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Stataで簡単に試せるメタ分析

ファンネルプロットの拡張

本資料は、funnelプロットの非対称性に焦点を合わせた論文の紹介です。これまでの解説で、funnel
プロットの非対称性は出版バイアスによるものという説明を行ってきました。思わしくない結果に

終わった実験は論文として出版されることがないので、良い結果だけを集めてメタ分析を行い、統

合した効果量の有意性を主張することには誤りを含む可能性のあるという事を第四回で述べまし

た。今回は funnel プロットの非対称性について、より詳しい考察を行います。ここで紹介するの
は StataPress社のMeta-Analysis in Stata, 2nd editionの p.139にある “Contour-enhanced funnel
plots for meta-analysis” を次のポイントに絞ってまとめてものです。

• confunnel コマンドの用法

• confunnel コマンドのオプション

• funnelプロットの重ね

• コマンドメモ

confunnel コマンドの用法

データは第三回で利用した magnesium.dtaです。データの詳細を確認したい時は第三回の資料を

ご参照ください。最初に今回するアドファイル confunnel を次の手順でインストールします。

. findit confunnel

(結果は省略します)

検索結果の一覧にある gr0033 1をクリックしてアドファイルの概略を説明するページにジャンプ

し、(click here to install)のリンクをクリックしてをインストールを実行します。

インストールが完了したバージョンを確認します。そのためには、これまで何度か紹介した which

コマンドを利用します。

. which confunnel
c:\ado\plus\c\confunnel.ado
*! 1.0.5 Tom Palmer 27nov2008; based on con_funnel by Jaime Peters

準備が完了したらサンプルデータを読み込み、metanコマンドを実行し、funnel プロットと等高線
付 funnel プロットを作成する準備を行います。1最初に metanと metafunnel コマンドによる funnel
プロットを作成します。

1ここから途中までの図 4 の作成までのコマンドは p141.do という do ファイルに用意してあります。
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. use magnesium, clear

. metan dead1 alive1 dead0 alive0, or

(結果は省略します)

第三回で紹介したようにこのメタ分析ではマグネシウムの効果は認められませんでした。つまり、

統合したオッズ比は統計的には 1に等しいという結論でした。このことを覚えておいた上で、funnel
プロットの話に進みましょう。

metanによって作成された変数を利用して新しい変数を作成します。

. gen logES=log(_ES)

. gen selogES= _selogES

次に metafunnel コマンドを利用して funnel プロットを作成します。

. metafunnel logES selogES

note: default data input format (theta, se_theta) assumed
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図 1. metafunnel コマンドのよる funnel プロット

metafunnel コマンドによる funnel プロットの横軸の中央は 0とありますが、これはオッズ比の
対数値が 0、すなわち、オッズ比が 1であることを示しています。また、逆さまにした漏斗の形を示
す斜めの点線があります。これはメタ分析によって計算した統合した効果量の擬似（pseudo）95%
を示すものです。funnel プロットでは対数オッズ比の標準誤差が大きいほど（下側にあるほど）、統
合した効果量の擬似 95% 信頼区間が広いことを示しています。先に述べたようにこのメタ分析では
統合したオッズ比は統計的に 1に等しく、その対数を取るとゼロになります。傘の内側にプロットさ
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れている点（研究の効果量）は統計的にゼロに等しいと理解します。傘の左外側にある点は、有意な

効果量であることを示しています。

さっそく、新しいコマンドを実行して、等高線付の funnel プロットを作図します。

. confunnel logES selogES
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図 2. confunnel コマンドによる funnel プロット（デフォルト）

図 1と図 2は、山の右側に位置する研究がなく、funnnelプロットが非対称となっていることが分
かります。

プロットされている情報は個別の研究で効果量は図 1と同じです。等高線の濃淡によって個別の研
究の有意性を示しています。逆さにした漏斗をここからは分かりますく、“山” と呼ぶことにします。
山を覆う背景部分に存在する研究は有意水準 1% で有意であることを示しています。山の左斜面上
に 3つの黒い点 (研究)が存在します。その内の一つは明らかに斜面より外側にありますから、それ
は 1% 有意であることが分かります。1% < p < 5%の範囲には 5件の研究が存在し、5% < p < 10%
の範囲には存在しないように見えます。そして山の内側部分 (p > 10%)には 8件の研究が位置して
います。

図 1と図 2はどちらも同じような形をしていますが、一つ、大きな違いがあります。それは、図 2
の等高線は図 1で中心にした統合した効果量とは関連性を持っていないということです。すなわち、
図 1の作図で利用した統合した効果量にはバイアスの存在する可能性がありますが、図 2の等高線
にはそのバイアスはなんら影響を与えません。
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confunnel プロットのオプション

funnelプロットの y軸には効果量の標準誤差を利用するのが一般的ですが、confunnelにはその

逆数を利用するオプションがあります。

. confunnel logES selogES, metric(invse)
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図 3. y軸に標準誤差の逆数を利用した場合

次に紹介するオプションは好ましい結果を得られなかった研究が, 両側/片側検定のどちらを利用
したものであるかを吟味するためのものです。

. confunnel logES selogES, onesided(lower) noshadedregions
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図 4. 片側（右側）検定を利用した confunnelプロット

図 4の 5% < p < 10%の範囲を見ると、図 2の場合とは違って 4つのポイント（研究）がここに
含まれています。これら 4つの研究は両側検定による等高線では p > 10%にあり、有意でありませ
んが、片側検定では有意となっていることが分かります。この結果、図 2と図 4を比較すると、図
4では有意な研究が増え、逆に有意でない研究は減っています。この状況を欠損しているグラフの右
側で考えてみます。そうすると、グラフ上には存在しない点も、状況として片側検定を採用すること

で、「マグネシウムの使用は有害である」という研究結果が生じやすくなり、結果として出版されな

い (出版バイアスの発生)、という結果につながっているかもしれない、ということが想像できます。
次に varオプションを紹介します。本書の p.147にコマンドの記述がありますが、微妙なスペース

の挿入などがあって、よほど Stataの利用になれていないとエラーになりやすいコマンドです。ここ
では doファイル varoptionを用意しましたので、この doファイルをそのまま実行してください。

. do varoption
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図 5. y軸に分散を利用した時の confunnelコマンド

doファイル varoptionの内容は次の通りです。

. local t1=round(exp(-4)*100)/100

. local t2=round(exp(-2)*100)/100

. local t3=exp(1)

. local t4=round(exp(2)*100)/100. local t5=round(exp(4)*100)/100.

. confunnel logES selogES,metric(var) twowayopts(xtitle("Odds ratios") ///
`"xlabel(-4 "`t1´" -2 "`t2´" 0 "`t3´" 2 "`t4´" 4 "`t5´")"´)

funnelプロットの重ね

同書の p.147、 4.2 Use confunnel with metan,metabias, and metatrimにあります最初の例題に
ついて見ていきます。入力すべきコマンドは同 p.147に記載がありますが、ここでは話を分かり易
く進めるために、magnesiumデータの取り込みから、再度、操作を行います。コマンドはすべて do
ファイル p147.doに用意してあります。念のため、内容を以下に示します。

. do p147

. use magnesium,clear

. metan alive0 dead0 alive1 dead1,or nograph fixed

. local fixedlogES=log(r(ES))

. gen logES=log(_ES)

. rename _selogES selogES

. sum selogES,meanonly

. local semax=r(max)

. confunnel logES selogES,extraplot(function `fixedlogES´,horizontal lc(black) ///
range(0 `semax´) ///
|| function `fixedlogES´+x*invnormal(0.025), ///
horizontal range(0 `semax´) lc(black) ///
|| function `fixedlogES´+x*invnormal(0.975), ///
horizontal range(0 `semax´) lc(black)) legendlabels(`"10 " F.E & 95% C.I.""´)
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コマンドの詳細について次のセクションで説明します。ここでは do ファイル p147.doを実行して

次に示す図 6を作成してみましょう。
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図 6. metafunnelコマンドと confunnelコマンドよる重ね

図 6は、図 2として示した funnelプロットに図 12を重ねたものとなっています。これにより統合

した効果量の 95% 擬似信頼区間と等高線の様子を一つのグラフの中で見ることができます。この例
では統合した効果量が有意ではなかった（対数オッズ比は統計的に 0に等しい）ので、統合した効果
量の 95% 信頼区間の境界と等高線の 5% 直線がほぼ重なっています。
一連の例題の操作によるポイントとなる項目を整理すると、次のようになります。

• 対称性は統合した効果量でなく、真の効果量に対して実現されるべきものである。つまり、効
果量のバイアスは避けるべきものである。

• metafunnelコマンドによる funnelプロットは統合した効果量の 95% 信頼区間を示すもので
あるが、バイアス発生の可能がある。

• confunnelコマンドによる funnelプロットは効果量がゼロであることを帰無仮説とする場合
の信頼区間を示すものである。

• confunnelコマンドによる funnelプロットは両側、片側検定の考察に利用でき、その選択は
funnelプロットの対称性に影響を与える。

コマンドのメモ

図 5の作図に利用しているコマンドの一部を簡単に解説します。doファイル varoptionの代わり

に、オプションの無い次のコマンドを実行してみます。
2統合した効果量は有意ではありませんでした。
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. confunnel logES selogES, metric(var)
(図は省略します)

これが図 5と異なるのは X軸のラベルだけです。図 5は X軸のタイトルがオッズ比であり、上記
のコマンドで作成される X軸は効果量とありますが、これは対数オッズ比のことです。ここでは単
純に対数オッズ比を、対数を取る前のオッズに変換しているだけす。具体的に軸目盛の 2を例に紹介
します。これを素直に exp(2)とすると、画面には次のような数字を表示します。

. display exp(2)
7.3890561

これを軸目盛に利用したのでは却って見栄えが悪いので、roundコマンドを使って小数点以下 2桁
で四捨五入した実数に変換し、その情報を localコマンドによるマクロ t1などに保管し、最後に

confunnelコマンドに、文字列としての数字を引き渡すという処理を行っています。

次は図 6の作図コマンドに関する情報を簡単に解説します。このプロットの基本は図 2の等高線付
きの funnelプロットです。これに metafunnelで作成される統合した効果量の情報を手作業で重ね

るという処理を行っています。まず、metanコマンドのオプションに fixedとありますが、これはデ

フォルトですので書く必要はないものですが、意味は固定効果モデルを利用するという意味です。具

体的な内容はこの連載の最終回に、他のキーワードと合わせて解説します。オプション extraplot

のカッコ内のコマンドは図 2の等高線付き funnelプロットに片側 2.5% に相当する、統合した効果
量の信頼区間の実線（左右の斜線）と、0に近い効果量の垂直線を引くという作業を行っています。
以上で本資料の解説を終了します。

株式会社ライトストーン
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