
日 時： 2021年9月17日（金）9:00～13:00 

場 所： オンライン開催

参加費： 無料（定員100名）
対 象： EXSUSユーザー／本会に興味のある方

主 催： EXSUSユーザー会事務局

申 込： Mail smb-exsus_bests_sales@croit.com
FAX 06-4964-6268 ※事前登録制

開催要項

線型回帰モデルの拡張

◆京都大学 魚住龍史講師

EXSUSユーザーは、評価項目のデータを実験開始前のベースライン期間に測定して、実験開

始後の評価期間に経時的に測定を繰り返すことで、個体ごとの時間的変動である反応プロ

ファイルを観察することが多いといえる。このようなデータは、「経時的繰り返し測定データ」と呼

ばれる。本講演では、線型回帰モデルをレビューしたうえで、経時的繰り返し測定データに対

する線型回帰モデルの拡張について議論する。

離散型データの経時データ解析における
モデル適合度の確認

◆大塚製薬株式会社 角元慶二

医学においては、てんかんの発作回数といった計数値のアウトカムや、病態のグレードなどの順

序カテゴリカルなアウトカムなど、離散型データが経時的に繰り返し測定される場面は多い。し

かし、このような離散型データの経時データ解析として、解析の利便性や解釈の容易さから、

アウトカムとして正規分布を仮定した解析が実施される事例も多く報告されている。本講演で

は、どの解析方法を使用すればよいのかを、研究員が理解しやすい観点から紹介する。

混合モデルを用いた多重比較の自由度
調整法

◆エーザイ株式会社 板東正博

SASのMixedプロシジャなどを用いて多重比較を実施した場合、ログ画面に “If you specify

the ADJDFE = ROW option in the LSMEANS statement, the adjusted p-values

take into account the row-wise degrees of freedom.“ のようなメッセージが表示される

ことがある。どのようなときに、このメッセージが出るのか、またADJDFE=ROWオプションを指定す

る意味について考えてみたい。

CNUVならびに、Spotfire Basic
およびSSVの紹介デモ

◆株式会社パーキンエルマージャパン 大石尚孝
◆第一三共株式会社 吉池通晴

CNUV活動において、Spotfireを用いてSENDデータを可視化する環境を整えた。本講演で

は、それら活動と可視化テンプレートの紹介とデモを実施する。

CNUV: The Community for Non-clinical Data Utilization and Visualization

SEND: Standard for Exchange of Nonclinical Data

経時測定データにおける
EXSUSの機能紹介と拡張について

◆株式会社EPクロア 魚田孝志

EXSUSに搭載している経時型分散分析について、入力データの作成、実行方法および出力

結果について紹介し、SASのプログラムコードとともに説明する。現在の線形回帰モデルを用い

た方法は、欠測データが生じる場合には適していない。実際の試験現場においては、欠測

データが予測される試験もあり、そのような状況においても対応できるよう、検討している追加

機能と、その内容を紹介する。

Exsus Users Association

開催のご案内

第29回 EXSUS ユーザー会

謹啓 初夏の候 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

昨年度は COVID-19 感染拡大防止に鑑み、集合開催を延期させて戴いておりましたが、

本年度は Web を利用したユーザー会を開催いたします。

ご多忙の折とは存じますが、多数ご参加いただけますようご案内申し上げます。 敬白

講演｜経時測定データの解析 9:00～ オンライン開催（ zoom ）

オンライン
開催！

プログラム

お申し込み期限 2021年9月15日（水）まで ※お申込みはFAXまたはMailで

mailto:smb-exsus_bests_sales@croit.com


＜お問合せ先＞

株式会社EPクロア
EXSUSユーザー会事務局

大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル
（TEL） 06‐4964‐5411 （Mail）smb-exsus_bests_sales@croit.com

申 込 用 紙

（FAX）06-4964-6268 もしくは（Mail）smb-exsus_bests_sales@croit.com

申込日 2021年 月 日

第29回 EXSUSユーザー会 参加申込

御社名

お電話番号 （ ） FAX （ ）

フ リ ガ ナ
ご所属部署 E-mail

お名前

【お申し込みについて】

• 必要事項をご記入の上、（FAX）06-4964-6268 または（Mail）smb-exsus_bests_sales@croit.comへご送付ください。

• zoomのライセンスの都合により、定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

• プログラムは予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■返信先

事前登録制

◆ 以下に、参加される方の情報をご記入ください。

◆ ご記入いただきました個人情報は、本ユーザー会の受付およびご案内にのみ使用いたします。

◆ 個人情報は、当社個人情報保護方針に従い、適切に管理いたします。

Exsus Users Association

mailto:smb-exsus_bests_sales@croit.com
mailto:smb-exsus_bests_sales@croit.com
mailto:smb-exsus_bests_sales@croit.com
https://www.croit.com/about/quality/#titleH2_3


会場： Zoom
テーマ： 経時測定データの解析 (敬称略)

名前 山田  雅之

所属 キッセイ薬品工業株式会社

名前 古賀 隆浩

所属 EPクロア

名前 魚住　龍史

所属 京都大学

要旨

名前 角元 慶二

所属 大塚製薬株式会社　　　　　            

要旨

名前 板東 正博

所属 エーザイ株式会社　　　　　　               

要旨

名前
大石 尚孝
吉池 通晴

所属
株式会社パーキンエルマージャパン

第一三共株式会社

要旨

名前 魚田 孝志

所属 株式会社EPクロア　　　         　          

要旨

※タイムスケジュールは予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください

10:50
～

11:20
(質疑応答5分）

タイトル

10分休憩

12:30
～

12:40
事務局からのご連絡（10分）

12:00
～

12:30
(質疑応答5分）

タイトル 経時測定データにおけるEXSUSの機能紹介と拡張について

EXSUSに搭載している経時型分散分析について、入力データの作成、実行方法および出力結果について紹介し、
SASのプログラムコードとともに説明する。現在の線形回帰モデルを用いた方法は、欠測データが生じる場合に
は適していない。実際の試験現場においては、欠測データが予測される試験もあり、そのような状況において
も対応できるよう、検討している追加機能と、その内容を紹介する。

11:30
～

12:00
(質疑応答5分）

タイトル CNUVならびに、Spotfire BasicおよびSSVの紹介デモ

CNUV活動において、Spotfireを用いてSENDデータを可視化する環境を整えた。本講演では、それら活動と可視
化テンプレートの紹介とデモを実施する。
CNUV: The Community for Non-clinical Data Utilization and Visualization
SEND: Standard for Exchange of Nonclinical Data

司会進行 開会のご挨拶

10:20
～

10:50
(質疑応答5分）

9:00～
9:05

10分休憩

混合モデルを用いた多重比較の自由度調整法

医学においては、てんかんの発作回数といった計数値のアウトカムや、病態のグレードなどの順序カテゴリカ
ルなアウトカムなど、離散型データが経時的に繰り返し測定される場面は多い。しかし、このような離散型
データの経時データ解析として、解析の利便性や解釈の容易さから、アウトカムとして正規分布を仮定した解
析が実施される事例も多く報告されている。本講演では、どの解析方法を使用すればよいのかを、研究員が理
解しやすい観点から紹介する。

SASのMixedプロシジャなどを用いて多重比較を実施した場合、ログ画面に “If you specify the ADJDFE =
ROW option in the LSMEANS statement, the adjusted p-values take into account the row-wise degrees
of freedom.“ のようなメッセージが表示されることがある。どのようなときに、このメッセージが出るの
か、またADJDFE=ROWオプションを指定する意味について考えてみたい。

11:20
～

11:30

タイムテーブル

第29回EXSUSユーザー会

タイトル 離散型データの経時データ解析におけるモデル適合度の確認

連絡事項 事務局からのご連絡

タイトル 線型回帰モデルの拡張

9:05～
9:07

9:07
～

10:10
(質疑応答10分）

EXSUSユーザーは、評価項目のデータを実験開始前のベースライン期間に測定して、実験開始後の評価期間に経
時的に測定を繰り返すことで、個体ごとの時間的変動である反応プロファイルを観察することが多いといえ
る。このようなデータは、「経時的繰り返し測定データ」と呼ばれる。本講演では、線型回帰モデルをレ
ビューしたうえで、経時的繰り返し測定データに対する線型回帰モデルの拡張について議論する。

10:10
～

10:20


