
一般に観察データでは相関関係はわかっても因

果関係はわからないとされてきた。しかしながら

1983年にRosenbaum & Rubinがプロペンシ

ティスコア（傾向スコア、PS）法を発案し、観

察データでも一定の条件を満たせば因果関係を推

定できることを示してから一変した1）。レセプト

や電子カルテのデータベース化がすすみ、ビッグ

データにPS法を用いた研究がさかんになってき

た。しかしながら、この手法は適切に使いこなす

には相当な知識と技術も必要である。特定健康診

査とレセプトデータの突合により特定保健指導の

経済評価をPSマッチングで行うことととりくん

できた経験より、医療経済研究分野でのPS法の

具体的な活用法をレビューする2）。

観察データでも適切にコントロールを選択すれ

ば因果関係を証明できる手法としてPS法が近年
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観察データからでも因果関係を証明できるプロペンシティスコア（傾向スコア、PS）法は、無作為割付のような実験

が不可能な医療経済研究において有力なツールである。PSとは、たとえば特定保健指導といった介入に割付られる

確率であり、同じ確率同士の介入群と対照群で比較すれば、それは疑似無作為割付のようになるので因果関係を推計

できる。PSを算出する共変量は、介入とアウトカムより先行していなければならず、特定健康診査や質問票データ

は条件を満たしている。しかしPS法は「強く無視できる」割付条件が大前提であり、その条件を満たすように共変

量を選択することが重要かつ困難な作業となる。条件を満たすかどうかは、適合度と判別精度で測定され、それぞれ

Hosmer-Lemeshow適合度検定値とROC曲線のカーブ下面積（AUC）が1に近いほどよい。もっともAUCがあま

り高過ぎると両群の重なりが小さくなって十分な標本数を確保できなくなる問題もある。PSを適切に計算できたら、

1）マッチング、2）階層化そして3）共分散分析で評価する。マッチングは第一選択だが、マッチできず標本数が減

少するのが欠点である。階層化は介入群と対照群のPSが重なっている全てのケースを使えるが、結果が一貫しなかっ

た場合には解釈が難しくなる。共分散分析はPSを介入の有無と共に説明変数として回帰分析を行うものであるが、

アウトカムが医療費のようにゼロの多い場合はトビットモデルを使うべきである。PS算出のためのプログラムは多

数あるが、最重要な共変量の選択は研究者個人の知識と技術に依存している。観察研究では対照群の選定が命であり、

対照群の選定が恣意的に行なわれると結果をどのようにも操作できる危険がある。PS算定の段階ではアウトカムを

考慮すべきではなく、理想的にはPSマッチングを担当する者とアウトカムの評価を担当する者は分けた方が理想で

ある。あるいは複数の研究者が同一テーマでPS法を適用し、システマティックレビューすることも一方であろう。
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注目されている。PSとは、観察データで疑似

RCTを可能にする手法である。無作為割付とは、

介入群に割りつけられる確率を等しくすることで

ある。ならば、もし介入群に割りつけられる確率

が同じ者同士で比較すれば、それはRCTと同じ

ことになる、という発想である。介入群に割りつ

けられる確率をPSと呼ぶ。

わかりやすい例として入試合格という介入とそ

の後の所得というアウトカムを考える。合格した

人と不合格だった人のその後の所得を比較してみ

ると、合格者は1000万円、不合格は500万円

だったとする。ではその差、500万円が合格によ

る効果と考えてよいだろうか？答えは否。合格者

と不合格者とでは、能力も努力も異なる。500万

円の差は、そうした様々な差の総和であって合格

だけの効果ではない。

ここでA君とB君を仮定する。両君は受験前

に模擬試験を受けていて、合格可能性は共に60

％と判定されていた。ところが蓋をあけるとA

君は合格、B君は不合格。このようなことはよ

くあるが、その後の両君の所得を調べるとA君

は1000万円、B君は700万円であった。この

ような場合、両君の所得差300万円は、合格し

たか否かによる直接効果といってよい。両君の合

格確率は同じだったが、合格は無作為に割りつけ

られた、と考えられるからである。それゆえ、合

格確率が同じ合格者と不合格者の間で観察された

差は試験合格という介入による単独効果と考えて

よい。

模擬試験による合格可能性がPSであり、模擬

試験で測定された英語、数学、国語といった各科

目得点が説明変数（共変量）である。理想的には、

英語も数学も国語の得点も同一の二人を選べばよ

い。しかしながら、そのようなことは、とりわけ

科目数が多くなると困難である。PSの利点は、

A君は英語の点数がよく、B君は数学の点数が

よい、というふうにバラバラであっても、合格確

率という一つの数値が同じであれば比較可能、と

いう点にある。

特定健康診査・保健指導の経済評価にあてはめ

ると、試験合格という介入が保健指導の有無、各

科目得点が健診や質問票の各項目、そして所得が

医療費というアウトカム（結果変数）となる。特

定保健指導を受ける確率を算出しPSとして用い

ることによって、医療費への効果を評価すること

ができる。

むろんこの理論が成立するには条件がある。

大前提として、介入群に見合うだけの相当数の

対照群（介入を受けていない者）がなければなら

ない。全員合格する入試や受診率100％の特定保

健指導では比較にならない。

介入群と対照群が50％50％ならいいではない

か、というとそうでもない。介入群と対照群とで

はPSの分布も異なるので両群が重なっている部

分は小さくなり、全員をマッチすることはできな

いからである（そのような場合、マッチングでは

なく後述の階層化や共分散分析を行うことができ

る。最近発表された冷え症と早産の分析では、冷

え症有41.6％vs無58.4％という割合だったため

かマッチングではなくこの2法で分析している3））。

介入群の割合が小さいと、対照群の選定は容易

だが、今度は介入群の数が少なくなる。常識的に

いって、PSマッチングを適切に行うには介入群

の倍以上の対照群が必要であり、合格率や受診率

でいえば33％以下、が目安となる。特定保健指

導の現在の受診率はこれより低いのでPSマッチ

ングが可能であるが、将来受診率が向上して

45％（第二期医療費適正化計画の目標）になっ

たらマッチングによる評価は困難になる（厚生労

働省によると保健指導実施率は7.7％（平成20

年度）、12.3％（21年度）、13.1％（22年度）に

とどまっておりPSマッチングには理想的である）。
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またPSが調整できるのは観察された共変量の

みであって、もし観察されていない共変量が割付

に大きく作用していたとしたら前提が狂ってしま

う。入試の例を引き合いに出したのは、合否が試

験点数という観察できる変数のみで決まる例だか

らである。合否が試験点数だけでなく、親の財力

も影響する、というような場合は成り立たなくな

る。この点、未知の変数も全て調整できる無作為

割付に比べてPS法が劣る限界といえる。また、

介入の割付とアウトカムとは無関係でなければな

らない。入試の例では、将来高所得になりそうな

受験者を優先的に合格させる、といったことがあっ

てはならない。もし、B君も運良く合格したら所

得は1000万円、A君も運悪く不合格になったら

所得は700万円にならなければならない（クレオパ

トラの鼻ではないが「もしも・・・だったら」とい

う事実に反する（counterfactual）仮定の下での

両君の所得を潜在アウトカムと呼ぶ）。といって

も、無作為割付とは異なり観察研究では、この前

提を満たすことはきわめて難しい。

特定保健指導の評価の場合、特定保健指導を受

けるか受けないか、の割付と、将来の医療費とは

無関係でなければならないが、医療機関を受診す

るのが好きな人ほど保健指導を受けたがるであろ

うことは容易に想像できる。そうなると、将来の

医療費が高くなる人ほど保健指導を受ける確率は

高いわけで、両者は無関係ではなくなってしまう。

しかし、PS法をやる以上、割付とアウトカムの

関係は全く無関係、とまでゆかなくても、無視で

きる程度でなければならない。それゆえこの条件

は「強く無視できる（stronglyignorable）」割

付条件と呼ばれる。PS法を実行する上では「最

強に無視できる」条件を達成するように共変量を

選択する作業が苦労の大半となる（正確には「ア

ウトカムと割付の間に関係があるように見える場

合もあるが、それが共変量とアウトカムの関係を

通じての間接的なものであればOK」である。か

みくだいていうと、英語の成績（共変量）が良い

者は合格（割付）する可能性も高いし、また就職

でも有利だから高所得（アウトカム）になる可能

性も高い。しかし合否判定はあくまで英語の成績

のみによらねばならず、将来高所得になりそうか

否かで合否判定されることがあってはならない、

ということである）。

共変量とは、介入（特定保健指導）とアウトカ

ム（医療費）の両方に影響する変数である。

星野4）によると「観察される全ての変数を用いる

べきではない」とされ、ではどの変数を用いるか

という選択が課題となる。共変量は時間的に介入

前か介入後かで区別する。介入前かつアウトカム

よりも先行する変数は共変量として使用してよい。

特定健康診査・保健指導の場合、まず特定健康診

査の結果に基づいて特定保健指導が提供され、そ

の後の医療費をアウトカムとして評価するのだか

ら特定健康診査の検査値や質問票の内容は共変量

として使用できる。それに対して、介入とアウト

カムの後の変数は共変量として利用してはならな

い。たとえば、特定保健指導後に出現したレセプ

トの傷病名等を共変量として使用することはでき

ない（レセプト傷病名でも介入前のものは使用し

てもかまわない。たとえばインフルエンザ薬タミ

フル服用で外傷が増えていないかを検証するため、

タミフル投与前のレセプト傷病名を共変量として

PSを算出し、投与後のレセプト傷病名への外傷

の出現率を比較することは可能である5））。

（1）正規化・標準化

質問票項目は全て0、1変換を行い（例、食べ

るのが早い、普通、遅いは、早いを1、普通・遅
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いを0）、検診データは正規化と標準化（平均0、

標準偏差1かつ正規分布）を行う。Excel上では

NORMSINV（PERCENTRANK（範囲、x））

で変換できる。

（2）多重共線性の排除

正規化・標準化された共変量は総当たりで相関

係数をだし、相関の高いものはいずれかを除外す

る。多重共線性があると、時に異常な係数になる

恐れがあるためである。たとえばBMI、体重、

腹囲は相関が高いので、BMIのみを残し他2者

は除外する（ただし、星野は「多重共線性がある

場合でも、サンプルサイズが十分あれば偏回帰係

数の分散は小さくなるので、特に問題になること

はない。通常は因果関係の推定に関心があり、ロ

ジスティック回帰モデルの偏回帰係数の解釈には

関心はないので、たとえば共変量間の相関が高く

てもあまり問題はない」ともしている）。

PSはロジスティック回帰（又はプロビット回

帰）によって算出される個々のケースの介入に割

付けられる確率である。単なるロジスティック回

帰だけでなく、PSが近似する者どうしマッチン

グもしてくれるソフトを使用するのが便利である。

STATAのpsmatch2という無料のアドオンソフ

トが最もよく使われている。psmatch2をネット

からダウンロードし、コマンドウィンドウで

psmatch2従属変数共変量1共変量2・・・と

入力する（変数間にカンマを入れない）。たとえ

ば保健指導の有無を収縮期血圧、喫煙、HbA1c

の3共変量で予測するには

psmatch2保健指導 収縮期血圧 喫煙

HbA1c,noreplacementcommon

とする。カンマの後にはオプションを指定する。

noreplacementとは、同じケースを重複して選

択しない（つまり相手がみつかったらその人は除
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３．プロペンシティスコアの算出

図1 STATA上でのpsmatch2実行結果

出典：筆者作成



外される）、という意味で、これにより同数の介

入群と対照群が得られる。commonとはコモン

サポートという意味で、両群のPSが重複してい

る範囲からのみ選択する。これを指定すると、介

入群の中には相手のみつからない人がでてきて標

本数は少なくなる。

実行結果は【図1】の通り。psmatch2は末尾

に_pscore、_treated、_id等の変数を追加する。

_pscoreはPS、_treatedは介入群と対照群の区

別、_idは通番である。介入群にはさらに_n1も

つく。これはそのケースと_pscoreが最も近かっ

た対照群の_idであり、_pdifとは_pscoreの差

である。

（1）共変量の選別

PS法は「強く無視できる」割付条件が前提で

あり、その条件を最強にする共変量を選別する作

業が次に来る。割付とアウトカムの関係が完全に

無視できる場合、割付は共変量のみで決まる。再

び入試の例をだすと、合否は成績だけで決まって

いるか？、裏口入学はないか？を確認してゆく。

それには適合度と判別精度の二つの評価指標があ

り、各々estatgof,group（10）とlrocのコマン

ドで得られる。実際の作業はpsmatch2の共変

量をいろいろ入れ換えて実行し、その都度

estatgof,group（10）とlrocを実行して最適な

共変量の組み合わせを探る。iPS細胞は24の遺

伝子をいろいろ組み合わせを変えて注入すること

で作られたが、PS法における共変量選定もこれ

に似た作業である。ただiPS細胞はできれば成

功だが、共変量の選定はどの組み合わせがどの組

み合わせより良いか悪いかはわかっても、どれが

ベストかはわからない、という点で困難である。

適合度のp値も判別精度を示すAUCも共に1

に近いほどよいのだが適合度0.8、AUC0.7の場

合とその逆の場合とではどちらがよいのか明確な

判断基準はない（p値は標本数が少ないと1に近

くなりやすい。後述のバランスチェックではT

検定は行うべきではないとされており、適合度の

判断基準は今後検討の余地大である）。

（2）適合度の評価（Hosmer-Lemeshow適

合度検定）

合否が成績だけで決まっているか、を評価する

には、模擬試験で予測された合格可能性と実際の

合否との適合度をみればよい。合格可能性50％

と判定された受験者のうち50％が、70％と判定

された受験者のうち70％が合格しておれば、ま

ず入試は公正である。反対に、30％と判定され

た受験者の60％が合格したり、70％と判定され

た者の40％しか合格しなかったとしたら、おか

しい、となる。ただし、この場合も、即入試に不

正ありとは断定できない。模擬試験の精度（判別）

に問題がある可能性もあるからだ。

適合度（goodness-of-fit）を評価する手法に

Hosmer-Lemeshow適合度検定がある6）。これは

対象をPSの高低順に10段階に分け、PSから

予測される率と実際の率とを比較してカイ二乗検

定を行いp値で評価するもので、完全に一致し

たらp=1となる。【図2】はSTATAの出力例で、

p値=0.9343ときわめて良好な適合であることが

わかる。

（3）判別度の評価（AUC、別名c-statistics）

模擬試験が合否を正確に判別（discriminate）

しているかは、検査が病気を正確に診断できるか

どうかを評価するのに用いられるROC（receiver

operatingcharacteristics）曲線を使用する。

ROC曲線は、合格可能性を何％以上を合格、そ

れ未満を不合格と判定し、実際の合否と比較する

ことで描く。ROC曲線が左上の角に近いほど判

別精度の高い検査である。
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図3 ROC曲線による判別精度の評価

図2 STATA上でのHosmer-Lemeshow適合度検定結果

出典：筆者作成

出典：筆者作成



【図3】ではA予備校の模試の方がB予備校よ

り精度が高い。それを数量化するにはカーブ下の

面積の正方形に対する割合（areundercurve,

AUC、別名c-statistics）で示す【図4】。AUC

が1に近いほど精度の高い検査である。

（4）AUCのジレンマ

判別の精度を示すAUCは1に近いほど良いが、

逆に判別が良過ぎて百発百中になってしまうと

PS法はできなくなる。PS法を行うには、たと

えば合格可能性が同じ60％と判定されながら、

合格者と不合格者が相当数混在していなければな

らない。介入群対照群の両群で、PSが相当オー

バーラップしていることが必要であり、そのため

にはAUCがあまり1に近過ぎる（＝オーバーラッ

プが少ない）のでは困る。むろん精度があまり低

く（AUC=0.5）てもよくない【図5】。

「AUC（c統計量）が0.8以上であることが医

学系論文でのスタンダードになっている」という

指摘もあるが（星野7））、逆に判別精度が高いか

らといってPSの妥当性が高いことにはならない

ので、AUCに盲目的にこだわるべきではないと

いう指摘もある8）。

実際にはAUCが1に近くて困るようなことは

めったに無い。0.7位が関の山で、むしろAUC

が0.8以上もあると、標本数が相当大きくないか

ぎり両群の重なり部分（STATAではcommon

support領域と呼ぶ）から十分数を確保するこ
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図4 AUCの概念

出典：筆者作成

図5 ROC曲線とPS分布の重なり

出典：筆者作成



とは困難になる（もっともAUC=0.96というす

ごい結果が最近報告された9）。これはウツタイン

様式という消防庁の救急データベースを用いて病

院到着前のエピネフリン使用の予後に与える影響

を評価したもの。40万を越える膨大な症例数と、

使用群の27倍もの非使用（対照）群のおかげで、

重なりが少ないにもかかわらず、15,030人の使

用群中実に13,401人をマッチングしている。標

本数が大きい上に、救急隊員はどういう場合にエ

ピネフリンを使うべきか標準プロトコルに従って

訓練されているのでAUC0.96もの正確な判別が

可能なのだろう。ウツタイン様式については別文

献を参照10））。

【図 6】は筆者の経験であり、メタボ該当者

1701人中、特定保健指導を受診した者581人に

対して非受診者はその2倍弱の1120人しかいな

かった。それでもAUC=0.7で重なりが十分あっ

たため581人の保健指導受診者中397人につい

て対照群をマッチングできた。メタボ該当者が特

定保健指導を受けるか受けないかの判別は、救急

隊員がエピネフリンを使うか否かの判別よりはる

かに困難であり、この程度の歩留り率はやむをえ

ない。

最適な共変量でPSが算出されたら、評価を行

う。PSの使用法として1）マッチング、2）階層

化そして3）共分散分析の3つがある。

（1）マッチング

マッチングとは、PSの近い者同士一対一で組

み合わせるもので、psmatch2でも自動的にマッ

チングを行ってくれる【図7】。一対一対応なの

で、有意差をT検定する場合も「対応のある」T

検定が行える11）。欠点としては、介入群の中には

相手の対照群がみつからず標本数が小さくなるこ

とである。マッチング前後のPSの分布を比較す

医療経済研究 2012Vol.24No.280

４．プロペンシティスコアによる評価

図6 STATA上でのROC曲線出力結果（AUC付き）

出典：筆者作成



ると、マッチングによって両群のPSの分布はほ

ぼ同一になることがわかる【図8】。

マッチングが適切なら介入群と対照群はPSだ

けでなく大半（しかし全ではない）の共変量の分

布が類似しているはずであるが、念のため確認し

なければならない。これをバランスチェックと呼

ぶが、両群をT検定し、有意差が無いことをもっ

てよしとされてきたが、これは正しくない、と今

井は指摘する12）。両群の比較は、有意差検定では

なく標準差（両群の平均の差を両群の標準偏差で

割ったもの）で行うべきである。また比較する共

変量は、マッチングに使用した共変量だけでなく

全ての共変量について行なわなければならない。

標準差は全て0が理想だが、むろんそのように

はならない。残念ながら、どれだけ以下ならOK

か、という基準はなく、小さければ小さいほどよ

い、としかいえない。STATAではpbalchkコ

マンドで出すことができる。

（2）階層化

PSが小→大に5グループ位にわけ、同PSの

両群間を比較するものである【図9】。マッチン

グと異なり全てのサンプルを分析に使うことがで

きる（ただし、重複のない両端は除外すべきであ

る【図10】）。

階層化の例として、1994年の米国会計検査院

（GAO）報告がある13）。今でこそ、遠隔転移の無

い乳がんでは、乳房温存療法が主流になっている

が、かつて乳房全摘との間に生存率に差がないか

評価するため各国でさかんにRCTが行なわれた。

「複数のRCTをメタ分析した結果が最高のエビ

デンス」というEBM（根拠に基づく医療）の原

理にしたがって2500人近い患者が無作為割付さ

れ両群で差が無いことが確かめられたが、結果と
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図7 マッチング法

出典：筆者作成

図8 一対一マッチング前後のPS分布

出典：筆者作成



して1226人の患者が乳房を失った。GAOは、

がん登録（SEER）データを、乳房温存療法を受

けた患者とPSでマッチし階層化して評価したと

ころ、RCTと同様の結果が得られた。

結果的に1226人の患者は乳房を失わなくても

よかったわけで、PS法と観察データの重要性が

認識されるようになった。

階層化法の欠点は、結果の解釈が難しいという

点である。乳がんの例のように各群で傾向が一貫

しておればよいが、傾向が群によってバラバラだっ

たりすると解釈は難しくなる。冷え症と早産に関

する研究3）では、各層ごとに冷え症と早産の2変

量でχ2検定を行い、Mantel-Haenzel法で統合

して、共通オッズ比やその信頼区間を算出してい

る。そうして得られた共通オッズ比は共分散分析

で得られたオッズ比にきわめて近かった、という。

（ 3）共分散分析

得られたPSを、介入の有無（0又は1）と共

に説明変数として、目的変数との間で回帰分析を

行う。そして介入の有無に関する偏回帰係数の方

向や大きさで介入の効果を評価する。特定保健指

導の場合は、特定保健指導を受けた・受けない

（0、1）とPSの二つを説明変数とし、医療費を目

的変数として回帰分析を行う。ただし、目的変数

として使う医療費は分布が偏っており、零の者が多

数いる。かかる「ゼロ切断（zero-truncated）」な

変数では通常の重回帰ではなくトビット回帰を用

いるべきである。

PS法は、Rosenbaum & Rubinによって

1983年に発案され、まだ30年位の歴史しかな

い。しかしながら最近、この手法は急速に普及し

つつある。その背景には、かつてのRCT至上主

義への反省と、レセプト、電子カルテそして

POSといったビッグデータ処理がコンピューター

の進歩で容易になってきたことがある。新薬の評

価はいまもRCTが主流だが、医薬品の市販後調

査や副作用を評価する薬剤疫学などはさながらデー

タベースとプロペンシティスコア学会の様相さえ

呈している14）。また、社会科学の領域では、失業、

離婚や教育等は、無作為割付など不可能である。

急速な普及を反映してか、PS法の適用につい

て厳しい見解も出されるようになってきた。
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５．まとめ―プロペンシティスコアの
危険性とモラル

図9 階層化法

図10

階層化の場合も、両群が重複しない部分は
除外する

出典：筆者作成

出典：筆者作成



Pearlは「そもそも因果関係は、統計手法のみで

は確立できない」として、PS法が成立するため

には「（アウトカムとの相関が）強く無視できる

割付」条件が成立していることが大前提だが、そ

の検証が不十分な研究が少なくないと警告する15）。

WeitzenらはPSを用いた47論文をレビューし、

多重共線性を評価したものゼロ、適合度を評価し

たものは6（うち4つがHosmer-Lemeshow検

定）、判別精度を評価したものは18（うちAUC

の最低は0.52でほとんど判別になっていない）、

バランスチェックをしていたものは25（かりに

していてもT検定は今井によると不適切とのこ

と）にすぎなかったと報告している16）。

PS法は有効な方法ではあるが、それを正しく

使いこなすには相当な理解と技術が必要である。

PSを算出するプログラムはフリーウェアで入手

可能だが、最適な共変量を自動的に選択するプロ

グラムは筆者の知る限りまだ存在しない。また本

文でも述べたように、適合度と判別度のどちらを

重視すべきか、についてもまだ定説や基準は無い。

共変量選択という最重要部分で研究者の職人技に

頼らざるをえない。

RCTは無作為割付すれば後は結果を待つだけ

だが、観察データでは同じデータに異なる手法を

何回でも適用することができる。それゆえ、観察

研究では研究者に高いモラルも求められる。観察
・・

研究では対照群の選択が命である。極論すれば対
・・・・・・・・・・・・ ・

照群の選び方次第で、どんな結論でもひきだせる。
・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

先の救急の論文9）は「エピネフリンを使用すると

救命率は向上するが、1か月後の生存率は逆に悪

化した」と結論しているが、これは40万2158

人のエピネフリン非使用者からPSマッチされた

13,401人との比較結果である。もし別の13,401

人と比較していたら結論は異なるかもしれない。

しかも、近年のPSの方法論のめざましい進歩に

もかかわらず、この方法で選択した対照群がベス

トである、というルールは未確立である。論文や

報告書にまとめるにあたっては単に「PSで対照

群を選択した」だけでは不十分であり、どのよう

な共変量を用い、適合度や判別精度はどのように

評価し、それらの数値も記載する必要がある。

期待したアウトカムが得られなかったからと、

期待するアウトカムが得られるまで対照群を選び

直す、といったことは絶対にしてはならない。

PS法の考案者であるRubinも「アウトカムは

PS算出に用いてはならない。PS算出の段階で

は、アウトカムデータは研究者に与えてはならな

い。RCTと同様、PS算出の段階で故意であれ

過失であれアウトカムを知ってはならない」と強

調している17）。特定保健指導の医療費への効果測

定を行う場合、特定健康診査・保健指導データを

A研究者に、レセプトデータはB研究者に与え、

A研究者はPSマッチした被保険者IDをB研究

者に送り、B研究者はレセプトと突合して医療

費を評価する、という形態が理想である。

データは使っても減るものではない。同じデー

タベースに同じテーマで複数の研究者がPS法を

実施してもよい。RCTの場合、不必要に同じ

RCTを繰り返すことは倫理的に許されないが、

観察データの場合そのような問題はない。同じデー

タを複数の研究者に分析させ、得られた結果をメ

タ分析しても結果が一貫しておれば、その結果は

信頼できる。「複数のRCTをメタ分析した結果

が最高のエビデンス」がEBMの原理だったが同

じことはPS法にもあてはまろう。

観察データからでも因果関係を推計できるPS

法を発案したRosenbaum&Rubinの業績はノー

ベル賞に値する。にもかかわらず、iPS細胞の山

中教授がわずか6年で受賞したのに30年たった

今も受賞に至っていないのは、方法論がまだ完全

には確立されておらず、それゆえ、今後の発展の

余地がまだ残されているため、かもしれない。
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Applicationofpropensityscoretohealtheconomics
research:

Economicevaluationofhealthguidanceformetabolicsyndrome

EtsujiOkamoto＊

Abstract

Propensityscore(PS)isincreasinglyusedtoestablishcausalrelationshipsinobservationaldata.PSisa

valuabletoolbecausehealtheconomicsresearchsuchaseconomicevaluationofhealthguidanceforpatientswith

metabolicsyndromemustrelyonobservationaldatasuchashealthinsuranceclaims.PSistheprobabilitythat

acasewillbeassignedtotreatment.IfcasesfromtreatedanduntreatedgroupsofthesamePSarecompared,

thenthecomparisonbecomesaquasi-randomizedtrialandhenceestablishesacausalrelationship.Covariates

mustbethoseprecedingtreatmentandoutcome.HealthcheckdataareappropriateascovariatesforPS

calculationbecausehealthchecksprecedehealthguidanceandhealthinsuranceclaims.However,PSrequiresa

certainconditionof"stronglyignorable"treatmentassignmentforittobevalid.Selectingcovariatesthatbest

fulfillthestronglyignorableassignmentconstitutesthemostdifficulttask.

TheHosmer-Lemeshowgoodness-of-fittestresult,aswellasthediscriminatorypowermeasuredbythearea

underthecurve(AUC)ofthereceiveroperatingcharacteristic(ROC)curve,serveasthetwomainindicatorsfor

evaluatingtheappropriatenessofPScalculation.Bothindicatorsshouldbecloseto1butifAUCistoocloseto

1,theremaynotbeenoughoverlappingofPStosecureagoodsamplesize.AfterPSisproperlycalculated,

analyseswillbeconductedby1)matching,2)subclassificationand3)covarianceanalysis.One-to-onematching

isthefirstchoicebutitmayreducethesamplesizebecausenotallcasescanbematched.Subclassificationcan

useallthecasesbutinterpretationmaybedifficultwhentheresultsarenotconsistentacrosssubclasses.

CovarianceanalysissimplyusesPSasanadditionalexplanatoryvariableintheregressionmodel.ATobit

regressionmodelshouldbeemployedwhentheoutcomeishealthcarecost,whichwillbeazero-truncatedvalue.

AlthoughPSprogramsarereadilyavailable,themostimportanttask,selectingcovariates,islefttothe

researcher'spersonalskillsandknowledge.Therefore,researchersmustdevelopsuchskillsandknowledgetouse

PSappropriately.Inobservationalstudies,selectionofcontrolgroupsiscrucial.Resultsmaybemanipulated

whencontrolgroupsarearbitrarilyselected.Hence,PSrequireshighethicalstandardsandmoralsamong

researchers.Toensureresearchintegrity,itwouldbebettertohavedifferentresearchersperform thePS

calculationandoutcomemeasurementtasks.Itisalsorecommendedthatmultipleresearchersanalyzethesame

datasetsandcombinethemusingsystematicreview.

[Keywords]propensityscore,matching,causality,observationalstudies,healthinsuranceclaims,economic

evaluation,controlselection,psmatch2,STATA,metabolicsyndrome
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