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Stataで簡単に試せるメタ分析

メタ回帰分析

本資料はメタ分析を構成する個別研究の異質性ということに焦点を当てたメタ回帰分析の基本的

な考え方と、実際の分析に必要な Stataの操作方法について解説します。メタ回帰分析という言葉が
示すように、回帰分析の考え方を利用する訳ですが、普段なじみのある回帰分析とは違って、メタ回

帰分析では標本数が圧倒的に少ない、という問題点があります。

メタ分析の固定効果とランダム効果

本資料ではメタ回帰分析の解説を行いますが、具体的な説明にはいる前に、これまでメタ分析で

利用してきたコマンド metanについて、その舞台裏を覗いてみることにします。1

次のコマンドを実行してメタ分析を実行してみましょう。これは単純な復習です。

. use magnesium, clear

. metan dead1 alive1 dead0 alive0, or nograph

Study | OR [95% Conf. Interval] % Weight
---------------------+---------------------------------------------------
1 | 0.436 0.038 5.022 0.09
2 | 0.348 0.154 0.783 0.99
3 | 0.278 0.057 1.357 0.32
4 | 0.957 0.058 15.773 0.05
5 | 1.250 0.479 3.261 0.35
6 | 0.090 0.011 0.736 0.42
7 | 0.278 0.027 2.883 0.14
8 | 0.499 0.174 1.426 0.47
9 | 0.110 0.012 0.967 0.31
10 | 0.130 0.028 0.602 0.57
11 | 0.427 0.127 1.436 0.39
12 | 0.452 0.133 1.543 0.37
13 | 0.741 0.556 0.988 5.04
14 | 0.208 0.067 0.640 0.75
15 | 1.059 0.996 1.127 89.74
---------------------+---------------------------------------------------
M-H pooled OR | 1.007 0.948 1.068 100.00
---------------------+---------------------------------------------------

Heterogeneity chi-squared = 46.61 (d.f. = 14) p = 0.000
I-squared (variation in OR attributable to heterogeneity) = 70.0%

Test of OR=1 : z= 0.22 p = 0.829

注目していただきたいのはプールしたオッズ比の 1.007という値です。これは固定効果モデルとし
て次式を推定して求めたものです。

yi = θ + ϵi, ϵi ∼ N
(
0, σ2

i

)
(1)

1メタ分析とメタ回帰分析は異なる分析手法ですので、しっかり区別してください。
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iはメタ分析に利用した個別の研究の効果量です。つまり、yi とは次の正規分布に従うと考えます。

yi ∼ N
(
θ, σ2

i

)
ここで連載の第二回で紹介したMantel-Haenszelの統合した効果量の計算式を示すと、

θ̂MH =
(∑

wiθ̂i

)
/

(∑
wi

)
ですが、これは加重平均を求めていることに他なりませんので、1式と一致します。
真の効果量 θというものが存在し、個別の研究で得られる効果量 yiは、それに誤差項 ϵiを付加し

たものであるという考え方です。metanコマンドはデフォルトでこの固定効果 (fixed-effects)モデル
を推定します。これに対し、真の効果量 θが唯一つだけ存在するのではなく、効果量は確率変数とし

て正規分布に従うと考えるランダム効果 (random-effects)モデルとするという考え方があります。

yi = θ + ui + ϵi, ui ∼ N
(
0, τ2

)
and ϵi ∼ N

(
0, σ2

i

)
(2)

したがって yi の分布は

yi ∼ N
(
θ, σ2

i + τ2
)

となります。

両者の違いを確認してみたいと思います。次のコマンドを実行してください。

. metan dead1 alive1 dead0 alive0, random or nograph

Study | OR [95% Conf. Interval] % Weight
---------------------+---------------------------------------------------
1 | 0.436 0.038 5.022 2.22
2 | 0.348 0.154 0.783 9.88
3 | 0.278 0.057 1.357 4.48
4 | 0.957 0.058 15.773 1.74
5 | 1.250 0.479 3.261 8.44
6 | 0.090 0.011 0.736 2.87
7 | 0.278 0.027 2.883 2.39
8 | 0.499 0.174 1.426 7.66
9 | 0.110 0.012 0.967 2.71
10 | 0.130 0.028 0.602 4.71
11 | 0.427 0.127 1.436 6.47
12 | 0.452 0.133 1.543 6.37
13 | 0.741 0.556 0.988 15.79
14 | 0.208 0.067 0.640 7.08
15 | 1.059 0.996 1.127 17.20
---------------------+---------------------------------------------------
D+L pooled OR | 0.484 0.328 0.715 100.00
---------------------+---------------------------------------------------

Heterogeneity chi-squared = 46.61 (d.f. = 14) p = 0.000
I-squared (variation in OR attributable to heterogeneity) = 70.0%
Estimate of between-study variance Tau-squared = 0.2288

Test of OR=1 : z= 3.65 p = 0.000

ランダム効果モデルでは τ2 という分散のパラメータが一つ増えています。2つの結果を比べてみ
ると、統合した効果量は 95% 信頼区間を見ても、異なることが分かります。また、異質性について
は、Heterogeneity chi-squaredの項目から「研究間に異質性はない」という帰無仮説は棄却されま
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す。I2は 70%となっており、異質性の存在することを示唆しています。一番大事な統合したオッズ
比が 1に等しいという仮説検定の結果は固定効果では棄却できませんが、ランダム効果では棄却さ
れています。どちらを採用すれば良いのでしょうか?2

メタ回帰分析

OLSによる重回帰分析の経験が読者の皆さんにはあると思います。モデル選択の問題意識を受け
て、ここでは回帰モデルの拡張し、モデルの当てはまりを良くする事を考えます。つまり、回帰モデ

ルに共変量を導入します。話を先に進める前に、Meta-Analysis in Stata, 2nd editionの p.88にある
表 1を利用して推定に関する情報を整理しておきます。

共変量なし 共変量あり

固定効果 固定効果メタ分析 固定効果メタ回帰

モデル metanコマンド (お勧めできません)
オプションは petoなど vwlsコマンド

ランダム効果 ランダム効果メタ分析 ランダム効果メタ回帰

モデル metanコマンドを random (混合メタ回帰)
オプションで利用する metaregコマンド

コマンド vwlsと metaregによって推定されるモデルをここで示しておきます。最初に固定効果メ

タ回帰は次のような推定を行います。

yi = xiβ+ϵi, ϵi ∼ N
(
0, σ2

i

)
(3)

1式と比較すると分かるように効果量を定数 θの代わりに、共変量に回帰させています。一方、ラ

ンダム効果メタ回帰の推定式は次のようになります。ここで σ2
i は within-study variace（研究内分

散）と呼ぶことにします。

yi = xiβ + ui + ϵi, ui ∼ N
(
0, τ2

)
and ϵi ∼ N

(
0, σ2

i

)
(4)

分析における基本的な考え方は同じですが、メタ回帰分析において固定効果モデルは次に示す理

由により、その利用は推奨されていません。

• モデルは加重最小二乗法でモデルを推定しますが、異質性はすべて共変量で説明可能であると
仮定している。

• 残差に異質性が残る場合、タイプ Iエラーが過度に大きくなってしまう。

今回メタ回帰分析に利用するコマンドはランダム効果モデル専用の metaregコマンドです。metareg

コマンドを次の要領でインストールします。

2パネルデータ分析の時のようにモデルの選択を行うための検定手法はありません。
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. ssc install metareg

. which metareg

c:\ado\plus\m\metareg.ado
*! v2.6.1 Roger Harbord 4 Nov 2008

*! v1.06 copyright Stephen Sharp January 1998 STB-42 sbe23

最新版の v2.6.1をインストールできたら、例題を使って使い方を習得しましょう。利用するデー
タは cholesterol.dtaです。このファイルには虚血性心疾患 (IHD)のリスクを下げるための RCT
による 28件の研究データが収録されています。介入はコレステロールを下げることです。そしてア
ウトカムとしてのイベントは IHDまたは非致死性の心筋梗塞の発生とします。効果量はオッズ比で
す。少し詳しく介入の手段について述べておくと、28件のうち、18件は薬を使ってコレステロール
を下げるものですが、9件は食事療法、そして 1件は外科的な介入手法を利用しています。

. use cholesterol, clear

. metareg logor cholreduc, wsse(selogor)

Meta-regression Number of obs = 28
REML estimate of between-study variance tau2 = .0097
% residual variation due to heterogeneity I-squared_res = 31.34%
Proportion of between-study variance explained Adj R-squared = 69.02%
With Knapp-Hartung modification

logor Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

cholreduc -.5056849 .1834858 -2.76 0.011 -.8828453 -.1285244
_cons .1467225 .1374629 1.07 0.296 -.1358367 .4292816

推定結果を上から順番に見ていきましょう。最初にコマンドですが、オプションとしてwsse(selogor)

とあります。ここには効果量の標準誤差の入っている変数名を入力します。次にメタ回帰分析の推定

結果ですが、ここでは通常の metanコマンドによる異質性の計算に利用するコクランのQを残差に

対して適用します。したがって、ここからの説明では両者を区別するために Qres と表記します。

Qres =
∑

i

(
yi − xiβ̂

σi

)2

異質性

このQresを利用してメタ分析の場合と同じように「異質性はない」という仮説検定も可能ですが、

ここではより具体的に異質性の程度を I2
resを使って表現します。もちろん、これもメタ分析の I2を

拡張したものです。3

I2
res = max [0, {Qres − (n − k)} /Qres]

推定結果は残差 ϵ̂i の変動の 31%は異質性によるものであることを示しています。残りの 69%は個
別研究内における標本の違いに起因するものと考えます。

3実はここで説明している Qres はメタ回帰分析の固定効果モデルから計算したものです。
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修正R2

メタ回帰分析に利用した研究間の変動のうち、利用した共変量で説明可能な部分の割合は研究間

分散 τ̂2と、共変量なしで回帰した時の分散 τ̂2
0 を比較することで求めることができます。修正R2は

研究間分散の相対的な減少分を示すものです。OLSによる重回帰分析のそれとは計算式が異なりま
すので、同一視しないように気をつけてください。

R2
adj =

(
τ̂2
0 − τ̂2

)
τ̂2
0

OLSによる標準的な回帰分析の場合にもそうであるように、この修正 R2 もマイナスの値にもなり

えます。この推定結果の R2
adj の値から研究間分散のうち、69%は共変量 cholreducで説明できる

と解釈します。そして研究間分散 τ̂2 は 0.0097となっています。

フィットプロット

OLSによる回帰分析ではフィット後にフィットプロットを作成して外れ値の吟味などを行います。
メタ回帰分析では共変量は一つだけの場合に、同じ考え方に基づいてフィットプロットを作成でき

ます。

. metareg logor cholreduc, wsse(selogor) graph

図における円の大きさは個別研究の残差の分散 σ2
i の逆数となっています。つまり、個別研究ごと

に生じる標本に由来する残差が小さいほど、円は大きくなることを示しています。
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係数の結合検定

先の例では共変量を一つしか利用していませんが、2つ以上の共変量を利用すると、OLSによる
重回帰分析と同じく F 統計量も表示します。実際にサンプルデータを変更して、その出力例を確認

してみましょう。これは鬱の症状に対する運動の効果を検証した研究からなるメタ回帰分析用のデー

タです。効果量は鬱の症状を示す変数 smdです。メタ分析の metanコマンドとの大きな違いの一つ

は、metaregコマンドでは効果量の種類を指定する必要はないという所です。

. use xrcise4deprsn, clear

. metareg smd abst-phd, wsse(sesmd)

Meta-regression Number of obs = 10
REML estimate of between-study variance tau2 = 0
% residual variation due to heterogeneity I-squared_res = 0.00%
Proportion of between-study variance explained Adj R-squared = 100.00%
Joint test for all covariates Model F(5,4) = 6.57
With Knapp-Hartung modification Prob > F = 0.0460

smd Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

abstract -1.33993 .3892562 -3.44 0.026 -2.420678 -.2591814
duration .1567629 .0616404 2.54 0.064 -.0143784 .3279041

itt .4611682 .3883635 1.19 0.301 -.6171018 1.539438
alloc -.4063866 .3503447 -1.16 0.311 -1.379099 .5663263
phd -.0138045 .440595 -0.03 0.977 -1.237092 1.209483

_cons -2.07241 .5683944 -3.65 0.022 -3.650526 -.4942942

推定結果から τ̂2 がゼロで残差における異質性はないことを示しており、実際、I2
res = 0%, R2

adj =
100%となっています。そして F 検定の p値は 0.046となっているので、少なくとも 1つ以上の共
変量は効果量の大きさの変化と、統計的に関係のある事を示しています。ここで、Stataの使い方
における便利な機能を説明しておきます。メタ回帰分析の説明変数として、ここではコマンドとし

て abst-phdという表記があります。これは、データセットに並んでいる順番で変数 abstの列から、
phdまでの列までにある変数を利用するというものです。アルファベット順とは関係ありません。実
際のデータエディタにおける列の範囲を示すものです。

メタ回帰分析の考え方は OLSによる回帰分析と同じなのですが、実際の推定では REMLという
推定手法を利用しています。実際、 xrcise4deprsn.dtaの研究数は 10件ですので、これに説明変
数が定数項を含めて 6個ありますので、OLSによる推定では自由度の点から無理のあることが分か
ります。4

並び替え検定

本稿の最後に紹介するメタ回帰分析における p値の修正をオプションを紹介する前に、Stata 14
の PDFマニュアルにある permuteコマンドの解説を利用して、その並べ替え検定について説明し

ます。この手法の問題意識は“小標本”という所にあります。今、細胞を作成するための薬品の効果を

4そもそも OLS ではランダム効果を推定できません。
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調べるために、プラセボとの比較を行います。ただし、予算の都合上、それぞれ 3回しか実験できな
いものとします。最初に Stataのコマンドウィンドウに次のように仮想データを入力します。

. clear

. input y treatment

1. 7 0

2. 9 0

3. 11 0

4. 10 1

5. 12 1

6. 14 1

7. end

これはコマンドウィンドウから数値入力しているだけですので、データエディタを開いて数値を直

接入力しても同じです。yは作成された細胞数です。プラセブでは合計 27個、ある薬剤を使った場
合は合計 36個の細胞ができた事が分かります。両者の差は 9個ですが、この差は有意であると考え
て良いでしょうか。次のコマンドを利用して並び替え検定を実行してみましょう。

. set seed 1234

. permute y sum=r(sum),right nodrop :sum y if treatment

(running summarize on estimation sample)

Warning: Because summarize is not an estimation command or does not set e(sample), permute has
no way to determine which observations are used in calculating the statistics and so
assumes that all observations are used. This means that no observations will be
excluded from the resampling because of missing values or other reasons.

If the assumption is not true, press Break, save the data, and drop the observations
that are to be excluded. Be sure that the dataset in memory contains only the relevant
data.

Permutation replications (100)
1 2 3 4 5

.................................................. 50

.................................................. 100

Monte Carlo permutation results Number of obs = 6

command: summarize y if treatment
sum: r(sum)

permute var: y

T T(obs) c n p=c/n SE(p) [95% Conf. Interval]

sum 36 6 100 0.0600 0.0237 .0223349 .1260299

Note: Confidence interval is with respect to p=c/n.
Note: c = #{T >= T(obs)}

この検定では乱数を利用します。検定結果の再現性を考慮して set seedコマンドを用います。こ

うすれば、後にくる数字をキーとしていつでも同じ乱数を作成します。permuteコマンドの内容を
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元に分析内容を解説します。この仮説検定の帰無仮説は、薬剤とプラセボの効果は等しい、というも

のです。つまり、6個のデータは同一の母集団からサンプリングされたものという事になります。そ
こで、乱数を使って、この 6個のデータから無作為抽出を 100回 (デフォルト)行います。その結果、
薬剤グループにおける合計が標本と同じ 36か、またはそれ以上の合計値となるのは 6回あったこと
が cの項目に示されています。ノンパランメトリック検定の考え方から p値は 0.06となり、有意水
準 5% で帰無仮説を棄却できないことが分かります。並び替え検定とはノンパラメトリック検定の考
え方を利用して、極めて標本数の少ない場合に仮説検定を行う統計手法です。

メタ回帰分析

標本数が極めて少ない状態で行ったメタ回帰分析の結果 (特に p値)をどの程度、自信をもって報
告すれば良いでしょうか?標本数が少ないので REMLという推定手法を利用していますが、メタ回
帰分析で複数の共変量を利用した場合、タイプ Iエラーの発生する確率は大きくなってしまうことが
分かっています。このタイプ Iエラーの問題に対応するために利用する手法が、並び替え検定を利用
したメタ回帰分析です。つまり、ここで紹介するオプションを利用する事で、タイプ Iエラーの問題
に対応した、修正済みの p値をメタ回帰分析で求めることができいます。本稿の冒頭で紹介した並び

替え検定は、並び替えを行った時の合計値が観測した合計値以上の値となる回数をカウントし、ノン

パラメトリックな考え方を利用して仮説検定しました。ここでは、被説明変数として効果量とその標

準誤差のセットを固定し、説明変数側も一つの研究についてセットで考え、回帰と並び替え検定を実

行します。そして、単純にメタ回帰分析を行った時の t値を目安にし、並び替えの結果、その t値を

越える回数をカウントして修正済みの p値を報告します。

. set seed 15160401

. metareg smd abstract-phd, wsse(sesmd) permute(20000)

. metareg smd abstract-phd, wsse(sesmd) permute(20000)

Monte Carlo permutation test for meta-regression

Moment-based estimate of between-study variance
Without Knapp & Hartung modification to standard errors

P-values unadjusted and adjusted for multiple testing

Number of obs = 10
Permutations = 20000

P
smd Unadjusted Adjusted

abstract 0.022 0.086
duration 0.056 0.196

itt 0.307 0.722
alloc 0.313 0.738

phd 0.978 1.000

largest Monte Carlo SE(P) = 0.0033

WARNING:
Monte Carlo methods use random numbers, so results may differ between runs.
Ensure you specify enough permutations to obtain the desired precision.
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permute()で指定する回数には最初に 100回としてコマンドが正常に動作することを確認します。
動作が確認できたら、少なくとも 1,000回、できれば 5,000回や 20,000回実行することをお勧めし
ます (Manly2007; Wesfall and Young 1993)。
今回はメタ回帰分析の考え方を中心に Stataの用法をご紹介しました。メタ分析における固定効

果、ランダム効果モデル、そしてメタ回帰分析から最適なモデルを機械的に選択するとう便利な手

法はなく、分析者がどのモデルの考え方を採用するか、という所が重要なポイントになります。この

連載でご紹介できなかった累積メタ分析やネットワークメタ分析などについては当社の講習会でカ

バーいたします。

株式会社ライトストーン

2016年 6月
（改訂）2016年 9月
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