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1 はじめに

randomizeR は，課題に応じてランダム化手順を評価・比較することができる親
切なパッケージである．このチュートリアルは，ランダム化手順の比較について
焦点を当てて解説する．

CRAN から randomizeR をインストールするには，R ターミナル内で

install.packages("randomizeR")

と実行する．

2 実際の使用例

N = 24 人の患者の２群の臨床試験を計画していると仮定する．さらに，選択
バイアスの可能性を最小にするようにランダム化手順を選択したいと仮定する．
randomizeR を使えば，選択バイアスへの感受性を条件とし，様々なランダム
化手順を比較することで，適したランダム化手順を選択することが可能になる．
randomizeRが提供する機能を使用するためには，まず以下のようにライブラリ
をロードする．

library(randomizeR)

Blackwell and Hodges 1957 は，正しい推測の割合を，選択バイアスへの感
受性の方法と提案した．彼らは，ランダム化手順が終末バランスを強制する時に
「収束戦略」は最適になることを示した．randomizeR は，「収束戦略」(”‘CS”’)を
用いて正しい推測の割合推計値を以下のように表す．
訳注: ”CS” は，原文では ”‘CS”’ となっていました．

cg <- corGuess("CS")

cg
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##

## Object of class "corGuess"

##

## TYPE = CS

この正しい推測の表現を再利用したいので，変数 cgに割り当てた．randomizeR
は，５種類の基準 (issue) を，ランダム化手順の比較のために支持している．ヘ
ルプページ

?issues

は，全ての実装された基準の概説を提供する．
ここで，ブロック長 4の Permuted Block Randomization (PBR(4))，Random

Allocation Rule (RAR)，不均衡寛容 2 の Big Stick Design (BSD(2)) の比較を
したいとする．(see Rosenberger and Lachin 2002) もちろん，この３種類のラン
ダム化手順は，randomizeR で簡単に行うことができる．まず RAR は，

rar <- rarPar(24)

rar

##

## Object of class "rarPar"

##

## design = RAR

## N = 24

## groups = A B

PBR(4) は，block constellation bc を定義する必要がある．これは，バランス
を取るために強制されるブロック列のことで，これを pbrPar に渡す必要がある．

bc <- rep(4, 24/4)

pbr <- pbrPar(bc)

pbr

##

## Object of class "pbrPar"

##

## design = PBR(4)

## bc = 4 4 4 4 4 4

## N = 24

## groups = A B

BSD(2) は，以下のように合計サンプルサイズと最大忍不平衡に依存する．
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bsd <- bsdPar(24, 2)

bsd

##

## Object of class "bsdPar"

##

## design = BSD(2)

## mti = 2

## N = 24

## groups = A B

rar, pbr, bsd というオブジェクトは，N = 24 における RAR, PBR(4),
BSD(2) というランダム化手順を示し，計算で使用する．この他のランダム化手
順に興味がある場合，同様に randomizeR がサポートする 10種類のランダム化
手順を選択することができる．ヘルプページ

?randPar

は，全ての実装されているランダム化手順の概略を概説する．
randomizeR は，割り付けスベースのアプローチを追求している．つまり，ラ

ンダム化手順は，生成されるランダム化割り付け列とその発生確率に基づいて比
較される．当然ながら，サンプリングアルゴリズムは，理論的な発生確率がサン
プリングされた相対的な頻度と等しくなるようにランダム化手順を実装する．

rar, pbr and bsdの比較には，割り付け列を作成する必要がある．randomizeR
では，簡単に，

rarS <- genSeq(rar, r = 1000, seed = 123)

pbrS <- genSeq(pbr, r = 1000, seed = 124)

bsdS <- genSeq(bsd, r = 1000, seed = 125)

結果として，x ∈ {rar, pbr, bsd} から 1000 のランダムな列のオブジェクト
となる．

bsdS

##

## Object of class "rBsdSeq"

##

## design = BSD(2)

## seed = 125

## N = 24

## groups = A B

## mti = 2

##

## The first 3 of 1000 sequences of M:

##
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## 1 B A A A B B B B A A ...

## 2 A B B A B A B A A A ...

## 3 A A B B B B A A B B ...

## ...

この方法では，割り付け列の作成方法は失われない．割り付け列自体は，以
下のように得ることができる．

getRandList(bsdS)

ようやく，ランダム化手順の比較を行う準備が整った．比較自体は，すでに作
成したオブジェクトを再活用する．randomizeR では，以下のように全ての引数
を compare に渡すだけである．

C <- compare(cg, rarS, pbrS, bsdS)

C

##

## Comparison for propCG(CS)

##

## RAR PBR.4. BSD.2.

## mean 0.607 0.709 0.616

## sd 0.048 0.024 0.043

## max 0.750 0.750 0.729

## min 0.521 0.625 0.479

## x05 0.542 0.667 0.542

## x25 0.562 0.688 0.583

## x50 0.604 0.708 0.625

## x75 0.646 0.729 0.646

## x95 0.688 0.750 0.688

最初の引数は，必ず issue で，次は randSeq クラス，つまりランダム化手
順の割り付け列である．
表より，選択バイアスの最大拡張は，RAR と PBR で等しく，BSD でわずか

に低い．平均値は，RARと BSDは同程度を維持している．最小値は，RARで高
いので，選択バイアスがある場合は全ての RAR割り付け列が Type Iエラー率を
上げたことを示している．この比較を視覚的に表現するための関数が randomizeR

にある．

plot(C)

図 1 が，この関数呼び出しの結果を示す．正しい推測の割合推計のターゲッ
ト値は 0.5 である．図 1 は，BSD が割り付け列の一部に対してこのターゲット
値を維持し，RAR とほぼ同じ最大値に延長していることを示す．PBR が最も高
い選択バイアスを得て，BSD と RAR に劣る．結果として，調査した手順の中で
BSD が選択バイアスを最もうまく管理すると結論づけられる．
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Figure 1: Comparison of randomization procedures
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3 結論

randomizeR は，一つの基準によって，複数のランダム化手順を比較することが
できる．さらに，広範囲のランダム化手順を含んでおり，ランダム化手順の関連
要因に対応している．ユーザは，科学的に正しい基礎で個別化したランダム化手
順を選ぶことができる．
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