukuba.ac.jp/bin/windows/base/R-2.6.0pat-win32.exe

R のインストール
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インストールする場所を指定
（普通は何もせずに〔次へ〕）

インストールするファイルを選択
（全てチェックして〔次へ〕）

R のインストール
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カスタマイズしますか？
（普通は何もせずに〔次へ〕）

スタートメニューへの登録画面
（普通は何もせずに〔次へ〕 ）

R のインストール
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その他諸々・・・
（普通は何もせずに〔次へ〕）

しばらくするとインストール完了!

R のインストール
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「Rconsole」「Rdevga」「Rprofile.site」

http://cwoweb2.bai.ne.jp/~jgb11101/files/Rconsole
http://cwoweb2.bai.ne.jp/~jgb11101/files/Rdevga 
http://cwoweb2.bai.ne.jp/~jgb11101/files/Rprofile.site

をダウロードして，[C:¥Program Files¥R¥R-2.6.0pat¥etc]
にある同名ファイルに上書き⇒ 文字化け防止策！！

〔以上〕

R のインストール
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生存時間解析とは

ある時点から注目すべき事象（イベント）が起きるまで

の時間を解析する分析手法のこと

注目すべき事象：イベントと呼ぶ

当初は「治療開始から死亡するまでの時間」を対象としていた

のでこの名称 ⇒ 「死亡」以外の事象をイベントとしても良い！

【イベントの例】

医学分野：死亡までの時間（対象：ガン患者）

肺ガンになるまでの時間（対象：喫煙者）

副作用が出るまでの時間（対象：治験参加者）

工学分野：故障するまでの時間（対象：機械，システムなど）
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「イベントが起こるまでの時間」を解析する

・・・

02-003
02-002
02-001
02-001
01-002

01-001

ID

・・・・・・・・・

600あり非喫煙

100あり喫煙

600なし喫煙

400あり喫煙

1000なし非喫煙

800あり非喫煙

期間(日)イベント群

生存時間解析とは

⇒「イベントが起こったかどうか」だけでなく

「いつ起こったか」も考えなきゃいけないのが厄介な点。。。
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「イベントが起こるまでの時間」を解析する
⇒「イベントが起こったかどうか」だけでなく

「いつ起こったか」も考えなきゃいけないのが厄介な点。。。

【仮想例】喫煙 → 肺ガンについての研究

非喫煙群と喫煙群の 2 群比較

「肺ガン発症までの期間」を解析する

⇒「肺ガン発症例の数」だけを比較してはダメ

⇒「肺ガン発症までの期間」だけを比較してはダメ

生存時間解析とは
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・・・

04-002
04-001
03-001
02-003
02-002
02-001
02-001
01-002
01-001

ID

・・・・・・

あり喫煙

なし喫煙

なし非喫煙

あり非喫煙

あり喫煙

なし喫煙

あり喫煙

なし非喫煙

あり非喫煙

イベント群

800100喫煙群

85050非喫煙群

なしあり

χ2 検定

頻度だけで見ると問題がある！

生存時間解析とは
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【01-001】800 日目で発症

【02-001】400 日目で発症

⇒「イベントが起こるまでの期間」を無視しているのが問題

非喫煙群の方が発症を抑える傾向があるかも

喫煙群の方が早めに発症する傾向があるかも

★ でも、発症頻度で見たら同じ。。。

★ 「イベントが起こるまでの期間」も解析に入れる必要あり！

1000日600日

02-002

02-001

01-002

01-001

800日400日200日開始日

発症

発症

中止・脱落

試験終了

非喫煙

非喫煙

喫煙

喫煙

生存時間解析とは
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・・・

04-002
04-001
03-001
02-003
02-002
02-001
02-001
01-002
01-001

ID

・・・・・・

600喫煙

200喫煙

1000非喫煙

600非喫煙

100喫煙

600喫煙

400喫煙

1000非喫煙

800非喫煙

期間(日)群

200日±100日喫煙群

400日±200日非喫煙群

平均期間±標準偏差

2標本t検定

期間だけで見ると問題がある！

生存時間解析とは
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【非喫煙群】平均 600 日目で発症（試験終了例を除く）

【喫煙群】 平均 600 日目で発症（中止・脱落例を除く）

⇒「試験終了例」「中止・脱落例」を無視しているのが問題

↑のような症例を「打ち切り例」といいますが。。。

非喫煙群の試験終了例は、体の調子が良かったから最後まで発症しなかった？

喫煙群の中止例は、体調が悪くなったから中止したのかも

★ でも「打ち切り例」を除いて解析をしたら平均発症日数は同じ。。。

★ 「打ち切り例」の情報も解析に入れる必要あり！

1000日600日

04-002

04-001

03-001

02-003

800日400日200日開始日

発症

中止・脱落

試験終了

発症

非喫煙

非喫煙

喫煙

喫煙

生存時間解析とは
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・・・

04-002
04-001
03-001
02-003
02-002
02-001
02-001
01-002

01-001

ID

・・・・・・・・・

600あり喫煙

200なし喫煙

1000なし非喫煙

600あり非喫煙

100あり喫煙

600なし喫煙

400あり喫煙

1000なし非喫煙

800あり非喫煙

期間(日)イベント群

∴ 「イベントが起こるまでの時間」を解析する場合は

「イベントが起こったかどうか」と「いつ起こったか」

の両方を考えなきゃいけない

生存時間解析とは

0 10 20 30 40 50
0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

ヵ月

（
％
）
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必要な変数：「イベント/打ち切りを表す変数」「イベント/打ち切りまでの日数」の 2 つ
開始日：「ランダム化された日」を持ってくるのが原則（ × 治験薬投与開始日）

⇒ ランダム化を行わない場合は「 1 回目の来院日」とか「手術日」など

⇒ 工学分野ならば「機械を稼動した日」とか「システムを起動した日」など

イベント発現日（イベント発現例の場合）：「イベントが発現した日」
⇒「開始日」にイベントが起こった症例は解析対象から除くのが通例（打ち切りも同様）

打ち切り日（打ち切り例の場合）：「イベントが起こりうる最後の日」
⇒ 医学分野の場合，試験途中での中止例ならば「中止した日」

⇒ 医学分野の場合，試験期間を満了した症例の打ち切り日を「治験薬投与終了日」と

すると不適切な場合あり！→ 例えば「全ての検査日のうち、一番遅い日付」とか

「イベント発現」と「中止」の両方が起こっている場合は起こった日付が早い方とする

Aさん：「100日目にイベント（でも治験は継続）」「200日目に中止」

⇒ Aさんはイベント例として取り扱われる

イベントに関する検査が一度も行われていない症例は解析対象から落とす

・・・

01-002

01-001

ID

・・・・・・・・・

1000なし非喫煙

800あり非喫煙

期間(日)イベント群
発現日－開始日

または
打切日－開始日

いくつかの注意点
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開始日：「ランダム化された日」を持ってくるのが原則（ × 治験薬投与開始日）

⇒ 例えば、心臓移植の生存時間に対する影響を調査する場合「ランダム化」された日

から「手術日」まで時間が空いている場合（ドナーが現れるまで待っている場合等）

は、「ランダム化された日」を持ってくるのが適切でないかもしれない

⇒ こういう場合は「時間依存型共変量」で対処する？（大橋・浜田、1995、160頁）

イベント発現日（イベント発現例の場合）：「イベントが発現した日」

「開始日」にイベントが起こった症例は解析対象から除くのが通例（打ち切りも同様）
⇒ 「開始日」にイベントが起こった症例は解析対象から除くとバイアスがかかることも

るのでは？？ → 気になる場合は「除いた場合」と「除かない場合」の２通り解析？？

イベント発現日（イベント発現例の場合）：「イベントが発現した日」
⇒「肺ガン発症」と診断された日は、実はもっと前に発症している（タイムラグあり）

「副作用が出た」と病院で診断されても、実はもっと前に発症しているかも。。。

⇒ 区間データとして解析した方が良い場合もある？？（大橋・浜田、1995 ）

・・・

01-002

01-001

ID

・・・・・・・・・

1000なし非喫煙

800あり非喫煙

期間(日)イベント群
発現日－開始日

または
打切日－開始日

注意点に対していただいたコメント
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本日のメニュー

R のインストール

R による生存時間解析

イントロ

生存関数の推定と群間比較 ← ☆

競合リスクについて

その他
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生存時間解析を行う前提＆手順

「イベントが起こるまでの時間」が正規分布に従わない

ことが多い…

全ての対象について，イベントが起こるまで

（例えば全症例が死亡するまで）待つ時間の余裕はない…
⇒「打ち切り」を考慮に入れて解析する必要がある

【生存時間解析を行うひとつの手順】

生存関数／生存時間曲線を推定する

⇒ Kaplan-Meire 推定法を用いる

群間比較試験の場合は生存時間曲線を群間比較する

調整解析／交互作用の有無の検討などを行う
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生存関数の推定

★ 累積分布関数 ＝ 累積発現率
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生存関数の推定

★ 一般的に，生存関数の推定は安定しているが，ハザード関数

の推定は確率的な誤差の影響を受けやすい

⇒ 以降は生存関数の推定について見てみることにする
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生存関数の推定（ノンパラメトリックな推定）

nj：時刻 tj までの at risk
dj：時刻 tj で起こったイベント数

（イベントと打ち切りが同時刻に起こった場合は、
イベントが起こった直後に打ち切りが起こったと考える）

：時刻 t の直前までの生存率の推定値
⇒ Kaplan-Meier 推定法による計算
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喫煙者に関する肺ガン移行データ（仮想例）

「喫煙者は肺ガンへの移行率が高いかどうか」を研究する

18人の被験者を「非喫煙群」と「喫煙群」に分ける

それぞれの被験者の最終状態は・・・

肺ガンへの移行：イベント

試験中止：打ち切り（転居，同意撤回，被験者都合による脱落等）

心疾患による死亡（競合リスク）：とりあえず打ち切りとする

※「高血圧」や「高脂血症」を持っている喫煙者については，心疾患

による死亡のリスクが高いことが知られている
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喫煙者に関する肺ガン移行データ（仮想例）

非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日
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生存関数の推定（Kaplan-Meier推定法）

非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

※「非喫煙群」に割り付けられた 9 名のデータを抽出
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生存関数の推定（Kaplan-Meier推定法）

非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

非喫煙群打ち切り900
非喫煙群打ち切り800
非喫煙群打ち切り700
非喫煙群打ち切り600
非喫煙群イベント500
非喫煙群打ち切り400
非喫煙群イベント300
非喫煙群打ち切り200
非喫煙群イベント100

群censor日

※「中止」と「心疾患による死亡」を「打ち切り」として解析すると・・・
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生存関数の推定（Kaplan-Meier推定法）

(心)

(心)

(心)

(心)

※ at risk：直前までに生き残っている人の数

0
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生存関数の推定（Kaplan-Meier推定法）

※ 打ち切りは生存関数に直接影響するのではなくて
リスク数（at risk）を減らすことで影響を及ぼす

(心)

(心)

(心)

(心)

0
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生存関数の推定（Kaplan-Meier推定法）

※ もし，イベントと打ち切りが同時刻に起こった場合は
イベント発現の直後に打ち切りが起こったことにする

(心)

(心)

(心)

(心)

0
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生存関数の推定（Kaplan-Meier推定法）

心疾患による死亡を「打ち切り」とする（問題！）

(心)

(心)

(心)

(心)

0
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生存関数の推定（Kaplan-Meier推定法）

(心)

(心)

(心)

(心)

（以下同様に続く...）

0
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生存時間曲線のプロット

0 200 400 600 800
0.
0
0.
1
0.
2
0.
3
0.
4
0.
5
0.
6
0.
7

日

（
％
）

0 200 400 600 800

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

日

（
％
）

生存率 累積発症率

非喫煙群

非喫煙群

喫煙群

喫煙群
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R によるコーディング(1) データの作成

> install.packages("cmprsk") # パッケージのインストール
> library(cmprsk) # パッケージの呼び出し
> # （自動的に survival も呼び出し）
>
> All <- data.frame(time =rep( seq(100,900,by=100), 2),
+               censor=c("Ev","Dr","Ev","Co","Ev","Co","Co","Co","Dr",
+                        "Co","Ev","Ev","Dr","Co","Ev","Co","Ev","Dr"),
+               group =c(rep("A",9), rep("B",9))) # A:非喫煙群, B:喫煙群

> Event        <- All   #「肺ガンの発症」をイベント,それ以外を打ち切り
> Event$censor <- ifelse(All$censor=="Ev", 1, 0)

> Compe <- All #「心疾患での死亡」をイベント,それ以外を打ち切り
> Compe$censor <- ifelse(All$censor=="Co", 1, 0)

> Mixed        <- All   # 肺ガン:1，心疾患での死亡:2，打ち切り：0
> Mixed$censor <- ifelse(All$censor=="Ev", 1,
+                 ifelse(All$censor=="Co", 2, 0))
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R によるコーディング(2) データの作成

> Mixed
time censor group

1   100      1     A
2   200      0     A
3   300      1     A
4   400      2     A
……………………………
> Event
time censor group

1   100      1     A
2   200      0     A
3   300      1     A
4   400      0     A
……………………………
> Compe
time censor group

1   100      0     A
2   200      0     A
3   300      0     A
4   400      1     A
……………………………

> All
time censor group

1   100     Ev A
2   200     Dr     A
3   300     Ev A
4   400     Co     A
……………………………
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R によるコーディング(3) 生存関数の推定

> # survfit(Surv(時間変数, イベント変数) ~ 群変数, データセット名, …)
> result <- survfit(Surv(time,censor)~group, Event, type="kaplan-meier")
> summary(result)

group=A(非喫煙群) 
時刻 生存数 イベント数 生存率 標準誤差 下側95%信頼区間 上側95%信頼区間

time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
100  9  1 0.889 0.105  0.706  1
300   7   1  0.762  0.148   0.521   1
500    5    1   0.610   0.181    0.341    1

group=B(喫煙群) 
time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
200  8   1  0.875 0.117 0.6734  1
300   7  1   0.750  0.153  0.5027   1
600    4 1    0.562   0.199   0.2813    1
800     2 1    0.281   0.222    0.0597     1

> plot(result, col=1:2, xlab="日", ylab="（％）") # 生存率
> plot(result, col=1:2, xlab="日", ylab="（％）", fun="event") # 発症率
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R によるコーディング(参考)

> # パッケージ cmprsk 中の関数 cuminc による生存関数の推定

> # cuminc(時間変数，イベント変数，群変数，cencode=打ち切りを表す値) 

> result  <- cuminc(Event$time, Event$censor, Event$group, cencode=0)

> result2 <- timepoints(result, Event$time)

> result2$"est"

100       200       300       400       500       600 700

A 1 0.1111111 0.1111111 0.2380952 0.2380952 0.3904762 0.3904762 0.3904762

B 1 0.0000000 0.1250000 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.4375000 0.4375000

800       900 ← 時刻

A 1 0.3904762 0.3904762 ← 各時刻におけるイベント発生率（A：非喫煙群）

B 1 0.7187500 0.7187500 ← 各時刻におけるイベント発生率（B：喫煙群）

> plot(result, xlab="日", ylab="（％）") # プロット
> survfit(Surv(time, censor) ~ group, Event, type="kaplan-meier") # メディアン

群数 イベント数 時刻の推定値 信頼限界(下側, 上側)                                生存時間
n events median 0.95LCL 0.95UCL

group=A 9 3 Inf 500     Inf ← 非喫煙群の生存率が 50% になる時刻
group=B 9  4 800    600     Inf ← 喫煙群の生存率が 50% になる時刻
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ログランク検定(logrank検定；群間比較の手法)

2 本の生存曲線を比較する検定手法

比例ハザード性（任意の時点において群間のハザード比が

一定）の下で 2 つの効果に差があるかどうかを検定する

帰無仮説：生存曲線に差がない

対立仮説：生存曲線に差がある

ログランク検定は比例ハザード性からの逸脱にかなり頑健

（ロバスト）であるが，多少の注意は必要

Kaplan-Meier 曲線が交差していれば，明らかに比例ハザード性が

成り立っていない・・・
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ログランク検定

ni ：時刻 i におけるリスク集合（at risk数）

ni1：群 1 の時刻 i におけるリスク集合（at risk数）

di ：時刻 i におけるイベント数の合計

di1：群 1 の時刻 i におけるイベント数の合計

群 1 の時刻 i の

期待イベント数

群 1 の
合計スコア

分散

← 検定統計量（自由度 1 のχ2分布）
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

U1=(1-9/18)

非喫煙群のイベント数

非喫煙群の at risk 数／全体の at risk 数

※ X 日時点の at risk 数：X日に起こったイベント数や
打ち切り数を除いてはダメ!!!
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

U1=(1-9/18)+(0-8/16)

非喫煙群のイベント数

非喫煙群の at risk 数／全体の at risk 数
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

U1=(1-9/18)+(0-8/16)+(1-2*7/14)

※ 同一時点で 2 回以上イベントが起こっているときは注意
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

U1=(1-9/18)+(0-8/16)+(1-2*7/14)+(1-5/10)
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

U1=(1-9/18)+(0-8/16)+(1-2*7/14)+(1-5/10)+(0-4/8)
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

U1=(1-9/18)+(0-8/16)+(1-2*7/14)+(1-5/10)+(0-4/8)+(0-2/4)

=-0.5
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

V=  (9*9)/18^2

非喫煙群の at risk 数

喫煙群の at risk 数

← 全体の at risk 数の 2 乗
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

V=  (9*9)/18^2+(8*8)/16^2

非喫煙群の at risk 数

喫煙群の at risk 数

← 全体の at risk 数の 2 乗
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

V=  (9*9)/18^2+(8*8)/16^2+(7*7*2*(14-2))/(13*14^2)

※ 同一時点で 2 回以上イベントが起こっているときは注意
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

V=  (9*9)/18^2+(8*8)/16^2+(7*7*2*(14-2))/(13*14^2)
+(5*5)/10^2
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

V=  (9*9)/18^2+(8*8)/16^2+(7*7*2*(14-2))/(13*14^2)
+(5*5)/10^2+(4*4)/8^2
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非喫煙群中止900
非喫煙群心疾患800
非喫煙群心疾患700
非喫煙群心疾患600
非喫煙群イベント500
非喫煙群心疾患400
非喫煙群イベント300
非喫煙群中止200
非喫煙群イベント100

群censor日

喫煙群中止900
喫煙群イベント800
喫煙群心疾患700
喫煙群イベント600
喫煙群心疾患500
喫煙群中止400
喫煙群イベント300
喫煙群イベント200
喫煙群心疾患100

群censor日

V=  (9*9)/18^2+(8*8)/16^2+(7*7*2*(14-2))/(13*14^2)
+(5*5)/10^2+(4*4)/8^2+(2*2)/4^2

= 1.71   ⇒ χ2 = (-0.5)2/1.71 = 0.146  ⇒ p = 0.2976
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R によるコーディング(ログランク検定)
# survdiff(Surv(時間変数, イベント変数) ~ 群変数, データセット名)
> survdiff(Surv(time, censor) ~ group, Event) # ログランク検定

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
group=A 9        3      3.5    0.0714     0.146
group=B 9        4      3.5    0.0714     0.146

Chisq= 0.1  on 1 degrees of freedom, p= 0.702 ← 差なし！
（総イベント数が少なすぎ…）

> (1-9/18)+(0-8/16)+(1-2*7/14)+(1-5/10)+(0-4/8)+(0-2/4) # スコア U1
[1] -0.5
> (9*9)/18^2+(8*8)/16^2+(7*7*2*(14-2))/(13*14^2)+(5*5)/10^2+ 
+ (4*4)/8^2+(2*2)/4^2 # 分散 V
[1] 1.711538
> 0.5^2/1.711538      # χ2 = U12/V
[1] 0.1460675
> pchisq(0.146, df=1) # p 値
[1] 0.2976124
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本日のメニュー

R のインストール

R による生存時間解析

イントロ

生存関数の推定と群間比較

競合リスクについて ← ☆

その他
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一見すると良いように見えるけど・・・
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「肺ガンの発症」をイベントとした場合の「肺ガン発症率」
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それぞれ別々に発生率を推定すると・・・
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「肺ガンの発症」をイベントとした場合の「ガン発症率」

「心疾患による死亡」をイベントとした場合の「死亡率」

「肺ガン発症率」＋「死亡率」
が 1 を超えている・・・

「肺ガンの発症」「心疾患による死亡」をそれぞれイベントとして

別々にイベント発生率を推定するとおかしな現象が起きる

（取りうる状態は「肺ガン」「心疾患」「打ち切り」しかない。。。）
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前頁のグラフを描く R プログラム

> X1A <- subset(Event, group=="A")
> X2A <- subset(Compe, group=="A")

> result  <- cuminc(X1A$time, X1A$censor, cencode=0)
> result2 <- timepoints(result, X1A$time)
> result2$"est"
> plot(result, xlab="日", ylab="（％）", curvlab="", col=1)

> result  <- cuminc(X2A$time, X2A$censor, cencode=0)
> result2 <- timepoints(result, X2A$time)
> result2$"est"
> par(new=T)
> plot(result, xlab="日", ylab="（％）", curvlab="", col=2)
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複数のイベント（現象）において、ある特定のイベントが

観測されると、他のイベントは観測できない場合がある

⇒ このようなイベント同士の関係 ＝ 競合リスクイベント

【例】喫煙者について

「肺ガンの発症」と「心疾患による死亡」は競合リスク

⇒ 「肺ガンを発症」した症例においては

「心疾患による死亡」は起こらない

⇒ 「心疾患による死亡」をした症例においては

「肺ガンの発症」は起こらない

競合リスクとは？
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競合リスク間の独立性は、データからは確認することが

出来ない

競合リスクが存在する場合、Kaplan-Meier 推定量には

バイアスが入ることが知られている

⇒ 競合リスクを打ち切りと扱うと推定が過大推定になる

たとえ独立性を仮定したとしても、解析結果の解釈には

問題が生じる

★ 打ち切り：打ち切りがあったかどうかがその後のイベント

の生起に影響を及ぼさない（情報を持たない）のが条件

競合リスクとは？
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「肺ガンの発症」と「心疾患による死亡」との間の独立性は、

データからは確認することが出来ない

「肺ガンの発症」をイベントとした場合で、

「心疾患による死亡」という競合リスクが存在する場合は、

「心疾患による死亡」を打ち切りとして扱ってしまうことで

Kaplan-Meier 推定量にバイアスが入ってしまう

⇒ 「肺ガン」と「心疾患」の例では推定が過大になっていた…

たとえ「肺ガンの発症」と「心疾患による死亡」との間の

独立性を仮定したとしても、イベントに関する解析結果の解釈には

問題が生じる

競合リスクとは？
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これまでの研究では、以下の概念が用いられてきた。

Cause-specific survival：
「他病死」を死亡日で打ち切りとする生存期間

Progression-free survival：
血液腫瘍の領域で「他病死」を打ちきりとする

local control rate：

放射線治療で遠隔転移を打ち切りとする局所制御率

しかし、「他病死」であると言っても、その死亡が原病であるがん

や治療の毒性による影響を完全に否定できる場合はむしろ稀であり、

多くの場合、原病または治療の毒性により全身状態が悪化した後に

直接死因として他病死が生じることの方が多い。

JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）Protocol マニュアルより

引用
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統計的に「打ち切り」と扱ってもバイアスを生じないとされているの

は、打ち切りがイベントと無関係に生じた場合のみであり、そうでな

い場合（何らかの関連を持っている場合）にはバイアスの原因となる

ため、打ち切りとすることは望ましくない。

⇒ これを統計的には競合リスク（competing risk）の問題と呼ぶ。

★ 競合リスク（competing risk）の問題が起きる例

無再発生存期間（DFS）で「二次がん」を打ち切りとする

再発までの期間（TTF）で「患者拒否」を打ち切りとする

JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）Protocol マニュアルより

引用
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競合リスクを考慮した累積発現率の計算

問題点は「情報を持つ打ち切り」である競合リスクを
「情報を持たない打ち切り」として扱った点

1 つの打開策は、イベントごとの累積発生関数
（Cumulative Incidence Function：CIF）を算出し、

生存関数を求める方法
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競合リスクを考慮した累積発現率の計算

イベントごとの累積発現率（累積発生関数；Cumulative 
Incidence Function：CIF）を以下の式で推定する

tij： j 番目の「原因 i のイベント」が発現した時刻

dij：時刻 tij で「原因 i のイベント」を発現した被験者数

nij：時刻 tij の at risk 数

：時刻 tij の直前までの生存率（どのイベントも発現しない率）

の推定値；Event Free Survival
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生存関数の推定（CIFによる推定）

イベントの累積発現率（肺ガンの累積発症率）

肺ガン発症率 心疾患による死亡率
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生存関数の推定（CIFによる推定）

肺ガン発症率

イベントの累積発現率（肺ガンの累積発症率）

心疾患による死亡率
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生存関数の推定（CIFによる推定）

肺ガン発症率

イベントの累積発現率（肺ガンの累積発症率）

心疾患による死亡率
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生存関数の推定（CIFによる推定）

心疾患による死亡を「競合riskの発現率」に計上する！

肺ガン発症率

イベントの累積発現率（肺ガンの累積発症率）

心疾患による死亡率
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生存関数の推定（CIFによる推定）

ここがミソ！ ここがミソ！

肺ガン発症率 心疾患による死亡率

★ 競合リスクが発現した場合に
① リスク集合から競合リスク数を減らしている
② 競合リスクの累積発現率にちゃんと計上している

ことでバイアスを補正している！！！
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生存関数の推定（CIFによる推定）

（以下同様に続く...）

肺ガン発症率

イベントの累積発現率（肺ガンの累積発症率）

心疾患による死亡率



70

【上】CIF        【下】Kaplan-Meier

↑競合リスクの扱いでover-estimateが修正されている↓
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各 CIF のプロット
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が 1 を超えない♪

「肺ガンの発症」をイベントとした場合の「ガン発症率」

「心疾患による死亡」をイベントとした場合の「死亡率」
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前頁のグラフを描く R プログラム(1)

> X0A <- subset(Mixed, group=="A")   # 群 A（非喫煙群）に絞る
> result  <- cuminc(X0A$time, X0A$censor, cencode=0)
> result2 <- timepoints(result, X0A$time)
> result2$"est"

100       200       300       400       500       600
1 1 0.1111111 0.1111111 0.2380952 0.2380952 0.3650794 0.3650794
1 2 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1269841 0.1269841 0.2539683

700       800       900 ← 時刻
1 1 0.3650794 0.3650794 0.3650794 ← 各時刻におけるイベント(肺ガン)発生率
1 2 0.3809524 0.5079365 0.5079365 ← 各時刻における競合リスク(死亡)発生率

> plot(result, col=1:2, xlab="日", ylab="（％）",
+      curvlab=c("event","competing risk"))
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CIF の比較を行う R プログラム(2)

# crr(時間変数, イベント変数, 群変数) ⇒ 全て数値型にする必要あり
> ( result <- crr(Mixed$time, Mixed$censor, as.numeric(Mixed$group)) )
convergence:  TRUE 
coefficients:
[1] 0.2133
standard errors:
[1] 0.7253
two-sided p-values:
[1] 0.77
> result2 <- predict(result, c(1,2))  # 1:非喫煙群，2:喫煙群
> plot(result2, lty=1, color=2:3)
> legend(0, .4, legend=c("非喫煙群","喫煙群"),lty=1, col=2:3)

Fine and Gray の方法による群間比較

関数 crr の引数：failcode=1；興味のあるイベント

関数 crr の引数：cencode=0；打ち切り

関数 crr：共変量は「群」か「群＋時間依存型共変量」の２通りのみ

※ Fine JP and Gray RJ (1999) A proportional hazards model for 
the subdistribution of a competing risk. JASA 94:496-509. 
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CIF の比較を行う R プログラム(結果)
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その他（時間がないのでざっくりと・・・）

Cox 回帰：共変量を複数入れて解析；関数 coxph() を使用

比例ハザード性を仮定する

同時刻に複数のイベントが発生したときのパラメータ推定法：

method="exact"，"efron" ，" bleslow" （左から順に良い方法）

ある変数の値によってベースラインハザードが異なる場合：

stara(変数名) を共変数に加える（例：strata(sex)）

機能的には時間依存型共変量を入れることも可（解釈困難になる場合も...）

比例ハザード性の検討：2 重対数プロット

関数 survfit() の結果を使って plot(…, fun="cloglog")

視覚的に見て曲線が平行ならば比例ハザード性が成り立っている
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その他（時間がないのでざっくりと・・・）

多重イベントのモデリング
Anderson and Gill モデル（AGモデル）：
イベントが発生してもリスク集合に残る

Prentice, Williams and Peterson モデル（PWPモデル）：
あらかじめ複数のステップを想定し，イベントが発生したら次の
ステップに移行する〔初期状態→①→②→・・・〕

Wei, Lin and Weissfeld モデル（WLWモデル）：
競合リスクモデル

⇒ 上記モデル全て関数 coxph() で実行可能（The R Book 参照）

パラメトリックモデル ⇒ 加速モデル

今までの解析データは全て「生存関数は指数分布を仮定」

生存関数に特定の分布を仮定するときは加速モデルを用いる

⇒ 関数 survreg() で実行可能
（dist="weibull", "exponential", "loglogistic", "lognormal"）
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実行例 (1)

> coxph( Surv(time, status) ~ trt + age, veteran) # trt：群

Call:
coxph(formula = Surv(time, status) ~ trt + age, data = veteran) # 調整

解析
coef exp(coef) se(coef)       z    p

trt -0.00365     0.996  0.18251 -0.0200 0.98
age  0.00753     1.008  0.00966  0.7791 0.44 # 年齢1歳↑＝リスク0.8%↑
（年齢が10歳↑⇒リスクは1.008^10 = 1.082942↑と計算できる）
（※変数 age を 1/10 して解析すれば年齢が10歳↑の結果が一発で得られる）
Likelihood ratio test=0.63  on 2 df, p=0.731  n= 137

# 前治療の有無によるベースラインハザードの違いを考慮
> coxph( Surv(time, status) ~ trt + strata(prior), veteran) 

# 群×前治療の交互作用の検討
> coxph( Surv(time, status) ~ trt + prior + trt*prior, veteran)
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実行例 (2)

> result <- survfit(Surv(time, status) ~ x, aml)
> plot(result, fun="cloglog")   # 比例ハザード性の検証

> survreg(Surv(futime, fustat) ~ ecog.ps + rx, ovarian,
dist='weibull',scale=1) # ワイブル分布を仮定して解析

Call:
survreg(formula = Surv(futime, fustat) ~ ecog.ps + rx, data = ovarian, 
dist = "weibull", scale = 1)

Coefficients:
(Intercept)     ecog.ps rx 
6.9618376  -0.4331347   0.5815027 

Scale fixed at 1 

Loglik(model)= -97.2   Loglik(intercept only)= -98
Chisq= 1.67 on 2 degrees of freedom, p= 0.43 

n= 26
> survreg(Surv(futime, fustat) ~ ecog.ps + rx, ovarian, 

dist="exponential") # 指数分布を仮定して解析（結果は上と同じ）
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実行例 (2) 比例ハザード性の検討結果
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