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PROの結果の図示化
（Graphical Presenting of PRO result）
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• がん領域・緩和ケア領域を中心に、
研究者が主導する臨床研究における、
プロトコール作成支援やデータ管理、統計解析等を
実施している特定非営利活動法人

NPO法人JORTCとは
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• （そのままでは大量で複雑な)データの特徴を、
目視で直観的に捉えられるようにすること

結果の「図示化」とは
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• 「受け手」に解析結果を分かりやすく伝えること
・論文やガイドラインへの掲載はもちろん、
学会発表などでのプレゼンテーションにおいても有用
⇒「受け手」が誰かによって、
図示化の際に考えるべきことは異なる

「結果の図示化」の目的
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内容

• 具体的な図示化の方法
• 最近の研究結果
• まとめ
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一時点のみのデータを用いた図示化①
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・2つ以上のグループ間のスコアの差を表せる・データ全体の分布(中心がどの辺りか、
左右対称かどうかなど)が視覚的に分かる

ヒストグラム 棒グラフ

Fausto Salaffi, et al. Pain Research and Management, 2018. Kenneth A. Gustke, et al. The Journal of Arthroplasty, 2014.
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一時点のみのデータを用いた図示化②

・2つの変数の関連の強さが視覚的に分かる
・外れ値が存在するかどうかを確認できる

・分布の形状の確認および外れ値の確認が可能
(棒グラフと散布図の折衷案として有用)

散布図 箱ひげ図

William Ngo, et al. Journal of Optometry, 2017. Benedikt C. Spies, et al. BioMed Research International, 2018.



各時点の患者プロファイル
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※未公表データが含まれているため、
配布資料からは除外とさせていただきます。



各時点の平均値±信頼区間の経時的変化

・各群の傾向の要約としてよく利用される
・欠測がある場合には、各時点に得られたデータの数を併せて示すことも有用(本研究では欠測0)

9長岡広香, 他. 第23回日本緩和医療学会学術大会, 2018年.
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・変化率(%)＝
治療開始後−治療開始前

治療開始前
× 100

⇒痛みのスコアは大きいほど痛みが強いので、
変化率がプラスなら悪化、マイナスなら改善

⇒変化率がマイナスの場合を「改善割合」と定義
・「平均値としてどれぐらい改善したか」よりも
「割合として何％ぐらい改善したか」の方が
臨床的に解釈しやすい場合に有用

治療開始前からの改善割合の折れ線グラフ

Matsuoka H, et al. Journal of Pain and Symptom Management, 2019.
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治療開始前からの変化率のWaterfallプロット

Matsuoka H, et al. Support Care Cancer, 2019.

・変化率が正に大きい
(悪化の度合いが大きい)患者から
順番に並び替えた上で、
左から順番に、横軸に患者を、
縦軸に変化率をプロット
(右端であるほど
改善度の高い患者となる)
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Kaplan-Meierプロット

Ajani JA, et al. J Clin Oncol, 2007.

・PROを用いて定義可能な
「臨床的に意義のある変化」
(スコアの変化量や変化率など)が
生じるまでの時間をイベントとし、
生存(イベント未発生)割合を縦軸に、
イベント発生時間を横軸にプロット
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・FDAが医薬品/医療機器の
適応申請に利用された
PROの結果をどのように
審査/評価するかの
業界向け指針(2009)
・PROの結果の解釈に
累積分布関数(cumulative
distribution Function; CDF)が
有用であることを明示

行政、特にFDAでは？

FDA PRO Guidance, 2009.
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累積分布関数(CDF)

(1) ベースラインからの変化の値を
患者ごとに算出し、その変化が
負に大きい(改善の度合いが大きい)
患者から順番に並び替え

(2)   横軸としてベースラインからの
変化の値を、左端が最も改善が大きく
右端が最も悪化が大きいように設定

(3) 左から順に見ていき、横軸の値に
該当する患者を累積していき、
その累積割合を縦軸にプロット

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/208794s000lbl.pdf



内容

• 具体的な図示化の方法
• 最近の研究結果
• まとめ
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• ここまでは「医療従事者や研究者、行政」が
「受け手」である前提で解説してきたが、
そもそもPROは「患者が報告するアウトカム」なので、
「受け手」が「患者」である場合も考えられる
→ISOQOLの中心的なメンバーが行ってきた、
「受け手」が「患者」である場合も含めた、
PRO Data Presentationに関する研究結果を紹介

「受け手」は誰か？
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・PROの結果をいくつかの図示フォーマットで表した場合に、
がん患者と臨床医が各フォーマットに対して
どのように感じたかに関するインタビュー調査

最近の研究①



18Michael D. Brundage, et al. Qual Life Res, 2015.

(a)：line graphs of mean
scores with confidence intervals 

(b)：proportions responding
(improved/same/worsened) 

Group-level dataに対する図示フォーマット

(c)：bar charts of average changes 
(d)：cumulative distribution functions 

※Additional group-level data formats 
included simple line graphs of mean scores 
and line graphs of normed mean scores (not shown). 
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・平均スコアの経時的な変化を示す場合は、
「受け手」が患者か臨床医かで異なる図示フォーマットを用いるべき
・ proportions respondingの図示フォーマットは「受け手」が患者/臨床医いずれの場合も有用
・(「受け手」のレベルにもよるが)累積分布関数(CDF)は使わない方が良さそう。。

Michael D. Brundage, et al. Qual Life Res, 2015.

Group-level dataに対する調査結果

Format Patient ratings Clinician ratings

Median ease of

understanding

(range)

Median

usefulness

(range)

% Selecting as

easiest to

understand

format

% Selecting

as most

useful

format

Median ease of

understanding

(range)

Median

usefulness

(range)

% Selecting as

easiest to

understand

format

% Selecting

as most

useful

format

Line graphs of

mean scores

8.0

(3–10)

8.0

(3–10)
33% 33%

9.0

(3–10)

8.5

(1–10)
0% 0%

Line graphs of

normed mean scores

7.0

(1–10)

7.0

(2–10)
8% 12%

 7.0

(6–10)

8.0

(3–10)
30% 30%

Line graphs with

confidence

intervals (CIs)

7.0

(0–10)

7.0

(2–10)
8% 8%

7.5

(6–10)

8.0

(2–10)
30% 30%

Bar chart of

average changes

7.0

(1–10)

6.0

(2–10)
17% 12%

8.0

(4–10)

8.0

(1–10)
20% 20%

Proportions

responding

7.0

(0–10)

7.0

(2–10)
29% 21%

8.0

(6–10)

8.0

(2–10)
20% 20%

Cumulative

distribution of

proportions

5.0

(0–10)

5.0

(0–8)
4% 8%

3.0

(0–9)

4.0

(0–9)
0% 0%



20Michael D. Brundage, et al. Qual Life Res, 2015.

Individual-level dataに対する図示フォーマット

(a)： line graphs of scores over time
(b)： tabulated scores

(c)： heat map of normed scores
(d)： bubble plot of scores
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・Line graphの図示フォーマットは「受け手」が患者/臨床医いずれの場合も有用

Michael D. Brundage, et al. Qual Life Res, 2015.

Individual-level dataに対する調査結果

Format Patient ratings Clinician ratings

Median ease of

understanding

(range)

Median

usefulness

(range)

% Selecting as

easiest to

understand

format

% Selecting

as most

useful

format

Median ease of

understanding

(range)

Median

usefulness

(range)

% Selecting as

easiest to

understand

format

% Selecting

as most

useful

format

Line graphs of

scores over time

8.0

(2–10)

8.0

(2–10)
50% 62%

8.5

(2–10)

9.0

(2–10)
70% 80%

Tabulated scores
7.0

(1–10)

7.0

(0–10)
12% 8%

 5.0

(1–10)

 5.0

(1–10)
0% 0%

Bubble plot

of scores

7.0

(2–10)

7.0

(0–10)
25% 17%

6.0

(0–10)

7.0

(0–10)
10% 10%

Heat map of

normed scores

6.0

(0–10)

 5.0

(0–9)
12% 12%

7.0

(1–10)

7.0

(1–10)
20% 10%
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・PROの結果の図示化に関する過去の文献(計9本)のレビュー結果

最近の研究②



23Elissa T. Bantug, et al. Qual Life Res, 2016.

・文献レビューの結果から得られた、 PROの結果の図示化に関するrecommendation

文献レビューの結果
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・Individual-level dataのLine graphをどう表示するのがより望ましいか
・がんサバイバ－、がん治療医、PRO researcherに対する
インターネット調査+インタビュー調査の結果を統合

最近の研究③
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red circles

Claire F. Snyder, et al. Cancer, 2017.

Individual-level dataの
Line graphの図示フォーマット

green shading threshold line

・「結果を正確に解釈できたか」および「結果を評価する際に分かりやすかったか」について
調査した結果、threshold lineが最も有用という結果となった
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・Patient’s Functioningはスコアが高いほど状態が良いため、
この論文では特に選択肢は設けず、
「縦軸の上に行くほど”better”」とすべきという判断とした

Patient’s Functioningにおける
threshold-lineの図示フォーマット

Claire F. Snyder, et al. Cancer, 2017.
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・Patient’s Functioningはスコアが高いほど状態が悪いため、
「縦軸の上に行くほど”worse”」と「縦軸の上に行くほど“less”」の2パターンが考えられる
⇒「結果を正確に解釈できたか」および
「結果を評価する際に分かりやすかったか」について調査した結果、
Patient’s Symptomsの評価には「縦軸の上に行くほど”worse”」の方が有用という結果となった

縦軸の上に行くほど“worse” 縦軸の上に行くほど“less” 

Patient’s Symptomsにおける
threshold-lineの図示フォーマット

Claire F. Snyder, et al. Cancer, 2017.
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最近の研究④

・患者を「受け手」とした場合に、
Group-level dataのLine graphをどう表示するのがより望ましいか
・最初に、ある図示フォーマットをがん患者と臨床医に提示して、
その後、がん患者と臨床医によるワーキンググループを作って、
グループ内での議論を経て図示フォーマットを改善していくという試み



29Katherine C. Smith, et al. Support Care Cancer, 2016.

患者を「受け手」とした場合の
Group-level dataのLine graph

・最初に提示された
図示フォーマットAに対して、
「色がある方が分かりやすい」
「p値の表示は逆に混乱する」
などの意見を取り入れ、
図示フォーマットBが完成
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最近の研究⑤

・臨床医やPRO researcher(研究者)を「受け手」とした場合に、
Group-level dataのLine graphをどう表示するのがより望ましいか
・がん治療医とPRO researchersに対するインターネット調査の結果を統合



31Michael Brundage, et al. Qual Life Res, 2018.

臨床医や研究者を「受け手」とした場合の
Group-level dataのLine graph

縦軸の上に行くほど“worse” 縦軸の上に行くほど“less” normed to a general population average

・Patient’s Symptomsについて、Individual-level dataと同様の、
「縦軸の上に行くほど”worse”」と「縦軸の上に行くほど“less”」の2パターンに加え、
「normed to a general population average」を加えた計3パターンが考えられた
⇒「結果を正確に解釈できたか」および
「結果を評価する際に分かりやすかったか」について調査した結果、
Patient’s Symptomsの評価には「縦軸の上に行くほど”worse”」が最も有用という結果となった
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・最近の研究①～⑤を加味した、PROの結果を正確かつ
有意義に解釈するための図示化に関するrecommendation

最近の研究⑥



33Claire Snyder, et al. Qual Life Res, 2019.

Summary of consensus statement (1)
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Summary of consensus statement (2)

Claire Snyder, et al. Qual Life Res, 2019.
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Summary of consensus statement (3)

Claire Snyder, et al. Qual Life Res, 2019.
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最近の研究③
(Cancer, 2017)の結果を反映
(Individual-level dataの図示)

Claire Snyder, et al. Qual Life Res, 2019.

Line graphの図示フォーマット
(recommendation)(1)



37Claire Snyder, et al. Qual Life Res, 2019.

Line graphの図示フォーマット
(recommendation)(2)

最近の研究④
(Support Care Cancer, 2016)の
結果を反映
(患者を「受け手」とした場合の
Group-level dataの図示)



38Claire Snyder, et al. Qual Life Res, 2019.

Line graphの図示フォーマット
(recommendation)(3)

最近の研究⑤(Qual Life Res, 2018)の
結果を反映
(臨床医を「受け手」とした場合の
Group-level dataの図示)



内容

• 具体的な図示化の方法
• 最近の研究結果
• まとめ
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まとめ

• PROの結果の具体的な図示化の方法について、
実例を交えていくつか紹介した

• PROの結果の図示化に関する最近の研究結果を紹介した
• 伝えたい目的に応じて色々な図示化の方法があるが、
「受け手」に内容が適切に伝わらないと意味が無い
→伝えたい「受け手」が誰なのか、
どのような図なら「受け手」に伝わるのかを
しっかり考えた上で図示化に取り組むべき


