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臨床医が手がける疫学研究
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　数ある疫学研究手法の中でも，後方視的観察研究は臨床医にとって着手しやすい研究の一

つである。しかしこれは，容易に行える，とは同義ではなく，研究遂行のためには特有の知

識を要する。まずは研究目的に最適な研究デザインを選択することが必要である。その上で

バイアスを適切に評価し，交絡因子を検討する。解析に用いる変数を適切に操作し，最適な

手法で統計解析を行う。これらの一連の流れには疫学研究の知識とともに臨床的知識を要

し，得られた結果の解釈にもまた臨床的考察が必須である。疫学研究の最適な担い手は臨床

医であり，臨床医が疫学的，臨床的知識を備えて取り組めば，価値の高い，質の良い研究と

なる。
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はじめに

　疫学とは，疾患が集団の中でどのように分布する

か，また，その分布に影響を及ぼす要因について研究

する学問である1。実際には疫学という言葉の定義に定

まったものはないが，説明の際には集団，健康，疾

病，分布，学問という用語が頻繁に用いられるようで

ある2。このために行われる疫学研究は，大きく介入研

究 (実証的研究) と観察研究 (非実証的研究) に分けら

れる3。前者には臨床試験 (ランダム化比較試験を含む)，

フィールド試験，地域介入試験などが含まれ，後者に

はコホート研究，症例対照研究，横断研究などが含ま

れる。既存のデータを用いて行う (後方視的) 観察研究

は，特に臨床医にとっては着手しやすい研究の一つで

ある。これには，新規にデータを収集する必要がな

い，研究費が安価である，研究に費やす時間が比較的

少なく臨床との両立が可能，など様々な理由が考えら

れるが，なにより，診療を通じて得たデータを用いて

行うため研究の筋道がイメージしやすい，というのが

着手しやすさの大きな要因と思われる。

　この“手がけやすさ”は“容易に出来る”と決して

同義ではない。多くのデータの中から必要な情報の抽

出，欠測値，交絡因子，交互作用の扱い，適切な統計

手法の選択など，観察研究遂行のためには特有の知識

を要する。このような観察研究の知識，手法を身に付

けた上で取り組み，質の高い研究にする最大限の努力

が求められる。疫学研究の知識を備えた臨床医はEBM

(evidence based medicine) の良い実践者にもなり得る。

研究論文はEBM実践の際に収集する情報の中でも最も

一般的なものであるが，査読過程を経て出版された論

文であってもその質にかなりのばらつきがあるのが実

状である。収集した情報の批判的吟味はEBM実践の重

要な段階であり4，疫学研究の知識，手法を身につける

ことによって，その質を高いレベルで吟味することが

可能になる。

　このように，臨床医が疫学研究に取り組むことに

よって研究と臨床のよい循環が生まれる。本総説で

は，手がけやすさの観点から，特に観察研究に焦点を

当てて解説する。仮に研究に取り組む予定はなくて

も，医療系論文の過半数を観察研究が占めているため5，

批判的吟味を行うための知識として読んでいただけれ

ば，臨床にも役立つはずである。

観察研究の種類

　観察研究は，コホート研究，ケースコントロール (症

例対照) 研究，横断研究に大別される6。これらを具体

的に理解するために，表1に示す1,000人の仮想集団を

用いて，それぞれの研究について解説する。仮想集団

作成，統計解析にはSTATA IC 15.0を用いた。

1. コホート研究

　ある特定の集団を一定期間観察する研究である。

もっとも一般的に行なわれているものは，何らかの要
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因への曝露と観察終了時のアウトカムとの関連の検討

である。オーソドックスな手法の一つとして，曝露群

と非曝露群の2群に分けてグループを追跡調査し，アウ

トカムとの関連を統計手法を用いて解析するものがあ

る。仮想集団においては，例えば疾患Aの罹患者群 (曝

露群) と非罹患者群 (非曝露群) の2群で，死亡 (アウト

カム) との関連を解析する，という形になる。必ずしも

2群である必要はなく，例えば，血液型 (4群) と死亡の

関連でもよい。また，罹患/非罹患，A/B/AB/Oのよう

に必ずしもグループ化されている必要はなく，例えば

年齢 (後述の連続変数にあたる) と死亡の関連でもよ

い。それぞれにおいて，疾患Aの罹患は非罹患と比べ

て死亡のリスクがどれくらいか，B，AB，O型はA型

と比べて死亡のリスクがどれくらいか，年齢が1歳上が

るごとに死亡のリスクはどうなるか，などについての

結果が得られる。

　前方視的研究と後方視的研究があり，前方視の場合

は観察開始時点から必要な情報を収集し，あらかじめ

定められた期間あるいは期日をもって観察を終了す

る。後方視の場合は，既存のデータから必要な情報

を，その観察期間やアウトカムを含めて抽出して行

う。共通するのは，一定期間観察を行った後のアウト

カムを評価する縦断的研究であるという点である。後

方視的研究は時間や費用が比較的かからないという長

所がある反面，既存のデータを扱うため必要なデータ

が欠損している，長期間のデータを扱う場合はその期

間の検査，治療の進歩などにより患者背景が不均一な

可能性がある，などの欠点がある。

2. ケースコントロール研究

　疾患の罹患など，研究の対象となる状態にある群

(ケース) と，罹患していない対照群 (コントロール) に

おいて，疾患罹患の要因について遡って検討を行う研

究である。仮想集団において，例えば疾患Aは交通事

故入院の危険因子であるかを検討したいとする。まず

事故入院となった41人 (ケース) を抽出した後，コント

ロールを抽出する。今回は1 : 2の割合になるように，

年齢と性別をマッチさせたコントロール79人を抽出し

た。その上で，遡って疾患Aの有無を検討する。疾患A

と交通事故入院の関係を表2に示す。ケースコントロー

ル研究の結果はオッズ比で表される。オッズとは [確

率/(1-確率)] で求められる指標であり，オッズ比はその

比率である。表2に基づいて計算すると，交通事故にあ

う人のうち疾患Aのオッズは(8/41)/(1-8/41) = 8/33 =

0.242である。コントロールのうち疾患Aのオッズは

(20/79)/(1-20/79) = 20/59 = 0.339である。したがって，

オッズ比は0.71となる。ケースの頻度がかなりまれで

ある場合は，オッズ比は相対危険度にほぼ等しいと考

えてよい。したがって，交通事故入院がまれであると

すれば，疾患Aに罹患している人は交通事故により入

院をするリスクは約0.7倍であると論じることができ

る。なお，統計ソフトにより95%信頼区間を算出する

表1.  仮想集団1,000人の特性

血中ヘモグロビン
ID 疾患A 年齢 (歳) 性別 血液型 高血圧

(g/dl)

       1 無 29 男 B 有 12.2
       2 無 60 女 O 有 12.5
       3 無 44 男 A 無 13.6
       4 無 55 男 A 無 15.8
       5 有 38 女 A 無   8.9
・

・

・

   996 有 66 男 A 無 16.3
   997 無 51 男 B 有 14.5
   998 無 13 男 O 無 11.6
   999 無 61 女 O 有 12.4
1,000 有 77 男 A 無 11.8

A: 390 (39%)
有: 241 (24%) 男: 549 (55%) B: 213 (21%) 有: 429 (43%)

統計量 52 ± 19 12.0 ± 1.9
無: 759 (76%) 女: 451 (45%) O: 313 (31%) 無: 571 (57%)

AB: 84 (8%)

疾患A，年齢，高血圧，血中ヘモグロビン，血清アルブミンは観察開始時点の情報。交通事故による入院は観

察開始から観察期間終了までのいずれかの時点で発生した場合有とした。

統計量は総数 (パーセンテージ)，平均 ± 標準偏差，中央値 (四分位範囲)，のいずれかで記載。
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と，その範囲は0.25〜1.9であり，統計学的に有意では

ない。ケースコントロール研究の問題は正しいコント

ロールを得られるかどうかにある。今回，仮想集団の

中からコントロール79人を抽出したが，仮想集団をあ

る病院に受診した人たちと仮定する。当然コントロー

ルは何かしらの基礎疾患を持つ可能性が高いわけだ

が，交通事故で搬送された人々にこの選択基準 (何かし

らの基礎疾患を持つ可能性が高い人) は適用されていな

い。ケースコントロール研究は常にこのようなバイア

スがつきまとう。

3. 横断研究

　コホート研究では“一定期間観察を行う”，ケースコ

ントロールでは“遡る”と表現したように，両研究が

時間の幅を持っているのに対して，横断研究は文字通

り時間の幅を持たない (あるいは短い)。例えば仮想集

団においては，観察開始時の血中ヘモグロビン値と血

清アルブミン値，年齢と高血圧の関係などを検討する

ことが横断研究にあたる。ヘモグロビン値とアルブミ

ン値はお互い正の関連を示した (図1)。後述のロジス

ティック回帰を用いて解析した結果，年齢10歳ごとの

高血圧のオッズ比は1.3 (95%信頼区間: 1.2〜1.4)，すな

わち，年齢が10歳増加した場合の高血圧のオッズが1.3

倍であった。ある時点での関係を見る場合，コホート

研究やケースコントロール研究で述べた，要因やアウ

トカムといった概念を論じることが困難な場合があ

る。ヘモグロビン値が低いからアルブミン値が低いの

か，その逆なのかは議論できない。血中ヘモグロビン

値，血清アルブミン値はいずれも炎症のマーカーであ

るので，どちらが要因，アウトカムというわけではな

く，炎症状態を反映して相関しているのかもしれな

い。一方，年齢と高血圧に関しては年齢が高血圧の要

因になると考えてよいだろう (そもそもこの前提に立っ

て解析を行っている)。この2者の関連を検討するとき

に，高血圧だから年齢が高くなると考える人はいない。

4. 研究手法の選択

　研究の目的に沿った適切な研究デザインを選択する

ことが，良質な研究のための最重要点と言っても過言

ではない7。そのためには各々の研究が持つ特徴や，利

点，欠点を理解しておかなければならない。要因とア

ウトカム，および時間という観点から各々の研究の性

血清アルブミン 血清フェリチン 観察期間
尿蛋白 交通事故入院 転帰

(g/dl) (ng/ml) (か月)

4.5      87 − 無 30 観察終了

4.6      37 − 無 44 死　　亡

4.1    192 − 無 75 観察終了

4.6    106 − 無 88 観察終了

2.7 1,210 − 無 24 死　　亡

4.7      92 − 無 206 観察終了

4.7    187 1+ 無 273 追跡不能

4.2      70 − 無 106 観察終了

4.4      42 − 無 166 死　　亡

4.2      56 − 無 34 追跡不能

−: 910 (91%)
死　　亡: 356 (36%)

1+: 58 (6%) 有: 41 (4%)
4.1 ± 0.4 93 (56〜168) 60 (30〜111) 観察終了: 524 (52%)

2+: 25 (3%) 無: 959 (96%)
追跡不能: 120 (12%)

3+: 7 (1%)

表2.  ケースコントロール研究モデル

交通事故あり 交通事故なし

(ケース) (コントロール)

疾患Aあり   8 20
疾患Aなし 33 59

計 41 79



96

図1.  仮想集団における血中ヘモグロビン値と血清アルブミン値の関係を表す

散布図

図2.  時間の視点で表した各研究デザインの性質。コホート研究はある

要因について一定期間観察を行った後のアウトカムを評価する縦断的

研究である。ケースコントロール研究は，研究の対象となる疾患にあ

る群 (ケース) と，罹患していない対照群 (コントロール) において，

疾患罹患の要因について遡って検討を行う。横断研究は時間の幅を持

たない，あるいは短い。

表3.  Hillの基準

1. 強固性 効果が大きい (オッズ比，ハザード比などが大きい)
2. 一貫性 異なる研究者，集団，環境などで，同様の関連が観察される

3. 特異性 要因とアウトカムが一対一対応に近い

4. 時間性 要因がアウトカムより前に存在する

5. 生物学的勾配 要因の程度が強いほどアウトカムの出現も強くなる

6. 妥当性 薬理的，病理的，生理的メカニズムなどと照らし合わせて妥当である

7. 整合性 既存の知見と矛盾しない

8. 実験的研究 同様の結果を支持する実験的研究が存在する

9. 類似性 既存の類似した関連が知られている

奥田　雄介，他
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質を図2に示す。時間的な観点から横断研究と他二つの

選択すべき状況は比較的容易に判断できるかもしれな

い。ではコホート研究とケースコントロール研究はど

のように選択されるべきであろうか。最も重要な決定

因子は，アウトカムの頻度である。アウトカムの頻度

が低いものに関してはケースコントロール研究が適し

ている。例えば，疾患Aと交通事故入院，死亡のそれ

ぞれについて検討したいとする。コホート研究のため

100人を対象に追跡すると，単純計算で疾患A曝露群が

24人，非曝露群が76人で，中央値5年の期間中に交通

事故は4人，死亡は36人観察されることになる。死亡

に関しては何かしらの結論が得られる可能性があるア

ウトカム数であるが，交通事故に関してはそれは望め

ない。これは，疾患Aという要因を中心に対象者を選

定したためである。交通事故入院をすでに経験した患

者を始めにケースとして抽出すれば，遡って疾患Aの

有無についての情報を収集することで前述のようにあ

る程度の解析は可能となる (統計学的有意差はなかった

が)。この場合，研究時間的にも費用的にもコホート研

究と比べて負担が少ないという利点もある。ところ

で，表1のように既にデータベースが存在する場合に

は，基本的にコホート研究を選択すればよい。いかに

発生頻度が少なくてもある程度アウトカム数が得られ

ていれば解析は可能である。ちなみに，仮想集団1,000

人を対象に解析すると，疾患A罹患者の非罹患者に対

する交通事故入院のオッズ比は0.76 (95%信頼区間: 0.34

〜1.7) であった。したがって，臨床医が手がけやす

い，既存のデータを用いた研究の際に選択されるもの

の多くは，後方視的コホート研究と横断研究というこ

とになる。

要因とアウトカムの因果推論と

その関係に干渉するもの

　要因とアウトカムの関連を検討するとき，おそらく

最も興味の対象となるところはその因果関係であろ

う。しかし，要因とアウトカムの間に関連がみられた

からといってそれらが原因と結果であるとただちに結

論付けることは決してできない。因果推論のためには

幾つかの判断基準が提唱されているが，古典的かつ最

も有名なものがHillの基準 (Hill's criteria) である (表3)8。

例えば疾患Aの死亡リスクは，後述のコックス回帰を

用いて解析した結果ハザード比2.2 (95%信頼区間1.8〜

2.7) であった。このハザード比は比較的高く (強固性)，

疾患A発症の後死亡イベントが発生している (時間性)。

この上で，異なる人種や，3次病院に受診している患者

のみ対象とするなど，別の研究でも同様の関連が見ら

れたり (一貫性)，疾患Aが悪性疾患であったり (類似性

: 悪性疾患が死亡と関連していることはすでに知られて

いる)，疾患Aのステージが進むほど死亡リスクが上が

ることが確認されたり (生物学的勾配)，疾患Aの病態

メカニズムから死亡に至る可能性が十分ある (妥当性)

などの考察が重なれば，因果関係を議論する余地が広

がる。別の例として，前出の年齢と高血圧との関連

を，血液型をアウトカムに変更して検討した。結果，

年齢10歳ごとのA型のオッズ比は1.1 (95%信頼区間:

1.006〜1.2) であった。統計学的には有意ではあるが，

年齢が上がるとA型のオッズが上がるというこの傾向

は，医学的知見からもHillの基準に照らし合わせて

も，因果関係があるとするにはほど遠い。このよう

に，解析から得られた結果をどのように解釈するかは

非常に重要な問題である。

　これらは，解析で得られた結果の解釈の段階で考察

されることが多いが，そもそも解析や研究デザインが

適切になされなければ，因果関係が適切に導けないあ

るいは時に真逆の関係を導く危険さえある。このよう

に解析，研究デザインの段階で生じる系統的誤差で，

要因と結果の真の因果関係を歪めるものをバイアスと

いう。バイアスには主に選択バイアスと情報バイアス

があり，他に真の因果関係を歪めるものには交絡，交

互作用などがある。交絡はバイアスに含められること

もあるが，本総説では分けて論じる。バイアスや交絡

は最大限考慮されるべきであるが，それでも完全にそ

の影響を排除することは不可能である。このため，い

かにHillの基準を満たしていても，観察研究において

因果関係があると結論づけることには極めて慎重でな

ければならない9。

1. バイアス

　選択バイアスは文字どおり研究対象者を選択する際

に生じるバイアスである。観察研究では何らかの研究

対象者選択基準と除外基準が存在する。例えば仮想集

団に抽出した1,000人の選択基準を，ある病院にある期

間に新規受診した人たちと仮定する。興味の対象が疾

患Aの有無である場合，研究者は以下のような除外基

準を設ける可能性がある; 以前疾患Aに罹患していた

が，研究対象病院を新規受診した時点で治癒している

者は除外。この場合，除外された群には予後が良い (死

亡リスクが低い) 疾患A罹患者が集積していることにな

る。この数が多い場合，解析に用いた1,000人の集団で

は疾患Aの死亡リスクを過大評価している可能性があ

ることになる。疾患A罹患者は非罹患者と比較して死

亡リスクが高いと結論づける場合，選択バイアスに

よってこの結論は不正確な可能性がある。

　情報バイアスは研究対象者から情報を収集する際に

生じるバイアスである。例えば，仮想集団において高

血圧は診療時問診の際の既往症/併存症として聴取した

ものだとする。この場合，ある対象者は高血圧と言わ

れたことがあっても意に介さず忘れているかもしれな

い。ある対象者は高血圧気味だと言われただけだが，

臨床医が手がける疫学研究
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高血圧ありと申告しているかもしれない。境界域の高

血圧と言われていても，疾患A罹患者は病気への意識

が高く高血圧と申告し，非罹患者はなしと申告する傾

向にある可能性がある。高血圧の有無が不明と申告さ

れた場合，医療者あるいは情報収集者が無し，と記載

しているかもしれない。これらが情報バイアスである。

　バイアスは完全に排除することは実質不可能である

が，正確に情報を収集することや最大限情報を開示す

ることで研究の質を保つよう務める。特に選択バイア

スにおいては，選択基準，除外基準を明示し，それに

よって何人がリクルートされ，何人が除外され，最終

的に何人が解析にかけられたかを具体的に数字で示す

必要がある。前述の例を用いると，選択基準としてA

病院に20XX〜20YY年に新規受診した全患者，除外基

準として疾患A治癒，を研究デザインの段階で定義し

ておかなければならない。その上で，例えば除外され

た患者数が10人程度であれば，1,000人を対象に解析さ

れた結果には大きく影響がなかったであろうことが推

測される。重要なことは，バイアスは解析の段階で操

作することは不可能であり，研究デザインや情報収集

の段階で考慮されなければならないということである。

2. 交絡

　交絡とは，要因とアウトカムのいずれとも関連する

第3の因子 (交絡因子) が，両者の関係に影響すること

である。例えば，ライターの常時携帯が肺がんのリス

クとなるかを検討するために，ライター常時携帯者と

非携帯者を対象にコホート研究を行った。結果，ライ

ターの常時携帯者が肺がん発症の高リスクであるとい

う結果が得られた。これを因果関係があると考えてよ

いだろうか？　当然この両者に因果関係があるとは考

えにくく，喫煙が交絡因子であるために生じた結果で

ある。喫煙者はライターを常時携帯している可能性が

高く，かつ肺がん発症リスクも高い。この影響を考慮

しなければ誤った結論を導くことになる。仮想集団に

おいては，疾患Aと死亡の関連を検討する際，仮に疾

患Aが加齢に伴って罹患率があがるとすれば，年齢は

交絡因子と考えられる。なぜなら年齢はまた死亡リス

クとも関連しているからである。したがって，年齢の

影響は疾患Aと死亡の関連を検討する際には考慮され

なければならない。

　交絡の影響を加味することは研究デザインや解析の

段階でも可能である。マッチングや多変量解析，層別

解析がその具体的な方法になる。最もよく用いられ

るのは多変量解析で，交絡因子を解析の段階で調整す

ることで，その交絡因子の影響を受けない独立した関

連を導き出せる。具体的には，後述する回帰分析モデ

ルに交絡因子を投入することで調整が可能である。交

絡因子は要因と結果への影響を臨床的に判断し，研究

デザインの段階からあらかじめ決めておく必要があ

る。疾患Aと死亡との関連において，年齢は交絡因子

と考えられるが，手元にある全ての変数について交絡

因子か否かを明確に判断できるわけではなく，このあ

たりの考察は臨床医の腕の見せどころである。このよ

うに，交絡因子を丁寧に吟味することで要因と結果の

真の関係に近づくわけであるが，収集できなかった情

報や気づいていない交絡因子はどうしても調整するこ

とができない。観察研究の限界である。

変数の扱い

　既存のデータを用いて研究を行う場合，診療録から

必要な情報を収集して自身でデータベースを作成する

場合が多い。この時，情報をそのまま扱うのでは (記述

的研究を除く) 観察研究には利用できない。これらはす

べて変数に変換して用いる必要がある。変数の主な扱

い方としては2つある。すなわち，統計量として要約す

ることと，解析の際にモデルに投入されることであ

る。その結果はそのまま公表 (学会発表，論文) の際に

も使用される。変数には連続変数，順序変数，名義変

数の3つがある。

1. 連続変数

　表1にあげたものの中では，年齢，血中ヘモグロビ

ン，血清アルブミン，血清フェリチン，観察期間が連

続変数にあたる。主に検査結果などが連続変数として

扱われることが多く，これらは診療録から抽出してそ

のまま使用することができる。統計量として要約され

る場合には平均値，標準偏差，中央値，全範囲，四分

位範囲などで表記される。連続変数を扱う際にはその

分布を確認することが重要である。なぜなら，多くの

統計モデルは，そこに使用されるデータが正規分布し

ていることを前提としているからである。また，統計

量を表記する際には，正規分布しているものは平均値

と標準偏差で，非正規分布のものは中央値と範囲で示

す必要がある。例えば血清アルブミンは正規分布し，

血清フェリチンは非正規分布である (図3)。表1に示す

通り，アルブミンは4.1±0.4，フェリチンは四分位範囲

を用いると93 (56〜168) と表される。図3からわかるよ

うに，フェリチンの分布は右に尾を引いている。この

ような場合平均値は中央値よりも高く，実際，平均値

は139である。中央値の必要性を理解するためにはこ

のままでは分かりにくいかもしれないので，表1にあげ

た10名 (ID: 1〜5，996〜1,000) で検討してみる。この

10人のフェリチン平均値は208 (中央値は90) であり，

10人中9人は平均値未満ということになる。おそらく

これは必要とされる情報ではない。

2. 順序変数

　連続変数ではないカテゴリー化されたものであるが

奥田　雄介，他
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序列があるもので，表1では尿蛋白がこれにあたる。本

例以外では病気のグレード (Grade 1，2，3，…)，癌の

ステージ (Stage I，II，III，…)，所得 (貧困，平均，富

裕)，順位 (1位，2位，3位，…) などである。その序列

は多くの場合連続する数字 (1，2，3，…) で表される，

あるいは貧困: 1，平均: 2，富裕: 3のように序列を適切

に示すように数字に変換されるが，連続変数と異なる

点は，その間隔自体が意味をもたないことである。例

えば血中ヘモグロビン値が8.0から2.0上昇すると10.0に

なるという考察は意味があるが，尿蛋白1+から2上昇

すると3+になるという考察は無意味である。統計量と

して要約される場合にはパーセンテージが用いられる

が，時に中央値が用いられることもある。

3. 名義変数

　序列のないカテゴリー変数で，表1では疾患A，性

別，血液型，高血圧，交通事故入院，転機がこれにあ

たる。これらも順序変数同様数字に変換される必要が

あるが，順序変数とは違い，その数字の割り当て方は

任意である。有無や男女など二区分で表される変数は

0，1が割り当てられる場合が多い。血液型，転機は複

数カテゴリー存在するため，任意の複数種の数字を割

り当てる。最も重要なことは割り当てた変数と元々の

情報を取り違えないようにすることである。例えば前

出の年齢と血圧の関係では高血圧の無に0を，有に1を

割り当てて解析を行ったが，もしこれを取り違えて，

0を高血圧有としてしまった場合，その結果はオッズ比

0.76で，年齢が上がると高血圧のリスクが下がるとい

図3. 仮想集団における血清アルブミン値 (A) と血清フェリチン値 (B) の分布。

アルブミン値は正規分布し，フェリチン値は右に尾をひく非正規分布をとる。

臨床医が手がける疫学研究
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う，真逆の結論になってしまう。研究者個人の中で有

(Yes) は1を割り当てるなどのルールを作っておくと，

そのリスクは軽減することができる。また男女など有

無 (Yes/No) では表現できないものも，“性別”を変数

名とするのではなく“男性”とすればYes/Noの範疇に

当てはめることができる。複数カテゴリーの変数は任

意に変数を割り当てたまま扱うのではなく操作して二

区分化したほうがよい。統計ソフトは解析の際，変数

をそのまま投入すると連続変数と考えて処理するから

である。二区分化変数であれば解析上連続変数として

扱ってもカテゴリー変数として扱った場合の結果と変

わらないので，間違いが少ない。カテゴリー変数に対

して全て二区分化し，変数を割り当てたデータセット

例を表4に示す。要約する場合にはパーセンテージが用

いられる。0，1で二区分化した場合，総和が数，平均

がパーセンテージとなる。例えばA型の変数に注目す

ると，0と1の総和は390で，平均は0.39であり，これら

はそれぞれ1000人中のA型の数，割合に等しい。

統計解析

　統計解析手法には様々なものがあるがここでは代表

的な線形回帰，ロジスティック回帰，コックス回帰に

ついて解説する。各研究でどの解析手法を選択するか

は，アウトカムの性質に基づいて決定される。アウト

カムが連続変数であれば線形回帰を，二区分化変数で

あればロジスティック回帰を，イベントまでの時間で

あればコックス回帰を選択する。

1. 線形回帰

　血中ヘモグロビンと血清アルブミンの関連を検討す

る際，両者の関係を可視化したものが図1である。これ

を線形回帰を用いて解析すると，β = 0.12 (95%信頼区

間: 0.11〜0.13) という結果が得られる。これは両者の

関係を直線で表した場合，その傾きが0.12であること

を意味する。すなわち，血中ヘモグロビンが5上昇すれ

ば血清アルブミンは0.6上昇することを意味する。ただ

し，多くの研究ではヘモグロビンとアルブミンに相関

があるかを検討する際に，実際どれくらいの傾きを

もった線形関係にあるかは興味の対象にならないこと

が多い。Y = aX + bという具体的な関係が重要なのは，

例えば旧検査法と新検査法で得られた値がどれだけ一

致しているか，などの状況である。観察研究の一環と

して行われる場合は両者の相関の強さが重要な訳で

あって，この場合は得られた係数βの統計学的有意性

とあわせて，相関係数 (rで表記される) を報告してそ

の相関の強さを示すことが多い。これは二者の関係を

表す直線の周囲の，ばらつき具合を表している。図4A

では図1の散布図に両者の関係を表す直線を追加してい

るが，rはこの直線周囲の散布図のばらつきを数値化し

たものである。rの絶対値 (1以下) が高い程相関が強い

(散布図の直線周囲のばらつきが少ない)。

　線形回帰を行う際には重要な前提がいくつかある。

直線周囲のばらつきが正規分布に従う，直線周囲のば

らつきが至るところで等しい (等分散性)，そして，何

より両者が直線関係にあることである。図4に二者の関

係と，線形回帰直線を加えて可視化したいくつかの例

を示す。Aは図1に線形回帰直線を加えたものである

が，比較的理想的な関係である。Bでは直線の大半が

分布が疎なところを通過しており，両者の関係が正確

に線形の関係で表されているとは言い難い。C，Dは本

例のために任意の変数X，Yを作成したものであるが，

Cでは低，高ヘモグロビン両者で等分散性を満たして

いない。Dではそもそも直線の関係にない。重要なこ

とは，これらの前提を満たしていなくても回帰直線は

当てはめられるということである (各グラフ内の直線)。

表4.  表1のカテゴリー変数をすべて二区分化して変数を割り当てたもの

ID 疾患A 男性 A型 B型 O型 AB型 高血圧 交通事故入院 死亡 観察終了 追跡不能

       1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
       2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
       3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
       4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
       5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
・

・

・

   996 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
   997 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
   998 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
   999 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1,000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

奥田　雄介，他
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図4.  線形回帰における2変数間の関係

Aは線形回帰の前提を比較的よく満たしている。Bでは直線

の大半が分布が疎なところを通過している。Cではヘモグロ

ビン8未満と16以上あたりから等分散性を満たしていない。

Dは全く直線の関係にない。EはBのフェリチンを対数変換

したもの。赤色の直線は線形回帰で得られた関係を可視化し

たもの。

臨床医が手がける疫学研究

線形回帰の前提を満たしているかを確認せず解析を行

うことは，Dのように明らかに不適切な関係を結果と

して導き出してしまうことに直結する。これらの前提

を満たさない場合，適切に解析する方法はいくつか存

在するが，一例として対数変換がある。図4Bのフェリ

チンを対数変換して両者の関係を表したものが図4Eで

ある。明らかに両者の関係をよりよく表している。

2. ロジスティック回帰

　前出のように，アウトカムが高血圧や交通事故な

ど，二区分化された変数である際に用いられる。その

結果はオッズ比として報告される。前出例ではこれら

に加えて血液型でもロジスティック回帰を用いて解析

を行ったが，これは複数カテゴリーを持つ血液型をA

型かA型以外かに二区分化して解析を行った。このよ

うに変数操作を行うことで，二区分化変数以外でも二

区分化することによってロジスティック回帰を使用す

ることができる。カテゴリー変数に限らず，連続変数

であっても操作は可能であり，例えば血中ヘモグロビ

ン10をカットオフとして，10未満と10以上の二区分化
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して解析することができる。この場合，臨床的観点か

ら一般的に受け入れられているカットオフ値を，解析

にとりかかる前に設定する必要がある。統計学的有意

性を導くためにカットオフ値を操作してはならない。

この解析自体は時間の概念は含まず，縦断的，横断的

いずれの状況でも使用することが可能である。例えば

年齢と高血圧の関連は横断的であり，疾患Aと交通事

故の関連は縦断的である。

3. コックス回帰

　仮想集団において疾患Aと死亡の関連を検討すると

する。最終観察時点での死亡/生存を二区分化アウトカ

ムと考えることで，ロジスティック回帰が適用されう

る。ただし，この場合最終観察時点で生死が不明 (追跡

不能) な対象者120名は解析から除外されなければなら

ない。880人で解析した結果疾患A罹患群の非罹患群に

対する死亡オッズ比は3.9 (95%信頼区間: 2.8〜5.3) と

高値であった。仮に，現在観察期間中央値60か月 (5年)

のところ，16年の観察期間を得られたとしよう (表5)。

この最終観察時の情報をもって解析を行うと，死亡

オッズ比は1.1 (95%信頼区間: 0.6〜2.2) となり，疾患A

の有無では死亡リスクに差があるとはいえない，とい

う結論になる。観察期間が長くなれば寿命を迎える人

が多くなり，死亡に差がないという結論に近づくこと

は必然である。以上から分かるように，特に死亡がア

ウトカムである場合，いずれは必ず死亡する人間を対

象とした研究においては，観察期間の長さに結果が左

右される解析手法は理想的ではない。つまり，医学研

究として死亡リスクを検討するといっても，単に生き

るか死ぬかに興味があるわけではないのである。では

真の興味の対象は何か。それは死亡までの時間であ

る。死亡までの時間が短いことが，生命予後が悪いこ

とと同義なのである。この死亡までの時間をアウトカ

ムとする解析手法が生存解析であり，コックス回帰は

生存解析に含まれる。

　死亡までの時間をアウトカムとするがゆえ，観察期

間が長くなり，死亡イベント数が増えるほど解析の正

確性は増すが，観察期間の長短には結果は左右されに

くい。正確には観察のどの時点でも結果が変わらない

ことを前提 (比例ハザード性の仮定) とした解析法であ

る。コックス解析のもう一つの利点は，打ち切りとい

う手法を用いて追跡不能例も解析に含めることが可能

な点である。死亡をイベントとして扱い，観察終了時

のイベント以外のステータスを打ち切りとして扱う。

仮想集団においては観察期間の情報があれば，観察終

了 (生存) も追跡不能も打ち切りとして扱われ，解析に

含めることが可能である。コックス回帰の結果はハ

ザード比として報告されるが，仮想集団1,000人で解析

した結果，疾患A罹患群の非罹患群に対する死亡ハ

ザード比は2.2 (95%信頼区間1.8〜2.7) であった。観察

期間16年の集団ではハザード比は3.1 (95%信頼区間: 2.6

〜3.7) であり，ハザード比そのものに多少乖離はある

表5.  仮想集団を16年観察した際の転帰

観察期間
ID 疾患A 年齢 (歳) 転帰

(か月)

       1 無 29 543 死　　亡

       2 無 60   44 死　　亡

       3 無 44 386 死　　亡

       4 無 55 264 死　　亡

       5 有 38   24 死　　亡

・

・

・

   996 有 66 278 死　　亡

   997 無 51 273 追跡不能

   998 無 13 826 死　　亡

   999 無 61 166 死　　亡

1,000 有 77   34 追跡不能

死　　亡: 828 (83%)
有: 241 (24%)

統計量 52 ± 19 193 (64〜444) 観察終了:   52 (5%)
無: 759 (76%)

追跡不能: 120 (12%)

疾患A，年齢は観察開始時点の情報。

統計量は総数 (パーセンテージ)，平均±標準偏差，中央値 (四分位範囲)，のいず

れかで記載。
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ものの，疾患Aの死亡リスクが高いという結論は頑健

であった。死亡を例に概説したが，生存解析において

アウトカムは必ずしも死亡である必要はない。入院

や，心筋梗塞，脳出血など病気の発症，透析導入な

ど，死亡以外のイベント，あるいは病気の回復や腎移

植を受けるなど望ましいアウトカムも可能である。

おわりに

　変数操作や統計解析ソフトがある程度使用できれ

ば，観察研究においてなにかしらの結果を得ることは

比較的容易かもしれない。しかし，質のよい情報収

集，データベース作成，適切な研究デザインなくして

は，無価値な結果，あるいは時に有害な結果として公

表されることになる。統計ソフトに価値のない情報を

入れても，価値のない情報しか返ってはこないのであ

る。すなわち，疫学研究は研究の質を高める方法論に

習熟した上で実施されなければならない。臨床医が手

がける際には，臨床医ならではの視点で必要な情報を

収集し，研究をデザインすることができる。逆の言い

方をすれば，臨床的知識が根底になければ，医療系の

疫学研究は遂行できない。疫学研究の最適な担い手は

臨床医なのである。
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Introduction to epidemiological research for clinicians

Yusuke Okuda, Kenji Ishikura

Department of Pediatrics, Kitasato University School of Medicine

Among several types of epidemiological studies, a retrospective observational study is one of the most
common methods for clinicians.  To conduct epidemiological studies including a retrospective study, specific
knowledge and techniques are required.  The most appropriate study design should be used.  Moreover,
researchers need to take into account bias, adjust confoundings, deal with variables, and choose the most
appropriate statistical methods.  To design and perform a study, and to interpret the results, clinical knowledge
is imperative as well.  Therefore, clinicians are the most ideal researchers for epidemiological studies.  Studies
conducted by clinicians with adequate epidemiological and clinical knowledge provide high-quality and
highly relevant evidence.
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