
i



木原雅子・木原正博　監訳

Basic epidemiology

〔第 2 版〕

WHOの標準疫学

三　煌　社



WHO Library Cataloguing-in-Publication Data
Bonita、 Ruth.
Basic epidemiology / R. Bonita、 R. Beaglehole、 T. Kjellström. 2nd edition.
1.Epidemiology. 2.Manuals. I.Beaglehole、 Robert. II.Kjellström、 Tord. III.World Health
Organization.
ISBN 92 4 154707 3 （NLM classification: WA 105）
ISBN 978 92 4 154707 9

© World Health Organization 2006

All rights reserved. Publications of the World Health Organization can be obtained from WHO Press,
World Health Organization, 20 Avenue Appia、 1211 Geneva 27, Switzerland （tel.: +41 22 791 2476;
WHO publications － whether for sale or for noncommercial distribution － should be addressed to
WHO）

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the
expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the
legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of
its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there
may not yet be full agreement.

The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they are
endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar
nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are
distinguished by initial capital letters.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the
information contained in this publication. However, the published material is being distributed
without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation
and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable
for damages arising from its use.

The named authors alone are responsible for the views expressed in this publication.

Printed in India.
（fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int）. Requests for permission to reproduce or
translate
Press at the above address（fax: +41 22 791 4806; e-mail: permissions@who.int）.

Copyright © 2006 by World Health Organization
Japanese translation rights arranged with World Health Organization
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo.



i

序　　　文

本書は，公衆衛生分野における教育，研修，研究の促進に役立つことを願って書かれたもので

す。1993年に出版した初版は，世界中で 5万部以上が，25の言語に翻訳されました。各言語版

の出版社の連絡先は，WHO出版局から入手することができます（WHO Press, World Health

Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland）。

本書は，疫学の定義，現代疫学の歴史，疫学が役立った実例を紹介する 1章から始まります。

そして，2章では，曝露や疾病の測定の方法，3章では各種の研究デザインとそれらの長所と短

所，4章では統計学的方法の基礎を扱い，基本概念やデータ分析の方法，介入の効果評価に利用

できる統計学的手法などについて解説しています。疫学にとって最も重要な課題は，因果関係の考

え方や判断のプロセスを理解することですが，それについては，5章で扱います。そして，6章

以降では，慢性非感染性疾患の疫学（6章），感染性疾患の疫学（7章），臨床疫学（8章），環境

疫学・産業疫学・傷害疫学（9章），保健政策への応用（10章）など，疫学が様々な分野でどの

ように応用されているかを紹介していきます。そして，最終章（11章）では，さらに疫学の学

習を深めるために必要な情報や，様々な研修コースについて紹介します。

初版と同じように，第 2版でも，様々な国の例を引用するように努力しました。しかし，紙幅

の関係で，十分に取り上げることは不可能です。したがって，読者の皆さんにはできるだけ，自

分の国や地域の適切な例についても自ら探して学習して欲しいと思います。各章の冒頭には，

「学習のポイント」を示し，そして章末には，学習深めるために，いくつかの短い学習課題を設

けてあります（解答は本書の最後にあります）。

本書の出版に当たって，大変お世話になった John Last氏と Anthony McMichael氏には心から

御礼を申し上げたいと思います。4章は，初版ではMartha Ankerに執筆をお願いしましたが，第

2版では，O. Dale Williams教授にお願いしました。4章の元となった学習コースの教材は，web

（http://statcourse.dopm.uab.edu.）から入手できますので興味ある読者は参照してください。

第 2版の出版は，以下の関係者の協力や理解がなければ実現しませんでした。特に記して御礼

を述べたいと思います： Michael Baker, Diarmid Campbell-Lendrum, Carlos Corvalen, Bob

Cummings, Tevfik Dorak, Olivier Dupperex, Fiona Gore, Alec Irwin, Rodney Jackson, Mary Kay Kind

hauser, Doris Ma Fat, Colin Mathers, Hoomen Momen, Neal Pearce, Rudolpho Saracci, Abha Saxena,

Kate Strong, Kwok-Cho Tang, Hanna Tolonen。本書の編集は Laragh Golloglyに，グラフィックデザ

インは，Sophie Guetanah-Aguettantsと Christophe Grangierにお願いしました。また，本書の出版

に当たっては，初版以来，以下の組織からの支援を受けています： International Programme on

Chemical Safety（国連環境計画，ILO，WHOの合同プログラム），Swedish International Develop

ment Authority（SIDA），Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries（SAREC）。
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は じ め に

疫学の目的は，集団としての健康を向上させることにあります。本書は，疫学の入門書として，

保健分野から環境分野にいたる様々な分野の読者を念頭におき，それらの人々の研修用のテキス

トとなることを目的に書かれたものです。

本書の主な目的は以下の 4点にまとめられます。

● 行動を含めた環境要因の影響という観点から，疾病発生の背景について説明すること

● 疾病の予防や健康増進における疫学的考え方や方法の普及を促すこと

● 保健分野の職業に従事する人々に，保健医療サービスの持つ社会的側面についての多角的理

解を促し，限られた資源の効率的な利用を促すこと

● 臨床疫学の考え方を紹介し，エビデンスに基づく臨床医学の普及を促すこと。

本書を学習することによって，以下の点が理解できるようになります。

● 疫学の定義とその用途

● 集団中における健康事象の定義や測定に関する疫学的手法

● 様々な疫学的研究デザインの長所と欠点

● 病因究明に関する疫学的アプローチ

● 疾病の予防，健康増進，および保健政策に対する疫学の貢献の可能性

● 疫学がエビデンスに基づく臨床医学にできる貢献

● 保健医療プログラムの効果や効率を評価する上での疫学の役割

さらに，読者は，本書を通読することによって，以下のことができるようになります。

● 自分の属する社会における死亡，罹病，障害の一般的な原因を記述すること

● 疾病の原因，自然経過，予後，予防，そして，治療開発や疾病予防のための介入評価にはど

のような研究デザインが適切かを説明すること
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本書の初版は，1993年に，WHOによる初めての疫学の教科書として出版されました。初版の

序文には，その経過が紹介されていますが，それによると，最初に作成された原稿は，世界の名

だたる疫学者によって 3年の歳月をかけてレビューされたと記されており，「世界の疫学の教科

書」を出版するという当時の気概が伝わってくるエピソードになっています。13年ぶりの改定

では，基本構成には変更はないものの，多くの新しい事例が盛り込まれて，この間の世界におけ

る，新たな健康問題や研究の発展が反映されたものとなっています。例えば，SARSに関する記

述や「原因の階層性」についての記述が追加されたことはその一例です。

疫学の教科書には，それぞれ「個性」があります。研究デザインや統計的手法はもちろん共通

のものですが，取り上げる事例や疫学の役割に関する記述には，著者の背景や考え方が強く反映

されます。日本を含め，先進国で書かれた疫学の教科書には，読者層への配慮もあり，先進国の

事例が多く取り上げられ，慢性疾患の疫学や臨床研究が中心となっていますが，本書は世界の

様々な国の読者を想定していることから，感染症や環境問題を含む多彩な事例が取り上げられ，

豊かな国際性を帯びているのが特徴です。そのため，本書を読むことによって，読者は，単に疫

学の基本を学ぶことができるだけではなく，世界の健康問題やそれに対する世界的対応の現状に

ついて自然と幅広い知識と視野を獲得することができます。また，本書には，多くの文献が引用

され，詳しい情報を得るためのインターネットのリンク先についても丁寧に紹介してあるため，

この本を足がかりにして，さらに豊かな情報の世界を開くことができるように配慮されています。

つまり，単に，疫学のわかりやすい教科書というだけではなく，世界の保健問題の入門書とも言

える内容を備えているわけです。

しかし，なによりも一番の本書の特徴は，保健政策に関する記述が類書になく重きを置かれて

いることです。これは，本書が，WHOの出版する教科書であるという性質にもよるでしょうが，

それ以上に，国際的疫学者として，世界の健康問題に詳しい著者らが，健康問題の解決に貢献し

てこそ疫学だという，疫学者としての信念が表現されていると思われます。本書の中に，そうし

た著者らの「哲学」を感じ取り，かつ吸収していただければと願うところです。

最後に，原本と本書を比較する機会を持った読者は，訳文では原文にあったいくつかの記述ミ

スを修正した内容となっていることに気がつかれることと思います。WHOでは，修正した版を

PDFファイルにしていますが，一般には公開されていません。その閲覧を希望される読者は監

訳者までご一報ください。

2008年 3月 25日

木 原 雅 子

木 原 正 博

監訳者序文
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疫学の歴史

疫学 epidemiologyは，今から 2000年以上も前に，ヒポクラテスらが，環境要因が

病気の発生に影響する可能性があると考えたのがその起源と考えられていますが，社

会における疾病の頻度が本格的に測定されるようになったのは，19世紀に入ってか

らのことに過ぎません。しかし，19世紀は，単に疫学が本格的に始まったばかりで

はなく，早くも疫学がその威力を発揮した時代でもありました 1）。その例として，ロ

ンドンのコレラ流行が，ある会社が供給していた水道水と関係があることを明らかに

したジョン・スノー（John Snow）の業績はあまりにも有名です（Box 1.1）。スノー

はいわゆるスポット地図を作成することによって，コレラによる死亡者が一部の地域

に集中していることを明らかにしてみせましたが（図 4.1，p.77参照），彼の業績は，

疫学のみならず，物理学，化学，生物学，社会学，政治など広汎な分野にわたるもの

でした 2）。

集団間での疾病の頻度を比較する疫学研究は，19世紀と 20世紀の初めころから頻

繁に行われるようになりました。最初は感染性疾患のコントロールを目的とするもの

でしたが（7章），次第に，疫学は，疾病と環境要因もしくは環境中にある病因との

因果関係を明らかにする上でも役に立つことが認識されるようになり，20世紀の後

起　　源

● 疫学とは公衆衛生の基礎となる科学です。

● 疫学は，人々の健康向上に重要な役割を果たしてきました。

● 疫学は，疾患の動向と集団内での分布を明らかにする上で不可欠な学問です。

● 疫学的エビデンスが得られた後，それが実際に保健医療政策に応用されるまでには，

通常かなりのずれがあります。

学習のポイント

疫学とはなにか

Chapter
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半になると，中所得国や高所得国においては，心血管疾患やがんなど慢性非感染性疾

患にも応用されるようになっていきました。

疫学が現在の形を整え，量的な方法（訳注：現象を数値化して捉える方法）が人間集

団における疾病の研究や予防に応用されるようになったのは，比較的最近になってか

らのことです。例えば，Dollと Hillは，1950年代初頭に，喫煙と肺がんの関係につ

いての研究を開始しました 4）。彼らが研究を始める以前にも，タバコ煙中のタールに

発がん性があることを示す実験的研究があり，また，臨床研究からも，肺がんと様々

な疾患との関連が示唆されていましたが，彼らは，英国人医師の長期コホート研究を

行い，喫煙と肺がんの関連を疫学的に初めて確立したのです（図 1.1）。

この研究からは，喫煙をしない医師における死亡率が数十年の間に徐々に低下して

疫学の最近の進歩

スノーは，1848～1849年と 1853～1854年にロンドンでコレラ死亡者が発生し

た家を地図上にプロツトし，その結果，水道水の水源と死亡との間に明らかな関

係があることを見い出しました 3）。つまり，水源の異なる地域におけるコレラ死

亡を統計的に比較し（表 1.1），死亡数と死亡率が，ともにサウスワーク社の給水地

域で高いことを明らかにしたのです。スノーは，こうした念入りな調査に基づい

て，コレラ流行が飲料水の汚染によるものであることを示唆しました。

このようにして，彼はコレラ菌が発見される 30年も前に，コレラ予防のため

には飲料水供給の改善が必要であることを示し，公衆衛生政策に強い影響を与え

たのです。

スノーの業績は，飲料水供給や衛生設備の改善といった公衆衛生的対策が，

人々の健康に大きな貢献をしていることや，1850年以降の疫学研究が提唱してき

た公衆衛生的対策が適切なものであったことを，私たちに教えてくれています。

しかし，ここで指摘しておきたいのは，残念なことに，貧しい地域，特に途上国

では，未だにコレラの流行が跡を絶たないということです。2006年には，アンゴ

ラでは 4万人ものコレラ患者が発生し，そのうち 1600人が死亡し，スーダンで

も 13,852人のコレラ患者が発生し，516人が死亡しています。

表1.1 ロンドンの２つの水道会社の給水地域において 1854 年 7月
8日から8月26日の間に発生したコレラによる死亡者数3）

水道会社 1851年の人口 コレラによる
死亡数

コレラ死亡率
（人口1000人対）

サウスワーク社

ランベス社

167,654

19,133

844

18

5.0

0.9

Box 1.1 疫学の始まり
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いることも観察され，また，1900年から 1930年の間に生まれた喫煙者の男性医師で

は，喫煙経験のない医師よりも，約 10年も寿命が短いことが明らかにされました 5）

（図 1.2）。喫煙は特別な例ですが，ほとんどの疾患では，複数の病因が絡んでいるの

が普通です。その中で，ある要因は，疾病の発生に不可欠であり，ある要因は発生リ

スクを高める働きをします。こうした複雑な関係を分析するために，新しい疫学的方

法が必要とされるようになってきました。しかし，中所得国や低所得国では，エイズ，

結核，マラリアなどの感染症が依然主要な死因であるため，感染症疫学の重要性が衰

えることはなく，近年の，急性重症呼吸器不全症（SARS）や牛海綿状脳症（BSE），

年
間
肺
が
ん
死
亡
率
（
1
0
0
0
人
対
）

1日平均喫煙本数

図1.1 英国の男性医師コホートにおける1日の喫煙本数と
肺がん死亡率（1000人対）の関係 4）

35
歳
か
ら
の
生
存
率
（
％
）

年齢

喫煙者

非喫煙者

10年

図1.2 1900 ～ 1930 年に生まれた英国の男性医師コホートにおける
喫煙継続者と非喫煙者の35歳からの生存曲線 5）
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そしてインフルエンザの世界的流行など，感染症の新たな出現や蔓延という事態を受

けて，現在では，高所得国においても，感染症疫学の重要性に対する認識が再び高ま

りつつあります。この 50年の間に，疫学は長足の進歩を遂げてきましたが，今後は

さらに，健康や疾病に重要な影響を及ぼしている社会的要因の解明とそれらにどう対

応するかが疫学に問われる課題となっています 6～8）。

疫学の定義，対象集団，その応用例

Last9）によれば，疫学は，「健康に関連する状態や事象の集団中の分布や決定要因

を研究し，かつその研究成果を健康問題の予防やコントロールのために適用する学問」

（Box1.2）と定義されています。つまり疫学者は，単に死亡や疾患や障害など望まし

くない健康問題について研究するだけではなく，健康増進の手段についても研究しな

ければならないということです。ここで「疾病 disease」とは，病気だけではなく，

障害や精神保健を含むすべての望ましくない健康状態を意味する言葉として用いられ

ています。

「疫学 epidemiology」という言葉は，ギリシャ語で「上」を意味する epiと，「人々」を意

味する demoと，「学問」を意味する logosが組み合わされた言葉です。その定義に含まれる

概念を，さらに詳しく解説すると以下のようになります。

疫学の定義

概念　　

研究

分布

原因

健康に関連する状態や事象

集団

予防やコントロールへの適用

説明

サーベイランス，観察，仮説検定，分析的研究，実験など

疾病を有する人々の，時間，属性，地理，階層別の分析

健康に影響を与える生物的，化学的，物理的，社会的，文化的，経

済的，遺伝的，行動的要因

疾病，死因，行動（例：喫煙），良好な健康状態，健康向上のための

対策等に対する反応，保健医療サービスの利用

ある特徴によって定義できる集団（例：職業集団）

健康を増進し，予防し，回復するという公衆衛生の目的に適用すること

Box 1.2 疫学の定義
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疫学研究では，地域や組織など何らかの条件で定義された人間集団，例えば，病院

の患者，工場の労働者などが研究対象となります。疫学でよく研究対象となるのは，

地理的に規定され，性別，年齢，民族など様々な特性を持つ層から構成される集団で

す。そうした集団の構成は，地域や時期によって異なることがあるため，疫学的な解

析の際には，その点に注意が必要です。

疫学と公衆衛生

公衆衛生 public healthとは，広義には，集団の健康を向上させるための活動全体

を意味します1）。疫学は，公衆衛生を向上させるために必要な 1 つの方法であり，

様々な形で貢献しています（図 1.3～1.6）。疫学の初期は，感染症の原因究明を主な

目的としていました。それは予防法の発見にもつながるという意味で，今日でも欠か

すことのできないものです。そして，その意味において，疫学とは集団全般，その中

でも特に不利な状況に置かれた人々の健康向上を目標とする基礎的な医科学であると

言うことができます。

疾病は，遺伝要因のみによって発症するものもありますが，一般には遺伝要因と環

境要因の相互作用によって生じます。糖尿病がそのいい例です。ここでは，「環境

environment」という言葉は，健康に影響を与える可能性のあるあらゆる生物的，化

学的，物理的，心理的，経済的及び文化的要因を含む広い意味で用いられています

（9章）。そして，個人の行動がこの遺伝要因と環境要因の相互作用に影響を与えます。

疫学はこうした相互作用の分析や，健康向上のための予防対策（介入）の効果を評価

する目的で用いられます。

疾病の原因

対象集団

遺伝要因

健康 非健康

環境要因
（行動を含む）

図1.3 因果関係
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疫学では，また，個人や集団における疾病の時間経過や予後も研究の対象となりま

す（図 1.4）。

疫学は，集団の健康状態を記述する場合にもよく用いられます（図 1.5）。疾病が集

団に与える影響の大きさを把握することは，保健医療行政にとっては不可欠です。な

ぜなら，保健医療行政では，常に，どの健康問題を優先し，どうすれば限られた資源

を最も効率よく使うことができるかを判断する必要に迫られているからです。環境疫

学や産業疫学などの分野では，特殊な環境要因に曝露された集団が研究対象となりま

す。

疫学者に，保健医療サービスの効果や効率を評価することの重要性を理解させたの

は，コクラン（Archie Cochrane）でした（図 1.6）11）。彼は，病状に応じた適切な入

院期間，高血圧を治療することの価値，下痢性疾患の予防における衛生対策の効果，

石油の鉛含量を減少させることの効果評価などに疫学が重要な役割を果たすことを示

しました（10章参照）。

一方，疫学的な原理や方法は，臨床医学にも応用されるようになり，臨床疫学とい

う分野が誕生しました（8 章）。それ以外にも，疫学は様々な分野に応用されるよ

介入の効果評価

集団の健康状態

疾病の自然経過

健康

死亡

回復

臨床的
変化

前臨床
的変化

図1.4 自然経過

時間非健康者の割合は時
代や年齢によって変
化する

図1.5 集団の健康状態の記述

非
健康

健康
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うになり，薬剤疫学，分子疫学，そして遺伝疫学などの分野が発達してきています

（Box 1.3）10）。

疫学の功績

地球上からの天然痘 small poxの撲滅は，特に最貧国において，何百万人もの人々

の健康の向上に大きく貢献しました。しかし，その過程は，近代の公衆衛生の栄光と

挫所の歴史でもあります。1790年代に，ジェンナーによって種痘が天然痘予防に有

天 然 痘

分子疫学 molecular epidemiologyとは，ある物質への曝露を生物学的マーカー

で測定したり，曝露によって生じる生物学的反応を研究する疫学で，以下の内容

が含まれます。

● 外的要因（例：喫煙）への生体反応（例：肺がんに罹りやすさ）を左右す

る宿主特性の分析

● 疾患の分類をより正確にするための生化学的マーカーの利用

これに対し，遺伝疫学 genetic epidemiologyとは，血縁集団における疾患

の原因や分布の究明や対策，集団における疾患の遺伝要因を扱う学問分野

で，以下の内容を取り扱います。

● 健康障害に関連する遺伝要因の解明

● 疾患リスク全体における遺伝要因の影響の相対的大きさの評価

● 原因遺伝子の解明

最後に，公衆衛生遺伝学 public health geneticsと呼ばれる分野には，以下

の内容が含まれます。

● 集団スクリーニングプログラムの実施

● 遺伝的障害を持った人々に対する医療・福祉のあり方についての研究

● 医療における遺伝問題のインパクトについて研究

ヘルスプロモーション
予防対策
公衆衛生施策

健康 非健康

治療
医学的ケア

図1.6 介入の評価

Box 1.3 分子疫学と遺伝疫学



効であることが発見されてから，それが世界中に普及するまでには実に 200年もの歳

月を要しました。天然痘の撲減を目的とした集中的な努力はWHO（世界保健機関）

によって長い年月をかけて行われ，疫学は，その中でも特に以下の分野で中心的役割

を果たしました。

● 患者の分布，感染モデル，感染のメカニズム，感染性などに関する情報の収集

● 流行の地理的分布の調査

● 対策の効果評価（Box 1.4）

天然痘の場合は，2次感染率が低いことに加え，宿主動物が存在しないことなどが，

撲滅を可能にした重要な要因でした。

WHOが天然痘撲滅 10ヵ年計画を提唱した 1967年には，31ヵ国で，年間 1000～

1500万人もの新規患者が発生し，200万人が死亡していました。しかし，その後の

10年間に，多くの国々で天然痘感染者の報告数は急速に減少していき，1976年には

わずか 2つの国から報告されるだけにまでなり，そして，1977年に実験室で天然痘

ウイルスに曝露された女性を最後に，遂に天然痘感染の自然発生例は報告されなくな

ってしまいました。そして，1980年の 5月 8日に，天然痘の撲滅が宣言されたので

す 13）。

この成功には，いくつかの重要な要因があります。それは，政治の分野から広汎な

支援が得られたこと，目標が明確であったこと，明確なスケジュールのもとで実施さ

れたこと，よく訓練されたスタッフに恵まれたこと，そして，戦略が柔軟性を備えて

いたことです。そして，それに加えて，疾患自体が撲滅を可能とする様々な特徴を備

えていたこと，有効で熱に安定なワクチンが存在したことも成功を支えた要因として

あげられます。

1979年時点では，WHOには，2億人分のワクチンが備蓄されていましたが，その

後徐々に減らされて行きました。しかし，現在でもなお 250万人分が備蓄されていま

す。撲滅されたのになぜこれほどの備蓄が必要なのかと不思議に思われるかもしれま

8

天然痘には以下のような疫学的特徴のあることが明らかにされています。

● 人間以外の宿主はいない

● 無症状のキャリアはいない

● 回復した患者には終生免疫が生じ，他に感染させることはない

● 自然発生した天然痘流行の拡大速度は，麻疹や百日咳などの他の感染症ほ

ど速くない

● 感染は人間同士の比較的長い接触を介して生じる

● 感染性のある時期は，患者は病臥していることが多く，そのため伝播が制

限される

Box 1.4 天然痘の疫学の特徴 12）
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せんが，これは，天然痘ウイルスが生物兵器として用いられる恐れがあるためです 14）。

水銀が有毒な物質であることは，すでに中世の時代から知られていたことですが，

20世紀になって，有機水銀は環境汚染の代名詞のような存在になりました。それは，

1950年代に，日本でメチル水銀による大規模な公害が発生したからです。水俣湾と

いう小さな湾に，多量の水銀化合物を含む工場排水が排出され（Box 1.5），それによ

って，魚にメチル水銀が蓄積し，その魚を食べた非常に多くの住民に重篤な中毒症状

が生じるという事件が発生したのです15）。これは，魚が関与したメチル水銀中毒とし

ては初めての事例であり，その原因が正確に突き止められるまでには数年間を要しま

した。

水俣病Minamata diseaseは，環境要因によって引き起こされた疾患としては，最も

記録の整った疾患の 1つです。同じメチル水銀による公害は，1960年代に，日本の

他の地域でも確認され，その後，水俣病ほどの規模ではありませんが，他の国々から

も報告されています 15，16）。

リウマチ熱やリウマチ性心疾患は，貧しい居住環境や過密居住と深い関わりがあり

ます。そうした環境では，連鎖球菌の上気道感染が起こりやすいからです。多くの先

進国においては，スルホンアミドやペニシリンなどの薬剤が登場するずっと以前の

20世紀の初頭からリウマチ熱は減少し始め（図 1.7），今日，先進国ではこの疾患は

ほとんど姿を消してしまいました。しかし，先進国でも，社会的経済的に恵まれない

人々の間では，いまだに高率に発生しています。

疫学は，リウマチ熱とリウマチ性心疾患の原因の解明や，その予防方法の開発に重

要な役割を果たしました。疫学研究によって明らかになったことは，リウマチ熱の流

リウマチ熱とリウマチ性心疾患

疫学は，人類史上最初に記録された公害病の１つであるこの疾患の原因の究明

や対策の解明に大きな役割を果たしました。最初の症例は感染性髄膜炎と考えら

れていました。しかし，病気になった患者 121人のほとんどが水俣湾の近くに住

んでおり，健常者と患者の調査から，患者のほとんどの家庭が漁業を主な職業と

し，毎日魚を食べていたことがわかりました。一方，これらの家庭を単に訪間し

ただけの人々や，同じ家族の中でも小魚しか食べなかった人にはこの病気は発生

していませんでした。これらの事実から，この疾患は遺伝性のものではなく，魚

の中の何かが原因であり，それは感染性のものではないと結論づけられたので

す 15）。

有機水銀中毒

Box 1.5 水俣病
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行，つまり連鎖球菌の上気道感染の拡大には，社会経済的要因が重要な役割を果たし

ているということでした。メチル水銀中毒が 1つの物質によって引き起こされたのに

比べ，リウマチ熱やリウマチ性心疾患の流行には，もっと複雑で多くの要因が関与し

ていたわけです。

ヨード欠乏は一部の山岳地帯で発生する疾患で，ヨードを含む甲状腺ホルモンの産

生不足によって，肉体的，精神的活力の低下を引き起こします 18）。甲状腺腫やクレチ

ン病の存在については，約 400年も前から知られていますが，その予防方法やコント

ロール方法が解明されたのは 20世紀になってからのことでした。1915年に，甲状腺

腫は最も予防の容易な疾患とされ，同年，スイスで甲状腺腫に対するヨード塩（食塩

にヨードを添加したもの）の使用が提案されました 18）。その後ほどなくして，最初の

大規模なヨード塩投与の試みが，米国のオハイオ州アクロンで行われ，11歳から 18

歳の約 5000人の少女にヨード塩が投与されました。その結果，著明な予防効果や治

療効果が確認され，1924年には，多くの国々でヨード塩が大規模に導入されること

になったのです。

ヨード塩は対策として非常に有効です。なぜなら，食塩は，社会のすべての人々に

よって，年間ほぼ同じ程度に消費されるものだからです。また，製造しやすく配布が

容易なことも対策上有利であり，法的義務付け，品質管理，人々への啓発なども成功

の鍵を握る重要な要素となります（Box 1.6）。

ヨード欠乏症

リ
ウ
マ
チ
熱
報
告
数
（
10
万
人
対
）

年

図1.7 デンマークにおけるリウマチ熱の報告数の変化，1862～1962年 17）
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肺がんは昔はまれな疾患でした。しかし，1990年代以降，その発生率はまず男性

において劇的に上昇を始めました。そしていまや，喫煙が肺がん死の主要な原因であ

ることに疑う余地はありません。喫煙と肺がんに関する疫学的知見は，1950年代に

行われた 5つのケースコントロール研究において，喫煙と肺がんの間に関連があるこ

とが示されたのがその最初です。その後，先述した英国医師のコホート研究において，

疫学的に関連が確認されました（図 1.1）。その関連は非常に強く，また他の様々な集

団でも同じ関連が認められていましたが，当時は何らかのバイアスによるものとの批

判もあり，ただちに強力な対策が取られるには至りませんでした。もし当時，オッズ

比の計算ができていれば，喫煙による肺がんのオッズ比は 14にもなり，バイアスに

よるものと片付けられることはなかったと思われます 21）。

しかし，肺がんのリスクを高めるものは，喫煙だけではありません。アスベスト曝

露や都市の大気汚染もリスクを高めることが明らかにされています。喫煙とアスベス

ト曝露の間には相乗効果があり，喫煙とアスベスト粉塵の両方に同時に曝露された人

の肺がんリスクは極めて高くなることが知られています（表 1.2）。

疫学研究は，様々な環境要因がどのように疾病を引き起こすかについて，量的な目

喫煙とアスベストと肺がん

疫学は，ヨード欠乏症の発見のみならず，その解決にも重要な役割を果たしま

した。つまり，ヨード塩という大規模に適用できる効果的な予防方法を明らかに

し，またヨード塩の普及をモニタリングする手法も提示してきました。しかし，

その活用はまだ十分ではなく，いまだに途上国の中には，ヨード欠乏が風土病と

して存在し，何百万人もの人々がこの病気に苦しんでいるという現実があります。

世界の児童の 3分の 1がヨード摂取不足の状態に置かれているのです 19）。しかし，

それでも過去 10年の間に状況は大きく改善し，ヨード塩を手にすることのでき

る家庭は，1990年には 20～30％にすぎなかったのが，現在では，70％にまで増

加しています 20）。

表1.2 喫煙とアスベスト産業曝露の有無による肺がん調整死亡率
（10万人対）22）

アスベストへの曝露 喫煙歴 肺がん死亡率
（10万人対）

無し

有り

無し

有り

無し

無し

有り

有り

11

58

123

602

Box 1.6 ヨード欠乏症
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安を与えてくれます。詳しくは，5章で解説します。

傷害 injuryの疫学研究は，よく疫学者と社会医学や環境保健分野の研究者との共同

研究として行われています。転倒に関連した外傷，特に高齢者における大腿骨頚部骨

折は，高齢者医療の観点から，近年大きな注目を集めている問題の１つです。大腿骨

頚部骨折は，加齢による大腿骨近位部の骨量減少や転倒機会の増加に伴って，指数関

数的に増加します。もし，予防への努力を怠れば，今後の人口の高齢化に比例して，

大腿骨頚部骨折の発生率も大きく増加していくことでしょう。

大腿骨頚部骨折は，非常に長い入院を要するため，大きな経済的なコストがかかり

ます 23，24）。オランダで行われた傷害の経済コストに関する研究によれば，大腿骨頚部

骨折は発生頻度としては，25疾病中 14番目に過ぎませんが，かかるコストは，傷害

に関連するコスト全体の 20％を占めています。

高齢者の大腿骨頚部骨折のほとんどは，転倒によるものであり，また，転倒に関連

した死亡のほとんどは大腿骨頚部骨折の合併症によるものです 25）。大腿骨頚部骨折を

予防するのに最適な方法というものはまだ確立していません。疫学は，こうした骨折

の発生を減らしていく上で，人の努力で変えられる要因とそうでない要因を区別する

のに重要な役割を担っています。

後天性免疫不全症候群（AIDS）は，1981年に米国で初めて独立した疾患として確

認されました 26）。1990年までに 1000万人が感染したと推定されていますが，2005年

末時点で，HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染して生存している人々の数は約

4000万，そして，それまでに死亡した人は 2500万人と推定されており27），HIVは人

類の歴史の中でも，最も深刻な流行の 1つとなっています（図 1.8）28）。

HIV/AIDS

大腿骨頚部骨折

Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
と
共
に
生
き
て
い
る
人
々

の
数
（
百
万
）

成
人
に
お
け
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
率
（
％
）

年

HIV/AIDSと共に生きている人々の数
成人におけるHIV感染率（15～ 49歳）（%）

図1.8 世界的HIV流行の動向 28）
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2005年に生じた 310万人の AIDS死のうち，95％が低所得国もしくは中所得国で

生じており，その内訳は 70％がサハラ以南アフリカ，20％がアジアとなっていま

す 27）。また，2006年には，430～660万人が新たに HIVに感染したと推定されていま

すが，そのほとんどが低所得国もしくは中所得国で発生したものです。しかし，そう

した地域の国々の中でも，感染率や感染経路には大きな違いがあります（Box 1.7）。

HIV感染から AIDS発症に至るまでには，長い潜伏期があり，その平均期間は，9

年にも及びます（7章）。HIVは，血液，精液，子宮頚部や膣の粘液中に存在します。

感染は主に性行為や注射器具の共用を通して起こりますが，それ以外にも，汚染され

た血液や血液製剤の輸注，もしくは，感染した妊婦から妊娠中に，あるいは出産時や

授乳によってその児に感染することがあります。

急性重症呼吸器症候群（SARS）は，死亡率や社会的負荷自体は大きな疾患ではあ

りませんが，その流行は，世界を震撼させ，新たな感染症が人類の脅威であることを

世界に強く印象付けました 30，31）。また，SARSは，公衆衛生の力が，アジアだけでは

なく，カナダのような高所得国でも衰えていることを，白日のもとに曝すことにもな

りました。SARSが出現したのは，2002年の 11月であり，中国の南部で 2名の原因

不明の非定型的肺炎の患者が発見されたのがその始まりでした。流行は，感染力の強

い患者が飛行機で移動したことによって，その後の数ヵ月の間に一挙に拡大し，12

ヵ国で 8000人以上が感染し，約 900人が死亡しました 31）。市中での感染による死亡

疫学研究と社会学的研究は，HIVの疫学，感染経路やリスクファクター及び感

染に関わる社会的要因の解明，治療や対策の評価に重要な役割を果たし，献血血

液のスクリーニング，安全な性行動の推進，性感染症の治療，注射器具共用の防

止，抗 HIV薬による母子感染の予防が HIV/AIDSの拡大を防ぐ主な手段となっ

てきました。そして，多剤併用療法の開発によって，高所得国に住む HIV感染

者の予後は大幅に改善し，「死に至る病」ではなくなってきました。しかし，薬

が高価であるために，それを利用できる人は限られ，世界のほとんどの HIV感

染者は抗 HIV薬を服用できずにいます。しかし，抗 HIV薬を利用できる人を広

げようとする国際的努力が始まっています。その１つが，「3 by 5イニシャティブ」

です。これは，2005年までに，途上国で 300万人の HIV感染者に抗 HIV薬の治

療を広げようとする試みで 29），実際に普及できたのは 100万人に留まりましたが，

それでも，25 ～ 35 万人の人々の命を救ったと推定されています。「3 by 5 イ

ニシャティブ」に続く目標としては，「2010年までにすべての人に治療を」とい

う目標が設定されています。疫学は HIV流行の解明に重要な役割を果たしてき

ましたが，適切な予防行動の促進という面ではまだ多くの課題が残されています。

SARS

Box 1.7 HIV，疫学，予防
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者は少なかったものの，感染者と接触頻度の高い病院の医療従事者の間では多くの死

亡者が発生しました 30）。

SARS流行は私たちに重要な教訓を与えてくれました。例えば，SARSが，健康に

及ぼす影響よりもはるかに大きな経済的・社会的影響を引き起こしたという事実はそ

の 1つです 32）。人の移動が極めて速くかつ大きいこの現代世界にあっては，たった 1

つの重篤な疾患がどれほど重大な影響を及ぼし得るかということを私たちは認識して

おかねばなりません 30）。

参考文献

学習課題

1.1 表 1.1は，コレラによる死亡数が 2つの地域間で 40倍以上も異なることを示し

ています。このことから，この 2つの地域間ではコレラの発症リスクが 40倍異

なると言えると思いますか？

1.2 水道水の供給源とコレラ発症との因果関係を検討するためには，さらにどのよ

うなことを行う必要があったと思いますか？

1.3 図 1.2に示される調査はなぜ医師のみを対象として行われたと思いますか？

1.4 図 1.2からどのような結論を引き出すことができると思いますか？

1.5 疾患の地理的な分布を解釈するときには，どのようなことに気をつける必要が

あると思いますか？

1.6 図 1.7に示された期間の間に，デンマークのリウマチ熱の報告数にはどのような

変化が生じていますか？ そして，その変化の理由は何だと思いますか?

1.7 アスベスト曝露と喫煙が肺がん発症に及ぼす影響（リスク）について表 1.2から

どのようなことがわかりますか？
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健康と疾病の定義

健康についての最も積極的な定義は，1948年にWHO（世界保健機関）によって提

案された「健康とは，肉体的，精神的，社会的に健やかな状態であって，単に疾病が

存在しない状態を意味するものではない」1）というものです。「健やかな状態 well-

being」の定義や測定が難しいため，この定義には批判もありますが，これが 1つの

理想であることは今も変わりません。WHOは，さらに，1977年の総会で，加盟国の

主な目標は，西暦 2000年までに，「すべての人々が社会的及び経済的に生産的な生活

を送ることができるような健康水準に到達しなければならない」との決議を行ってい

ます。この「すべての人に健康を health-for-all」戦略宣言は，1998年と 2003年に改

訂されて現在に至っています 2）。

しかし，疫学では，健康や疾病についてもっと実用的な定義，つまり，測定が容易

でかつ改善していくことが可能な定義が必要です。

疫学では，健康状態を表すときに，例えば「疾病あり」，「疾病なし」（Box 2.1）と

いった単純な定義が用いられる傾向にあります。しかし，そのためには，正常と異常

の定義が必要となりますが，その区別は必ずしも容易ではありません。それは，測定

される現象が連続的なものである場合には特にそうです（8章）。

例えば，高血圧の定義は，治療上重要であるにもかかわらず，血圧が連続的な値で

定　　義

● 疫学は，健康状態や疾病を測定することから始まります。

● 集団の健康状態を測定するために様々な指標が開発されています。

● 保健統計が整備されている国はまだ少なく，疫学者にとって，重要な課題となってい

ます。

学習のポイント

健康と疾病の測定指標

Chapter

2
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あるため，明確な定義は難しく，ある値以上が高血圧とされてはいますが，それはあ

くまで一応の目安に過ぎません（6章）。有害要因への曝露についても同じことが言

えます。例えば，血中鉛濃度について，ある安全域が定められていますが，それは現

時点で入手可能なエビデンスに基づくもので，絶対的なものではなく，今後も改訂さ

れる可能性があります（9章）。

診断基準は，通常，症状，徴候，既往歴，検査結果に基づいて作成されます。例え

ば，肝炎は血液中の抗体の有無によって診断され，石綿肺症（アスベストーシス）は，

症状や肺機能，Ｘ線検査における肺繊維症や胸膜肥厚の存在，そしてアスベスト（石

綿）への曝露歴などによって診断されます。表 2.1に示したのは，リウマチ熱の診断

基準の例で，重要度によって重み付けがなされたいくつかの症状や徴候に基づいて診

断が行われます。

診断基準

疫学的に用いられる症例定義は，誰がどのような条件下で用いても標準化した

判断ができるように，明快かつ使用しやすいものでなくてはなりません。そうす

ることで，集団間や個人間の比較が可能となります 3）。これに対し，臨床医学で

用いられる症例定義は，もっと緩やかであり，しばしば臨床判断に影響を受ける

ことがあります。これは，1つには，臨床医学の場合は，診断を確定するまでに，

多数の検査を積み重ねて，徐々に診断の確度を高めていくことができるからです。

Box 2.1 症例の定義

表2.1 急性リウマチ熱の診断に関するJones の診断基準（1992年版）4）

A群連鎖球菌への感染があったことを示す証拠が存在する場合 a）に，以下の主徴候の2つ，
もしくは1つの主徴候と2つの副徴候が認められる場合には，リウマチ熱の可能性が高い。

主徴候 副徴候

心膜炎 臨床的

多発性関節炎 熱

舞踏病 関節痛

辺縁紅斑 臨床検査的

皮下結節 急性期反応
－赤沈の異常
－ C反応性蛋白

心電図の P－ R区間の延長

a）A群連鎖球菌への感染があったことを示す証拠
－咽頭塗沫培養や迅速連鎖球菌抗原検査で陽性の場合
－連鎖球菌抗体価の高値もしくは上昇
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状況によっては，非常に単純な基準が必要なことがあります。例えば，途上国にお

ける小児の細菌性肺炎による死亡を減らすためには，迅速な診断と治療が必要である

ため，WHOはガイドラインを作成し，肺炎の診断には，聴診・胸部Ｘ線・臨床検査

などを用いることなく，臨床的な徴候のみに基づいて行うことを推奨しています。診

断に必要な機器は，呼吸数を測定する時計のみです。細菌性肺炎が蔓延している環境

や，医療資源の不足のために，鑑別診断をすることができない状況では，子どもに肺

炎が疑われた場合には，診察だけで抗生物質を投与することが推奨されています 5）。

同じように，医療資源が乏しい状況下で用いるための，成人の AIDSの診断基準が，

1985年に作成されています 6）。AIDSサーベイランスのためのWHOの症例定義は，

10％以上の体重減少，慢性下痢，長引く発熱の 3主症状のうち 2つ，持続する咳，

帯状ヘルペス，全身リンパ腫脹などの副症状のうち 1つがあれば，AIDSと診断する

というものです。1993年には，米国の疾病管理センター（CDC）は，血中の CD4値

が 200/μL未満の HIV感染者をすべて AIDSとするというように診断基準を改定して

います 7）。

診断基準は，医学的知識や診断技術の進歩に伴って非常に短期間の間に変更される

ことがあります。また，使用される状況に応じて，変更されることも少なくありませ

ん。例えば，以前疫学研究で用いられていたWHOの心筋梗塞の診断基準は，ミネソ

タコードと呼ばれる客観的な心電図判定基準が 1980年代に導入されたことで，大幅

な修正が加えられました 8，9）。さらに，心臓由来の酵素の測定が可能になった 1990年

代に再び改訂が加えられて現在に至っています 10）。

疾病の頻度の測定

疾病の頻度 frequencyの測定には，存在率（有病率），発生率（罹患率）という 2

つの概念があります。しかし，残念ながら，これらの定義については，疫学者間で

今なお食い違いが見られるため，注意が必要です。本書では，主に Lastの疫学辞

典 11）に準じた定義を用います。

疾病頻度を測定するには，対象とする集団を定義し，その集団の人口を正確に推定

する必要があります。対象疾病に罹る可能性のある集団のみを測定の分母とするのが

理想であり，例えば，子宮頸部がんの頻度を測定する場合には，女性集団が測定の基

礎となります（図 2.1）。

ある疾病に罹る可能性のある集団を「リスク保有集団 population at risk」と呼び，

人口学的要因，地理的要因，あるいは環境要因などに基づいて定義されます。例えば，

職業性外傷は職業を持つ人々の間でのみ生じる問題であるため，リスク保有集団は，

リスク保有集団
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労働者ということになります。また，ブルセラ症は，感染した動物を扱う人々でのみ

発生する病気であるため，この場合は，農場や屠殺場で働く人々がリスク保有集団と

いうことになります。

発生率（罹患率）incidenceとは，ある一定期間内にある集団で患者が新たに発生

する頻度を意味するもので，これに対し，存在率（有病率）prevalenceとは，ある時

点に集団内に存在するその疾患の患者の割合を意味します。これらは，根本的に異な

る概念であり（表 2.2），それらの関係は疾病によって異なります。例えば，糖尿病で

は，存在率は高いが発生率は低く，逆に，流行性感冒（かぜ）は存在率は低いが発生

率は高いという違いがあります。これは，流行性感冒は一度に多くの人がかかるもの

の短期間で治るのに対し，糖尿病は患者の発生は少ないものの，一度かかると有病期

間が一生にわたるためです。

存在率と発生率を測定するためには，目的とするリスク保有集団を定義し，そこに

おける症例を数える必要があります。単に患者数からだけでも，1つの健康問題の規

模や，流行の勃発など短期的な動向を把握できる場合があります。例えば，WHOの

Weekly Epidemiological Report（疫学週報）には，患者数という形で発生データが掲載

訳注：prevalenceの訳として，「有病率」という用語が慣習的に用いられてきました。病気

だけを扱う場合には，不都合はありませんが，例えば，自動車を持つ人の prevalence

を「自動車の有病率」では意味を成しません。一般性の低い用語は科学的用語として

は適切とは言えないため，本書では「存在率」という訳語を使用しています。この用

語を使えば，病気については，「糖尿病者の存在率」，病気以外でも「自動車所有者の

存在率」という具合に同じ用語を用いて表現することができます。また，incidenceに

ついても，「罹患率」という用語が慣習的に使われてきましたが，一般性が低いことと，

罹病率morbidityという用語と紛らわしいため，「発生率」という訳語を使用します。

発生率と存在率（訳注）

全集団 全女性
（年齢区分）

リスク保有集団

図2.1 子宮頚がんの研究におけるリスク保有集団

70＋
歳

25～69歳 25～69歳全女性全男性

0～24
歳
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されていますが，それでも，感染症の流行状況についての重要な情報を提供するもの

となっています。

流行が短期間にある限られた集団において発生するときには，発生率のかわりに，

発病率 attack rateという用語が使われることがよくあります。発病率とは，発病した

人の数を曝露された人の数で割った値のことで，食中毒を例にとれば，発病者の数を

原因と疑われる食品を摂取した人の数で割り，それらを各食品間で比較することによ

って，原因と思われる食品を特定していきます。

存在率や発生率のデータは，通常，「症例数を該当するリスク保有集団の数で割っ

た値」として計算され，10n人中何人という形で表現されます（表 1.1）。疫学者によ

っては，「率」を，単位時間（週，年）当たりの発生数（注：いわば発生速度です）に

限定して用いる人もいますが，本書では，従来通り，割合 proportionをも含めた広義

の用法に従うことにします。

存在率（有病率）

疾病の存在率（P： prevalence）は，以下の式を用いて算出します：

リスク保有集団に関するデータは，いつも入手可能とは限らないため，多くの場合，

調査地区の全人口がその近似値として用いられています。

存在率（有病率）はよく，100人対もしくは 1000人対など，10n人対の患者数とし

て表現されます。この場合，存在率は，適当な係数（10n）をかけることを忘れない

ある一時点に存在する，ある疾病（例：糖尿病）
あるいはある状態（例：喫煙習慣）を有する人の数　

P＝
ある一時点に存在する，その疾病あるいはその状態に

（× 10n）

対するリスクを保有する人（リスク保有集団）の数

注：発生した症例がその集団の中に留まり続けると，存在症例 prevalent caseとなります。この場合，存在率＝発
生率×存在期間という関係が成立します。

表 2.2 発生率と存在率（有病率）の違い

分　子

分　母

着目点

用　途

発生率

ある期間内に新たに発生した症例数

リスク保有集団

・新しい症例であるかどうか

・疾病の発生した時点

・疾病に罹るリスクの測定

・急性疾患での主要な測定指標。しか

し，慢性疾患でも用いられる。

・因果関係の研究に有用

存在率

ある時点に存在する症例数

リスク保有集団

・疾病が存在するかしないか

・ある期間内もしくはある時点

・集団の中で対象疾病を有する人の割合

（確率）の推定

・慢性疾患の社会的負荷や保健医療サー

ビスのニーズの評価
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ようにしなければなりません。データがある一時点で集められた場合は，「時点存在

率」と呼びます。ただし実際には，ある期間を設定して，その期間に存在する全症例

を数えるのが現実的なため，その症例数をその期間の中央時点におけるリスク保有集

団の人口で割った値が用いられることが多く，それを「期間存在率」と呼びます。同

じように，ある疾患の「生涯存在率」とは，生涯で少なくとも 1度その疾患に罹った

ことのある人の人口中に占める割合のことをいいます。

年齢以外にも，いくつかの因子が，存在率に影響を与えますが（図 2.2），その中で，

以下のものが特に重要です。

● 疾病の重症度（罹病者が短期間で死亡する場合には，存在率は低い。）

● 存在期間（有病期間）（患者である期間のこと。これが短い疾病では，長い疾

病よりも存在率は低い。）

● 新規患者の発生数（多くの新規患者が発生する場合には存在率は高くなる。）

存在率（有病率）は，疾病の原因とは直接関わりのない多くの要因によって影響を

受けるため，そのデータから，疾病の因果関係に関する強いエビデンスが得られるこ

とは余りありません。しかし，存在率は，保健医療のニーズの評価や，保健計画の立

案などにおいて不可欠の情報です。例えば，成人型糖尿病やリューマチ性関節炎のよ

うに，徐々に進行し発生するような病気の場合には，存在率がよく用いられます。

インシュリン非依存性の糖尿病患者（Ⅱ型糖尿病）の存在率が，WHOの基準を用

いて，様々な国々で測定されていますが（表 2.3），国によって，かなりの違いがみら

れます。このことから，この疾病の発生に，社会要因や環境要因が関与していること

が示唆され，また，国によって糖尿病に対する保健医療サービスのニーズが異なるこ

とがわかります。

上昇要因

患者としての存在期間が長い

治癒はしないが患者の生存
期間が延長

新規患者の増加
（＝発生率の上昇）

患者の（他地域からの）
流入

健康者の流出

罹患しやすい人の流入

診断機会の増加
（報告の増加）

低下要因

患者としての存在期間が短い

致死率が高い

新規患者の減少
（＝発生率の低下）

健康者の（他地域からの）
流入

患者の流出

治癒率の向上

診断機会の限界
（例：医療体制の不備）

図2.2 存在率に影響を与える要因
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発生率

発生率とは，集団の中で新しい事象が起こる頻度のことを言います。発生率の計算

では，ある一定期間内に発生した新規患者数が分子で，その期間中のリスク保有集団

population at riskの数が分母となります。

発生率（I）は次の式で計算されます。

分子は厳密には，初回の罹患のみをカウントします。発生率には，必ず，時間の単

位が含まれていなければなりません（ある期間［1日，1月，もしくは 1年］におけ

る 10n人対の症例数）。

発生率の最も正確なものは，「人時発生率 person-time incidence」11）で，計算の分母

は人数ではなく，「人年 person-year」の総和が用いられます（訳注：年でなくても，月，

日，時間でもよい）。人年とは，対象となったリスク保有集団の人々が観察された期間

を取り入れた単位で，例えば，1人の人が 1年間観察された場合は 1人年，2人が 3

年間観察された場合は，6人年（＝ 2× 3）となります。集団中の個々人にとっては，

観察期間とは，その人が疾病を発症するまでの期間，もしくは追跡が不可能になるま

での期間を意味します。言い換えれば，発生率の計算の分母は，リスク保有集団の

人々が調査期間中疾病に罹らなかった期間（無病期間）の総和であるというになります。

しかし，実際には，全員の無病期間を正確に測ることは難しい場合があり，そうい

ある期間内に新たに疾病に罹った人の数　
I ＝

ある期間内にリスクを保有していた人の数
（× 10n）

表 2.3 一部の国々におけるⅡ型糖尿病患者の年齢調整存在率（30～64歳）12）

人種／居住国／居住地域

中国人

中国
モーリシャス
シンガポール

インド人

フィジー
地方
都会

南インド
地方
都会

シンガポール

スリランカ

男性

1.6
16.0

6.9

23.0
16.0

3.7
11.8

22.7

5.1

女性

0.8
10.3

7.8

16.0
20.0

1.7
11.2

10.4

2.4

年齢調整存在率（%）
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う場合には，分母には調査対象集団の平均人口にその調査期間をかけたものがよく用

いられます。集団の人口が大きく安定で，例えば，脳卒中のように，その疾病の発生

率が低い場合には，この方法でもかなり正確な値を得ることができます。

表 2.4は，米国で，1976年時点で心血管疾患・脳卒中・がんのいずれにも罹ってい

なかった 30～35歳の女性 118,539人を対象に行われたコホート研究の結果を示した

ものです。8年間の観察期間（908,447人年）中に合計 274人の脳卒中患者が発生し

ています。全体の脳卒中の発生率は 10万人年当たり 30.2で，喫煙者では非喫煙者よ

りも高く，禁煙者ではその中間の値になっています。

累積発生率

累計発生率 cumulative incidenceとは，ある期間中に新たに疾病に罹った人の集団

中の割合のことで，疾病の発生の指標としては人時発生率よりも単純で，分母には調

査開始時点におけるリスク保有集団の人数が用いられます。

累積発生率は以下の式で計算されます。

累積発生率は，通常，1000人対の患者数で表されます。表 2.4のデータでは，8年

間の追跡期間における脳卒中の累積発生率は，1000人当たり 2.3となります（274人

の患者数を調査参加者数 118,539人で割ったもの）。統計的には，累積発生率は，あ

る一定期間に個人がその疾病にかかる確率を意味しています。

調査期間は任意で，通常は数年間ですが，研究によっては一生にわたる場合もあり

ます。したがって，累積発生率は，保険計算や生命表作成で用いられる「死亡リスク」

の概念に似ています。累積発生率は概念が単純なため，健康情報を一般の人々に理解

してもらうのに適しています。

ある期間中に新たに疾病に罹った人の数　
累積発生率＝

調査開始時点におけるリスク保有集団の人数
（× 10n）

表2.4 喫煙と脳卒中発生率との関係（118,539人の女性コホート）13）

非喫煙者

禁煙者

喫煙者

合計

喫煙歴 脳卒中症例数 観察人年 脳卒中の発生率
（8年間） （10万人年当たり）

70

65

139

274

395,594

232,712

280,141

908,447

17.7

27.9

49.6

30.2
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致死率 case fatalityは，疾病の重症度の目安となるもので，ある疾病に罹った人々

の中で，ある一定期間内に死亡する人の割合として定義されます。通常，パーセント

で表示されます。

存在率（有病率）は，発生率と存在期間（有病期間）の影響を受けます。存在率が

低く，時間的に大きな変動がないと仮定すると，存在率は以下の式で概算することが

できます。

上述した累積発生率は，発生率と調査期間によって決まるため，発生率が低い場合，

あるいは調査期間が短い場合には，発生率とほぼ等しくなります。なお，発生率は，

普通，年齢によって異なるため，年齢別発生率を計算する必要があります。

それでは，ここで 7人を 7年間調査するという仮想モデルを用いて疾病発生の様々

な測定方法を考えてみましょう。図 2.3のデータから以下のように計算することがで

きます。

存在率＝発生率×平均存在期間

発生率と存在率の相互関係

ある一定期間中に発生したその疾病による死亡者数　
致死率（％）＝

同じ期間にその疾病であると診断された患者数　
× 100

致 死 率

個
人
番
号

観
察
期
間
中
で
無
病
で
あ
っ
た
期
間
（
年
）

追跡期間（年）

健康であった
期間

罹病した期間 死亡追跡不能で
あった期間

図2.3 疾病の頻度の数え方
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● 7年間のその疾病の人時発生率は，新しく発生した患者数（3）をその集団が

その疾病のリスクに曝されていた期間の合計（33人年 person-year）で割った

もので，つまり，100人年当たり 9.1人となります。

● 累積発生率は，新たに疾病に罹った人の数（3）を，調査開始時点でその疾病

に罹っていなかった人の数（7）で割ったもので，7年間で 100人当たり 43人

となります。

● 平均存在期間（有病期間）は，個々人が患者として存在した期間の合計を患者

数で割ったもので，10/3＝ 3.3年となります。

● 存在率（有病率）は，調査が実施された時点で異なります。例えば，調査開始

4年目の時点での存在率は，疾病に罹っている人の数（2）をその時点で集団

内に存在する人の数（6）で割った値であり，100人当たり 33人となります。

● 存在率の公式に当てはめて計算してみると，推定平均存在率は 100人当たり

30人（9.1× 3.3）と，実際の存在率に近い値が得られます。

● 致死率は，3人の症例中 1人が死亡しているため，33％となります。

利用可能な情報の活用

疫学では，保健統計のデータを利用して，集団の健康状況を調査することがよくあ

ります。多くの高所得国では，死亡とその死因が，年齢，性別，生年月日，住所など

の情報を含めて，死亡証明書に記録されます。死因の分類には，WHOが作成した国

際疾病分類 International Classification of Death（ICD）が用いられています 14）。ICDは，

死因を体系的にコード化したものであり，新しい疾病を取り入れたり疾病の定義を変

更するために，定期的に改訂されています（Box 2.2）。現在の国際疾病分類はその第

死　　亡

国際疾病分類の第 10版（International Classification of Diseases（ICD）― 10）は

1992年から使用されています。これが 1850年代から始まった国際分類の最新の

ものです。ICDは疫学や多くの保健統計で標準的な診断分類として用いられてい

ます。

ICD ― 10は，死亡証明書や診療記録など，様々な記録において，疾病やその他

の健康問題を分類するのに用いられています。この分類を用いることによって，

それぞれの国で，臨床的もしくは疫学的目標のために診断情報を収集・蓄積する

ことが可能になり，また他の国と比較可能な公的死亡統計や罹病統計データを蓄

積することが可能となっています。

Box 2.2 国際疾病分類
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10版目にあたるため，ICD ― 10と呼ばれています。

死亡統計には，様々な誤差が伴いますが，それでも集団の健康状態を表わす指標と

しては高い疫学的重要性があります。死亡統計の信頼性に影響を与える要因には色々

なものがあります。例えば，記録の完全性，原死因の正確性などで，後者は剖検率が

一般に低い高齢者の場合に特に問題となります。疫学では，疾病の負荷 burdenの評

価や疾病の経年動向を追跡する上で，死亡統計が非常によく用いられます。しかし，

死亡登録システムに必要な人的・物的資源が存在しないために，基本的な死亡統計す

ら存在しない国も多く，死因について，正確な情報を提供することは，保健医療サー

ビスの中でも最も優先度の高いものと言えます 15）。

WHOの死亡データベース（WHO Mortality Database）には，世界の成人死亡の 3分

の 1が登録されているに過ぎず，それも主に高所得国や中所得国からのデータに限ら

れています 16，17）。 また，データを提供している国でも，そのデータの正確性には懸

念があります。例えば，国によっては，死亡登録は一部の地域（都市，あるいは一部

の県や州）でしか行われておらず，また，死亡登録が全国で行われているにもかかわ

らず，すべての死亡が登録されていないところもあります。また，死亡登録データの

妥当性を検討するために，代表的サンプルによる確認が必要なところがあり（例：中

国とインド），国勢調査的なサーベイランスの際に，死亡率に関するデータが一部収

集されている国もあります 18）。

口述剖検

口述剖検 verbal autopsyとは，死亡した人の家族からその人の症状や兆候，死亡前

の状況などを聞き取り，その情報から医学的死因を推定する間接的な方法のことを言

います 19）。中所得・低所得国では，口述剖検が死因の分布を推定する唯一の方法であ

ることが多く 20），たいていの場合，国勢調査などの機会を利用して実施されています。

しかし，方法の統一が不十分なため，データの相互比較は困難です 21）。

きちんと訓練を受けた人員で死亡登録が行われている国でも，原死因のコード化に

誤りが生じることがあります。その主な理由としては以下のものがあげられます。

● 診断の系統的バイアス

● 死亡登録書の不正確性や不完全性

● 原死因の選択に関する ICD規則の誤解

比較可能なデータを目指して

死亡登録システムの限界

死亡証明書の限界
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● 原因不明や原因の誤りについてのコード化の不統一

こうした理由のために，集められたデータをそのまま国際比較に用いることはでき

ません。そこで，WHOは，各国と協力して各国ごとの推定値をまず作成し，それか

ら様々な誤差要因について，データを補正するという作業を行っています（Box 2.3）。

死亡登録が存在し，WHOにデータが登録されている場合でも，以下のような問題

がありえます。

● 死亡証明書が不完全である可能性

● 貧しい階層が登録から漏れている可能

● 文化的，宗教的理由から，死亡が報告されない可能性

● 死亡年齢が正しく報告されていない可能性

その他にも，登録の遅れ，死因の報告や分類におけるデータの漏れや間違いなど，

様々な要因によって，死亡登録のデータの正確さが損なわれる可能性があります 19）。

死亡登録の質を高めるには長期間を要するため，死因の決定や死亡率の推定のために，

それに代わる方法がしばしば用いられています。

死 亡 率

死亡率すなわち粗死亡率は以下の式で計算されます。

ある一定期間に発生した死亡者数　
粗死亡率＝

その期間に死亡リスクを有していた人の数
（× 10n）

死亡統計の質を調べた国際調査によれば，192のWHO加盟国のうち，以下の

条件を満たすデータを有する国は 23に過ぎないことがわかりました。

● データの 90％が完全であること。

● 総死亡原因のうち定義が曖昧な死因が全体の 10％未満であること。

● ICD ― 9もしくは ICD ― 10が用いられていること。

WHOが出す各国別のデータは，それぞれの国から提供された完全性と正確性

に関するデータに基づいて補正されています。推計は，世界の死亡の 3分の 1に

あたる年間 1860万人の死亡をカバーする 112の国の死亡登録システムのデータ

に基づいて行われています。その他，確率サンプリングと口述剖検を用いた継続

的な人口動態調査，生物学的検査を組み合わせた集団調査，疫学研究のデータな

ども，推計を向上させるために用いられています。

Box 2.3 公式統計から得られる推計の比較可能性
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粗死亡率の最大の欠点は，年齢，性別，人種，社会経済的階層などの要因によって

死亡率が異なることが考慮されていない点にあります。したがって，時期や地域が異

なる集団間の比較に粗死亡率を用いることは一般には適切ではありません。例えば，

若い家族の多い都会の新興住宅地と，退職者の多い海辺のリゾート地では，住民の死

亡のパターンがかなり異なる可能性があります。年齢構成の異なるグループ間で死亡

率を比較する場合には，通常，次の年齢調整死亡率が用いられます。

年齢別死亡率

死亡率は，年齢，人種，性別，職業，地域，死因などで分けられた特定の集団（層）

別に計算することができます。例えば，性・年齢別の層別死亡率は以下のように定義

されます。

死因別死亡割合

死亡データは，ときに死因別死亡割合として表現されることもあります。これは，

ある疾病による死亡数が，ある一定期間中の総死亡数中に占める割合のことで，通常

100ないし 1000総死亡当たりの値として示されます。死因別死亡割合は，集団のメ

ンバーがその疾病に罹患あるいは死亡する確率を表すものではありません。

また，集団間で死因別死亡割合に差が見られてもその解釈には注意が必要です。な

ぜなら，粗死亡率あるいは層別死亡率がわからない限り，その差が分子の違いによる

ものか分母の違いによるものかがわからないからです。例えば，実際には生涯の発が

んリスクが等しくても，高齢者の人口割合が大きい高所得国におけるがんの死因別死

亡割合は，高齢者の人口割合の小さい低・中所得国よりもかなり大きいものとなりま

す。

乳児死亡率 infant mortality rate（IMR）は，集団の健康レベルを表す指標として広

く用いられています。乳児死亡率は，1歳までの乳児の死亡率で，同じ年の出生数が

分母となります。

以下の式で計算されます。

この指標が広く用いられているのは，乳児死亡率が社会経済状況や保健医療のレベ

ある年の 1歳未満の乳児の死亡数　
乳児死亡率＝

その年の出生者数　　　　
× 1000

乳児死亡率

ある期間内のある地域における特定の性・年齢層の死亡者総数　

その期間のその地域におけるその性・年齢層の総人口の推計値
（× 10n）
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ルを特に敏感に反映すると考えられているからです。乳児死亡率は，世界のすべての

地域で減少しましたが，国によって，また同じ国でも地域によって非常に大きな違い

が見られます（図 2.4参照）。

小児死亡率 child mortality rate（CMR）（5歳未満死亡率）は，1～ 4歳の小児の死

亡に関する統計ですが，基本的な健康指標としてよく用いられます。傷害，栄養不足，

感染症がその主な原因です。5歳未満死亡率は子どもが 5歳に達する前に死亡する確

率のことで，通常，1000出生当たりの人数で表現されます。表 2.5は，様々な所得レ

ベルの国々における死亡率を示したもので，括弧の中の数字は，中所得国と低所得国

におけるデータの推定範囲を表わしています。表 2.5のデータは，国家間が比較でき

小児死亡率

乳
児
死
亡
率
（
1
0
0
0
出
生
対
）

年

アフリカ
アジア
世界
ラテンアメリカ・カリブ海沿岸諸国
オセアニア
ヨーロッパ
北アメリカ

図2.4 乳児死亡率の世界的動向，1950～ 200022）

表 2.5 一部の国々における5歳未満児死亡率 23）

国名

高所得国
日本
フランス
カナダ
米国

中所得国
チリ
アルゼンチン
ペルー
インドネシア

低所得国
キューバ
スリランカ
アンゴラ
シエラレオーネ

男性

4
5
6
9

10（9～ 11）
19（18～ 21）
36（31～ 42）
45（40～ 49）

8（7～ 10）
17（14～ 19）

276（245～ 306）
297（250～ 340）

女性

4
5
5
7

9（8～ 10）
16（15～ 17）
32（27～ 39）
37（33～ 40）

6（5～ 7）
13（11～ 15）

243（216～ 276）
270（229～ 310）

5歳未満児死亡率（1000出生対，括弧内は95%信頼区間）
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るように補正されたもので，死亡率は，日本における 1000出生当たり 4という非常

に低い値から，シエラレオーネの 297（推定範囲は 1000出生当たり 250～340）まで，

広い範囲にわたっています 23）。正確なデータを集めることは難しいため，それに代わ

る方法が考案されています（Box 2.4）。

妊産婦死亡率maternal mortality rate（MMR）とは，母親が出産もしくは妊娠・出産

に伴う合併症によって死亡するリスクを表わすものです。このように重要な統計であ

るにもかかわらず，正確な算出が困難なため，しばしば調査されないことがあります。

妊産婦死亡率は以下の式で計算されます。

妊産婦死亡率は，高所得国では 10万人当たり 3程度であるのに対し，低所得国で

は 1500以上にも及ぶところがあります 23）。しかし，これでも，貧困国における妊娠

出産に関連した死亡リスクの大きさを正確に反映しているとは言えません。

ある地域のある年における産褥に起因する母親の死亡数　
妊産婦死亡率＝

ある地域のある年における出生数　　　　　
（× 10n）

妊産婦死亡率

正確な死亡登録システムが存在しない場合には，世帯調査を行い，次のような質問に対す

る情報を集めることによって，乳児死亡率や小児死亡率を推定することができます。

「過去 2年間の間にお宅のご家庭で 5歳以下のお子さんが死亡されたことはありますか？」

もし，回答が「はい」であれば，続いて以下の３つ質問を行います。

● 「そのお子さんは，今から何ヵ月前に亡くなられましたか？」

● 「そのお子さんが死亡したのは生後何ヵ月のときでしたか？」

● 「そのお子さんは男の子でしたか，女の子でしたか？」

この調査で，その時点で生存している子どもの数や年齢についての情報を同時に集めるこ

とができれば，乳児死亡率や小児死亡率をかなり正確に推定することができます。正確な死

亡統計が存在しない場合には，こうした世帯調査を行うことによって，成人の死亡率の推定

を行うこともできます。

しかし，こうした世帯調査には，次のような問題もあります。

● 相手がいつのことを聞かれているのかを理解できない可能性がある。

● 出産直後に死亡した子どもが勘定に入れられていない可能性がある。

● 文化的な理由によって，女児よりも男児の数の方が多目に報告されることがある。

しかし，国によっては，この方法が唯一実施可能な方法であることもあります。低所得国

における乳児死亡率の測定は，保健計画を担当する人々が保健医療サービスのニーズを見積

もる上で特に重要です。さらに，小児死亡率の減少は，ミレニアム開発目標（Millennium

Development Goals，MDG）の目標の 1つでもあります（10章）。

Box 2.4 子どもの死亡に関する情報収集のための代替法
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成人死亡率 adult mortality rate とは，15歳から 60歳までの年齢層における人口

1000人当たりの死亡確率のことをいいます。成人死亡率は，生産年齢層の健康状態

の国家間格差を表わす 1つの指標です 24）。ほとんどすべての国で，成人死亡率は，女

性より男性で大きくなっていますが，国家間には大きな違いが認められます。日本で

は，この年齢層の死亡率は，10人に 1人（女性では 20人に 1人）に過ぎませんが，

アンゴラでは，3人に 2人（女性では 2人に 1人）にもなります（表 2.6）。

平均余命 life expectancyも，集団の健康状態の指標としてよく用いられます。平均

余命とは，各年齢層における現在の死亡率が将来も不変と仮定した場合に，ある年齢

の個人が生存できると予測される平均年数を意味します（注：ゼロ歳児の平均余命のこ

とを特に「平均寿命」といいます）。各国間の平均余命の違いを解釈するのは，そう簡

単なことではありません。用いられた方法によって，平均余命が影響を受けるからで

す。

世界全体としては，平均寿命は，1950～1955 年には，46.5 歳であったものが，

1995～2000年には，65.0歳に上昇しました（図 2.5）。しかし，サハラ以南アフリカ

では，主として AIDSの影響によって，平均寿命が減少しています。そして，旧ソ連

諸国でも同じ現象が生じており，15～ 60歳の年齢層の死亡率は 2人に 1人という状

平均余命

成人死亡率

表 2.6 一部の国々における成人の死亡率 25）

国名

高所得国
日本
カナダ
フランス
米国

中所得国
チリ
アルゼンチン
ペルー
インドネシア

低所得国
キューバ
スリランカ
アンゴラ
シエラレオーネ

男性

92
91

132
137

133
173
184
239

131
232
591
579

女性

45
57
60
81

66
90

134
200

85
119
504
497

15～ 60歳の死亡確率（人口1000人対）
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況になっています。これは，主として，アルコールやタバコの影響によるものです 26）。

平均寿命は，保健の総合的指標として用いられますが，この指標は，乳児期の死亡

に大きく左右されます。表 2.7は，一部の国々における平均寿命の例です。これらの

データは，既存の年齢別死亡率データが元となっているため，比較を可能とするため

に，補正が行われていますが，データの正確さには国家間で差があり，ジンバブエの

ように誤差の大きな国もあれば，完璧な死亡登録を持つ日本のように非常に誤差の小

さい国もあります。

これらのデータから，平均寿命には，国家間で大きな相違があることがわかります。

例えば，2004年に日本で生まれた女児は，86歳まで生きることが期待されますが，

ジンバブエで同じ年に生まれた子どもは，35歳前後までしか生きることができませ

ん。ほとんどの国で，平均寿命は女性の方が男性より大きくなっています 27）。

年齢調整死亡率 age-standardized（adjusted）death rateとは，その集団が，ある標

準集団と等しい人口構成を持っていると仮定して算出した標準化（調整）された死亡

率のことです。標準化には，直接法と間接法があります（Box 2.5参照）。年齢調整死

年齢調整死亡率

平
均
寿
命
（
歳
）

年

北アメリカ
ヨーロッパ
オセアニア
ラテンアメリカ・カリブ海沿岸諸国
アジア
世界

アフリカ

図2.5 平均余命の世界的動向，1950～ 200028）

表 2.7 一部の国々における男女の平均寿命 28）

国名

ジンバブエ

ロシア連邦

エジプト

中国

メキシコ

米国

日本

女性

34

72

70

74

77

80

86

男性

37

59

66

70

72

75

79

平均寿命（歳）
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亡率を用いれば，年齢構成の異なる国家間を比較することができます。標準化は年齢

以外について行うことも可能です。標準化は，年齢，人種，社会経済状態など死亡リ

スクに影響を与える基本的な要因の異なる集団間を比較する場合に必要となります。

標準化（調整）のために用いられる標準人口には，以下のものがあります。

● 瀬木世界人口 29）

● スウェーデン人口に基づくヨーロッパ標準人口

● WHO世界標準人口（2000～2025年の世界平均予測人口に基づく）30）

用いる標準人口によって，年齢調整死亡率の値は異なることになりますが（表 2.8），

一般には国の順番が入れ変わることはありません 30）。

年齢によって標準化すれば，罹病や死亡の頻度を比較する場合に年齢分布の違いの

影響を取り除くことができます。例えば，表 2.9に示したように心疾患の粗死亡率に

は国によって大きな違いがあり，フィンランドとブラジルでは約 3倍もの開きがあり

ます。しかし，これを標準化して比較すると差はなくなってしまいます。同じように，

米国の粗死亡率はブラジルの 2倍ですが，年齢調整死亡率に直すと両国の差はなくな

年齢調整率を計算する方法には，間接法と直接法があり，後者がよく用いられ

ています。これは，標準人口を用いる方法です。

間接法では，比較しようとする人口における年齢階級別の率を標準人口に当て

はめて，期待数を算出します。これらの調整法は，死亡率にも罹病率にも用いる

ことができます。標準人口はどれを用いても構いませんが，低所得国と高所得国

を比較する場合には問題が生じることがあるので注意が必要です。

調整法についてもっと詳しく勉強したい人は，“Teaching health statistics: lesson

and seminar outlines”31）を参照してください。

Box 2.5 直接法及び間接法を用いて調整された疾病統計

表 2.8 直接法を用いて計算された呼吸器系感染による男性の年齢調整死亡率： 3つの異なる
標準人口を用いて調整した場合の5つの国の比較 30）

国名

オーストラリア

キューバ

モーリシャス

シンガポール

トルクメニスタン

年齢調整率（10万人対） 年齢調整率による順位
瀬木人口 ヨーロッパ

標準人口
WHO
世界人口

6.3

27.2

45.2

71.9

114.2

10.1

44.2

72.6

120.8

87.9

7.9

34.6

56.6

93.3

91.2

瀬木人口 ヨーロッパ
標準人口

WHO
世界人口

5

4

3

2

1

5

4

3

1

2

5

4

3

1

2
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ります。したがって，これらの国々に見られる差異は，粗死亡率で見られるほど顕著

なものではないということになります。

例えば，高所得国では，低所得国や中所得国に比べて，高齢者の人口割合が高く，

高齢者では，心血管疾患の頻度が若い年齢層より高率ですが，こうした違いが標準化

によって取り除かれるわけです。当然のことながら，上記の死亡率データは，死因に

ついてのデータの質に影響を受けます。

罹　　病

死亡率は，致死率の高い疾患には適した指標ですが，精神疾患，あるいは筋骨格系

疾患，リウマチ性関節炎，水痘，流行性耳下腺炎といった致死率の低い疾患には向き

ません。このような疾患には，死亡率よりも罹病率morbidityが指標として有用です。

罹病のデータは，死亡率に変化が見られた場合に，その理由を明らかにするのに役

立ちます。なぜなら，死亡率は，罹病率と致死率の影響を受けるからです。例えば，

多くの先進国で最近観察されている心血管疾患の死亡率の減少は，発生率の低下（1

次予防の効果）と致死率の低下（治療の向上）のいずれか，もしくはその両方による

可能性があります。集団の年齢構成は時間とともに変化するため，罹病率や死亡率の

経時変化を分析する場合には，年齢調整を行わなければなりません。

罹病データとしては，他に以下のものがあります。

● 病院の入退院数

● 外来や 1次医療施設における受診者数

● 専門医療受療者数（例：外傷の治療）

● 疾病登録（がん，先天性奇形など）

これらのデータは疫学的に利用しやすくかつ情報的価値の高いものでなくてはなり

ませんが，個人情報保護の関係で，診療記録が疫学研究に利用できない国もあり，ま

た，データが診断や個人の特性ではなく，病院管理や経営関係に偏っている場合には，

データの疫学的価値は低い可能性があります。入院率は，罹病率以外にも，利用可能

病床数，入院基準，社会的要因などの影響を受けます。

行政的に集められている罹病データには問題が多いため，罹病に関する疫学研究で

表 2.9 3 ヵ国における心血管疾患の粗死亡率と年齢調整死亡率（10万人対）
（男性＋女性），2002

国名

ブラジル

フィンランド

米国

粗死亡率

79

240

176

年齢調整死亡率

118

120

105
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は，より信頼性の高いデータを得るために，特別に作成した質問票やスクリーニング

法などを用いて新たにデータが収集するのが普通です。

疫学では，疾病だけではなく，疾病の結果として生じる損傷，障害，ハンディキャ

ップなども研究対象となります。これらは，WHO の国際機能・障害・健康分類

（International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF）32）によって定義さ

れています。ICFは，人々の健康状態を分類するために開発されたもので，身体面

（損傷），個人の行動面（障害），社会的側面（ハンディキャップ）から健康状態が分

類されています。そして，こうした健康状態は，何らかの状況に関連して生じるもの

であるため，ICFには環境要因のリストも用意されています。ICFは，健康状態に関

するアウトカムを測定する上で優れた手段であり，臨床医学，保健医療サービスや健

康に関する調査など，個人レベル，集団レベルを問わず，様々な目的に用いることが

できます。

ICFでは健康状態のアウトカムは以下の 3つに分類されています。

● 損傷 impairment：心理学的，生理学的，解剖学的な構造や機能の損失や異常。

● 障害 disability：（損傷の結果として起こった）人間として正常と考えられる

範囲の活動を行う能力の喪失や不全。

● ハンディキャップ handicap：損傷や障害の結果，その個人が「正常な」役割

（注：年齢，性，社会的要因や文化的要因によって異なる）を遂行できなくなる

（できにくくなる）ために生じる不利益。

これらのアウトカム間の関係を具体例について示したのが Box 2.6です。障害の存

在率（有病率）の測定は簡単ではありませんが，急性疾患や致死的疾患が減少しつつ

あり，障害を抱えた高齢者が増加しつつある社会では，その測定の意義が高まりつつ

あります。

健康の決定要因

健康の決定要因とは，一般には，健康や疾病の背景となる社会的，経済的，文化的，

健康の決定要因，指標，リスクファクター

障　　害

疾病 →　　損傷 →　　障害 →　　ハンディキャップ

ポリオ　　　　 下肢麻痺　　　　　 歩行不能　　　　 非雇用

脳損傷　　　　 軽度知的障害　　　 学習困難　　　　 社会的孤立

Box 2.6 非致死性の健康アウトカム評価の概念分類
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環境的要因のことをいい，そのほとんどが保健分野外にあります 33～35）。

健康指標

健康指標 health indicatorとは，社会における人々の健康状態を直接に反映する，も

しくは健康状態に関連の深い指標で，WHOは上述した死亡や罹病に関する指標を含

め，50の健康指標を指定して毎年新しいデータを発表しています 25）。健康指標は，

社会開発の指標を計算する際にもその構成要因として用いられています。その最もよ

い例が，人間開発指標（Human Development Index）で，経済的開発，識字率，教育，

平均寿命などを組み合わせて算出され，毎年，この指標について各国の順位が発表さ

れています。

リスクファクター

リスクファクターとは，疾病の起こりやすさと関連を持つ個人的な特性，習慣，曝

露などを意味する言葉です。通常，リスクファクターには変化が可能なものが多いた

め，それを改善することが疾病の起こる確率を減らすことにつながります。これらの

介入の効果は，同じ方法で測定を繰り返すことによって評価することができます

（Box 2.7参照）。

リスクファクターには，喫煙，飲酒，食事，身体的活動，血圧，肥満などがあります。リ

スクファクターは疾病の罹患リスクの推定に役立つため，集団レベルでの測定には重要な意

味があります。

例えば，喫煙は，自己報告（喫煙する／しない），喫煙本数，生物学的マーカー（血漿コ

チニン）などで測定することができます。しかし，研究同士を比較することは容易ではあり

ません。なぜなら，リスクファクターや臨床的アウトカム（例：糖尿病，高血圧）の測定に

用いる，方法，技術，基準，あるいは研究対象集団が研究間で異なることが多いからです。

こうしたことから，リスクファクターの測定を世界的に標準化しようとする努力が行われて

きました。

1980年代と 1990年代に行われたWHOのMONICAプロジェクトがその例であり 36，37），

最近では，WHOの STEPSプロジェクトにおいて，集団レベルでのリスクファクター測定の

標準化を促進するために，その方法や必要な資材が提供されています 38，39）。STEPに準拠す

れば，既知の交絡要因についてそれぞれの国のデータを補正して，国際的な比較を行うこと

が可能となります。こうした標準化は，各国が経年的に調査を実施していく上でも必要なこ

とです。リスクファクターの割合が時間に伴って変化する場合には，動向を評価する上では，

標準年に調整することが必要となります。

Box 2.7 リスクファクターの測定
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保健行政においては，長期展望を立てる必要がある一方で，当面問題となっている

疾病への対策も行わなければなりません。そうした意思決定を行うためにまず必要な

ことは，集団中に存在する疾病の影響を定量的に測定することです。ここでいう影響

には，単に死亡という事象だけではなく，その疾病によって不健康な状態におかれる

時間の長さも含まれます。そうした指標があれば，「疾病負荷 burden of disease」を共

通の単位で測定することができるため，集団間の比較が可能となります。また，それ

を用いて，集団の健康状態を定期的にモニタリングすることができれば，対策が必要

なタイミングを知ることもでき，迅速な対応が可能となります。死亡率だけでは，疾

病が集団の健康に与える影響の全体を知ることはできません。

以下にあげる指標は，命の長さに「生活の質 quality of life」の概念を組み合わせた

ものです。

● 潜在的損失生命年数 years of potential life lost （PLL，早死によって失われる生

命年数）

● 健康平均余命 healthy life expectancy （HALE）

● 障害のない平均余命 disability-free life expectancy （DFLE）

● 質調整生命年数 quality-adjusted life years （QALYs）

● 障害調整生命年数 disability-adjusted life years （DALYs）

障害調整生命年数

WHOによる世界疾病負荷プロジェクト（Global Burden of Disease project）40）では，

早死と障害の影響を組み合わせた健康指標の開発に取り組み，主な致死性疾患の社会

への影響と非致死的な障害の社会への影響を 1つの指標によって比較できるようにし

ようとしました。このプロジェクトで開発されたのが，障害調整生命年数（DALYs）

で，DALYsには以下の指標が統合されています。

● 損失生命年数 years of lost life （YLL）：各年齢における死亡数に当該年齢の世

界標準余命を掛けて合計したもの。

● 障害による損失年数 years lost to disability（YLD）：疾病（注：傷害と病気を含

む）の発生数にその疾病の罹病期間とその疾病の重篤度を反映する重み付け係

数（0［完全に健康］から 1［死亡］の間の値をとる）を掛け合わせたもの。

1 DALYとは，「健康な生存年」が 1年失われたことに相当し，この指標を用いて

測定された疾病負荷とは，すべての人が高齢まで障害なく生存するという「理想的」

な状態と現実の状態との間のギャップを意味することになります。理想寿命としては，

女性では平均寿命が 82.5歳，男性では 80.0歳という値が用いられています 40）。

実際の標準的 DALYの計算には，最近の WHOの世界保健報告（World Health

集団の健康に関するその他の指標
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Reports）に見られるように，時間割引（訳注 1）と年齢別加重（訳注 2）が加味されま

す。年齢別加重と時間割引を行った場合，幼児死亡には 33 DALYsが，5歳から 20

歳の間の死亡には約 36 DALYsが与えられます。したがって，3300 DALYsの疾病負

荷は，100人の幼児死亡に相当することになります。また，これを失明という障害に

換算してみると，3300 DALYsは 5500人の 50歳の人々が 1年間失明することで失わ

れる DALYsに相当します（障害加重＝ 0.6）。

DALYsはもともと世界銀行の保健分野での投資戦略や，保健分野における国際的

な研究や対策の重点分野を明確にする目的で開発されたものです 41）。様々な病因やリ

スクファクターに対する DALYsの分析を通して，様々な分野の疾病予防の相対的重

要性について，新しい観点が生まれてきました 42）。

疾病の発生の比較

疾病などの健康状態の頻度を測定することは，疫学の第１ステップに過ぎません。

次に行うことは，リスク要因への曝露の度合の異なる集団間でそれを比較することで

す。この場合，一般には，曝露されていない集団を対照群として用います。曝露群の

中でも曝露の程度や曝露期間が異なることがあります（9章参照）。その場合，個人

の曝露の総量を用量 doseと呼びます。疾病の頻度を比較することによって，ある要

因への曝露が健康に影響を与える危険度（リスク）を見積ることができます。比較に

は，比と差と割合が用いられ，その値によって曝露とアウトカムとの間の関連の強さ

や曝露のインパクトの大きさを測定することができます。

リスク差

リスク差 risk difference（絶対リスク absolute risk）は，過剰リスクとも呼ばれ，曝

露群と非曝露群との間の「発生率の差」を意味します。リスク差は，曝露によって生

じる公衆衛生的影響の絶対的大きさを表わします。例えば，表 2.4を見ると，喫煙女

性と非喫煙女性間での脳卒中発症のリスク差は，10万人年当たり 31.9となります

（49.6－ 17.7＝ 31.9）。2つ以上の集団を比較するときには，目的とするリスクファク

ター以外では，集団同士が極力類似していることが重要です。集団間に，年齢，性別

などに大きな違いが存在する場合には，比較をする前に調整しなくてはなりません。

訳注 1：時間割引 time-discounting：将来になってから得られる利益は現在得られる利益よ

りも割り引くという，経済学の利子に相当する概念を，余命損失にも導入したもの。

訳注 2：年齢別加重 non-uniform age weights：死亡による価値に年齢別に異なる値を与える

ために導入される重み付けで，若年期に高く，幼児期や高齢期に低くするという凸

型の曲線の関数が用いられる。

絶対リスク
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リスク比

リスク比 risk ratio（相対リスク relative risk）とは，ある要因に曝露された人々と曝

露されなかった人々におけるある疾病の発生率の比を意味します。表 2.4のデータで

は，喫煙女性と非喫煙女性における脳卒中のリスク比は 2.8（49.6/17.7）となります。

リスク比は，リスク差よりも関連 associationの強さのよい指標となります。その理

由は，リスク比が，比較対照する発生率（以下，基礎発生率という）を分母とする

「比」として表現されているからです。リスク差と異なり，リスク比は基礎発生率の

大きさに影響を受けるため，リスク差が等しい集団間でも，基礎発生率の違いによっ

てリスク比が大きく異なる可能性があります。リスク比は，ある要因と疾病の間の関

連が因果関係 causationを意味するかどうか，その確からしさの目安として用いられ

ます。例えば，長期間の高度喫煙者と非喫煙者の間の肺がんのリスク比は，約 20に

もなります。このリスク比は非常に高く，この関連が偶然である可能性は小さいこと

を示唆しています。もちろん，リスク比が小さくとも因果関係の存在が否定されるわ

けではありませんが，その場合には他の説明の可能性を含めて慎重な解釈が必要とな

ります（5章参照）。

寄与リスク割合

寄与リスク割合 attributable risk percent（寄与割合 attributable [etiologic] fraction）と

は，ある要因への曝露によって発生したと考えられるある疾病の症例数が，同じ期間

に発生したその疾病の全症例に占める割合のことをいいます。寄与リスク割合は，リ

スク差を曝露群における発生率で割って算出されます。表 2.4の例では，喫煙者にお

ける脳卒中発症に対する喫煙の寄与リスク割合は，100×（49.6－ 17.7）/49.6＝

64％となり，喫煙によって脳卒中の発生率が 64％増加したことを意味します。

ある要因への曝露がある疾病の原因である場合，寄与リスク割合は，その疾病の発

生率の中で，その病因への曝露を除去することによって減少させうる割合を意味して

います。上記の例では，喫煙が病因で，かつ除去可能であるとすれば，喫煙を除去す

ることによって女性喫煙者の脳卒中の発生率（リスク）を 64％減少させうると考え

られます。寄与リスク割合は，公衆衛生の重点対策を決める上で役立ちます。例えば，

喫煙と大気汚染は，いずれも肺がんの原因と考えられていますが，通常，喫煙の寄与

リスク割合は大気汚染よりもはるかに大きい値になります。大気汚染が肺がんの主要

な原因となるのは，喫煙率が極めて低く，室内外の大気汚染が高度な社会だけです。

現実には，ほとんどの国において，肺がんの予防対策としては喫煙のコントロールが

最優先の課題となります。

リスク割合

相対リスク



412章　健康と疾病の測定指標

人口寄与リスク割合

人口寄与リスク割合 population attributable risk percentとは，集団全体（リスクファ

クターへの曝露者と非曝露者を含む）におけるその疾病の発生率の中で，そのリスク

ファクターに起因する部分の割合のことをいいます 11）。集団全体として見た場合のそ

の曝露の重要性を判断するときに役立ちます。これは言いかえれば，その曝露が取り

除かれた場合に，集団全体から減少するその疾病の割合であるということもできます。

人口寄与リスク割合は以下の式から推定することができます。

Ip：集団全体におけるその疾病の発生率（注： Iは incidence，pは populationより）

Iu：集団の中でそのリスクファクターに曝露されていない群におけるその疾病

の発生率（注： uは unexposedより）

以上，本章では，集団の健康状態の測定に役立つ様々な指標について論じてきまし

た。3章では，研究デザインの観点から，これらの指標にも触れていくことにします。

2.1 疾病頻度の指標の中で主なものを 2つあげてください。また，それらはどのよ

うな関係にありますか？

2.2 インシュリン非依存性の糖尿病の頻度を集団間で比較する指標として，存在率

（有病率）は有用ですか？表 2.2に示された糖尿病の存在率（有病率）の集団間

の格差については，どのような理由が考えられると思いますか？

2.3 表 2.4の例で，喫煙者の人口寄与リスク割合はいくらになりますか？

2.4 集団間で疾病頻度を比較する場合には，どのような指標が用いられますか？ま

た，それらの指標からはそれぞれどのような情報が得られますか？

2.5 受動喫煙と肺がんリスクの関係では，リスク比は小さいにもかかわらず，人口

寄与リスク割合はかなり大きくなります。その理由を説明してください。

2.6 標準人口を用いて集団の率を標準化（調整）する主な理由を述べてください。

2.7 自分の国のどこで単位人口当たりのがん死亡が特に高いかを知るためには，粗

死亡率と年齢調整死亡率のどちらを用いるのがいいと思いますか？

2.8 コートジボアールにおける人口 10万人対の全がん粗死亡率は 70.5で，人口調整

死亡率は 160.2です。この 2つ値の間の大きな違いの理由は何だと思いますか？

2.9 日本における人口 10万人対の全がん粗死亡率は 241.7で，コートジボアールに

おける人口 10万人対の全がん粗死亡率は 70.5です。このことから，日本の死亡

率はコートジボアールよりも高いと言えますか？

学習課題

Ip－ Iu

人口寄与リスク割合＝ Ip
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観察的研究と実験的研究

疫学研究は，観察的研究と実験的研究に大別されます。最も一般的に使われている

研究のタイプを，研究対象となるユニットや別名とともに，表 3.1に示しました。こ

の表の左端に示した名称を本書では使用しています。

観察的研究とは，現象をあるがままに観察し，それを測定するタイプの研究であり，

現象を変化させるために介入（人為的操作）を加えることはありません。観察的研究

は，さらに記述的研究と分析的研究に分けられます。

● 記述的研究とは，集団の健康状態を統計的に記述する研究で，しばしば疫学研

究の第 1ステップとして行われます。

● 分析的研究は，その次ぎの段階として，その健康状態を規定する要因を分析す

るための研究です。

しかし，最も単純な記述的研究を除けば，ほとんどすべての疫学研究は本質的に分

析的であるということができます。純粋な記述的研究はまれですが，保健統計に見ら

れる記述データは疫学研究にとって，情報の宝庫とさえ言えるものです。

症例研究のように，患者の特徴をコントロールと比較することなく記述する研究も

あります。エビデンスとしては最も低い位置付けになりますが，しばしば，それがそ

観察的研究
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● 適切な研究デザインを選ぶことは，疫学研究で最も大切なステップです。

● それぞれの研究デザインには，長所もあれば弱点もあります。

● 疫学者は，バイアスや交絡のあらゆる可能性を考え，それらをできる限り減らすよう

に努力しなければなりません。

● 倫理的な問題は，疫学においても他の科学分野と同じように重視されます。

学習のポイント

研究デザイン

Chapter

3



の後のより本格的な疫学研究のきっかけとなることがあります。例えば，Gottliebら

は 1981年に 4人の若い男性が珍しいタイプの肺炎（注：ニューモシスティス肺炎）に

かかっていることを報告しましたが，それが，後に AIDS（後天性免疫不全症候群），

として知られるようになったその疾患の世界最初の報告となり，その後の本格的な疫

学研究の道を開くことになったのです。

実験的研究（＝介入研究）とは，疾病の発症に関わる要因（例：曝露や行動）を変

化させたり，治療を行うなど，積極的に現象を変える試みを行って，その効果を評価

するタイプの研究で，文字通り他の「科学実験」と似ている研究デザインです。しか

し，科学実験とは異なり，実験的研究では，調査対象となる人々の健康が危険にさら

される恐れがあるため，研究には様々な制約が伴います。

主な研究デザインとしては，以下のものがあります。

● ランダム化比較試験

● フィールドトライアル（野外試験）

● コミュニティートライアル

疫学研究を実施するに当たっては，調査対象とする疾病について明確な定義が必要

です。つまりどのような症状，兆候，特徴がある場合にその疾病と判断するのか，そ

の基準を明確にしておかねばなりません。同様に，被曝露者についても明確な定義が

必要であり，その中には，どのような場合に曝露があったと判断するかについて，そ

のあらゆる特徴を明確に規定しておく必要があります。疾病や曝露の定義が曖昧であ

ると，疫学研究から得られたデータの解釈に大きな支障をきたす可能性があるからで

実験的研究
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表3.1 疫学研究のタイプ

タイプ 別名 研究対象となるユニット

観察的研究

記述的研究

分析的研究

生態学的研究 相関研究 集団（地域や国）

横断研究 存在率（有病率）研究 個人

ケースコントロール研究 個人

コホート研究 追跡研究 個人

実験的研究

ランダム化比較試験 臨床試験 個人

クラスター・ランダム化比較試験 集団

フィールドトライアル

コミュニティトライアル コミュニティ介入研究 健康者の集団



す。

観察的研究

社会の健康状態に関する単純な記述統計は，2章で示したような行政的にルーチン

に集められるデータや特別な調査から得られたデータに基づいて行われ，しばしば疫

学研究の第 1ステップとなります。多くの国で，この種の調査は，国立の保健統計セ

ンター（訳注：日本では厚生労働省統計情報部）などで実施されています。純粋な記述

的研究では，曝露と健康事象との関連を分析することはなく，死亡統計が主として用

いられ，ある特定の期間あるいは様々な国や地域における性，年齢，民族別の死亡の

パターンが調べられます。

図 3.1は記述データの例で，18世紀中期以降のスウェーデンの妊産婦死亡率の変化

を示したものです。図には，10万出生当たりの妊産婦の粗死亡率が示されています。

こうしたデータは，何がこの死亡率の全般的低下をもたらしたのかを検討する上で重

要な情報となります。また，1860年代と 1870年代に生じた一時的な妊産婦死亡率の

上昇が，若い女性におけるどのような生活環境の変化によるものかなどを検討するこ

とは疫学的に興味深いテーマです。事実，この時代はスウェーデンにおいて貧困が深

刻だった時代であり，ほぼ 100万人のスウェーデン人が移民として米国に出ていった

時代でした。

記述的研究
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図 3.1 スウェーデンにおける妊産婦死亡率，1750～ 19752）



図 3.2は，死亡統計に基づいて，6ヵ国における心疾患の死亡率の変化を比較した

ものです。それによると，過去 30年間に，オーストラリア，カナダ，英国，米国な

どで，心疾患の死亡率が最大 70％減少したことがわかります。しかし，同じ時期に，

ブラジルやロシアなどでは，変化がないか，もしくは逆に上昇しています 3）。こうし

た違いの背景を知るためには，これらの国々の間での死亡証明書の違い（例：記載事

項や死因の定義など），脳卒中の発生率や致死率の変化，リスクファクターの変化の違

いなどについての情報が必要です。

生態学的研究 ecological studies（＝相関研究）からも，疫学研究の仮説が得られる

ことがあります。生態学的研究では，分析の単位は「集団」であり個人ではありませ

ん。例えば，ニュージーランドのいくつかの州で，喘息死亡者数の不自然な増加とあ

る抗喘息薬の平均販売数との間に関係があることが見出されました 4）。そうした事実

が観察されたら，次に行うべきことは，その関係が，その薬を飲んだ人と飲まなかっ

た人では喘息の重症度が異なるといった，何か他の要因の交絡による可能性がないか

どうかを検討しなければなりません。

生態学的研究には，同じ時点で異なる集団を比較するタイプ（集団間比較研究）と，

同じ集団を異なる時点で比較するタイプ（時系列研究）の 2種類があります。時系列

研究には，集団間比較研究で問題となる，社会経済的要因の交絡を減らすことができ

るという利点があります。日を単位とした時系列研究（図 3.3）のように，時間間隔

が非常に短い場合には，交絡はほとんどゼロとみなすことができます。

生態学的研究（相関研究）は，実施は比較的容易ですが，その結果の解釈は必ずし

生態学的研究
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も容易ではありません。なぜなら，様々な要因が関係する中で，目的とする関連がど

の要因によって生じたのかを直接確かめることが，この種の研究ではほとんど不可能

だからです。生態学的研究では，一般には，他の目的で集められた既存のデータが用

いられます。したがって，曝露の程度の違いや社会経済的要因に関する情報は入手で

きないこともあります。また，この種の研究では解析のユニットが集団であるため，

そこで見出された曝露と健康事象との関係をそのまま個人に当てはめるわけにはいき

ません。生態学的研究の１つの魅力は，特性の異なる様々な集団からのデータを利用

できることや様々なデータを分析に用いることができることです。

フランスで 2003年に生じた熱波では，大気汚染の悪化も一部影響したと考えられ

ますが，気温の上昇と死亡率の増加の間に強い関連が認められました（図 3.3）。死亡

率の増加は，主として高齢者に認められ，直接の死因としては，心臓もしくは肺の疾

患が記録されています。

生態学的研究で得られた結論を，不用意に個人に当てはめると，生物学的錯誤 eco-

logical fallacyと呼ばれる誤りが生じます。これは，集団レベルである変数間に関連が

見られたとしても，同じ関連が必ずしも個人レベルで存在するとは限らないからです

（2章）。図 3.4で示したものは，生態学的錯誤の例と考えられる例です。ここでは，

新生児死亡や妊産婦死亡と熟練した助産師の不在との関連が示されています 6）。熟練

した助産師の不在以外の多くの要因がこれらの死亡に影響しているのは言うまでもな

生態学的錯誤
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図3.3 2003年のパリの猛暑と死亡の関係 5）

過
剰
死
亡
数

気
温(

℃)

日

最高気温

最低気温



いことでしょう。しかし，こうした生態学的研究は，限界はあるとは言え，それは，

その後のより精緻な疫学的研究の貴重な出発点となることがあります。

横断研究では，疾病の存在率（有病率）が測定されるため，しばしば存在率研究

（prevalence study，有病率研究）とも呼ばれます。横断研究では，アウトカムと想定

される事象と曝露の測定が同時点で行われるため，かりに両者間に関連が存在しても，

その解釈は必ずしも容易ではありません。一番問題となるのは，その曝露がアウトカ

ムが発生する「前に」起こっていたのか「後に」起こっていたのかということです。

もしも，曝露がアウトカムが発生する「前に」起こっていたことが明らかであれば，

横断研究のデータをコホート研究のデータのように解釈することができます。

横断研究は，実施が比較的容易で費用も比較的少なくて済むため，民族，性別，血

液型など固定的な個人の特性と健康事象との関連を調べるのによく用いられます。ま

た，流行が突然勃発した際には，（原因の可能性のある）いくつかの曝露要因の頻度

を横断的に調査することが，原因究明の第一歩となります。横断研究のデータは，集

団中にどれほどの保健医療のニーズがあるかを評価するのにも役立ちます。また，ラ

ンダムサンプルを用いた横断調査を，期間を置いて同じ方法で繰り返し実施すること

ができれば，時間経過に伴う動向を把握することができます 7，8）。

当然のことですが，どういう調査を行う場合でも，目的が明確でなくてはなりませ

横断研究
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熟練した助産師の介助のない出産の割合（%）

妊産婦死亡率（1万出生対）

新生児死亡率（1万出生対）

ヨーロッパ 米州 a） 西太平洋 西太平洋
（中国を除く）

東地中海 b） 南東アジア
（インドを除く）

東南アジア アフリカ

a）南・北アメリカ大陸，カリブ海・カナダ北部等を併せた地域
b）北アフリカ諸国，スーダン，ジブチ，ソマリアと中東を併せた地域

図3.4 新生児死亡率と妊産婦死亡率と熟練助産師の介助の関係 6）



ん。そして，調査が妥当性の高いものであるためには，優れた質問票を開発し，適切

な対象を選び，適切なサンプルサイズや高い回収率を確保する必要があります。

多くの国で，個人の属性，健康状態，疾病，健康に関連する生活習慣などを調べる

ために，代表性のあるサンプルを用いた，定期的な横断研究が行われており，疾病や

健康状態の頻度と，属性（例：年齢，性，民族）や生活習慣との関連が調べられてい

ます。慢性疾患のリスクファクターについての横断的研究は，非常に多くの国で行わ

れてきました（Box 3.1）。

ケースコントロール（症例対照）研究は，実施が比較的容易で，コストも少なくて

済むため，疾病の原因，それも特に「まれな」疾病の研究に有用な方法です。ケース

コントロール研究では，目的とする疾病（もしくは何らかのアウトカム）を有する

人々（ケース群）とコントロール群（比較群，もしくはレファレンス群）を設定し，

その疾病の原因と思われる要因への曝露の頻度を，ケース群，コントロール群で比較

します。ここで重要なことは，曝露に関して集められる情報は，疾病が発生する「以

前」のものであるという点です。

ケースコントロール研究は，横断研究ではなく，基本的に縦断研究 longitudinal

studyに分類されます（図 3.5）。ケースコントロール研究は，後ろ向き研究 retrospec-

tive studyとも呼ばれることもあります。それは，この研究デザインが，現在の患者

を出発点として，過去に遡ってその原因を調べようとするからです。しかし，これは

混乱を招く用い方です。なぜなら，「前向き prospective」，「後向き retrospective」とい

う用語は，現時点から見て，新たなデータを集めるのか，過去のデータを集めるのか

ケースコントロール研究
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WHO Global InfoBase（http://infobase.who.int）は，186ヵ国からの，慢性疾患と

そのリスクファクター（肥満，血圧，コレステロール，飲酒，喫煙，果物・野菜

摂取，運動不足，糖尿病）に関する情報の収集，蓄積，発信を行うために作られ

たデータベースです。InfoBase は，保健医療の専門家や研究者に対して，慢性疾

患のリスクファクターに関する情報を提供するために，2002年に作成されました。

このサイトからは，出典が明確なデータとそれに用いられた調査方法に関する完

全な情報を入手することができます。

このサイトでは以下のようなことが可能です。

● WHO推定値を用いてあるリスクファクターについて国家間を比較する。

● 国別のページで最新の最も代表性のあるデータを表示させる。

● あるリスクファクターについてすべての国の調査データを検索する。

Box 3.1 WHO Global InfoBase



という意味にも用いられることがあるからです。この意味で言えば，ケースコントロ

ール研究は，データがすべて過去に関するものであるという意味では，「後向き」で

すが，データがリスクファクターとアウトカムの時間的順序を想定して集められると

いう意味では，「前向き」であるとも言えるのです。

ケースとコントロールの選択

ケースコントロール研究は，まずケース群を選ぶことから始まりますが，ケース群

は，研究対象とする患者集団を代表するサンプルでなければなりません。ケースは，

疾病を有していることを基準として，コントロールは，疾病を有していないことを基

準として選択されます。集団をベースとするケースコントロール研究で，最も重要で

かつ難しいのは，コントロールをどのように効率よくリクルートするかということで

す 9）。さらに，ケース群とコントロール群の選択は，研究対象とする要因の曝露と無

関係でなければならず（注：例えば，喫煙と肺がんの関係を調べようとする時に，喫煙の

有無を条件にケースやコントロールを選ぶと，喫煙と肺がんの関係はわからなくなってしま

います。），また曝露の測定は両群で同じ方法で行われる必要があります。ケースやコ

ントロールには，あらゆる層の人々を含める必要はなく，研究の目的に応じて，高齢

者，男性，あるいは女性に限るなど，層を限定して行うことも可能です。

コントロールは，そのケース群が発生してきた背景となる集団を代表するものでな

くてはなりません。ケースは新規症例 incident casesに限ることができれば理想的で

す。なぜなら，現有症例 prevalent cases（新規症例と既存症例がミックスしたもの）
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図3.5 ケースコントロール研究のデザイン
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（対象疾病を有しない人）
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訳注：前向き，後ろ向きという用語は混乱しているので，ケースコントロール研究には用

いない方が無難です。



を用いると，病因となる因子と予後を延ばす因子の影響が入り混じる可能性があり，

それを区別することができなくなるからです。ケースコントロール研究では，現有症

例がよく用いられる傾向がありますが（例えば，先天奇形に関するケースコントロー

ル研究），新規症例を用いた場合と既存症例を用いた場合で，結果に差がないかどう

かを確認しておくことが大切です。ケースコントロール研究では，疾病の相対リスク

を推定することができますが（注：その疾病の発生頻度が低い場合），一般にはその疾

病の発生率そのものを知ることはできません。

曝露

ケースコントロール研究で重要なことは，研究対象とする要因への曝露の開始時期

と曝露期間を，ケースとコントロールでどのように決定するかということです。ケー

スコントロール研究では，患者の曝露状況に関するデータは，疾病が発生した後に集

められることが多く，患者に直接質問するかあるいは親戚や友人から収集されます

（Box 3.2）。しかし，このような場合には，疾病に罹った経験や，相手が研究の意図

（仮説）を察知することによって，回答が影響を受けることがあるので注意が必要で

す。

表 3.2は，ケースコントロール研究の例で，パプアニューギニアの研究者が，壊疸

（えそ）性腸炎の患者（ケース）と非患者（コントロール）の肉の摂取歴を比較した
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古典的なケースコントロール研究の例としては，1959～ 60年に西ドイツにお

いて四肢欠損症とサリドマイドとの関連を発見した研究があります。この研究は

1961年に行われ，四肢欠損症の子どもたち（ケース）と正常な子どもたち（コ

ントロール）が比較されました。その結果，四肢欠損症児の母親 46人のうち，

41人が妊娠の 4～ 9週にサリドマイドを服用していたのに対し，正常児 300人

の母親には，その時期にサリドマイドを服用していた人は 1人もいないことが判

明しました 10）。この研究では，服用の正確な時期の把握が非常に重要な情報とな

りました。

Box 3.2 サリドマイド

表3.2 パプアニューギニアにおける肉の消費と壊疽性腸炎の関連 11）

曝露（最近の肉の摂取の有無）
あり　　　　なし　　　　合計

疾患（壊疽性腸炎） あり 50 11 61

の有無 なし 16 41 57

合計 66 52 118



ものです。肉の摂取歴を有する人の割合は，ケースの方がコントロールよりも大きい

ことがわかります（50/61 vs. 16/57）11）。

曝露量の推定に，生物学的マーカー（例：血中の鉛濃度や尿中のカドミウム濃度）が

用いられることもありますが，必ずしも過去の曝露を正確に反映しないことがあるの

で注意が必要です。例えば，1～ 2歳の子どもは鉛曝露に対する感受性が最も高いこ

とが知られていますが，それを 6歳時点での血中鉛濃度で代用することはできません。

こうした問題は，正確な曝露データが既存の記録から入手できる場合（例：定期的な

臨床検査データや労働者の雇用記録）には回避することが可能です。あるいは，後述す

るコホート内ケースコントロール研究のように，曝露データを疾病の発生前に収集す

ることができれば，この問題は避けることができます（Box 3.3）。

オッズ比

ケースコントロール研究においては，疾病と曝露との関連は，オッズ比 odds ratio

（OR）という値で評価されます。オッズ比とは，ケース群における曝露のオッズをコ

ントロールにおける曝露のオッズで割った値です。

表 3.3の例では，オッズ比の計算は以下のようになります。

この結果から，最近の肉の摂取歴は，ケース群の方が，コントロール群よりも，

11.6倍高いということになります。

疾病が希な場合は，オッズ比は，リスク比をよく近似する値となります。オッズ比

がリスク比のよい近似値であるためには，ケースとコントロールは，曝露に関して一

般集団をよく代表するものでなくてはなりません。しかし，ケースコントロール研究

50 16 （50× 41）
OR＝

11
÷

41
＝
（11× 16）

＝ 11.6
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化学物質による長期間の健康影響に関する事例としては，1984年に起きたイン

ドのボパールの殺虫剤工場周辺住民に生じた凄まじい中毒事件が有名です 12）。こ

の事件では，生産工程の中間物質であるメチルイソシアネートがタンクから漏れ

て，その蒸気が回りの住宅地に流れ出し，50万人もの人々が曝露しました。その

結果，最終的に 2万人が死亡する大惨事となりました。しかし，今なお 12万人

もの人々が直接の曝露やその後の汚染による健康障害によって苦しんでいます。

急性影響については，横断調査で容易に調査することができましたが，もっと微

妙な慢性影響や長い潜伏期間の後に発生する影響（遅発効果）などについては，

コホート研究によっていまだに調査が続けられています。

Box 3.3 中毒の遅発効果：ボパールの例



では疾病の発生率を知ることはできないため，リスク差を計算することはできません。

オッズ比を提示するときには，その信頼区間も一緒に示す必要があります（4章）。

コホート研究とは，追跡研究あるいは発生率研究 incidence studyとも呼ばれ，疾病

を有しない人々の群（コホート）を設定し，それらの人々をある要因に対する曝露の有無

によってグループ分けした後に，一定期間追跡するというタイプの研究です（図 3.6）。

コホート研究では，調査対象とする要因を決めてまずそれを測定し，次いで，ある期

間コホートを追跡して，その要因への曝露のある群とない群で，疾病（あるいは他の

アウトカム）の発生がどのように異なるかを観察します。曝露と疾病のデータが異な

る時点で収集されるため，コホート研究はケースコントロール研究と同じく，縦断研

究に分類されます。

コホート研究は，前向き研究 prospective studyと総称されることもありますが，そ

れはしばしば混乱のもとになるので使わない方が無難と思われます。それは，前に述

べたように，「前向き」という言葉はデータ収集の時間の向きを表しており，曝露と

アウトカムの時間的関係を意味するものではないからです。過去の記録を利用してコ

ホート研究を行うこともあるため（既存コホート研究 historical cohort study，後出），

コホート研究にも，「前向き」と「後ろ向き」の両タイプが存在します。

コホート研究では，疾病と曝露要因との因果関係について，（観察的研究としては）

最善の情報が得られるばかりでなく，疾病の発生リスクを最も直接的に測定すること

ができます。コホート研究は，概念的には単純ですが，実際にはかなり大掛かりな仕

事であり，しかも，曝露から疾病発生までの期間が長い場合には，長期間にわたる調

査が必要となります。例えば，放射能に曝露してから白血病もしくは甲状腺がんが発

症するまでの期間は何年間にも及ぶため，それだけの期間対象者を追跡調査しなけれ

ばなりません。また，曝露自体も一般に長期間にわたることが多いため，曝露につい

コホート研究
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図3.6 コホート研究のデザイン
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ての正確な情報を集めるためには長期間の観察が必要となります。ただし，喫煙のよ

うに，比較的習慣が安定している場合には，コホートが設定された時点で集められた

情報を利用することもできます。

急性曝露の場合，急性症状と曝露との因果関係は普通明確ですが，その遅発性（慢

性）の影響の有無を調べるためには，コホート研究が必要となります（Box 3.3）。

コホート研究では曝露群と非曝露群を設定するため，研究が実施可能かどうかは，

曝露の測定，あるいは既存のデータからの曝露情報の収集が可能かどうかによって決

まります。また，曝露群と非曝露群における疾病の発生率が非常に小さい場合には，

相当大きな対象者数を確保しなければなりません。

疾病登録や死亡登録といった行政統計の情報を対象者の追跡調査に用いることがで

きれば，コホート研究にかかるコストを削減することができます。その 1つの例が，

Nurse’Health Study（看護師ヘルス研究）です（Box 3.4）。

コホート研究では，通常，健康人をリクルートして行われるため，多様なアウトカ

ムを検討することができるというメリットがあります。これは，あるアウトカム

（例：疾患）の有無から出発するケースコントロール研究と対照的です。例えば，フ

ラミンガム研究では，1948年にコホート研究が始まり，心血管疾患や呼吸器系疾

患，筋骨格系疾患を含む多くの疾病のリスクファクターについての研究が行われま

した 14）。

同じような大規模なコホート研究が最近中国で開始されています。1990年時点で

40歳以上の代表性のある男女 169,871名について，属性や既往歴，そして血圧や体重

などの心血管疾患の主なリスクファクターがベースラインで測定され，その後定期的
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大規模なコホート研究では運営コストが問題となりますが，コストを下げるた

めに色々工夫した研究が行われています。Nurses’Health Study（看護師ヘルス研

究）はその１つです。この研究では，まず 1976年に，30～ 55歳の既婚女性看護

師に対して質問票調査を実施し，それに回答した 121,700人に対して，自記式質

問票を 2年おきに郵送して，健康行動，妊娠・出産，既往症についての調査が行

われました。

このコホート研究は，もともとは，経口避妊薬の健康影響を評価する目的で設

定されたものです。研究者たちは，まずサンプルの一部で予備研究を行い，行政

的な疾病統計や死亡統計を用いてアウトカムの追跡が可能かどうかを検討しまし

た 13）。そして，実際の研究では，経口避妊薬と卵巣がんや乳がんとの関係という

本来の研究目的に加えて，表 2.4（p.24）に示したように，心疾患や脳卒中の発生

率や，脳卒中と喫煙との関係についても分析が行われました。脳卒中は，比較的

多い疾患ですが，この年齢層の女性にはまれな疾患であり，そのために大規模な

コホートを設定する必要があったわけです 10）。

Box 3.4 看護師ヘルス研究



に観察が行われることになっています 15）。

特殊なコホート研究もあります。例えば，一卵性双生児のコホート研究がその例で

す。このタイプの研究では，曝露群と非曝露群における遺伝要因を等しくすることが

できるため，慢性疾患のリスクファクターの因果関係について，強いエビデンスを得

ることができます。例えば，Swedish Twin Registry （スウェーデン双子登録）は，そ

の目的で利用され，多くの疫学的テーマの解明に重要な貢献をしてきました 16）。

既存コホート研究

既存コホート historical cohortを利用できれば，コホート研究にかかるコスト（費

用，労力，時間）を大幅に節減することができます。既存コホートとは，何らかの目

的によって記録された過去の曝露記録で追跡できるコホートのことで，曝露やその影

響（疾患）に関するすべてのデータが実際の研究が始まる以前に集められているため，

「historical」と呼ばれています。例えば，核爆弾実験区域で勤務したことのある軍人

の放射能被爆記録は，放射線被爆と発がんとの関係を調べるために，30年間追跡調

査が行われています 17）。この種の研究デザインは，職業曝露と発がんの研究で比較的

よく用いられています。

コホート内ケースコントロール研究

コホート内ケースコントロール研究 nested case-control studyを用いれば，コホート

研究にかかる費用を節約することができます。これは，すでに曝露やリスクファクタ

ーに関する情報が集められているコホート集団の内部でケースコントロール研究を行

うものです（図 3.7）。コホートの内部で発生したケース（症例）に対して，コホート

の中からコントロール（対照）を選び出し，それらについて追加情報を収集し解析し
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図3.7 コホート内ケースコントロール研究のデザイン
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ます。追加情報の測定が高額である場合（訳注：遺伝子多型など），この研究デザイン

は特に有効です。Box 3.5はコホート内ケースコントロール研究の例を示したもので

す。

表 3.3は，主な観察的研究について，その適用をまとめたもので，表 3.4はそれぞ

れの適用，長所，短所をまとめたものです。

観察的研究のデザインのまとめ
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ヘリコバクターピロリ感染が胃がんと関連があるかどうかを検討するために，

1960年代中期に 128,992人からなるコホートが設定されました。1991年までに，

186人が胃がんを発症したため，この 186人をケースとし，同じコホートから選

ばれた 186人のがんの既往のない人々をコントロールとする，コホート内ケース

コントロール研究 nested case-control studyが実施されました。ヘリコバクターピロリ

感染の有無は，1960年代から保存されている血漿サンプルを用いて「後ろ向き」に

測定され，その結果，胃がん患者の 84％，コントロールの 61％が感染していた

ことが判明し，ヘリコバクターピロリ感染と胃がんとの関連が示唆されました 18）。

Box 3.5 胃がんのコホート内ケースコントロール研究

表3.3 観察的研究のデザインのタイプとそれに適した研究内容 a）

生態学的研究　　　横断研究　　　　ケースコント　　　コホート研究
ロール研究

まれな疾患 ++++ － +++++ －

まれな原因 ++ － － +++++

同一原因の種々の健康影響 + ++ － +++++

複数の曝露要因の健康影響 ++ ++ ++++ +++

時間的関係 ++ － +b） +++++

発生率の直接の測定 － － +c） +++++

潜伏期間の長い疾患 － － +++ －

a） + ～ ++++ ：数が多いほど適切性が高い
－：不適切
b）前向き研究の場合
c）ケース，コントロールが代表性のあるサンプルである場合



実験的研究

介入 interventionすなわち実験とは，1つもしくは複数の群において，ある変数を

操作し，その効果を見ようとするものです。例えば，アレルギーの原因と考えられる

食事因子を除去してその効果を見たり，ある患者群に新しい治療法を試みてその効果

を試すといったタイプの研究です。介入の効果は，実験群とコントロール群のアウト

カムを比較することによって判定されます。介入はプロトコールに従って厳格に実施

されるため，研究計画の上では，倫理面への配慮が極めて重要となります。例えば，

研究中だからということで，患者が必要な治療を拒否されることがあってはならず，

また，試される治療方法も，現在の知識に照らして妥当なものでなくてはなりません。

そして，ほとんどすべての場合において，対象者からインフォームドコンセントを得

ることが求められます。

このタイプの研究には，ランダム化比較試験，フィールドトライアル，コミュニテ

ィトライアルの 3つがあります。

ランダム化比較試験 randomized controlled trial（RCT）は，介入効果を研究するた

めの実験疫学的デザインの１つです。対象者は，介入群とコントロール群にランダム

に割り付けられ，アウトカムが比較されます。

図 3.8はランダム化比較試験の研究デザインを示したものです。比較される群同士

が，比較可能（同等）であるように，対象者はランダム（無作為）に介入群とコント

ロール群に割り付けられます。ランダム割り付けがうまくいけば，研究の開始時点に

おけるコントロール群と介入群は比較可能となり，仮に，開始時点で群間に多少の差

が見られても，それは，研究者の意識的，無意識的なバイアスによるものではなく，

ランダム化比較試験
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表3.4 観察的研究の各デザインの長所と短所

生態学的研究 横断研究　 ケースコント コホート研究
ロール研究

選択バイアス NA 中 高 低

リコールバイアス NA 高 高 低

脱落 NA NA 低 高

交絡 高 中 中 中

研究に要する時間 低 中 中 高

研究に要する費用 低 中 中 高

NA：該当せず



全くの偶然によるものということになります。

フィールドトライアル（野外試験）は，臨床試験とは異なり，疾病に罹患している

人ではなく，疾病に罹患するリスクを持つと考えられる人々が対象となります。デー

タ収集は，「フィールド」，つまり病院などに入院していない一般集団 general popula-

tionを場として行われます。対象者は健康者であり，また研究の目的が比較的頻度の

少ない疾病の発生を防ぐことにあるため，フィールドトライアルは大がかりな研究と

なることが多く，また経費もかかります。例えば，これまで行われた最大規模のフィ

ールドトライアルの 1つに，ポリオ予防のためのソーク（Salk）ワクチントライアル

がありますが，この研究に参加した子どもの数は 100万人以上にものぼります。

フィールドトライアルは，有害要因への曝露を減らすための予防対策の効果評価法

として用いられることがあり，この場合は，必ずしも健康影響まで測定されないこと

があります。例えば，農薬曝露を予防する様々な対策の効果や，家庭からの含鉛ペン

キの排除が子どもの血中鉛濃度に及ぼす効果がフィールドトライアルで示されたこと

があります。この種の研究は，比較的観察期間が短く，また疾病アウトカムの測定を

含まないため，小規模で，また比較的低コストで実施することができます。

コミュニティートライアル（注：「コミュニティ」とは，何らかの属性や特性で定義さ

れる集団のことを言います）の対象は，個人ではなくコミュニティー全体であり，その

コミュニティートライアル

フィールドトライアル
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図3.8 ランダム化比較試験のデザイン
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訳注：偶然ではあっても，例えば性別の偏りなど，無視できない交絡が発生した場合には統

計学的調整が行われることがあります。



疾病の発生が社会的要因によって影響を受ける場合，それも集団の行動が介入対象に

なる場合に特に適した研究方法と言うことができます。循環器疾患が，コミュニティ

トライアルに適した好例ですが，大規模なコミュニティトライアルでは，時として予

期しない方法論的問題が生じることがあります（Box 3.6）。

コミュニティートライアルの限界

コミュニティトライアルには，参加しうるコミュニティーの数が限られるために，

コミュニティーをランダムに割り付けることが現実的に難しいという限界があり，仮

にコミュニティ間に差が見られても，それがコミュニティー間にもともとあった差な

のか，それとも介入によって生じた差なのかを他の何らかの方法を使って証明しなけ

ればなりません 19）。また，研究期間中に結果に影響を与えるような社会的動向（訳注

例：テレビ報道による健康ブームなど）が生じることもあります。したがって，このタ

イプの研究では，介入の効果がそうした介入以外の要因の影響を受けることがあるの

で注意が必要です 20）。図 3.9は，エチオピアの地方で行われた結核に関するアウトリ

ーチプログラムの結果を示したものです 21）。32の地域（総人口 35万人）が，介入地

域と対照地域にランダムに割り付けられ，アウトリーチプログラムが，塗沫陽性患者

の発見の促進に有効であることが示されました。
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The Stanford Five-City Project（スタンフォード 5市研究）は，心血管系疾患の

集団リスクを低下させるための多地域介入研究の一環として，1978年に開始され

ました。介入戦略としては，ポピュレーション戦略がとられました。それは，多

くのリスクファクターが軽度に上昇して大きな複合的リスクが生じている状況

や，複数の健康行動が相互に絡んでいる状況では，ポピュレーション戦略が適切

と考えられたからです。研究の結果，介入を個々にみれば効果的なものがあった

ものの（例：マスメディアやコミュニティ全体を対象とした介入プログラム），意外な

ことに，リスクファクターの大幅な改善は，コントロール地域でも生じているこ

とが明らかとなり，明確な介入効果を証明するに至りませんでした。この研究に

は，いくつかの問題点が指摘されています。第 1は，研究デザインの限界，第 2

は，様々な介入が実施された中で詳細が十分に把握されたのは，ごく一部の介入

に過ぎなかったこと（訳注：したがって，どの介入がどの実施されたかが不明），そ

して第 3は，教育的介入や，環境政策や保健政策面での取り組みが不十分であっ

たことです 19）。

Box 3.6 スタンフォード5市研究



疫学研究に伴う誤差

ほとんどの疫学研究の重要な目的は，疾病（あるいはその他のアウトカム）の発生

を正確に測定することですが，疫学的測定には，多くの誤差 errorが紛れ込む可能性

があります。したがって疫学研究では，誤差を最小限にとどめることに，そして，

（誤差を完全に除くことは不可能なため）その影響を正確に見積もることに大きな努

力を払う必要があります。誤差には，偶然誤差と系統誤差があります。

偶然誤差 random errorとは，サンプルにおける観察値が偶然のみの理由で真の集団

値からずれてしまうときに生じます。偶然誤差が入ると，関連の評価が不正確になっ

てしまいます。

偶然誤差は主に以下の原因によって生じます。

● 個人間の生物学的多様性

● サンプリング誤差

● 測定誤差

偶然誤差を完全に排除することはできません。それは，通常は，調査できるのが集

団の中の一部（サンプル）でしかないからです。この誤差を減らすのに一番いい方法

は，サンプルサイズを十分に大きくとることです。個人間には常にバラツキが存在し，

そして，いかなる測定方法も完全に正確ではあり得ません。偶然誤差を減らすには，

厳格なプロトコールの作成や測定を可能な限り再現性の高いものとする努力が求めら

偶然誤差
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図3.9 介入群とコントロール群への割り付けを伴うコミュニティトライアルの例 23）

介入群
12コミュニティ

総人口　127,607人

選定基準を満たす
2地区の32コミュニティ

12コミュニティの追跡
159人の塗沫陽性結核患者

コントロール群
20コミュニティ

総人口　225,284人

128人（81%）が治療を完遂
26人（16%）が脱落
5（3%）死亡

32コミュニティのランダム割り付け

20コミュニティの追跡
221人の塗沫陽性結核患者

165人（75%）が治療を完遂
48人（22%）が脱落
7（3%）死亡
治療不奏功1人



れます。研究者は，研究で用いられている測定手法と，それによって生じうる誤差に

ついて熟知しておかなければなりません。理想的には，系統的な質管理プログラムを

作成して，測定手法の真度（正確性）accuracyと定度（精度）precisionについて評価

し，記載しておく必要があります。

サンプルサイズは，重要と思われる差を検出するのに十分な統計学的パワー（検出

力）を確保できる大きさでなくてはなりません。サンプルサイズは，4章に示した標

準的な公式を用いて計算することができます。例えば，疾病の頻度を比較する場合に

は，サンプルサイズの計算には以下の情報が必要となります。

● 差を検出するための統計学的有意水準

● 真の差を見逃す危険を許容するレベル

● 検出しようとする効果量（群間におけるアウトカムの差）

● 集団におけるその疾病の頻度

● 研究群のサイズの比

サンプルサイズの決定は，現実には，実施体制や費用などとの兼ね合いで決められ

ることも多く，常に，必要なサンプルサイズとコストのバランスが問題となります。

サンプルサイズの決定については，WHOから実用的なガイドブックが出版されてい

ます 22）。

適切なサンプルサイズを確保することにより，研究が偶然誤差から受ける影響を小

さくすることができます。これは，例えば，ケースコントロール研究において，患者

1人に対してコントロールを何人取るべきかを決定するときなどに問題となります。

患者とコントロールの比をいくらにすべきかを一概に言うことはできません。なぜな

ら，それは患者とコントロールを集めるのに要するコスト（人及び費用）に左右され

るからです。例えば，患者はまれだが，コントロールは豊富に選べるという場合に

は，患者に対するコントロールの人数比を上げるほど，統計的に有利になります。例え

ば，サリドマイドに関するケースコントロール研究（Box 3.2）では，46人の小児患

者に対して 300人のコントロールが設定されました。しかし，統計学的には，患者と

コントロールの比を 1： 4以上に上げても統計学的パワー（検出力）の上昇はわず

かで，コストの無駄になってしまいます。また，ケースコントロール研究では，例え

ば，年齢や社会階層などの重要な因子については，患者とコントロール間で大きな違

いがないようにしなければなりません。例えば，患者群はほとんどが高齢者であるの

に，コントロール群には高齢者がわずかしか含まれていない場合には，年齢の交絡の

影響を適切に評価することができなくなってしまいます。

サンプルサイズ
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測定値が，真の値から系統的にずれる場合，その誤差を系統誤差 systematic error

（バイアス）と呼びます。系統誤差が少ないとき，その測定は真度 accuracy（正確性

とも訳される）が高いと言われます。真度はサンプルサイズの影響は受けません。

系統誤差（バイアス）の原因には様々のものがあり，これまでに 30以上ものバイ

アスが報告されていますが，基本的には，次の 2つに大別されます。

● 選択バイアス

● 測定（分類）バイアス

選択バイアス selection biasとは，調査対象に選ばれた人 と々選ばれなかった人々の

間で，その特性が系統的に異なっている場合に生じるバイアスです。調査対象者が，

体調が良くないとか，何か健康への不安があるからという理由で調査に参加するよう

な場合には，明らかに選択バイアスが生じます。例えば，喫煙の影響に関する調査に

自主的に参加するような人々の喫煙習慣は，参加しない人々の喫煙習慣とは異なり，

後者ではヘビースモーカーの割合が大きいことがよく知られています。また，子ども

の健康に関する調査の場合，両親の協力が必要になりますが，ここでも選択バイアス

が生じる可能性があります。ある新生児のコホート研究では，1年間の追跡調査が行

われましたが，追跡調査の成功率には，両親の収入レベルによる差が認められました 23）。

コホートに選ばれた人々の特性が選ばれなかった人々と異なっていたり，あるいは，

コホートに残留した人々の特性が途中で脱落した人々の特性と異なっている場合に

は，曝露とアウトカムに関して得られた関連にはバイアスが加わっている可能性があ

ります。

調査対象とする疾病や要因それ自体によって，調査への参加が妨げられるような場

合には，重大なバイアスが発生します。例えば，ホルムアルデヒドを扱う工場では，

ホルムアルデヒド曝露によって目の刺激症状が出た従業員は退職し，曝露の少ない従

業員だけが残る傾向があります。したがって，それを知らずに，ホルムアルデヒドと

目の刺激症状に関する横断調査をすると，非常に誤った結論を導き出してしまう危険

があります。

そうした産業疫学的研究では，こうした選択バイアスは， 「ヘルシーワーカー効

果 healthy worker effect」（9章）と呼ばれています。つまり，労働者は，その仕事に耐

えられる程度に健康でなくてはならず，重篤な疾病や障害を持っている人々は，多く

は雇用から除外されているという意味で，すでに選択されているからです。同じよう

に，検診センターでの健康診断を基にしたコホート調査で，再診しなかった人の追跡

をもしそれ以上追跡しなければ，結果にバイアスが生じます。なぜなら，再診しなか

選択バイアス

系統誤差
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った人は，体調がすぐれず寝込んでいるか，病院に入院している可能性があるからで

す。疫学研究をデザインする場合には，この種の選択バイアスに十分注意を払う必要

があります。

測定バイアス measurement biasとは，疾病や曝露の測定あるいは分類が正確でない

場合（つまり，測定しようとしているものが正しく測定されていない場合）に生じる

バイアスです。測定バイアスの原因には様々なものがあり，その影響も様々です。例

えば，生化学的あるいは生理学的測定は完全に正確なことはまずあり得ず，同じ検体

を異なる検査施設で測定すると，異なる結果が得られることが少なくありません。曝

露群とコントロール群の検体を測定するときに，検体を複数の検査施設にランダムに

割り付ければ，仮に検査施設間の検査の標準化が不十分であっても，誤差は群間で均

等になるため，研究結果に致命的な結果が生じることはありません。これに対し，曝

露群の全検体をある検査施設で，コントロール群の全検体を別の検査施設で測定する

といったやり方をすると，もし検査施設間で測定値に系統的なズレが存在する場合に

は，疫学研究の結果に，重大なバイアスが生じることになってしまいます。

ケースコントロール研究に伴いやすい測定バイアスの中で，特に重要なものの 1つ

にリコールバイアス（recall bias，思い出しバイアス）と呼ばれるものがあります。

これはケース（患者）とコントロールの間で，情報の思い出し方に違いがある場合に

生じます。例えば，ある要因への曝露が，研究対象となっている疾病と関連が深いこ

とが広く知られている場合（例：運動不足と心臓疾患），患者はその要因への曝露

（注：運動不足だったこと）を強く記憶している可能性があります。リコールバイアス

があると，曝露の影響が過大評価されたり（患者がコントロールに比し，過去の曝露

を過剰に思い出す場合），逆に，過小評価されることもあります（患者がコントロー

ルに比し，過去の曝露を否定する傾向が強い場合）。

測定バイアスが比較されるすべての群で等しく生じることもあります（非選択的バ

イアス）。同じ研究テーマを扱った疫学研究間で研究結果に食い違いが見られること

がありますが，この非選択的バイアスが原因となっている可能性もあります。

また，研究者，検査技師，参加者が，誰が曝露を受けているかを知っている場合に

も，それが測定に先入観を与え，観察者バイアスと言われるバイアスが持ち込まれる

ことがあります。このバイアスを避けるためには，測定を，盲検もしくは二重盲検

double-blindで行う必要があります。盲検的な研究とは，対象者の誰が曝露（介入）

群で誰がそうでないかを研究者が知らない場合を言い，二重盲検的研究とは，研究者

だけではなく，対象者自身もそうした情報を知らない場合を言います。

測定バイアス
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交　　絡

交絡 confounding も，疫学研究における重要な問題の 1つです。ある病因（もしく

はリスクファクター）への曝露と疾病の発生との関連を調べるときに，ある別の要因

が存在していて，それが疾病と病因（もしくはリスクファクター）の両方に関連を有

する場合に交絡と呼ばれる問題が生じます。交絡要因が，研究群間で不均等に分布し

ていて，分析に際して，交絡の調整が行なわれない場合には，結論を誤る可能性があ

ります。図 3.10に示したような２つの条件を満たす変数が交絡要因となります。

交絡は，関連の推定に誤りをもたらし（Box 3.7），その意味で，交絡はバイアスに

似ていますが，バイアスと異なるのは，これが研究デザイン段階での系統誤差によっ

て生じたものではないという点です。

疫学研究においては，年齢や社会階層がしばしば交絡の原因となります。例えば，

高血圧と心血管疾患との関連は，実はその両者がいずれも年齢によって増加すること

による見かけの関連かもしれません。したがって，この場合，年齢の影響（交絡）を
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図3.10 交絡：コーヒー摂取（曝露），心疾患（アウトカム），
第3の要因（喫煙）の関係

曝露要因
（コーヒー摂取）

アウトカム
（心疾患）

交絡因子
（喫煙）

曝露要因と
関連してい
るが曝露の
結果ではな
い

曝露要因と
は独立して
アウトカムと
関連している

交絡 confoundingという言葉は，ラテン語で「混ぜ合わせること」を意味する

confundereという言葉からきたものです。交絡は，関連に非常に重要な影響を与

えることがあります。極端な場合には，関連の方向が逆転することさえあり，予

防的と見えた変数が，交絡補正後に有害的な関連を持つ変数に変わることがあり

ます。交絡で最も危険なことは，存在しない因果関係が存在するように見えてし

まうことです。交絡因子となるのは，対象疾病の原因であり，かつ研究対象とし

ている要因と関連を有する変数です。したがって，ラドンと肺がんに関する研究

などの場合には，喫煙が交絡因子とならないように，ラドン曝露者と非曝露者を

比較する場合には，喫煙条件について補正する必要があります。

Box 3.7 交絡



考慮した分析を行う必要があり，そうして初めて，高血圧が心血管疾患の頻度を増加

させるという真の関連を得ることができるのです。

図 3.10の例では，交絡によって，コーヒー飲用が，心血管疾患の原因であるとの

誤った結論が導かれる可能性があります。なぜなら，コーヒー飲用は喫煙習慣と強く

関連しており，コーヒーを飲む人には煙草を吸う人が多いという関係があるからです。

一方，喫煙は心血管疾患の原因であることはよく知られている事実です。したがって，

コーヒー飲用と心血管疾患の間に仮に関連が認められたとしても，それは単に，喫煙

と心血管疾患の関連を反映しているだけの可能性があります。この場合，喫煙は，コ

ーヒー飲用と関連しかつ肺がんと因果関係にあるため，コーヒー飲用と心血管疾患の

間の関係に交絡する因子であることになります。

交絡をコントロールするには，いくつかの方法があり，研究デザインの段階とデー

タ分析の段階に大別することができます。

研究デザイン段階の方法としては以下のものがあります；

● ランダム割り付け

● 対象者の限定

● マッチング

一方，データ分析段階の方法としては，以下のものがあります；

● 層化

● 統計学的モデル化

ランダム化

実験的研究においては，ランダム割り付けは，交絡する可能性のある因子を研究群

間に均等に分布させるのに最も理想的な方法です。ただし，この場合，偶然による分

布の偏りが生じないように，各群のサンプルサイズは適切な大きさを確保する必要が

あります。ランダム割り付けをすることによって，交絡する可能性のある要因と，研

究対象としているリスクファクターとの関連を取り除くことができます。

対象者の限定

交絡をコントロールするには，対象者をある特性を持った人々に限定するというや

り方もあります。例えば，先述したコーヒーと心血管疾患の関係に関する研究の例で

は，対象者を非喫煙者に限定すれば，喫煙の影響を完全に取り除くことができます。

マッチング

マッチングは，交絡する可能性のある要因の分布が，患者群とコントロール群で等

交絡のコントロール
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しくなるようにサンプリングする方法です。例えば，運動と心血管疾患に関するケー

スコントロール研究を行う場合には，年齢や性別が結果に交絡しないように，患者と

コントロールを，年齢と性別についてマッチさせます。マッチングはケースコントロ

ール研究で多用されていますが，マッチングする項目が多すぎると，オーバーマッチ

ングという問題が生じ，関連が弱まってしまうので注意が必要です。

マッチングには，費用や時間がかかることがありますが，患者がコントロールより

も一般に高齢で，そのままでは患者とコントロールの年齢分布がかなりずれてしまう

危険がある場合には，特に役に立つ方法です。

層化

規模の大きい研究では，交絡のコントロールは，研究デザインの段階よりも，デー

タ解析の段階で行う方が一般に容易です。その方法の 1つが，層化 stratificationと呼

ばれる方法で，交絡する可能性のある因子のレベルによって対象者を層化し，それぞ

れの層ごとに，関連を分析します。年齢が交絡因子である場合には，例えば，対象者

を 10歳ごとの層に分けて関連を分析し，性別や民族が交絡因子である場合には，男

女あるいは民族ごとに分析を行います。層別に得られた結果を加重平均して全体とし

ての関連の要約値を算出する方法が開発されています。層化は概念的には簡単で，実

施も容易ですが，サンプル数が少ないと層化は難しく，また一度に多くの要因を扱う

ことはできません。複数の交絡変数を同時に補正して関連を推定するためには，多変

量解析を用いる必要があり，様々な統計学的手法が用意されています（4章）。

妥当性 validityとは，測定値あるいは研究結果がどれほど真実を反映しているか，

その程度を表す概念です。もし，研究結果が真実を反映していれば，その研究は「妥

当」であるといいます。研究では，系統誤差を除き，かつ偶然誤差を最小にとどめる

ようにしなければなりません。図 3.11は，真値と測定値の関係を，妥当性（validity，

真度 accuracyと同義）と信頼性（reliability，定度［精度］precisionと同義）の高低に

よる 4つの場合について示したものです。信頼性（定度）は低いが妥当性（真度）は

高いという場合には，測定値はばらつくものの，その平均値は真値に近い値が得られ

ます。逆にいくら信頼性（定度）が高くても，常に値が真値からはずれる場合には，

妥当性（真度）は低くなります。研究結果を論じる場合には，妥当性は，さらに内的

妥当性と外的妥当性に分けられます。

内的妥当性

内的妥当性 internal validityとは，その研究による観察結果が，研究対象となった集

団の内部でどれほど正しいと言えるか，その度合を示す概念です。例えば，血中ヘモ

妥当性

68



グロビンの測定は，貧血を有する人を正確に判別できるものでなくてはなりませんが，

検査が複数の施設で行われ，施設間の測定に系統誤差があれば，測定の内的妥当性が

損なわれることになります。ただし，その場合でも，1つの施設の測定値のみを用い

て，ヘモグロビン値と他の変数との関連を見るのであれば，内的妥当性は保たれます。

研究にとって，内的妥当性は不可欠の条件ですが，例えその研究自体では完璧な内

的妥当性があっても，それが他の研究と比較できない場合には，研究の意義は損なわ

れてしまいます。内的妥当性を脅かす要因は無数にありますが，研究デザインに工夫

をしたり，研究の細部にまで気を配ることによって，それを高めることができます。

外的妥当性

外的妥当性 external validity（一般化可能性 generalizabilityと同義）とは，研究結果

が，研究対象となった集団以外にも適用できるかどうか，その度合を表す概念です。

外的妥当性があるためには，内的妥当性があることが前提となりますが，内的妥当性

があるからといって，必ずしも外的妥当性があるとは限りません。内的妥当性を保つ

のは比較的容易ですが，外的妥当性を保つためには，測定の標準化と，その研究の結

果をどの程度他の集団に外挿できるかについて慎重な配慮が求められます。サンプル

に母集団の代表性があるかどうかは，必ずしも外的妥当性の必要条件ではありません。

例えば，男性でみられた血中コレステロールの減少効果が，女性において医学的に妥

当性がないとは必ずしも言えず，これはその研究についての判断の問題になります。

外的妥当性を保つためには，研究デザイン段階で，研究対象を明確に定義し，かつ明

確な仮説を設定しておかねばなりません。他の集団でも同じような結果が確認される

場合には，外的妥当性のあることが示唆されます。

693章　研究デザイン

図3.11 妥当性と信頼性
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* 妥当性 validityと真度（正確性）accuracy，信頼性 reliabilityと定度（精度）
precisionは同じ意味で用いられます。



倫理的問題とは，行動やポリシーについて，それが正しいかどうか，公平であるか

どうか，公正であるかどうかという問題のことを言います。疫学研究においても，他

のすべての人間の活動と同じように，倫理問題が生じるため，倫理原則に則って実施

しなければなりません。人間を対象とする研究の一般的倫理原則については，11章

で論じます。バングラデシュでの井戸の削掘に伴って生じた水の砒素汚染の問題のよ

うに，公衆衛生的な対策が，意図しない深刻で有害な結果をもたらすことがないかど

うかを研究し，モニタリングしていく必要があります（Box 3.8）。すべての疫学研究

は，倫理委員会の審査と承認を受ける必要があります（11章）。疫学研究に適用され

る倫理原則には以下のものがあります。

● インフォームドコンセント（説明の上の同意）

● 守秘義務

● 人権の尊重

● 科学性

インフォームドコンセント

疫学研究においては，対象者から，自由意思によるインフォームドコンセントを取

る必要があり，また，いつでも希望するときに，その研究への参加を取りやめられる

ことを保証しなければなりません。しかし，診療記録を見ることにまでインフォーム

ドコンセントを取ることは現実的ではないため，疫学者は，他のあらゆる研究の場合

と同じように，個人のプライバシーや秘密を尊重する姿勢を常に堅持して研究に臨む

倫理問題
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バングラデシュでは，過去数十年にわたって，水の確保や衛生状態の向上を目

的として，井戸の削堀が進められ，コレラやその他の水系腸管感染症予防の重要

な対策の 1つとなってきました。しかし，人口の 95％の人口が井戸水を利用し

ているにもかかわらず，最初のころは，細菌，重金属，有害化学物質などについ

ての調査は実施されず，やっと検査が行われるようになったのは，インドの西ベ

ンガル地方で砒素中毒の症状（皮膚の色素沈着，種々の悪性腫瘍）を示す患者の

発生が気付かれ始めた 1985年以降になってからのことでした。現在バングラデ

シュでは，人口の 4分の 1にあたる 3000万人が，砒素濃度が高い飲料水を飲ん

でいると推定されています。対策としては，汲み上げた段階での処理，家庭での

処理，地域での共同処理，砒素濃度の高い井戸の封鎖，砒素を含む層よりさらに

深く井戸を削堀することなど，色々な方法が考えられますが，いずれも費用がか

かるか，もしくはその後の継続した管理や監視が必要なものばかりであり 25），今

日まで，井戸水の砒素汚染に対する国家的対策は行われないままです 26）。

Box 3.8 予期しない災禍：バングラデシュの井戸の砒素汚染



ことが求められます。また，疫学者は，どのような研究を行っているか，そしてなぜ

それを行っているのかを社会に説明する必要があり，またその研究結果に利害を持つ

コミュニティに対して，研究結果とその意義を伝える必要があります。また，疫学研

究は，それを実行する前に，その計画を倫理委員会に提出し，審査を受けなければな

りません。

守秘義務

疫学者は，研究を通して取得した情報を守秘する義務があります。これは，個人が

自分の情報を守秘する権利を保証する必要があるからです。診療録，症例登録などに

記録されている情報は個人情報であるため，それらのデータを利用するときには正式

な許可を得る必要があります。

人権の尊重

疫学研究においては，個人と集団の利害がしばしば衝突することがあります。例え

ば，HIV/AIDSの予防対策において，キューバは，HIV感染リスクの高い人々を検査

し，感染者を隔離するという手段を取ることによって，HIVの社会的流行を防ぐこと

に成功しましたが 27），個人の人権がそこでは犠牲になりました。感染予防にとって，

個人の人権を尊重することは極めて大切です。なぜなら，人権の否定は，流行を加速

することがあるからです。例えば，女性たちが，無防備な性行為の要求を拒否する権

利を奪われていることが，多くの国で HIV流行の原因の１つとなってきました。ま

た，HIV感染リスクのある行動は，その多くが公権力が本来立ち入ることのできない

ものです。それが侵害される危険がある状況では，そうした人々は表に現れなくなり，

行動変容のためのアクセスさえすることができなくなります。

科学性

どのような科学者でも，成功への誘惑に負けて，倫理的でない行動を取る可能性が

あります。それは，疫学者の場合でも同じです。明らかに利害関係に影響を受けたよ

うな研究結果やデータの捏造などがその良い例です 28，29）。こうした非倫理的な行動を

最小限に留めるためには，倫理審査委員会による審査を厳しくするか，論文のピアレ

ビューを綿密に行うなどの対策が必要です 30）。疫学のトレーニングや指導において

も，研究の倫理について，徹底しておく必要があります。

3.1 主な疫学研究デザインについて，その長所と短所を説明してください。

3.2 高脂肪食と大腸がんを例にとって，ケースコントロール研究とコホート研究の

学習課題
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デザインの概要を説明してください。

3.3 偶然誤差の意味と，それを減少させる方法を説明してください。

3.4 疫学研究における主な系統誤差を列挙し，それを減少させる方法を説明してく

ださい。

3.5 リスク比（RR）やオッズ比は（OR），どのような研究で用いられるかを説明し

てください。そして，なぜそれらがある研究デザインで用いられ，他の研究デ

ザインでは用いられないのかその理由を説明してください。

3.6 疾患の発生が稀な場合には，ORと RRは非常に近い値となります。その理由を

説明してください。

3.7 ダウン症候群の横断研究で，出生順位との相関が認められました。これは，何

の交絡によると思いますか？，それを避けるためにはどうすればよいと思いま

すか？

参考文献
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生物統計の概念や手法は，データの要約や分析の上で欠かすことができません 1～5）。

疫学研究において，母集団についての推論を行うためには，サンプル（標本）を用い

る必要があります。本章では，生物統計の基本的な概念と方法，そしてデータを要約

する手法について解説します。

こうした基礎概念について，もっと詳しい勉強がしたい人は，インタ－ネット上の

学習コースや無料の教科書をお勧めします。非常に多くの種類があり，それらについ

ては 11章で紹介します。生物統計の基礎概念や手法の説明に入る前に，まず，デー

タの要約やプレゼンテーションを行う上で，最もよく用いられる方法について，他の

章であげた事例を引用しつつ，一般的な原則を紹介しておくことにしましょう。

データの要約

データには，数値的データとカテゴリーデータの 2種類があります。

● 数値データには，計数（例：ある年齢の子どもの数）や連続数（例：身長，体

重）があります。

● カテゴリー変数とは，分類に用いられる変数で，血液型（A，B，O，AB）な

どがそれに該当します。順序変数もカテゴリー変数の一種で，順位を表わす変

数です。

表やグラフは，データの要約に用いられます。要約値には，中央値，平均，範囲，

標準偏差，標準誤差，分散などがあります。以下，これらの要約値について，使用上
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● 疫学には，生物統計学の知識が必要です。

● データを有効に表現するためには，質の高い表やグラフを作る能力が求められます。

● 信頼区間は重要な推定の手法であり，仮説検定にも用いることができます。

● 計算は複雑に見えても，統計学的検定の基礎となる概念は通常比較的単純です。

学習のポイント

生物統計の基礎―その概念
と手法

Chapter
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の注意事項を含めて解説します。

表とグラフは，データの要約とプレゼンテーションの上で，非常に重要な手法です。

しかし，それにもかかわらず，多くの場合，あまり綿密な配慮もなく用いられている

のが現状です。図や表の目的は，一目で，しかも簡単に理解できるように情報を要約

することです。そして，それぞれの図やグラフには，本文を読まなくても意味がわか

るだけの情報が盛り込まれていなくてはなりません。表題にも十分な配慮が必要です。

表題には，表やグラフに含まれるサンプル数を明記し，表の場合には，さらに，表の

数値が何を意味するのか（例：計数か，％か），桝目がどのように区分されているのか，

データがいつどこで集められたのか，を明記しなければなりません。つまり，表題に

は，何がそこに含まれるかを一目でわかるようにする必要があるということです。グ

ラフや表の目的が表題にされているのをよく目にすることがありますが，それはあま

り望ましいことではありません。発表の際に，表を使うかグラフを使うかの選択を迫

られることがよくあります。もちろんどちらもデータを要約する目的で使われるもの

ではありますが，表よりグラフが良い場合があり，またその逆のこともあるため，状

況に応じて適切に選択する必要があります（Box 4.1）。グラフにもいくつかの種類が

あります。ここでは，よく使われるものの中からその一部を紹介し，同時にその使い

方についても解説します。

円グラフ（図 6.2，p.120）と帯グラフ（図 2.3，p.25）は，全体がどのような部分に

分割されるかを示すときに用いられます。円グラフではそれを円の部分として示し，

帯グラフでは，それを棒グラフの部分として表わします。円グラフでは，時計の 12

円グラフと帯グラフ

表とグラフ
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グラフには以下のような利点があります。
● 単純で明快
● 画像イメージとして記憶しやすい。
● 複雑な関係を表示することができる。

また，グラフでは量的な違いを強調することができます。グラフは最近多用さ

れるようになり，表を余り使わない一般書籍が増加しつつあります。

これに対し，表には次のような利点があります。
● 非常に複雑なデータを正確にかつ柔軟に表示することができる。
● 作成するのに，特別な技術や機材を必要としない。
● 同じ情報量を少ないスペースで表示することができる。

Box 4.1 グラフと表の利点の比較



時の位置を起点として大きいものから時計回りに順に並べるという表わし方がよく用

いられます。一般論で言えば，複数のグループ間で，同じ成分の分布を比較する場合

には，円グラフを並べるよりも帯グラフにして比較する方が分かりやすく表現するこ

とができます。

散布図 spot mapsと塗り分け地図 rate mapsは計数や率を地図上に表現したもので

す。ジョン・スノーは給水ポンプの周辺に患者がどのように分布しているかを示すた

めに散布図を用いました（図 4.1）。散布図では，データが地図上に点や数値で表現さ

れます。これに対し，塗り分け地図では，地図の区分を率（例：存在率，発生率，死亡

率）の大きさの違いにしたがって塗り分けます。この場合，率が最も高いところは，

最も黒く，もしくは最も目立つ色で塗り分けるのが普通です（図 4.2）。

地図，図表，地図帳は，普通にただ見るだけの図（例：精神保健アトラスMental Health

Atlas，タバコアトラス TabaccoAtlas，がんアトラス Cancer Atlas）としても作成することが

できますが，最近では，インタラクティブグラフとしても作成することができます

（Box 4.2）。ただし，後者については，本書で扱う余裕がないため，詳しく知りたい

方は，人間開発報告のデータに基づいて作られたインタラクティブグラフに関する無

料のオンライン学習コースにアクセスしてみてください（http://hdr.undp.org/statis-

tics/data/animation.cfm）。

散布図と塗り分け地図
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図4.1 1854年 9月時点のロンドン市中央部におけるコレラ死亡者の分布 6，7）

ヤード

×ポンプ　・コレラ死亡者



棒グラフは，例えば喫煙者率の男女比較といった，複数のカテゴリー間の数やパー

セントを比較して示す場合に最も適したグラフです。この比較では，棒グラフの長さ

自体に意味があるため，目盛の途中からグラフにするとか，目盛の途中を省くとかい

ったやり方（スケールの切り取り）は一般には適切とは言えません（Box 4.3）。

棒グラフ
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図4.2 アフリカ諸国における5歳未満死亡率（1000出生対）8）
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World Health Chart（世界健康チャート，http://www.gapminder.org/）では，原デ

ータとリンクされた多くの世界の健康状況に関するインタラクティブなグラフを

閲覧することができます。これらのグラフは，データの有効利用，アドボカシー

における活用，仮説生成の支援を目的に作られているもので，時間的推移を，動

きのあるコンピュータ画面として見ることができます。このチャートからは以下

のような情報を得ることができます。
● 経済状態と健康が歴史的にどのように関連してきたか。
● 過去 50～ 100年の間に世界はより健康になったかどうか。
● 健康に関する国家間格差はどのように変化してきたか。

Box 4.2 World Health Chart



グラフのカテゴリー名が長い場合には，立て向き（図 3.4，p.50）ではなく横向き

（図 2.3，p.25）の棒グラフが適しています。場合によっては，棒の長さの順番に並べ

るのがよいこともあります。

線グラフ（図 6.1，p.120）は，連続変数の変化や違いを表わすのに最も適していま

す。その場合，連続変数の目盛は縦軸に取るのが普通です。例えば，血中コレステロ

ール値の場合，その値の目盛を縦軸にとり，横軸を時間軸として経時変化を表わしま

す。線グラフを読む場合には，縦軸の目盛に注意が必要です。それが，対数目盛であ

る場合には，縦軸の変化が絶対値ではなく，比もしくは割合となります。このタイプ

のグラフでは，縦軸の途中を省くこともできますが，その場合はそれを明記しておか

なければなりません。

度数分布とは，データを互いに重複のない，かつ連続した複数の区分に分けて，そ

の区分に該当するデータの数や割合を示すもので，しばしばヒストグラムの形で表現

されます。ヒストグラムは，棒グラフの形式で表わされますが，その区分の順番に並

べ，かつ棒グラフ間の隙間を作らないようにします（図 6.7，p.128）。棒グラフの高

さは，各区分に該当する数もしくはパーセントです。ヒストグラムの全体の形から多

くの情報を読み取ることができます。度数曲線もよく用いられますが，これは，ヒス

トグラムの各区分の棒グラフの頭を線で結んだものです。その重要な例が正規分布の

釣り鐘型曲線です（図 4.3）。

正規分布 normal distributionは統計学的に重要な分布であり，観察したデータが正

規分布に従う場合には，非常に多くの統計学的検定や計算を用いることができます。

正規分布については，平均値から上下 1標準偏差の範囲に全体の約 3分の 2が，そし

て，上下 2標準偏差の範囲に，全体の約 95％が含まれることを知っておくと便利です。

正規分布

度数分布とヒストグラム

線グラフ

794章　生物統計の基礎－その概念と手法

スケールの一部だけを使ってデータを表示することは望ましいことではありま

せんが，実際には，関係を誇張するために，様々な形で行われています。したが

って，グラフを見るときには，縦軸に注意して，スケールの省略がないかどうか

を検討する必要があります。

Box 4.3 グラフを見るときの注意



基本統計量

これらは，中心傾向，つまり測定値の中心を表現するための基本統計量です。

平均値

平均値 meamは，最もよく用いられ，そして多くの場合，最も適切な基本統計量で，

これは，サンプル数を n，変数（例：体重）を xiとすると，以下の数式で表わされま

す。

中央値

中央値 medianとは，すべての測定値を大きさの順番に並べたときに，順番の真ん

中に来る数値のことを言います。測定値の中にいくつかの非常に大きな値があるとき

に，中央値は特に適した指標です。例えば，個人所得の場合には，一部に非常に裕福

な人がいても，中央値なら影響を受けないため，個人所得は平均値よりも中央値で表

現される傾向にあります。1人当たりの国民所得が用いられることもありますが，こ

れは国民所得の合計を人口で割った平均値であり，中央値とは大きく異なることがあ

るので注意が必要です。

モード

モード modeも中心傾向を測る重要な指標です。これは，すべての測定値の中で最

も頻度の高い値として定義されるものです。

平均値＝
_
x＝

i＝1
Σ

n

xi / n

平均，中央値，モード
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データの「バラつき」を表すための基本統計量もあります。その中で最もよく使わ

れるのが以下の指標です。

● 分散

● 標準偏差

● 標準誤差

これらのバラつきは，いずれも測定値が個々人の間でどのように異なるかの度合

を表わすものです。これらのバラつきの指標は，以下のいずれかに基づいて計算さ

れます。

● サンプル中のあらゆるペアの間の差

● サンプルの平均値と各サンプルの値との差の平方（偏差平方）：すなわち（xi－
_
x））2

こうした計算は，少しやっかいで，数式を用いて計算されます。

分散 varianceは，次の式で計算されます。

この数式の分子は，平均についての偏差平方の和（SS（x））と呼ばれるもので，

次のようにも表現することができます。

また，上記の SS（x）という表記を使えば，分散は SS（x）/（n － 1）と表現できま

すが，これは，SS（x）の単純平均（SS（x）/ n）に非常に近い値であることに注意して

ください。標準偏差 standard deviation（s）は，分散の平方根を取ったもので，s＝ √vと

いう関係にあります。

標準誤差 standard error（SE）という指標も用いられますが，それは以下の式で表さ

れます。

これは正確には，平均値の標準誤差と呼ばれ，n個のサンプルをある母集団からラ

ンダムに選択するということを，何度も繰り返して，それぞれの場合に平均値を計算

したときに，その値がどのようにバラつくかの度合を表す数値です。

SE＝ s /√n

SS（x）＝Σ（xi－
_
x）2＝Σ x2

i－（Σ xi）2/ n

Σ（xi－
_
x）2

分散（v）＝ n－ 1

分散，標準偏差，標準誤差
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統計学的推論の基本概念

サンプルの情報から母集団について推論を行うことは，疫学研究の恐らく最も重要

な側面と思われます。統計学的推論の基礎にある概念は，母集団からある数のサンプ

ルをランダムに抽出して，そのサンプルから，母集団全体について判断を行うという

ことです。通常は，こうした判断は，平均値や分散，あるいはその他の統計量を用い

てなされます。母集団の統計量は，特に「パラメータ（母数）」と呼ばれ，ギリシャ

文字を使って表わされます。

● μ＝平均

● σ＝標準偏差

● β＝回帰係数

これらのパラメータの推定値は，サンプルの情報から得られますが，それは，パ

ラメータと区別するために，それぞれ
_
x，s，lという文字で表されます。

ランダムサンプル

母集団からサンプルを抽出するプロセスは統計学的推論にとって極めて重要です。

最初のステップは，サンプルをランダムに選ぶこと，つまり，母集団のどのメンバー

も等しい確率で選ばれるように選択することです（3章）。そのためのサンプリング

には多くの方法があり，数多くの教科書が出版されています。

例：サンプルの平均値を計算する

母集団から 10人をランダムに選び，体重（kg）を測定したところ次のような値が

得られたとします。82.3，67.3，68.6，57.7，67.3，60.5，61.8，54.5，73.2，85.9。

平均値は次のようにして計算できます。

これは，母集団の体重の平均値であるμの推定値となります。

もちろん，もう 1回これとは別に同じ母集団から 10人をサンプリングして体重を

測定すれば，μの推定値として，前とは違った平均値（例えば，68.2 kg）が得られる

可能性があります。このどちらがよい値かはわかりませんが，このようにサンプルが

異なると値が変わってしまうのでは，母集団の平均値の推定値としてのサンプル平均

値に果たしてどれほどの意味があるのかという疑問が生じることになります。ここで

注意したいのは，これらの値は，母集団推定値を得るための「サンプリング」という

プロセスから生じたということです。

_
x＝

i＝1
Σ

n

xi / n＝ 67.9 kg

サンプルによる母集団の推定
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このプロセスを非常に多くの回数繰り返したら，非常に多くのサンプル平均値が得

られます（Box 4.4）。サンプル平均値が，いかに正確に母集団平均値を推定できてい

るかは，サンプル平均値のリストをチェックすることで評価することができます。も

し，これらのサンプル平均値が，母集団平均値と同じであれば，サンプル平均値は母

集団平均値の偏りのない推定値（不偏推定値）であるということができます。言い換

えれば，母集団平均値について正確な回答を与えてくれるということです。

信頼区間 confidence interval（CI）は疫学において最も有用な統計量の 1つです。一

般的にいえば，信頼区間とは，サンプルからの情報に基づいて，母集団平均値の合理

的な範囲を示そうとするもので，計算も容易で，理解も難しくありません。

信頼区間の計算

信頼区間には，上限と下限が設定されます。前出のサンプル数が 10で，平均値（
_
x）

が 67.9の体重データを例にとると，この場合の標準偏差は，10.2 kgで，95％信頼区

間は以下のように計算されます。

これを，以下のように表現することもあります。

これは，この範囲が，95 ％信頼区間であることを示しています。区間の幅は，

14.58 kg（＝ 75.19－ 60.61）で，少し広すぎて，あまり役に立つとは言えません。信頼

区間は狭いほどよく，狭い信頼区間を得るためには，大きなサンプルサイズが必要で

す。計算式から明らかなように，サンプル平均
_
xはこの信頼区間の正に中央に位置し

ていますが，母集団平均がこの範囲に入っているかどうかは，95％の可能性はある

C（60.61＜μ＜ 75.19）＝ 0.95

下限　
_
x－（2.26）s / √n＝ 67.9－ 2.26（10.2）/ 3.16＝ 60.61

上限　
_
x＋（2.26）s / √n＝ 67.9＋ 2.26（10.2）/ 3.16＝ 75.19

信頼区間
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当然のことながら，すべてのサンプル平均の値が近いことが理想的で，そうで

あれば，どのサンプル平均を取っても，母集団の真の平均値に近い値が得られる

ことになります。この数多くのサンプル平均の標準偏差，つまり，サンプル平均

がどれほどバラついているかの指標のことを，平均の標準誤差 standard errorとい

います。しかし，実際には，平均の標準誤差を計算するために，数多くのサンプ

ル平均を集める必要はありません。1つのサンプルについて標準偏差が得られれ

ば，文中の式で簡単に計算することができます。

Box 4.4 平均の標準誤差



にしても，必ずしも完全には保証されないことに注意が必要です。

自由度

上記の計算に出てくる 2.26という数値は，自由度 degree of freedom（df）が n－ 1

（この例では 9）のときの t分布から求められたものです。しかし，サンプルサイズが

30を超える場合は，t分布の表の値は，2.00に非常に近い値になり，サンプル数が非

常に大きい場合には，値は 1.96となります。t分布の表は，大抵の統計学の教科書に

載っており，またインターネットからも入手することができます。

この例は，母集団平均μについてのものでしたが，この信頼区間という概念は，例

えば，回帰分析の係数やオッズ比など多くの他のパラメータにも用いられています。

その解釈は，平均値について論じたこととほぼ同様ですが，しばしばやや混乱しやす

いので注意が必要です（Box 4.5）。

信頼区間外の数値の解釈

信頼区間を解釈する場合には，その区間の外側に落ちる測定値をどのように扱うべ

きかを知っておかなくてはなりません。上記の例で言えば，信頼区間は 60.61から

75.19ですが，このとき，母集団平均が 80.0 kgであると考えることは合理的といえる

でしょうか。80.0 kg という値が，95％信頼区間に含まれていないため，母集団平均

が 80.0 kgである可能性は低いことは事実ですが，その可能性がないわけではありま

せん。それは，真の平均が，95％信頼区間外の 5％のところに含まれる可能性がな

いとは言えないからです。したがって，真の平均値が 80.0 kgではない（μ≠ 80.0 kg）

と断言するには，いくらかの危険が伴います。ただし，その危険は小さいということ

ができます。ここで重要なことは，その危険度は，信頼区間をどのレベルに設定する

かで決まるということです。95％信頼区間を用いるのが最も一般的ですが，99％信

頼区間が用いられることもあります。

信頼区間を仮説検定に用いることができます。つまり上記の例で言えば，平均値が

80.0kgであるという仮説です。この場合は，信頼区間の上限と下限に基づいて仮説

が検討され，否定されます。一般的には，信頼区間は，このような形で仮説検定に用

84

今，母集団から数多くのサンプリングを繰り返し，それぞれのサンプルについ

て，信頼区間を計算したとします。すると，数多くの信頼区間が得られ，α＝

0.05とすると，そのうち 95％のものに真の母集団平均が含まれ，5％には含まれ

ていないことが期待されることになります。したがって，1つのサンプルから得

られた信頼区間だけでは，それが全体の 95％に属するのか，残りの 5％に属す

るのかを知ることはできません。

Box 4.5 信頼区間の解釈



いることができますが，これについては，Box 4.6に示すように，もっと正式なやり

方があります。
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本文で用いている平均体重 67.9 kgで，標準偏差が 10.2 kgのデータを使って，仮説検定を
行ってみましょう。
● 問題：母集団平均（μ）が 80 kgであると信じることが合理的であるかどうか。
この問題を統計学的に検定するために，2つの仮説を設定します。
● 差なし仮説（帰無仮説）H

0
：μ＝ 80 kg

● 差あり仮説（対立仮説）H
1
：μ≠ 80 kg

統計学的検定でこのどちらを選択するべきかを判定します。もし，H 1 が選択されたら，
一般には，差なし仮説（帰無仮説）を否定（棄却）することになります。ここで，「μ＞ 80」
や「μ＜ 80」ではなく，H1：μ≠ 80 kgと表現されていることに注意してください。これ
は，片側検定 one-tailedではなく，両側検定 two-tailedを行うべきであることを示すものです。
一般には，片側検定でよいという特別な理由がない限り，両側検定を用いるようにします。
● 検定の前提：この例ではサンプル数が少ないため（n＝ 10），正規分布するデータか
らランダムにサンプリングされたという前提が必要です。サンプルサイズが 30以上
の場合はこの前提は特に必要ありません。

● αレベル：特別な理由がない限りα＝ 0.05を用います。これ以外で最もよく用いら
れるレベルはα＝ 0.01です。

● 統計学的検定：この仮説の検定の場合，信頼区間を用いる場合と同等の意味を持つ検
定は，次の式で示される「1サンプル t検定」です。この公式は，信頼区間の計算に
用いる式と少し異なるだけで，用いられる情報は同じです。

● 判定基準：統計量 tが± t 0.975（自由度 9）＝ 2.26の範囲外であれば，差なし仮説 H0

：μ＝ 80 kgを否定します。つまり，t値が下限－ 2.26と上限＋ 2.26の区分外であれ
ば，仮説は否定されます。この例の場合の t値は，次のようになります。

● 結論： t値が± t 0.975（自由度 9）の範囲外にあるため，差なし仮説 H0：μ＝ 80 kgは
否定され，差あり仮説 H1：μ≠ 80 kgが採用されます。言い換えれば，サンプル平
均 67.9 kgは，μ＝ 80 kgから遠く離れているため，80 kgが母集団の真の平均値であ
るとは信じ難いということ，つまり，サンプル平均が 67.9 kgという結果は，母集団
平均が 80 kgである集団から取られたサンプルであることは，可能性はあるにしても，
非常に考えにくいということです。

67.9－ 80t＝　
10.2/√10

＝－ 3.75

_
x－μt＝　
s/√n

Box 4.6 例：仮説検定



仮説検定は，比較的単純明解です。検定を行うためには，慎重に仮説を設定し，p

値を決め，またある差を有意に検出できるような統計学的パワー（検出力）を設定し

ます。

上記の例では，差なし仮説（μ－ 80 kg＝ 0）は否定されます。なぜなら，信頼区

間の範囲から考えて，μ＝ 80 kgということは，非常に稀なことと考えられるからで

す。稀かどうかの判別点は，信頼区間のレベルを設定された時点で決まってしまいま

す。Box 4.6に示したように，t分布の式を利用して，μ＝ 80 kgという仮定した場合

の t値を計算し，それがどれほど稀なことかを計算することもできます。自由度が 9

であるとき，この場合の t値は，3.75となります。t分布表を照合すると，そうした

ことが起こる確率 p（両側）は，0.01（1％）よりも小さく，μ＝ 80 kgである可能

性は極めて小さいということができます。p値は，αレベル（次節参照）と関連して

おり，α＝ 0.05と設定すると，差なし仮説は，pが 0.05より小さい（p＜ 0.05）とき

に否定されることになります。

Box 4.6 に示した t 検定では，2 つの平均値の違いについての差なし仮説 null

hypothesis（帰無仮説）が検定され，差なし仮説と差あり仮説 alternative hypothesis

（対立仮説）のどれを採用するべきかを判断します。

2つの群の体重の平均値を比較する場合を例にとると，平均値の差が大きいほど差

なし仮説を否定するのが容易であることは直感的に分かりますが，問題は具体的な差，

例えば 4 kgといった差があるときに，差なし仮説が否定される可能性がどれほどあ

るかということです。これは逆に言えば，4 kgという差が有意に「検出される」可能

性はどれほどあるかということでもあります。この可能性の大きさのことを，統計学

的パワー（検出力）statistical powerと言います。もちろん，パワーは大きいに越し

たことはありせませんが，それにはコストも伴います。パワーに影響を与えるのはサ

ンプルサイズとデータのバラつきで，サイズが大きいほど，そしてバラつきが小さい

ほどパワーは大きくなります。αを 0.05から 0.01に変えるとパワーは小さくなりま

す。

仮説検定には，常に誤差が付きまといます。実際には差がないのに，差なし仮説を

H0：μ1－μ2 ＝ 0

H1：μ1－μ2≠ 0

統計学的パワー

p値

仮説検定，p値，統計学的パワー
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否定（棄却）してしまう（＝差あり仮説を採用する）こともあります。これを，αエ

ラー（第 1種の過誤）と言います。このエラーの確率は，検定をする前に設定したα

の値によって決められます。一般的には，他に特別な理由がない限り，α＝ 0.05が

用いられます。

逆に，実際には差があるのに，差なし仮説を採用してしまうこともあります。これ

を，βエラー（第 2種の過誤）といいます。これについては，サンプルサイズを扱う

節で詳しく説明します。差なし仮説が否定されるべきときに正しく否定される確率が

統計学的パワーです。その大きさは，1｜βとなります（βについては後述）。仮説

検定で生じる 4つの結果を示したのが右表です。

基本的手法

疫学における基本的手法は以下の 4つです。

● t検定

● カイ二乗検定

● 相関分析

● 回帰分析

疫学では，2つの群の平均値について，それが有意に異なると結論できるかどうか

という問題を扱うことがよくあります。t検定は，そういう場合によく用いられる検

定です。この検定では，t値を用いて，以下の仮説を検定します。

それぞれの群のサンプル数を n1，n2とすると，自由度は，n1＋ n2－ 2で与えられ

ます。

（訳注：spは 2つの群をプールした場合の標準偏差，s1と s2 はそれぞれ群１と群 2の標

_
x1－

_
x2 （n1－ 1）s1

2＋（n2－ 1）s2
2

t＝
sp√1/n1＋ 1 / n2

ここで sp2＝　
（n1－ 1）＋（n2－ 1）

H0：μ1－μ2 ＝ 0

H1：μ1－μ2≠ 0

t 検定
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検定の結果 H0 は真
真実　　　

H0 は誤り

差なし仮説（H0）を採用　　　　正しい　　　　　　　　　βエラー

差なし仮説（H0）を否定　　　　αエラー　　　　　　　　正しい



準偏差のことです。）

クロス表（r× s表）は，対象者を複数の変数で分類する場合に用いられる手法で

す。ここに示す表は，2× 2表と呼ばれるもので，表 3.2を再掲したものです。ここ

では，対象者が縦横 2つのカテゴリーで分類されています（r＝ 2，s＝ 2）。この場

合は，疾病の有無（あり／なし）と曝露の有無（あり／なし）について４つに区分され

（あり／あり，あり／なし，なし／あり，なし／なし），それぞれに該当する数値が示さ

れています。

こうした表を見ると，必ず，これら 2つの変数には関連があるのかどうかが問題と

なり，仮説検定の必要が生じます。つまり，H0：疾病の有無と曝露の有無の間には

関連がないという仮説（差なし仮説，帰無仮説）と，H1：疾病の有無と曝露の有無

の間には関連があるという仮説（差あり仮説，対立仮説）です。

2× 2表では，これらの仮説は，2つの割合を比較することによって検定すること

ができます。つまり，この例では，

これを用いて仮説を以下のように設定することができます；

この仮説を検定するためには，それぞれの区分における観察値（O）を期待値（E）

と比較します。期待値とは，差なし仮説が完全に正しいとした場合に期待される値の

ことで，以下の式で計算します。

（その区分を含む行の合計）×（その区分を含む列の合計）
E＝

表全体の合計

H0（差なし仮説）： PE＝ PNE

H1（差あり仮説）： PE≠ PNE

PE＝要因に曝露された人々（exposed）の中で疾病を有する人々の割合

PNE＝要因に曝露されていない人々（not exposed）の中で疾病を有する人々の割合

クロス表のためのカイ二乗検定
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曝露（最近の肉の摂取の有無）
あり　　　　 なし　　　　　合計

疾病（壊疽性腸炎） あり 50 11 61

の有無 なし 16 41 57

合計 66 52 118



そして，観察値と期待値を並べた次のような表を作成します。

表の最後の列の一番下の数値（34.72）が，カイ二乗値（χ2）で，自由度（df）は

1です。一般的に自由度は，（r－ 1）×（c－ 1）で計算されるため，2× 2表の場合

は 1となります。この例の場合のカイ二乗値は 34.72で，αが 0.05の場合のカイ二乗

値 3.84よりもかなり大きいことから，差なし仮説は否定されます。カイ二乗の表は，

インターネットでも入手でき，また，たいていの統計学の教科書には掲載されていま

す（11章）。

相関 correlationとは，2つの変数が関連して変化する度合を定量的に表わしたもの

です（5章）。2つの変数の間に全く関連がなければ，相関はなく，関連があれば，相

関があるということになります。相関のタイプには，一方の変数が大きくなれば他

方の変数も大きくなるもの（正相関）と，逆に一方が大きくなれば，他方が小さく

なるもの（逆相関）があります。相関を測る指標には様々なものがありますが，最

もよく用いられているのは，ピアソンの相関係数（r）で，以下の式で計算されま

す。

これは，直線的な相関を測る指標で，－ 1から＋ 1の間の値をとります。＋ 1に近

いと強い正の相関があり，－ 1の近いと強い負の相関があることを示し，0であれば，

全く直線的な相関はないということを意味します（Box 4.7）。

SS（xy） Σ（xi－
_
x）（yi－

_
y）

rxy＝
√SS（x）SS（y）

＝
Σ（xi－

_
x）2Σ（yi－

_
y）2

相関分析
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分類区分　　　　　O E O－E （O－E）2 （O－E）2 / E

1 50 34.12   15.88   252.22 7.39

2 11   26.88  － 15.88   252.22 9.38

3 16   31.88  － 15.88   252.22 7.91

4 41  25.12   15.88   252.22 10.04

合計　　 118     118  0.00 34.72

2つの変数間の関係を検討する場合には，まずプロット図（図 1.1，p.3）を作

成してみるようにします。プロットが 2つ以上の固まりになったり，曲線に沿っ

て分布するような場合には，相関係数は，その 2つの変数の適切な指標ではない

と判断されます。

Box 4.7 2つの変数の関係の解釈



回帰モデルの使用と解釈

回帰モデルは，データ分析に欠かせない手法であり，疫学研究では広く用いられて

います。基本概念は複雑なものではありません。計算は必ずしも単純ではありません

が，そこはコンピュータがやってくれます。この教科書では複雑な計算よりも，その

利用法と解釈の仕方について解説します。

その他の回帰モデル

疫学研究で基本的な回帰モデルは次の 3つです。

● 線形回帰モデル

● ロジスティック回帰モデル

● Coxの比例ハザードモデル（注：生存分析の一種）

回帰モデルの基本概念

変数が相互に影響し合う場合の関係を数学的モデルで表現するのが回帰モデルで

す。例えば，体重は，年齢や性別といった要因に影響を受けると考えることができま

す。この場合の体重に相当する変数を従属変数（もしくは目的変数）といい，年齢や

性別にあたる変数を独立変数（もしくは説明変数）と言います。主に従属変数の種類

によって，回帰モデルのタイプが決まってきます。

● 線形（直線）回帰モデル：従属変数のタイプは連続変数で，その分布は正規分

布をしている必要があります。

● ロジスティック回帰モデル：従属変数はアウトカムの有無で，一般には，2区

分変数（0もしくは 1を取る変数）です。

● Coxの比例ハザードモデル：従属変数は，ベースライン時点から目的とするイ

ベントが発生するまでの時間です。このモデルを，生存分析に用いる場合には，

打ち切り censoring（研究からの中途脱落）という少し複雑な問題を取り扱う

必要が出てきます。

線形回帰には，分散分析から，単純線形回帰や多重線形回帰に至る様々な手法が存

在しますが，いずれも，従属変数は連続変数（例：体重）で，独立変数には，連続変

数とカテゴリー変数の両方を用いることができます。

従属変数

従属変数を Y，k個の独立変数を xとすると，線形回帰の典型的なモデルは以下の

線形回帰分析

回帰分析
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ように表わされます。

ここで，

Y ＝従属変数（例：体重）

β0＝切片

βi ＝独立変数の係数

xi ＝独立変数

ε ＝ Yのうちモデルで説明できない部分

式中βixi は，従属変数（Y）がある独立変数で説明できる部分の大きさを示すも

ので，εは，ε以外の項で説明できなかった部分（残り）の大きさを示す項で，「誤

差項」と呼ばれることもあります。

このような方法によって，体重をそれぞれの独立変数とそれ以外の 2つの項（切片

［β0］と，説明し切れなかった残り［ε］）による数式として表わすことができます。

説明し切れずに残る部分が小さければ小さいほど，そのモデルの説明力が大きいとい

うことになります。その説明力の大きさ，つまり，従属変数（例：体重）の個体間の

バラつき（＝分散）の中で，その回帰式で説明できる部分の大きさの割合は，以下の

式で計算することができます。（訳注： SSは偏差平方の和です。p.81参照）

独立変数

年齢のように独立変数（xi）が連続変数である場合には，βiの意味は単純で，他の

変数を調整した（＝他の変数の影響を除いた）上での xiの 1ユニット分の増加に伴

う従属変数の増加分を示します。これは，単純な直線回帰における直線の傾きに相当

するものです。したがって，βiが 2.0 kgなら，他の変数が調整された場合，年齢が

1歳上がるごとに，体重が 2.0 kg上昇するということになります。

独立変数がカテゴリー変数である場合には，少し意味が異なるので注意が必要です。

その典型例が性別で，一般には，男性に 1，女性に 0という数値が当てられます。こ

の場合の xi＝ 0となる群を，レファレンス群といい，この群に xi＝ 1となる群が比

較されます。

線形回帰モデルの場合，この項の係数は以下のようになります。

つまり，他のすべての変数が調整された場合の，男女間の平均体重の違いを表して

いることになります。

βi＝μ男性－μ女性

Yの分散中モデルで説明できる部分 SS（モデル）
R2（決定係数）＝

Yの全分散
＝

SS（Y）

Y＝β0＋β1 x1＋β2 x2＋･････＋βk xk＋ε
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カテゴリーが3つ以上の変数

カテゴリーが 3つ以上になると少し複雑になります。しかし，これはよくあること

であって，解釈を正確にすることが大切です。そのよい例が血液型です。血液型には，

A，B，Oの 3つのカテゴリーがあります。この場合，2つの独立変数（x1，x2）を組

み合わせた変数が作られます。つまり，カテゴリーの数より 1つ少ない数の変数が作

られるわけです。それを示したのが上の表です。この場合は，O型がレファレンスカ

テゴリーとして用いられています。つまり，

ここで，β1は，他のすべての変数を調整した場合の，A型の群と O型の群の間の

平均体重の差，β2 は B型の群と O型の群の間の平均体重の差を表わします。この例

の場合には，Aと O，もしくは Bと Oを直接比較することができますが，Aと Bを

直接比較することはできないことに注意してください。Aと Bを直接比較したい場

合には，x1と x2に違った数値を配置しなければなりません。

上記の数式は，母集団において存在する可能性のある関連を，得られたデータセッ

トを用いて推定したものです。まず，この数式全体が有意であるかどうかを検定する

必要があります。

この仮説が否定されれば，βのうち少なくとも 1つは，ゼロではないということで

あり，それが確かめられたら，次には，個々のβについての有意性を検定します。逆

に，どのβもゼロでないとは言えないという結果であれば，意味のある項目は１つも

ないということになり，そのモデル自体にはほとんど意味がないことになります。

上記の例では，従属変数の値は，体重，つまり連続変数でした。次に，同じ体重で

も，BMI（体格指数）＿＞ 30を基準とした肥満の「あり」，「なし」という変数（カテゴ

リー変数）が従属変数である場合を考えてみましょう。この場合には，ロジスティッ

ク回帰分析がふさわしいモデルになります。このモデルでは一般には，オッズの違い

（オッズ比 odds ratio）が関心の対象であり，例えば，他の変数を調整した上で，男性

と女性の肥満のオッズが比較されます。

ロジスティック回帰分析

H0：β1＝β2＝･････＝βk＝ 0

β1 ＝μA －μO

β2 ＝μB －μO
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血液型　　　　　 x1 x2

A 1 0

B 0 1

O 0 0



ロジスティック回帰モデルは，この目的にとって理想的なモデルです。このモデル

の従属変数はオッズの自然対数（ln＝ eをベースとする対数）で，オッズは，あるイ

ベントが生じる確率 pを生じない確率 1－ pで割ったものです。

したがって，モデルは次のように表現されます。

上式は変換して以下のように表現することもできます。

ここでの xiの定義は直線回帰のところで述べたものと同じです。このモデルの係

数を解釈するためには，直線回帰の場合のような平均値ではなく，オッズやオッズ比

（OR）が問題となります。例えば，性別を表す x1という独立変数で，1が男性で 0が

女性を表すとき，モデルにおけるβ1は以下の式を満たすものなります。

この項（eβ1）は，モデルに含まれる他の変数を調整した上での，男性の肥満のオ

ッズと女性の肥満のオッズの比（オッズ比）についての推定値です。

一方，年齢を表す x2 という独立変数（単位は年）については，その項の解釈は，

直線回帰の場合の直線の傾きに似たものとなります。

OR 年単位の増加が 1.2であれば，モデル中の他のすべての変数を調整した条件下では，

年齢が 1年高くなるごとに，肥満のオッズが 20％高くなることを意味しています。

もし，OR 年単位の増加が，0.75であれば，モデル中の他のすべての変数を調整した条件

下では，年令が 1年高くなるごとに，肥満のオッズが 25％低くなることを意味しま

す。

研究では，あるイベントが起きるまでの時間が問題となる場合が少なくありません

（図 8.4，p.166）。上述の肥満を例に取ってみましょう。今，ある一群の人々が，肥満

の改善に成功し，その後の肥満の再発について観察されたとします。この場合に最も

適したモデルは，Coxの比例ハザードモデルです。従属変数は，肥満再発までの時間，

独立変数は，ロジスティック回帰分析と同じで，以下の式で表わされます。

生存分析とCoxの比例ハザードモデル

eβ2＝ OR 年単位の増加

eβ1＝OR 男性／女性

オッズ＝ e β0 ＋β1 x1 ＋β2 x2 ＋･････＋βk xk ＋ε

ln（オッズ）＝β0＋β1 x1＋β2 x2＋･････＋βk xk＋ε

オッズ＝ p /（1－ p）
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ここで，

この式には，β0（切片）がないことに注意してください。このモデルでは，観察

開始時点でのハザード（h0（t））がβ0の役割を果たすからです。

このモデルで唯一複雑な点は，打ち切りという問題を考慮しなければならないとい

うことです（Box 4.8）。

Box 4.8に示した項（e β1＝ RR 男性 / 女性）は，モデルの中の他のすべての変数で調整

した場合の，女性に対する男性の相対リスク（RR）を示すものです。e β1はデータか

ら計算上得られるデータで，この相対リスクの推定値を与えるものです。

独立変数と x2＝年齢（単位：年）については，直線回帰の傾きに似たような意味

があり，その項は次の式で表わされます。

解釈は，ロジスティック回帰分析の場合のオッズ比と同じようなものとなります。

カプラン・マイヤー（Kaplan-Meier）生存曲線は，生存データをグラフ化するのに

よく用いられます（図 8.4，p.166）。この曲線は，生存データに限らず，イベント発

生までの時間に関するデータであれば，何にでも用いることができます。イベントが

カプラン・マイヤー生存曲線

eβ2＝ RR 年単位の増加

h（t）＝イベントのハザード（＝時間 tにおけるイベントの発生確率）

h0（t）＝観察開始時点でのハザード

h（t）＝ h0（t）e β1 x1 ＋β2 x2 ＋･････＋βk xk ＋ε

94

打ち切り censoringとは，観察期間中に研究対象とするイベントが発症しなか

った症例において，その観察期間を統計的に扱う手法のことを言います。打ち切

りになるケースとして最も多いのは，脱落や転居などで追跡ができなくなる場合

ですが，参加者が研究終了までにイベントを発症しない場合も少なくありません。

例えば，ある対象者がイベントを発症することなく，15ヵ月目に脱落したか，そ

こで研究期間が終了した場合，その対象者は，その時点で「打ち切られた」と言

います。それ以外では，Coxの比例ハザードモデルは，ロジスティック回帰分析

によく似ています。ただし，前者ではハザード比が推定されるのに対し，後者で

はオッズ比が推定される点が異なっています。今，性別を表わす独立変数 x1

（1＝男性，0＝女性）を例に取ると，係数β1は以下のように表現されます。

eβ1＝ RR 男性／女性

Box 4.8 打ち切り



死亡であれば，グラフの縦軸は，ある時点における生存者の割合を示すものとなり，

横軸の単位は時間です。割合は，1.0（100％）で始まり，全員が追跡期中に死亡すれ

ば，0.0となります。カプラン・マイヤー曲線は意味が明解で，解釈も容易で，作る

のも難しくありません。ただ 1つ厄介な問題は，前に触れたように，打ち切り cen-

soringの扱いです。カプラン・マイヤーはこの問題を解決した統計学者で，この曲線

に彼らの名前がついているのもそのためです。彼らが行ったのは，横軸を暦年ではな

く，生存時間とすることでした。そして，打ち切りとなった例（訳注：例えば，転院

などで観察不能となった場合）は，観察集団中に次のイベントが生じるまでは，生存し

ていたとの仮定を持ち込みました。つまり，彼らは打ち切り例に，他の対象者の中で

次のイベント（死亡）が生じるまでは，生存させておくことにしたというわけです。

疫学研究でしばしば直面する問題は，ある研究テーマに対する回答を得るのに，一

体どれほどのサンプル数が必要かということです。その答えは，十分な統計学的パワ

ー（検出力），つまり，関連が存在する場合にそれを統計学的に有意に検出できる力

（3章）を確保できる程度のサンプルサイズが必要ということになります。サンプル

サイズを計算するには，以下のような情報が必要となります。

● 存在率（有病率）

● αエラーやβエラーの許容範囲

● 検出したい差の大きさ（効果量）

サンプルサイズの計算のための数式は，研究のタイプによって異なりますが，現在

ではそのためのコンピュータソフトが開発され，計算は非常に簡単になっています。

ここでは，比較的単純な 2つの計算式を紹介しておきましょう。

● 独立した 2群の平均値を比較するための t検定

● 2つの割合を比較するための検定

独立した2群の平均値を比較するための t検定

この検定のためのサンプルサイズの計算は，α＝ 0.05であるときには，以下の式

で計算することができます。

この式には，母集団における分散の平方（σ2）と，正規分布からの値 za， zβ，そ

して dの値を入れる必要があります。ここで，zaとは，α（両側）＝ 0.05に対応す

る正規分布の z 値で，zβは，統計学的パワー（1｜β）のβに対応する z 値，dは，

検出しようとする 2群の平均値の差を意味しています。一般に，望ましいパワーのレ

4σ2（za＋ zβ）2N＝ n1＋ n2＝
d 2

サンプルサイズの計算
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ベルは 0.80とされています。今，この式を使って，体重を例にとって計算してみま

しょう。仮にσ2＝ 64 kg とします。α＝ 0.05，1 ｜β＝ 0.80とすれば，正規分布から，

（なぜそうなるかの説明はここでは省きますが）za＝ 1.96，zβ＝ 0.842が与えられます。

そして，2つの群の間に 4 kg以上の差があるとし，d＝ 4を代入すると，4 kgの差が

統計学的に差があるとは言えないという仮説を否定するために必要なサンプルサイズ

（両群の合計）を計算することができます。

σ2は，わからないことが普通です。他の研究から適切な値が得られる場合もあり

ますが，σ2，d，パワー（1－β）について，いくつかの値を想定して Nを計算して

おくのが賢明です。パワーを 0.80より大きくしようと思うと，それだけ大きなサン

プルが必要となりますが，パワーの上昇に見合うサンプルサイズの増加は比較的大き

なものになります。

割合を比較するための検定

割合を比較するための検定に必要なサンプルサイズを計算する式は，上述した平均

値の場合の計算式に似ています。

この式では，比較するそれぞれの群における割合（P1，P2）を代入しなくてはなり

ません。今，P1 ＝ 0.60，P2 ＝ 0.70，そして，α＝ 0.05，パワー（1 －β）＝ 0.80とす

ると，必要なサンプルサイズ（2 群の合計）は以下のように計算することができます。

この場合にも，パワーや，P1，P2について，いくつかの値を想定して Nを計算し

ておくのが賢明です。

メタアナリシス

メタアナリシス meta-analysisとは，それぞれ独立して行われかつ比較可能な研究の

データを統計学的に統合して，要約した統計量を算出し，研究間に共通する傾向（5

4（1.96＋0.842）2

N＝n1＋n2＝　　　　　　　
（0.60－ 0.70）2

＝714.46

4（za＋ zβ）
2

N＝ n1＋ n2＝
（P1－ P2）2

4σ2（za＋ zβ）2 4（64）（1.96＋ 0.842）2

N＝ n1＋ n2＝
d 2 ＝

42 ＝ 125.62

96

［（ 0.60＋
2

0.70）］［（ 1－ 0.60＋
2

0.70）］

［（ P1＋
2

P2）］［（ 1－ P1＋
2

P2）］



章）が存在するかどうかを検討する手法のことを言います。図 5.8（p.112）はその例

を示したものです。

メタアナリシスと他の医学研究や疫学研究との最も大きな違いは，新しいデータは

一切扱われないということです。その代わりに，先行研究のデータが以下の手順で取

り扱われます。

● 課題と研究デザインを設定する。

● 関連する研究を探し出す。

● 不備のある研究や方法論に大きな問題がある研究を除外する。

● それぞれの研究の結果を測定し，統合し，解釈する。

研究を探索し，その中で，どれを分析に含めどれを含めないかの判断が，メタアナ

リシスにとって，極めて重要なステップです。そして，次に，それぞれの研究の結果

を同一のスケールで測定します。それによって，例え，アウトカムの測定方法が異な

っていても，研究間を比較することができるようになります。メタアナリシスは，比

較的新しく開発された研究手法で，方法の改善は現在も続いており，新しい研究の領

域が開拓されつつありますが，それまでの伝統的な統計手法に比べれば，方法として

の認知が必ずしもまだ高いとは言えません。

最近，医学や疫学の分野で，メタアナリシスを用いた研究が増えていますが，それ

には，倫理的問題，コストの問題，そして，何よりも，様々な集団で行われたある介

入（治療）が全体としてどのような効果があるかを明らかにする必要によるものです。

臨床研究の世界では，個々の治験から結論を得るには，それぞれの治験のサンプルサ

イズが小さ過ぎることがよくあり，それらを統合してパワーを高めた分析を行うこと

には重要な意義があります。例えば，アスピリンの心臓発作や脳卒中予防効果は，

個々の研究からではなく，メタアナリシスで初めて確認されたものです。これらの問

題については，次の章でもっと詳しく取り上げます。

4.1 この章に出てきた体重のデータ（n＝ 10）を用いて，平均値，中央値，分散，

標準偏差，標準誤差を計算してください。

4.2 なぜ収入は，平均値ではなく，中央値として報告されることが多いのかその理

由を説明してください。

4.3 線形回帰分析，ロジスティック回帰分析，生存分析のための回帰モデルの主な

違いについて説明してください。

4.4 信頼区間は広い方がよいか，狭い方がよいか，それを理由とともに述べてくだ

さい。

4.5 データや結果を示す表のタイトルには，どのような情報が含まれていなければ

学習課題
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ならないかを説明してください。

4.6 体重を従属変数 y（kg），性別を独立変数 x1（男＝ 1，女＝ 0）として，多変量解

析に投入した場合に，β1＝ 5.0という値が得られたとします。この意味につい

て説明してください。

4.7 体重を従属変数 y（kg），年齢を独立変数 x1（年）として，多変量解析に投入し

た場合に，β1＝ 5.0という値が得られたとします。この意味について説明して

ください。

参考文献
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疫学の主な目的は，疾病の予防や健康向上に役立つ情報を提供することにあります。

そのためには，疾病（疾患や傷害）の原因となる要因や，それを変化させるための方

法を知る必要があります。本章では，因果関係についての疫学的アプローチについて

学びます。

原因の概念

疾病の原因 causeを理解することは，疾病の予防のみならず，適切な診断や治療法

を行う上でも重要です。「原因」の概念は，疫学においても大きな論議の的になって

います。因果関係の推論が，どのように可能かについては，今なお科学哲学的論議が

続いており，原因の概念は，文脈によって色々な使われ方をしています。

疾病の原因は，一般には，生活や社会に関係する要因や遺伝素因や年齢などの個人

特性といった，様々な要因が複合されたものと考えられます。原因は，アウトカムが

生じる前から存在していなくてはなりません。その要因があると，必ずアウトカムが

生じる場合，その要因は「十分条件 sufficient」であるといい，それがなくてはアウ

トカムが生じない場合は，その原因は「必要条件 necessary」であるといいます。疾

患によっては，個人の遺伝要因によって一義的に規定され，他の要因はそれによる病

十分あるいは必要

● 疾病（疾患や傷害）の原因となる要因の探求は疫学の最も基本的な目的です。

● 健康に関するアウトカムの原因が 1つだけということはほとんどありません。

● 疾病の原因となる社会経済的要因は，病因として最も近いものから遠いものまで階層

に分類することができます。

● 因果関係を疫学的に判断する基準には，時間的関係，生物学的妥当性，一貫性，関連

の強さ，量―反応関係，可逆性と研究デザインなどがあります。

学習のポイント

疫学における因果推論

Chapter
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気の発症を促進するいう関係にあることがあります。後者を遺伝要因と区別するため

に，「環境要因」と呼びます。遺伝要因の関与は疾患によって様々ですが，現在では，

ほとんどすべての疾患が遺伝要因と環境要因の相互作用によって生じると考えられて

います 1）。

多因子モデル

十分条件を満たす原因が 1つの要因だけから成るという場合は少なく，複数の要因

から構成されているのが普通です（多因子モデル multi-factorial causation）。しかし，

すべての要因が明らかにならなければ予防ができないわけではありません。なぜなら，

それぞれの要因がお互いに依存して原因を構成している場合には，1つの要因が取り

除かれることによって，他の要因の作用も干渉を受け，その結果その疾患や傷害が予

防されることになるからです。例えば，喫煙は，肺がん発症の十分条件を構成する重

要な要因の 1つと考えられますが，喫煙だけで肺がんが生じるわけではありません。

なぜなら，喫煙者の中には，50年間喫煙をしていても肺がんにならない人がいるか

らです。したがって，肺がんの発生には，他の要因，それもほとんど未知の要因が関

与していると考えられ，また遺伝要因も重要な役割を果たしていると考えられます。

しかし，禁煙を促進すれば，たとえ他の要因が何かはわからなくても，集団の肺がん

発生数を減少させることができます（図 1.2，p.3）。

寄与リスク割合

寄与リスク割合 attributable risk percent（2章）は，ある原因が除かれた場合に，

期待できる予防効果を定量的に表現するのに用いられます。例えば，表 1.2（p.11）

は，喫煙をするアスベスト労働者が，喫煙をしなかった，あるいはアスベストに曝露

をしなかったと仮定した場合に期待される効果を示したものです。喫煙がなければ，

肺がんの死亡率は，10万対 602から 10万対 58に減少し（90％の減少），喫煙はその

ままでアスベスト曝露だけが除かれれば，10万対 602から 10万対 123に減少（80％

の減少）することが期待されます（質問 5.3も参照）。

十分条件を満たす要因には，必要条件を満たす要因が含まれています。例えば，食

中毒の研究において，チキンサラダや生クリームを使ったデザートが，いずれも十分

条件を満たす下痢の原因であり，かつ，それらの食物と下痢からサルモネラ菌が検出

されたとすると，この場合サルモネラ菌がこの疾患の必要条件となります。同じよう

に，結核の場合には，結核菌が必要条件に相当します（図 5.1）。しかし，例えば，脳

梗塞の発症における喫煙の役割のように，脳梗塞の発症に関連するが，必要条件でも

なければ十分条件でもないといった要因もあります。

十分かつ必要
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疫学的アプローチは疾病から出発するのが普通で，それからその原因を探求します。

もちろんそれとは逆に，まず原因となりそうな要因（例：大気汚染）から出発して，

その効果を調べるというアプローチもあります。疫学では，あらゆる関係を取り扱い

ます。例えば，社会階層は，多くの健康問題と関連があります。収入や教育，あるい

は住居や職業などの面で恵まれない社会階層に属する人々は，ある特定の疾病という

よりも，あらゆる不健康を被りやすくなります 2）。疾病の原因には，人口過密による

感染性病原体への過剰曝露，不潔な水や非衛生的な生活環境，食料の欠乏や安全な食

物の不足，危険な労働環境などがありますが，それを見れば，なぜ貧困な人々が不健

康に陥りやすいかは説明を要しないでしょう。さらに，これらの条件をすべて考慮し

た上でも，社会階層の一番底辺にあることそれ自体が，不健康と関連があることがわ

かっています 3）。図 5.2 4）は，社会経済状態と疾病の関連を示した 1つの例です。

栄養不足

遺伝要因

結核菌への曝露 結核菌の組織浸潤

結核のリスクファクター 結核の病態生理

過密居住

貧困

図5.1 結核の原因

結核結核菌への感染感受性のある宿主

乳
児
死
亡
率

社会経済レベル（5分位区分）

図5.2 イランにおける乳児死亡率と社会経済的要因の関係 4）
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疫学者は，疾病の発生が単一の原因から生じるという立場をとりません。そのため

に，特に実験的研究を行う人々から批判を受けることがあります。しかし，そうした

批判は，疾病が現実に様々な要因の相互作用によって生じるという事実を無視するも

のです。通常，疾病を予防するためには，一度に複数の要因をターゲットとする必要

があります。さらに言えば，これらの要因が最終的に身体に病理的変化を引き起こす

までには，1つの要因が次の要因に関連するという複雑な因果連鎖 causal pathway

（注：因果の階層構造とも言われます）が存在します。例えば，実験科学者は，心血管

疾患の基本的な原因は，動脈壁の組織増殖といった細胞学的機序に関係していると言

うことでしょう。もちろん，疾病の病理学的メカニズムを調べることが重要なことは

言うまでもないことですが，因果関係の概念はもっと広い疫学的文脈で捉える必要が

あります。

真の原因がわからなくとも，関連する環境要因を操作することによって，大きな予

防効果を期待できることがあります｡コレラはそのよい例で，ジョン・スノーはコレ

ラの原因となる病原体が発見される何十年も以前に，環境を操作する（＝水道の取水

口を封鎖する）ことによってコレラを予防してみせました（図 5.3）。しかし，興味深

いことに，1854年にスノーはすでにそのコレラの原因は生きている有機体であろう

と考えていたと言われています（9章）。

パスツールの微生物に関する研究から，ある病原体がある疾患の原因と言えるため

には，以下の条件が必要であるとされてきました。これはヘンレ―コッホ（Henle-Koch）

単因子と多因子

因果連鎖

栄養不足

遺伝要因

汚染された
水の摂取

腸管に対する
コレラ毒素の影響

コレラのリスクファクター コレラ菌による病態生理

過密居住

貧困

図5.3 コレラの原因

コレラコレラ菌の摂取感受性の高まり
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の原則と呼ばれ，最初ヘンレが作成し､後にコッホが修正を加えたものです｡

● その有機体がその疾患の全症例に存在しなければならない

● その有機体は単離でき，純粋な培養系で培養できなければならない。

● その有機体は，感染しやすい動物に摂取された場合，その疾患の原因とならな

ければならない。

● その有機体は動物から再び採取され，同定されなければならない。

炭疽は，この原則を満たした最初の疾患であり，その後多くの感染症や化学物質の

中毒でその有用性が示されてきました。

しかし，感染性，非感染性にかかわらず，この原因が当てはまる疾患は，実はごく

一部に過ぎません。1つの疾患の発症には通常，多くの原因が関与しており，また，

逆に，喫煙という 1つの要因は，数多くの疾患の原因となっています。また，病因で

ある病原体が，その疾患が発生した時には消失し，病原体の存在を証明できないこと

もあります。ヘンレ―コッホの原則が当てはまるのは，その病因が非常に病原性の高

い病原体である場合や化学物質の中毒などである場合，あるいは健康なキャリアが存

在しない場合に限られますが，そういうことは，比較的まれです。

疾病の発生に重要な役割を担う要因は次の 4つのタイプに分類できます。ある疾病

の発生において，これらの要因は必要条件となることはあっても，十分条件となるこ

とは減多にありません。

● 身体要因：年齢や性別，免疫能や毒物代謝能に関係する遺伝素因，あるいは疾

病の既往などの要因。これらは，病原要因に対する個人の身体的感受性を高め

ることがあります。

● 促進要因：低収入，低栄養，劣悪な居住環境，不適切な医療体制など，疾病の

発生を促進する要因。その要因が病気の回復や健康の維持を助ける場合にも，

促進要因と呼びます。社会的経済的要因は，予防対策をデザインする場合に，

次の起始要因に劣らず重要な要因です。

● 起始要因：病原体への曝露など，疾病へのプロセスの始まりに関係する要因。

● 強化要因：疾病の原因となる要因への繰り返しの曝露，環境条件，過剰労働な

ど，病気や傷害を悪化させる要因。

「リスクファクター risk factor」という言葉は，疾病の発生リスクを高めるものの，

単独では，疾病を引き起こすことができない要因を総称する言葉として用いられて

います。この概念の有用性は，多くの予防プログラムにおいて，認められています。

あるリスクファクター（例：喫煙）は，複数の疾病と関連があり，ある疾病（例：

心血管疾患）は，複数のリスクファクターと関連があります（図 5.4）。

疫学研究を行えば，疾病の発生に対するそれぞれの要因の寄与度を測定することが

因果関係における諸要因
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できます。逆に言えば，それぞれの要因を除去した場合の疾病の減少を推定すること

ができるということでもあります。しかし，多要因が関与する場合には，各要因の寄

与リスク割合を単純に足し算すれば，100％を超えるということも起こり得ます。こ

れは，リスクファクター間の相互作用やリスクの重複があることによるものです。

複数の原因が同時に作用する場合の効果が，それぞれの効果を足し合わせたものよ

り大きくなることがよくあります。この現象を交互作用（相互作用）interactionとい

います。この例として有名なのが肺がん発がんに対する喫煙とアスベストの関係で

（表 1.2，p11），喫煙とアスベストに同時に曝露された人々における肺がんのリスクは，

喫煙によるリスク（10倍）とアスベストによるリスク（5倍）の和ではなく，積（50

倍）になります。

多くの原因やリスクファクターが関係するときには，しばしば原因が階層構造を成

すことがあります。これは，ある要因が近因（直接的要因）となり，他の要因がその

遠因になるという形での因果のつながりのことをいいます。例えば，喫煙は，肺がん

の近因で，低社会階層では喫煙が多いという意味で，低社会階層は肺がんの遠因とな

原因の階層構造

交互作用

社会構造
（社会的地位）

●社会階層
●年齢
●性別
●人種

●居住地
●居住条件
●職業的リスク
●保健医療サービスへのアクセス

●喫煙
●栄養状態
●身体活動
●心理社会的要因

●血圧
●血中コレステロール値
●肥満
●血糖値

環境の影響
（場所）

ライフスタイルの影響
（個人の行動）

生理学的な影響
（身体）

保健に関する公共政策

1次予防と2次予防

非感染性疾患

1次予防と2次予防

組織的介入及びコミュ
ニティレベルの介入

図5.4 主な非感染性疾患に共通するリスクファクター
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ります。こうした近因と遠因との関係をわかりやすくするために様々な図式化が試み

られていますが，その例の 1つに，WHOが，環境健康問題との関連で，原因，予防，

指標の関係を図式化した DPSEEA（driving forces, pressure, state, exposure, effect,

action）があります（図 5.5）。

WHOの世界疾病負荷プロジェクトでも，Multiple ExposuresやMultiple Effects とい

う似たようなモデルが開発されています 7）。これらのモデルは，環境曝露と子どもの

健康との間の複雑な関係を図式化したもので，1つの曝露が様々な健康問題につなが

ること，逆に，1つの健康問題の背景に多くの環境曝露があることを示しています 8）。

1つもしくは複数の原因を健康問題と結びつけて論じることの多い疫学研究では，

それぞれの階層がどれだけの要因から構成されているのかを考えなくてはなりませ

ん。もし，近因以外に遠因までも考慮しようとするなら，統計学的解析においても，

それなりの配慮が必要となります。原因の階層とそれらの階層間の関係を定量的に明

らかにできれば，それは，原因のメカニズムに 1つの表わし方を示すことになります。

例えば，多くの先進工業国では，低社会階層ほど喫煙者が多い傾向にあります。喫煙

は，血圧上昇（一過性）の原因となり，血圧の上昇は，脳卒中の原因となります。

図5.5 DPSEEA 6）

促進要因

ハザード
圧

自動車台数の増加
大気汚染物質
の排出

道路からの騒音
車を使用する
日数の割合

平均1日身体
活動量（エネル
ギー消費） 対策

地域社会における
騒音の増加

騒音環境への
曝露時間

睡眠や学習に対
する騒音の影響

個人レベルでの
推定曝露量

心臓や呼吸器官
への影響

交通政策
交通手段としての車への依存

鉛，酸化窒素化合
物，一酸化炭素，
粒子状物質の大気
濃度上昇

個人の1日エネ
ルギー消費量

肥満とそれに関
連する心疾患や
糖尿病

車と歩行者
の摩擦増加

歩行者が危険に
曝される時間

自動車の衝突事故

状況

曝露

効果
（健康影響）
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疾病の原因を確立する

因果関係の推論という言葉は，観察された関連 associationが因果関係と考えられ

るかどうかを決定するプロセスのことをいいます。因果関係を判断するためのガイド

ラインも作られていますが，因果関係の判断は難しく，ガイドラインに従えば済むと

いうほど単純な問題ではありません 1，9）。 ある関連が因果関係かどうかを検討する前

には，まず，偶然，バイアス，交絡などによる可能性を除外しなければなりません。

原因の可能性のある因子とアウトカムとの関係が因果関係かどうかを評価するための

ステップを示したのが，図 5.6です。

喫煙が肺がんの原因であることを明確にするために，米国医務総監によって，その

因果関係を考える

観察された関連

選択バイアスや測定バイア
スの可能性があるか

交絡による可能性があるか

偶然による可能性があるか

因果関係である可能性が
あるか

ガイドラインに
照らして判断

ない

ない

恐らくない

図5.6 原因と思われる要因とアウトカムの関係を評価するプロセス
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関連の特徴について系統的な検討が行われました 10）。その後，それは Hillによってさ

らに精緻な検討が加えられました 11）。その概念に基づいて，疫学的に因果関係を検討

するプロセスを示すために作成されたものが「因果関係を検討するためのガイドライ

ン」で，表 5.1はそれを示したものです。

時間的な関係 temporal relationshipは極めて重要であり，原因は効果（健康影響）が

生じる以前から存在していなくてはなりません。これは当然のことのように思われま

すが，ケースコントロール研究や横断研究などのように，原因と効果の測定が同じ時

点で行われたり，効果（健康影響）のために曝露自体が影響を受ける場合（例：自覚

症状のため，肺がん発見以前に禁煙してしまったような場合）などには問題となります

（3章）。また，曝露のレベルが時間とともに変わる場合には，疾病が生じる前に，十分

な曝露があったことを確かめておく必要があります｡複数の時点ないし複数の地点で曝

露量を測定しておけば，因果関係の推論をより確かなものにすることができます｡

図 3.3（p.49）は曝露と効果の測定の時間的経過の一例で，パリで，2003年 8月に

猛暑（摂氏 30度以上）が続いた期間の一日死亡率の増加を示したものです。このよ

うな猛暑と都市における死亡率の増加との間の関係は，以前にもいくつかの他の都市

で観察されており，今後の地球温暖化の進行によって，もっと頻繁に起こるようにな

ると予想されています 12）。

その関連が因果関係であることを支持するような他の知見が存在する場合，その関

連が因果関係である可能性が高くなります。例えば，動物実験などで，そのリスクフ

ァクターへの曝露が，効果（健康影響）に関連するような病変を引き起こすことが示

されている場合です。しかし，一見生物学的妥当性 biological plausibilityの低い関連

生物学的妥当性

時間的関係

表5.1 因果関係判定のためのガイドライン

時間的関係性 原因は効果よりも時間的に先行しているか（必須）

生物学的妥当性 その関連を支持する他の知見が存在するか
（作用機序，実験動物での結果）

関連の一致性 他の研究で同じ結果が認められているか

関連の強さ 原因と効果の間の関連はどれ位か（相対リスク）

量―反応関係 曝露の増加に伴って効果（健康影響）も増加しているか

関連の可逆性 原因と思われる要因を除去することによって疾病のリスクが
減少するか

研究デザイン そのエビデンスは，しっかりした研究デザインに基づいたものか

エビデンスの判定 どのような種類のエビデンスに基づいて結論に至っているか
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が実は因果関係であるということもあります。例えば，1830年代には，コレラの原

因は一般に，「ミアズマ」という空気中によどむ何らかの物質であると考えられてい

ました。その説は，低地ほどコレラの死亡率が高いという（当時のロンドンにおける）

事実をうまく説明できるように見えたからです。それに比べれば，コレラが感染性の

病原体によるという説は妥当性の低いものとみなされていました。それをくつがえし

たのがスノーの研究だったのです。そして，その後何十年もしてから，パスツールと

その一門の人々によって，原因となる病原体が発見されました。このように，妥当性

の不足はその時点での医学的知見の遅れによる可能性があります。その意味で言えば，

針療法やホメオパシーの治療的効果についていまだに懐疑論が根強いのは，それを支

持するような生物学的メカニズムに関する情報の欠如が，その理由の 1つであるとも

考えられます。

反対に，生物学的妥当性があるのに，疫学的研究の結果が必ずしもそれを支持しな

いということもあります。異形性クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）（Box 5.1）や，

低レベルの鉛曝露の健康影響に関する研究がその例です。鉛が中枢神経系に影響を与

えることは，動物実験で明らかにされているため，小児の疫学調査でそのような結果

が出れば妥当性が高いように思われますが，実際には，様々な交絡因子の影響や，知

能に対する影響が測定困難などの理由から，疫学調査の結果は必ずしも一致していま

せん。しかしながら，入手可能なすべての疫学的データのレビューから，小児におい

ては低濃度の鉛曝露でも確かに影響があるという結論が出されています 14）（Box 5.2）。

一致 consistencyとは複数の研究で同じ結果が得られることをいいます。対象や研

究デザインの異なる研究間で結果が一致した場合には特に重要な意味を持ちます。そ

一　致

変異性クロイツフェルトヤコブ病（vCJD）は，牛海綿状脳症（BSE）に相当す

るヒトの疾患です。どちらも致死性の疾患であり，ほぼ同じ病理学的変化を生じ

ます。これらの疾患は，プリオンと呼ばれる感染性のたんぱく質によって生じま

す。BSEの流行は，1987年に英国で発生しましたが 13）これは，感染した牛の生

肉が餌に混入したために生じたものであり，その後，反芻動物のたんぱく質を牛

の餌に混ぜることが禁止されることによって，牛における流行は停止しました。

しかし、その後，1995年になって，3人の若年の変異性クロイツフェルトヤコブ

病患者が確認され，その累積患者数は，2002年までに 139人に達しました。変

異性クロイツフェルトヤコブ病の流行は BSEの流行に関係していると考えられ

ています。流行拡大を防ぐために，献血者の選択基準が見直されたり，ディスポ

の手術器具の使用を増やすなどの措置が取られています。

Box 5.1 牛海綿状脳症（BSE）と変異性クロイツフェルトヤコブ病（vCJD）
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れは，すべての研究で偶然同じ結果が出るという可能性は小さいからです。しかし逆

に，研究間で同じ結果が出ないからといって因果関係がないとは言い切れません。な

ぜなら，曝露のレベルが小さいなどの条件の違いによって，関連が見えにくくなるこ

ともありうるからです。さらには，研究デザインの良し悪しによっても結果の出方は

違ってきます｡したがって，いくつかの研究結果を解釈する場合には，研究デザイン

の最もすぐれた研究に重きを置く必要があります。

同じテーマに関するいくつかの研究，特にランダム化比較試験の結果をプールして

評価する特別な疫学的手法があります。メタアナリシス meta-analysisと呼ばれる手

法です（4章）。これは，優れた研究デザインで行われた多くの研究が，それぞれは

サンプルサイズが比較的小さいために，結論が出しにくいといった場合に，それらを

ひとまとめにして，1つの結論を導く方法です（図 5.7）18）。

近年，「系統的レビュー」と呼ばれる方法がよく行われるようになりました。これ

は，標準化された方法や厳密な基準に基いて，あるトピックに関する論文をレビュー

する手法で，メタアナリシスはその中の１つです。コクラン共同プロジェクト

（Cochrane Collaboration）で行われる系統的レビューでも時々メタアナリシスが行わ

れています 19）。図 5.7は，新生児の口蓋裂と妊娠期間中における女性の喫煙との関係

について，13のケースコントロール研究と 2つのコホート研究との関連を示したも

のです。研究間に結果の食い違いが見られますが，これは，初期に行われた一部の研

究でサンプルサイズが小さかったことによるものです。それぞれの研究における推定

相対リスクは，四角で示され，95％信頼区間は，水平線で示されています。図の一

番下に示したものが，これらの研究を統合した場合の推定値と 95％信頼区間を示し

たものですが，統合することによって，サンプルサイズが大きくなるため，信頼区間

の幅は非常に狭いものとなっています。統合した分析によれば，喫煙妊婦における口

米国では，何十万人もの子どもたちの血液サンプルを用いて，定期的に血中鉛

濃度のモニタリングが行われています。このモニタリングによって，自動車の含

鉛燃料が禁止されて以来，徐々に血中鉛濃度が低下していることが観察されてい

ますが，なお鉛濃度の高い子どもたちが数多く存在することが，確認されていま

す 15）。子どもの脳に障害を生じる恐れのある血中鉛濃度は，1995年になって，

それまでの 250μg/Lから 100μg/Lに引き下げられましたが，それより低い濃度

でもリスクがあるとする研究結果も出されています 16）。脳障害を判定するさらに

正確な方法があれば，もっと低濃度でも一部の子どもでは脳に影響が出ているこ

とを証明できる可能性もあります。これらの研究のほとんどは高所得国で行われ

たものばかりですが，最近では，低所得国や中所得国においても，鉛曝露による

健康障害に関する報告が増加しつつあります 17）。

Box 5.2 子どもの鉛曝露
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蓋裂の発生は，非喫煙妊婦より 22％高く，95％信頼区間を見れば，最低でも 10％，

最高では 35％にもなる可能性があることがわかります 20）。

メタアナリシスは，上記の例以外のタイプの研究，例えば，大気汚染（微粒子物質）

と総死亡率に関する時系列研究などの結果を統合するのに用いることもできます

（Box 5.3）。

オッズ比

統合値

■面積の大きさは分析に対す
る寄与の大きさを示す（四
角が大きいほどサンプルサ
イズが大きくデータの定度
［精度］）も高い）
－95％ 信頼区間
◇中央：統合効果。菱型の両
端の間が95％ 信頼区間を
表わす。

図5.7 妊娠中に喫煙しなかった妊婦と比較した場合の喫煙妊婦における出生児の口蓋裂リスク 20）

米国の各都市で行われた経時的な研究結果を総合してみると，もちろんすべて

の結果が一致しているわけではありませんが，全体としては，大気汚染への曝露

と総死亡率との間には統計学的に有意の関連があることが示されています 21）。こ

のことから，正確なメカニズムはまだ不明ですが，汚染した大気中の粒状物質が

総死亡率の上昇の原因である可能性が強く示唆されます。オゾン濃度と死亡率に

関するメタアナリシスの結果も，因果関係を示唆していますが，統計学的有意性

に達しなかった研究や，予期したような結果が得られなかった研究は出版されな

いことが少なくないため，これは出版バイアスの可能性もあります 22）。

Box 5.3 大気汚染と総死亡率
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リスク比（相対リスク）が大きく，原因と推定される要因と結果の間に強い関連が

認められる場合には､その要因は原因である可能性が高く，逆に，関連が弱い場合に

は，交絡やバイアスによって影響されている可能性があります（関連の強さ

strength）｡リスク比が 2を超える場合は関連が強いとみなすことができます。例えば，

喫煙者では，非喫煙者に比べ，急性心筋梗塞のリスクが約 2倍高まります。肺がんの

場合，多くの研究で，喫煙者の発がんリスクは非喫煙者の 4倍から 20倍も高いこと

が報告されていますが，そのような強い関連が疫学の分野では見出されることは滅多

にありません｡

しかし，関連が弱いからといって因果関係を必ずしも否定できるわけではありませ

ん。なぜなら関連の強さは，他の要因の存在によって影響を受けるからです。例えば，

観察的研究において，食事と心血管疾患の間に見出される関連は一般に余り強いもの

ではありません。この関連については，一部の集団で実験的研究が行われたこともあ

りますが，決定的な結論がでるほどの研究はまだありません。それにも関わらず，多

くの先進諸国では，一般的に食事が心血管疾患の発症を促進する要因（リスクファク

ター）であると考えられています。

食事が心血管疾患のリスクファクターであることを確認するのが難しい主な理由

は，集団内での食事パターンは比較的均一で，しかも個人内での食事の変動の方が，

個人間の変動よりも大きいからです。すべての人がほぼ同じ食事をとっていたり，個

人内変動が個人間変動を上回るような場合には､統計学的に食事と心血管疾患の関連

（相関）を検出することは，不可能もしくは困難になります。こういう場合には，生

態学的研究の方がむしろ適しています。あるリスクファクターについて集団内の個人

同士あるいはサブグループ同士が似通っている状態のことを，「不健康者群の中の不

健康者」23）と言い，これは，多くの先進諸国では集団全体が有害なファクターによる

リスクに曝されていることを意味しています｡

原因となる要因の量が，アウトカムの存在率（有病率）prevalenceや発生率 incidence

の変化と関連している場合に，量―反応関係が生じます。表 5.2は，騒音と聴力喪失

との間の量―反応関係を示したもので，聴力喪失者の存在率が騒音のレベルや曝露時

間の増加に伴って増加しています。バイアスのない研究で明瞭な量―反応関係が認め

られたときには，その曝露と疾病発症の因果関係を示唆する強力なエビデンスとなり

ます。

図 5.8は，果物・野菜消費量と虚血性心疾患の相対リスク（リスク比）との量―反

応関係を示したものです。血圧と虚血性心疾患とは全く逆の関係になっています。こ

量―反応関係

強　さ
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の例から，社会経済的な環境がいかに健康状態と関係が深いかがわかります。英国で

行われた研究によれば，果物・野菜消費量と収入レベルには強い相関があり，図 5.9

に示すように，収入が高いほど，果物・野菜消費量が量―反応的に増加する傾向にあ

ります。また，この図には，収入が低いほど，全収入に占める食費が大きいことも示

されています。野菜や果物を含む食事は費用もかかることが，こうした関係が生まれ

る理由であると思われます。収入が低いほど死亡率が高いという，収入と死亡率の間

にある一般的な量―反応関にはこうした事情が背後にあります。

表5.2 職場の騒音レベルと聴覚喪失者の割合（％）の関係 24）

勤務時間中の　　　　　　　　曝露期間（年）
平均騒音レベル
（デシベル）

〈80
85
90
95

100
105
110
115

5

0
1
4
7

12
18
26
36

10

0
3

10
17
29
42
55
71

40

0
10
21
29
41
54
62
64

日常の拡張期血圧（mm Hg）

虚血性心疾患

相
対
リ
ス
ク

相
対
リ
ス
ク

1日の果物・野菜摂取量（5分位区分）

虚血性心疾患

図5.8 血圧，果物・野菜摂取量，心疾患との連続した関係 25）
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原因を取り除くと疾病のリスクが減少する場合（可逆性 reversibility），因果関係の

可能性は高くなります。例えば，禁煙すれば，喫煙を続けている人よりも肺がんの発

生リスクが低下しますが，この知見は，喫煙が肺がんの原因である可能性を強めるエ

ビデンスとなります（図 8.5，p.169）。

しかし，原因への曝露が一時的であっても，体内に蓄積して，長期間の後に効果を

現わすような原因もあり，そのような場合には，可逆性は因果関係の要件にはなりま

せん。

研究デザインも，因果関係を判断する上で非常に重要な要件となります。表 5.3は，

様々な研究デザインについて，因果関係を導く上での強みを比較したものです。これ

らのデザインについては，3章で論じていますが，この節では，因果関係のエビデン

スとしての強さという観点からそれぞれのデザインの優劣について論じます。

研究デザイン

可 逆 性

家族1人当たりの所得（10分位：1＝ 最低，10＝ 最高）

果
物
・
野
菜
摂
取
量
（
ｇ
）

食
費
に
使
わ
れ
た
所
得
の
割
合
（
％
）

摂取量（1日1人当たり）

所得中食費に使われた割合

図5.9 果物・野菜摂取量と社会経済的階層の関係 26）

表 5.3 研究デザインによる因果関係を証明する力の違い

研究デザイン 因果関係を証明する力

ランダム化比較試験 強い

コホート研究 中等度

ケースコントロール研究 中等度

横断研究 弱い

生態学的研究 弱い
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実験的研究

最も質の高いエビデンスは，よく計画され，かつ完璧に実行されたランダム化比較

試験から得られます｡しかし，実際の疫学でランダム化比較試験が行われることは稀

であり，このタイプのデザインが用いられるのは､通常は治療効果や予防対策の効果

を調べるといった研究に限られます｡ランダム化比較試験以外の実験的研究，つまり

フィルードトライアルやコミュニティートライアルが，因果関係を調べる目的で使わ

れることはほとんどありません。エビデンスは，ほとんどの場合，観察的研究から得

られており，例えば喫煙の健康影響に関するエビデンスのほとんどすべては観察的研

究によるものです。

コホート研究とケースコントロール研究

コホート研究は，うまく実施されれば，バイアスを最小限にとどめることができる

ため，実験的研究の次にエビデンスとしての価値の高い研究デザインです。しかし，

やはり，簡単に実施できる研究ではありません。ケースコントロール研究は，バイア

スの伴いやすい研究デザインですが，よくデザインされた大規模なケースコントロー

ル研究の結果からは，関連が因果関係かどうかについて比較的質の高いエビデンスを

得ることができます｡そして，現実には，因果関係の判断に際して，ケースコントロ

ール研究のデータが唯一のエビデンスである場合も少なくありません。

横断研究

横断研究では，因果の時間的順序についての直接のエビデンスが得られないため，

因果関係の証明に用いられることはあまりありません。しかし，曝露と効果に関する

時間的関係が明らかな場合には，時間的順序を推論できることがあります。例えば，

健康の変化が最近生じたことが明確で，ある要因への曝露がその変化が生じる前であ

ることが明確な場合です。

生態学的研究

生態学的研究から得られるデータは，因果関係という点では，エビデンスとしての

価値が最も低いものとみなされます。それは，地域や国の間における関係が個人レベ

ルで成立するとは限らないからです。しかし，大気汚染や食物中の農薬，飲料水中の

フルオライドなどのように個人レベルでは測定できない曝露もあります。そういう場

合には，生態学的研究で得られるエビデンスは非常に重要で，特に，曝露と効果の因

果関係がすでに確立されている場合には，生態学的研究は非常に有効な研究手段とな

ります 27）。また，一方で，稀ながら，生態学的研究が，因果関係のエビデンスを与え

る場合もあります。その例として，英国とニュージーランドにおける喘息死亡の流行

をあげることができます。英国のイングランド・ウェールズでは 1959～ 1966年に気
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管支拡張剤の販売量の増加に一致して，喘息死の増加が認められたため，1968年に

処方箋なしの気管支拡張剤の発売が中止されました。その後，吸入による気管支拡張

剤の使用が制限されるようになって，死亡率は低下しました。ニュージーランドで，

1989年に気管支拡張剤であるフェノテロールの使用制限措置が取られた後にも同じ

現象が観察されています 28）。

残念ながら，因果関係を判定する上で，完全な基準というものはありません。因果

関係の推論は通常暫定的なものであり，判断は入手可能なエビデンスに基く以外には

ありません。したがって，そこには常に不確実さがつきまといます。エビデンスはし

ばしば相互に食い違うことがあり，因果関係を判断する場合には､研究デザインによ

るエビデンスの質の違いを考慮する必要があります｡上述した様々な因果関係判定上

の条件の中で，「時間的関係」を満たすことは必須であり，それが満たされれば，次

に，生物学的妥当性，一致性，量―反応関係が最も重要な要件となります。タイプの

異なる多くのエビデンスから同じ結論が導かれる場合には，因果関係の可能性が高く

なります。

また，様々な地域で行われたデザインの優れた研究間でエビデンスが一致する場合

にも，エビデンスの価値は高まります。因果関係の情報が最も重要となるのは，恐ら

く予防の分野でしょう。それについては，後の章で触れます。疫学研究から，因果関

係について，定量的な情報が確立されている場合には，予防の必要性に議論の余地は

ありません。しかし，因果関係がまだ十分に確立されていない場合であっても，「予

防原則 precautionary principle」29）に基づき，安全策として予防措置が取られること

があります。これを，「未然予防 precautionary prevention」と言います。

5.1 「因果関係の推論」の意味を説明してください。

5.2 「因果の階層」とはどういう意味ですか？　ある疾病を例にとって，階層の成り

立ちについて述べてください。

5.3 表 1.2のデータを用いて，喫煙とアスベストの同時曝露の肺がんに対する寄与リ

スク割合を計算してください（注：喫煙とアスベストそれぞれの寄与リスク割

合に加えると 100％を超えることに注意してください）。なぜ，寄与リスク割合

の評価が予防の上で重要であるかを説明してください。また，喫煙とアスベス

トのそれぞれの人口寄与リスク割合を計算するためにどういう追加情報が必要

かを述べてください。

5.4 観察された関連が因果関係かどうかを評価する上で重要なポイントを列挙して

学習課題

エビデンスの判断
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ください。

5.5 ケースコントロール研究で，ある喘息薬と若者の喘息死との間に統計学的に有

意な関連が示されたとします。この薬の使用中止を提言する前に，どのような

追加情報が必要だと思いますか。

5.6 原因不明の神経系疾患が多発した時に，患者の家族から，ある特定銘柄の不純

な食用オイルが疑わしいと指摘されたとします。表 5.1の基準を考慮して，因果

関係を推定するために，あなたが最初にすべきことは何だと思いますか？　ど

の研究デザインが適切だと思いますか。集まったエビデンスからその食用オイ

ルが原因であることが示された場合，どの段階であなたは介入を行いますか。

5.7 環境要因（例：高い気温）と死亡率の関連に関する短期間の時系列分析はなぜ

因果関係を評価する上で許容できる方法と見なされているのか説明してくださ

い。

5.8 メタアナリシスとは何を意味し，これを既存研究に応用するためには，どのよ

うな条件が求められるかを説明してください。

5.9 図 5.8と図 5.9を組み合わせることによって，果物・野菜摂取を介する，収入と

虚血性心疾患の間の量―反応関係を計算することができます。図 5.8の果物・野

菜摂取のグラフにおける最高と最低の 5分位が，それぞれ図 5.9の 10分位の最

上位 2つの分位と最低位の 2つの分位に相当すると仮定した場合に，収入が最

高の群に対する収入が最低の群の虚血性心疾患の相対リスクを計算してくださ

い。そして，低収入群におけるリスクを減らすための公衆衛生的対策について

論じてください。

参考文献
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予防のスコープ

19世紀に高所得国で見られた死亡率の減少は，主に感染症による死亡の減少によ

るものでした。

図 6.1は，1840～ 1968年のイングランド・ウェールズにおける 1840年から 1968

年にかけての結核死亡率の推移を示したものです。図には，その間に起こった化学療

法やワクチンなどの医学的進歩も記されていますが，これを見ると，死亡率の減少の

ほとんどは，明らかにそうした医学的進歩以前に生じていることがわかります。減少

した理由は，栄養，居住環境，衛生状態などの環境改善によるものと考えられていま

す。

20 世紀の後半に，高所得国では，心血管疾患の死亡率が大きく減少しました。

1970年代以来，心疾患や脳卒中による死亡率は，オーストラリア，カナダ，日本，

英国，米国では 70％も減少しています。こうした減少は，ポーランドなどの中所得

国でも観察されており，これは，集団や個人を対象とした様々な対策が功を奏した結

果と考えられます。慢性疾患には非常に大きな予防効果を期待することができ（Box

6.1），仮に，10年間にわたって年間 2％死亡率を減少させることができれば，3500

死亡率の最近の傾向

● ほとんど国で，慢性非感染性疾患は，主要な公衆衛生学的問題となっています。

● 慢性疾患の原因は一般によく知られており，費用対効果の高い介入法も存在します。

● これらの疾患の予防対策では総合的なアプローチが求められます。

● 慢性疾患の予防には 1次予防が最善の戦略です。

● 慢性疾患の社会的負荷を減らすには，2次予防や 3次予防によって，リスクの高い人々

に対する重点的対策を行う必要もあります。

学習のポイント

慢性疾患の疫学

Chapter

6
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万人もの死亡を予防することができます 2）。こうした事情を反映して，総死亡に占め

る慢性疾患，感染性疾患の割合は，20世紀の間に大きく変化しました。例えば，ブ

ラジルでは，総死亡に占める感染性疾患の割合は，1930年の 45％から，2003年には

わずか 5％にまで減少しました（図 6.2）。そして，逆に，心血管疾患の割合は，1930

年の 12％から，2003年の 31％に上昇しています。

しかし，死亡率の経時変化は，各疾患自体の増減以外にも，人口の年齢構成の変化

によっても影響を受けます。高所得国における死亡率の変化は，かつてその死亡のほ

とんどが感染性疾患であった若年層で特に顕著であり，いまや高所得国では，交通事

故が小児死亡の主な原因となっています。

死
亡
率
（
人
口
1
0
0
万
対
）

年

結核菌の発見

化学療法開発

BCGワクチン開発

図6.1 1840～ 1968年のイングランド・ウェールズにおける年齢調整結核死亡率 1）

死亡原因の割合

感染性疾患

感染性疾患
1930年は45％
2003年は5％

心血管疾患
1930年は12％
2003年は31％

図6.2 1930～ 2005年のブラジルの州都における総死亡率に占める
慢性疾患と感染性疾患の割合 8）

がん 外因性死亡 心血管疾患 その他の疾患
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このような罹病や死亡の変化は，これらの疾患が予防可能であることを示すもので

す。もちろん，どんなに健康な人であっても，死亡しない人はいませんが，多くの

人々が健康を全うできず，予防可能な疾患に罹患するか，あるいは死亡しているのが

現実です。移民における疾患のパターンは，移り住んだ社会の疾患のパターンに徐々

に近づくことが知られています。例えば，日本人の両親の間に生まれたハワイに住む

日系人における胃がんの頻度は，日本に生まれた日本人よりも低く，そして，2世代

目以降の日系人では，それはさらに低下して米国の一般人口と全く等しくなってしま

予防の可能性

慢性疾患はほとんどすべての国における主要死因であり，全世界で毎年 3600万人の人が

死亡しています（図 7.1，p.141）。これは，世界の死亡の 61％，世界疾病負荷 global burden

of diseasesの 48％に相当します 3）。慢性非感染性疾患による死亡の 20％は高所得国で発生

していますが，80％は，世界人口の大多数を占める中所得国と低所得国で発生しています。

主要な慢性疾患は，以下の通りです（括弧内は年間死亡者数）。
● 心血管疾患（CVD），特に冠動脈疾患と脳卒中（1750万）
● がん（750万）
● 慢性呼吸器疾患（400万）
● 糖尿病（110万）

推計によれば，アフリカを除けば，世界的には慢性非感染性疾患による死亡が感染性疾患

による死亡を上回っています。

傷害は，世界のすべての地域で死亡のほぼ 10％を占める重要な死因で，その原因は交通

事故，職業上の事故，そして暴力などがほとんどを占めます。傷害による社会負荷は低所得

国や中所得国で年々上昇しつつあります。

精神疾患は，多くの国で，疾病負荷の重要な原因となっており，心血管疾患やがんを含む

多くの慢性疾患の発生や重篤化に影響を与えています。また，視覚障害，視覚喪失，聴覚喪

失，口腔疾患，遺伝性疾患も，世界疾病負荷に大きな比重を占めています。

これらの疾患に対する一層の予防努力がなされなければ，2030年時点での 36～ 64歳の

成人層の死亡全体に占める心筋梗塞，脳卒中，糖尿病の割合は，米国を始めとする高所得国

では 8人に 1人に過ぎないのに対し，低所得国，中所得国においては，10分の 4を占める

ようになると予想されています 4）。また，将来予測によれば，今後の 10年間に，慢性非感

染性疾患による死亡は，17％増加すると考えられていますが，これは，2015年に死亡する

と予想される 6400万人の人々のうち，4100万人が慢性疾患によって死亡することを意味し

ています。しかし，主な慢性疾患の原因はすでに明らかであり，しかも地域や国家などに関

わりなく世界共通であるため，大規模な予防を実現することは不可能なことではありませ

ん 5 ～ 7）。なぜなら，これらの慢性疾患のリスクファクターは比較的数も少なくかつ変化しう

る性質のものであり，エビデンスに基づく費用対効果の高い予防方法がすでに数多く存在し

ているからです。

Box 6.1 慢性非感染性疾患の疫学：予防の基礎
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います。このように，疾患のパターンが変化するのに，少なくとも 1世代かかるとい

うことは，食生活のような，子どものときからの曝露が重要であることを示唆してい

ます。国家間もしくは同じ国の地域間における疾患の発生頻度の違いからも，予防の

可能性について，重要なヒントが得られることがあります（図 6.3）。

英国では，1950年には 10万人対 18であった肺がんの年齢調整発生率が，2000年

には 10万人対 4にまで低下しました。これに対し，フランスでは，同じ期間の間に，

男性における肺がん発生率は逆に増加してしまいました。これは，フランスにおける

喫煙者の増加が英国よりも 2～ 30年遅れて生じ，やっと 1990年以降になってから減

少に転じたという事情によるものです。同じように，世界全体では，女性における肺

がんの増加が続いていますが，英国では，増加は止まっています 10）。

疫学は，介入可能な病気の原因を探るのに役立ちます。50年にわたる疫学研究に

よって，心血管疾患については，様々な個人レベルでの原因やリスクファクターの存

在が明らかになってきました。しかし，リスクファクターレベルが集団や社会によっ

て大きく異なる理由については，実はまだよくわかっていません。因果関係を考える

上で重要なことは，個人レベルだけではなく，社会，経済，環境，政治レベルという

広いフレームワークから捉えることです（Box6.2）。

健康の社会的決定要因

健康の社会的決定要因とは，人々の生活条件や労働条件のことです 14）。すべての人

の健康向上を図るためには，こうした要因を避けて通ることはできません。良質の医

因果関係のフレームワーク

a）英国
年齢調整死亡率（10万対）

b）フランス
年齢調整死亡率（10万対）

男性

女性

年 年

男性

女性

図6.3 1950～ 1999年の英国とフランスにおける35～44歳年齢層における
肺がん死亡率の変化 9）
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療はもちろん不可欠ですが，人々が等しく安全で健康な生活を営めるようになるため

には，社会的地位，居住条件，職業上のリスクといった人々の健康を損なう原因とな

る要因についても対処しなければなりません 15，16）。不健全な社会的条件や環境的条件

に置かれた場合も，人々は不健康な行動を取ることが多く，リスクファクターに曝さ

れやすくなります（図 6.4）。

疾病の予防は，保健医療関係者ばかりではなく，医学社会学，心理学，保健経済学，

人間工学，衛生工学，公害学，産業衛生学の分野で働く研究者や技術者にも関係があ

る分野です。疾病への対応として，すべてを医療で解決することはできず，しかもあ

らゆる国で医療費の増大が問題となる中，予防の重要性は一層明確になってきていま

す。

予防のレベル

予防は，疾病の発生から治療に至るプロセスに対応して，ゼロ次，1次，2次，3

次と 4つのレベルに区分されており，それぞれのレベルで，疾病と因果関係を持つ

様々な要因や条件に対応する対策が取られることになります。因果関係が完全には明

主要なリスクファクターの有無がどれほど心血管疾患の死亡率に影響を与える

かについて，疫学的研究が行われてきました 11，12）。それによれば，50歳時点でリ

スクファクターを有しない人では，心血管疾患のリスクが非常に低いことが明ら

かになっています。例えば，フラミンガム研究では，50歳時点で心血管疾患を有

していない人で，2つ以上のリスクファクターを有する人における生涯心血管疾

患発症リスクは，男性で 69％，女性で 50％であったのに対し，リスクファクタ

ーを有していない人におけるリスクは，男性 5.2％，女性 8.2％に過ぎないと報

告されています 13）。

Box 6.2 リスクファクターの有無と生涯心血管疾患発症リスク

社会経済的，政治的，
環境的要因

ただし，以下を含む。
－グローバライゼー
ション
－都市化
－人口の高齢化

介在リスク
ファクター

－高血圧
－高血糖
－血中脂質の異常
－肥満

主要な慢性疾患
－心疾患
－脳卒中
－がん
－糖尿病
－慢性呼吸器疾患

変化可能な主な
リスクファクター

－喫煙
－アルコール中毒
－不健康な食物
－身体活動

変化不可能な
リスクファクター

－年齢
－性別
－遺伝素因

図6.4 健康の背景要因とその慢性疾患への影響
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確ではない場合でも，予防しないことによる公衆衛生的影響が非常に大きいと判断さ

れる場合には，予防対策が取られることがあり，それを，「未然予防 precautionary

prevention」といいます。これは環境の分野でよく用いられるもので，「予防原則

precautionary prevention」に基づいて，人々の健康に害をもたらしかねない環境条

件や物質を排除する措置が取られます 17）。

各レベルの予防には，共通する部分もありますが，それぞれが重要で相補的な役割

を持っています。ゼロ次予防や 1次予防は，集団全体が対象となりますが，2次予防

や 3次予防は，一般には，すでに疾病の兆候や症状を有する人々が対象となります

（表 6.1）。

ゼロ次予防

ゼロ次予防 primordial prevention（訳注）とは，予防の最も新しい概念であり，循

環器疾患の疫学の発展の中で見出されたものです。心血管疾患が多発するのは，基礎

的な原因，つまり動物性飽和脂肪の高い食事が摂取される場合だけであることが知ら

れており，中国や日本のように，そういう食習慣が今までなかった地域では，喫煙や

高血圧などの重要なリスクファクターの頻度は高いにもかかわらず，心血管疾患の罹

病やそれによる死亡は低レベルに留まっています（Blackburn，1979）。しかしその

表6.1 予防のレベル

レベル 疾病の段階 目的 行動 対象集団と手段

ゼロ次予防

1次予防

2次予防

3次予防

原因につなが
る社会経済的，
環境的条件

・全人口集団，あるい
は特定の集団
・保健政策とヘルスプ
ロモーション

・全人口集団，あるい
は特定の集団
・保健政策

・ハイリスクの人々や
患者
・予防医学

・患者
・リハビリテーション

・

・

・

・

・

・

・
・

固有のリスク
ファクター

疾病の初期

疾病の後期
（治療，リハビ
リ）

原因となる社会経済的，
環境的，行動的条件の発
生を防ぐための対策を取
る。

栄養改善，予防接種，環
境改善のための個人的・
社会的努力を行う。

疾病の早期発見と迅速な
治療を可能とする社会的
プログラムを整備する
（例：スクリーニングプ
ログラム）。

罹病期間の長い疾病や長
期の障害の影響を緩和
し，苦しみを減らし，患
者が最大限有意義に過ご
せるよう支援する。

健康影響を最
小限にとどめ
るための条件
を確立し維持
する。

疾病の発生率
を減少させる

罹病期間を短
縮することに
より疾病の存
在率（有病率）
を減少させる

合併症の数や
影響を減少さ
せる
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一方で，中国や日本では，喫煙に起因する肺がんは増加し，高血圧による脳卒中の頻

度も多くなっています。一部の中所得国では，都会の中所得層もしくは高所得層のラ

イフスタイルは，すでにリスクの高いものとなっており，心血管疾患は重要な疾患と

なりつつあります。社会経済的な向上に伴って，慢性疾患のリスクもまた上昇してい

くわけです。ゼロ次予防の目的（Box 6.3）は，疾病リスク高めることが知られてい

る社会的，経済的，文化的要因の発生とその定着を防ぐことにあります。

残念ながら，ゼロ次予防は，まだその意義が必ずしも十分認識されていない状況に

ありますが，疾病を根本から予防するためには，不健康なライフスタイルや消費パタ

ーンの拡大を防ぐ必要があることは明らかです。ゼロ次予防の概念を，栄養に関する

国家レベルでの政策に取り入れ，保健分野だけではなく，農業分野，食品関連企業，

食品の輸出入分野においても，それを反映させる必要があります。また，栄養以外に

も，定期的な運動を促進するプログラムも取り入れることが必要です。喫煙の例がよ

く示しているように，ゼロ次予防を推進するためには，政府の高いレベルでの関心と

リーダシップが不可欠です。タバコの消費は，税金や価格を上げることによって，減

少できることが証明されています（図 6.5）。2006年 2月に，世界保健機関（WHO）

加盟国による最初の健康関連条約として，遂に「タバコ規制枠組み条約 Framework

Convention on Tobacco Control」が締結されましたが，それに至るまでには，喫煙の

害に関して長年蓄積された疫学的なエビデンスが重要な役割を果たしてきました（10

章）。

訳注： primordial preventionは，“根本予防”とも訳されますが，本書では，ゼロ次予防と

しました。1次予防が，主に，ある特定された原因やリスクファクターのコントロー

ルに対して用いられるのに対し，ゼロ次予防はもっと根本的な社会，経済，文化要因

のコントロールを意味する概念として用いられています。残念ながら，まだ広く用い

られてはおらず，通常の疫学書では，1次予防の中に含めて考えられているようです。

世界的な温室効果，酸性雨，オゾン層枯渇，スモッグの健康影響に対処するた

めには，ゼロ次予防が不可欠です。大気中の粒状物質や二硫化酸素の大気中濃度

は，世界の多くの都市で，WHOや国連環境機関（UNEP）の定める最大濃度を超

えています。燃料を石炭に頼っている低所得国や中所得国の都市では，この影響

は特に深刻です。これらの環境ハザードから健康を守るための公共政策がほとん

どの国で必要とされています（9章）。ゼロ次予防としては，都市計画において，

工業地域と居住地域を分けること，公共交通機関や徒歩・自転車などの推奨，エ

ネルギー節約の奨励などがあげられます。

Box 6.3 大気汚染の予防
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1 次予防

1次予防 primary preventionの目的は，原因やリスクファクターをコントロール

することによって疾病の発生を抑制することです。

1次予防の戦略には，2つのタイプがあります。その 1つは，ポピュレーション戦

略と呼ばれるもので，集団全体を対象とし，集団の平均リスクを下げることを目的と

した戦略で，もう 1つは，ハイリスク戦略と呼ばれるもので，リスクの高い個人を対

象とする戦略です。

ポピュレーション戦略 population strategyの目的は，いわば，集団全体の分布を X

軸に沿って左側に動かすことにあります。これは例えば，集団の血中コレステロール

値（あるいは血圧値）の平均値を減少させるということに相当します。ポピュレーシ

ョン戦略の主な長所は，リスクの高いグループを同定する必要がなく，単に，集団全

体のリスクファクターのレベルを少し下げることを目的にすればよいところにありま

す。逆に，その主な欠点は，もともと疾病のリスクが非常に低い多くの人々にとって

は，その対策から得られる利益がほとんどないことです。例えば，車に乗る時には，

シートベルトの着用が義務付けられていますが，ほとんどの人は事故に会う事もない

のに，車に乗る限り一生涯それを守らなければならないわけです。シートベルトの着

用を広めることは集団全体にとっては，非常に有益な対策ですが，一生事故の遭わな

い人にはほとんど益するものがありません。こうした現象を「予防のパラドックス」

と言います 18）。

ポピュレーション戦略

タ
バ
コ
の
卸
売
り
価
格
（
ラ
ン
ド
セ
ン
ト
／
箱
）

タ
バ
コ
消
費
量
（
単
位：

1
0
0
万
箱
）

年

図6.5 1961～ 2001年の南アフリカ共和国におけるタバコ価格とタバコ消費量の逆相関 3）

タバコの卸売り価格

タバコ消費量
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先進国で心血管疾患の発生率が高いのは，リスクファクターのレベルが，集団全体

として高いことがその原因です。図 6.6は血中総コレステロール値と心血管疾患発症

との関係を示したものですが，血中総コレステロール値の分布は低いほうにやや偏っ

ており，心血管疾患のリスクが非常に高い 8 mmol/L（＝ 310 mg/de）を越える人は

ほんの一部に過ぎません。しかし，心血管疾患による死亡のほとんどは，実は人口の

中で大多数である血中総コレステロール値が中程度レベルの人々の間で発生している

のです。したがって，1次予防においては，集団全体の平均リスクを下げること，つ

まりこの場合で言えば，血中総コレステロール値の分布を，全体として低いレベルに

シフトさせることが現実的な目標になります。

図 6.7は，それぞれ平均値の異なる 3つの集団の血中総コレステロール値の分布を

比較したものです。集団 Aでコレステロール値が高い人々と集団 Cで高い人との間

には，重なりがほとんどなく，集団 Aではコレステロール値が高い人でも，集団 C

では，むしろ低目に相当することがわかります。

これらのデータは，WHOのMONICA研究（MONItoring of trends and determinants

in CArdiovascular disease）から得られたもので，この研究では，21の国々の 38の地

域集団において，10年に最低 2回の集団調査が実施されました 20）。

この図から言えることは，明確なカットオフ値というものが存在しないこと，わず

かな集団平均値の変化であっても，大きな影響が生じるということです。図 6.7から

は，また以下のことを理解することができます。

● 血中総コレステロール値の平均値の低い集団 A（4.0 mmol/L）では，たとえカ

年
間
冠
動
脈
疾
患
死
亡
率
（
人
口
千
人
対
）

血
中
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
の
分
布
割
合
（
％
）

血中総コレステロール値

図6.6 55 ～ 64 歳男性における血中総コレステロール値の分布（ヒストグラム）
と冠動脈疾患死亡率（点線）の関係 19）
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ットオフ値を＞― 5.0 mmol/Lに設定しても，高コレステロール血症者の割合は

6％に過ぎない。

● 血中総コレステロール値の平均値が高い集団 B（5.4 mmol/L）では，カットオ

フ値を＞― 5.0 mmol/Lとすると，64％の人が高コレステロール血症者に分類さ

れてしまうが，6.2 mmol/Lに設定すれば，高コレステロール血症者の割合は

15％になる。

● 集団 Cでは，もし，カットオフ値を＞― 5.0 mmol/Lに設定すると，ほとんど全

員が高コレステロール血症者に分類されてしまう。

もう 1つのアプローチがハイリスク戦略 high risk strategyと呼ばれるもので，ある

任意のレベルにカットオフ値を設定して，その値を超える人々に対してコレステロー

ル値を下げる対策を行うことがそれに当たります。ハイリスク戦略の長所は，疾病リ

スクの最も高い人々に対して重点的に対策を行うという効率のよさにありますが，集

団全体の疾病負荷の軽減という面では，効果が限定されてしまうという問題がありま

す。しかし，既に罹病している人々をこの戦略に含めれば，疾病負荷を大きく軽減さ

せることができます（Box 6.4）。この戦略の主な欠点は，ハイリスクグループを同定

するのに，スクリーニングを行う必要があるということです。スクリーニングは，常

に容易とは限らず，また費用もかかります。表 6.2は，これら 2つの戦略の利点と欠

点を比較したものです。

ポピュレーション戦略とハイリスク戦略を組み合わせるのが，多くの場合有効です。

ハイリスク戦略

血中総コレステロール値（mmol/L）

図6.7 3つの集団における血中総コレステロール値（mmol/L）の分布

A（低）

B（中）

C（高）

4.0（1.01）

5.4（1.05）

6.2（0.95）

コレステロール値

の平均（標準偏差）

（mmol/L）

＞＿5.0

mmol/L

＞＿6.5

mmol/L

6 ％

64％

93％

2％

15％

39％

高コレステロール血症者の存在率

C（高）

B（中）
A（低）
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表 6.3は，これらの戦略の特徴を糖尿病と肥満を例にとって比較したものです。ハイ

リスク戦略は，様々なリスクを複合して持つ人々にふさわしい戦略です。例えば，高

血圧，あるいは高コステロール血症を持つ人に対して治療を行うかどうかは，年齢，

性別，喫煙の有無，糖尿病罹患の有無など他のリスクファクターを考慮して決める必

要があります。

2次予防

2次予防 secondary preventionとは，早期発見・治療によって，疾患が重篤な状態

に進行するのを防ぐことを目的とするものです。このタイプの予防には，早期発見と，

迅速で効果的な治療が含まれ，個人もしくは集団がその対象となります。2次予防は，

その疾患が臨床的病態になる前に介入し，その疾患の存在率 prevalence（有病率）を

減らすことを目的とします。

2次予防は，早期に診断と治療が可能で，それにより，より重篤な状態に進行する

のを防ぐことができる疾患にのみ適用することができます。2次予防で大切な 2つの

禁煙プログラムは，ハイリスク戦略の優れた見本であり，ほとんどの喫煙者が

禁煙を希望していることからも適切なプログラムと考えられます。つまり，喫煙

者の側にも医師の側にも通常，強い動機が存在するということです。この場合の

ハイリスク者に対する介入は，喫煙者本人にとっては，ニコチンの禁断症状を含

めたいかなる副作用を考慮しても，利益がコストを上回るものですが，非喫煙者

にとっても，受動喫煙が減少するという利益につながります。ハイリスク戦略は，

喫煙規制などのポピュレーション戦略と併せて行われるとさらに効果的なものと

なります。

Box 6.4 ハイリスク戦略：禁煙の推奨

表6.2 1次予防の長所と短所 18，23）

特徴 ポピュレーション戦略 ハイリスク戦略

長所

短所

・根本的
・集団全体に益を及ぼす可能性
・推奨する行動が比較的実行しやす
い

・個人にとっての利益が小さい
・対象者の側の動機が小さい
・医療関係者の側の動機が小さい
・リスクに比し利益が余り大きくな
い可能性がある

・個人への利益が大きい
・対象者の側の動機が大きい
・医療関係者の側の動機が大きい
・利益がリスクを上回る

・ハイリスク者の同定が難しい
・効果が一過性
・効果に限界
・推奨する行動の実行が難しいこ
とがある
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条件は，安全で正確な診断方法（できれば前臨床期の）が存在することと，効果的な

予防介入方法が存在することです。

子宮頚部がんは 2次予防の重要性を示すよい例ですが，同時に予防事業の効果評価

の難しさを示す例でもあります。

図 6.8は 1970年代にカナダの一部の州におけるスクリーニング率と子宮頚部がん

死亡率の減少との関係を示したもので，スクリーニング率が高いほど，子宮頚部がん

死亡率の減少が大きいことが示されています 23，24）。しかしながら，子宮頚部がんの死

亡率はスクリーニングプログラムが導入される以前から減少し始めていたため，それ

が本当にスクリーニングプログラムによるものかどうかは当初疑問視されていまし

た。その後，その効果を支持する研究成績の発表が相次ぎ，今やこのスクリーニング

プログラムの価値は国際的に広く認められ，それを実施する国の数は増加しています。

しかし，スクリーニングプログラムの実施に必要なインフラを備えた低所得国や中所

得国は少なく，低所得国のほとんどの女性たちは，定期的な検診を受ける機会に恵ま

れていません 25）。最近ヒトパピローマウイルスに対する有効なワクチンが開発された

ため，子宮頚部がんは，今後は 1次予防の対象として非常に重要な疾患になるものと

表6.3 糖尿病と肥満の予防のためのアプローチ

特徴 ポピュレーション戦略 ハイリスク戦略

内容

手法

インパクト

コスト

効果の現れ

集団全体の平均リスクを少し減少さ
せる（例：集団全体の BMI［体格指
数］の平均値を少し下げる）。

環境改善（法制化，公共政策，価格
戦略）
ライフスタイル変容の促進（ソーシ
ャルマーケティング，メディアアド
ボカシー）

集団全体における行動の改善

個人当たりのコストは小さいが対象
人数は大きい。

対策によってはライフスタイルへの
効果は比較的短期間に現れる（例：
食品の組成が変更されれば自動的に
脂肪摂取量は変化する；法制的措置
が取られれば，タバコ消費量はただ
ちに減少する）。

糖尿病を発病するリスクの大きい人を対
象としたプログラムを実施する（例：肥
満予備軍や肥満者を対象にした減量プロ
グラム）

医学的アプローチ（スクリーニング，患
者の発見，エビデンスに基づく治療）
ライフスタイルの変容（行動カウンセリ
ング，患者教育，自己管理スキルの指導）

ハイリスクの人々における疾患発症の減
少（例：高血圧を治療した人々における
脳卒中発症減少，耐糖能異常のある人々
における大幅なライフスタイル変容によ
る糖尿病発症の減少）

個人当たりのコストは大きいが，対象人
数は比較的少ない。

集中的な教育，カウンセリング，支援，
フォローアップの結果としてライフスタ
イル変容効果が現れるのは，プログラム
開始後 1，2年以内。中長期的なアウトカ
ムとして糖尿病発症の減少が生じる。
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思われます。

2次予防の例としては，上記以外に，学童を対象とした視聴覚検査，中高年に対す

る高血圧のスクリーニング，工場労働者の聴覚障害の検査，結核診断のための皮内反

応や胸部 X線撮影などがあります。

3次予防

3次予防 tertiary preventionとは，疾患の進行を遅らせたり，合併症を減少させる

ことを目的とするもので，治療やリハビリによってもたらされる効果がこれにあたり，

損傷や障害を減少させたり，心の苦しみを和らげたり，疾患と共存しつつ生活できる

よう患者を支援することなどが含まれます。3次予防と治療とはしばしば不可分の関

係にあります。なぜなら，慢性疾患の治療は，その主な目的の 1つが再発の予防にあ

るからです。

ポリオ，脳卒中，外傷，視力喪失などの患者のリハビリは，患者が日常的な社会生

活を営めるよう支援する上で極めて重要な意義があります。3次予防には，仕事がで

きるような身体的能力を回復し，経済活動を始められるようにするという重要な側面

があり，先進国，途上国を問わず，患者や家族の福利を向上させるのに役立ちます。

これは，若い患者にとっては特に重要なことです。福祉システムが整っていない社会

では，一時的な健康傷害であっても，患者やその家族は深刻な経済的打撃を受ける可

能性があるからです。したがって，疫学研究においては，健康を損なった人々の経済

的状況についても，健康の重要な社会的決定要因として，考慮する必要があります。

死
亡
率
の
減
少
（
人
口
10
万
対
）

平均スクリーニング率（女性1000人対）

図6.8 1960～ 62年から1970～ 72年にかけての子宮頚部がん死亡率の
減少とスクリーニング率の関係 23，24）
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スクリーニング

疾患やそのリスクファクターのスクリーニング（検診，健診）を人々が進んで受け

るようになるためには，早期発見・治療から得られる 2次予防の利益が明確でなくて

はなりません。

スクリーニングとは，大規模かつ迅速に測定できる検査法を用いて，潜在している

疾患や健康問題を見つけ出すプロセスのことをいいます。通常，スクリーニング検査

では診断はなされず，リスクファクターの有無が判定されます。したがって，スクリ

ーニングを受けた人のその後の追跡と治療が必要となります。そして，スクリーニン

グ検査ではその対象のほとんどが健康者であるため，安全であることが絶対的な要件

となります 26）。また，スクリーニングを，リスクファクターへの曝露の程度を測定す

るために利用することもできます。例えば，鉛を含む塗料を多く使う環境にある子ど

もの血液をスクリーニングして，血中鉛濃度を測定するといったことです。

スクリーニングにはいくつかのタイプがあり，それぞれ固有の目的を持っています。

● 集団健診：集団全体（もしくは一部の集団）を対象として大規模に実施する。

● 多目的健診：人間ドックなど，様々な検査項目を同時に測定する。

● 特殊健診：例えば，鉛電池工場の労働者など，特定の曝露を持った集団を対象

とする。一般には，環境や職業に伴う健康障害を防ぐために実施される（Box

6.5）。

● 随時検診：別の目的で医院を訪れた患者に対して実施する。

スクリーニングプログラムには，いくつかの備えるべき基準があります。その主な

ものをリストしたのが表 6.4です 27）。これらの基準には，障害や疾患の特徴，治療の

有無，スクリーニング検査の特性などが考慮されています。まず，疾患は，早期発見

されなければ重篤な転帰をとるものでなければなりません。例えば，子宮頚部がんや

先天性代謝異常であるフェニルケトン尿症はこの基準に当てはまります。

スクリーニングプログラムの実施を検討する場合には，それ以外にもいくつか考慮

しなければならないことがあります。

スクリーニングの基準

スクリーニングのタイプ

定　　義
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コスト

スクリーニングプログラムのコストは，それによって発見される患者の数とスクリ

ーニングされない場合に生じる不利益とのバランスを考慮しなくてはなりません。一

般的には，スクリーニングの対象とする疾患は，前臨床期症例の存在率（有病率）

prevalenceが高いものでなくてはなりませんが，例えば，フェニルケトン尿症のよう

に，放置すれば重篤な結果を招くような疾患の場合は，たとえ，その存在率が低くて

もスクリーニングの対象とする価値があります。例えば，フェニルケトン症を有する

新生児をスクリーニングで発見できれば，特別な食事を与えて，正常な発育を可能と

することができますが，それを見逃してしまえば，子どもは知能の発達が阻害され，

一生特別な介護を受けて生活しなければならなくなってしまいます。したがって，こ

職業的曝露を受けたグループに対する特殊スクリーニングを行うときには，一

般集団におけるスクリーニングほどには，厳密な基準は必ずしも必要ではありま

せん。対策によって期待できる効果が，吐き気や頭痛を予防する程度の小さなも

のであっても，それが従業員の労働能力に影響を及ぼすのであればスクリーニン

グを行う意義は高いと言えます。なぜなら，環境ハザードによる健康影響は多く

の場合段階的であり，軽度の効果を予防することによって，重篤な効果を予防す

ることができるからです。炭鉱夫や，鉛・クロムを扱う職業の人々に対しては，

特殊スクリーニングを行うことが法律で義務付けられていることがあり，また，

1960年代の日本で生じた有機水銀中毒（水俣病，1章，9章）のような環境汚染

の影響の追跡調査として用いられることもあります。

Box 6.5 特殊スクリーニング

表6.4 医学的なスクリーニングプログラムを実施する場合の要件

対象とする病態

存在率（有病率）

自然経過

検査法の特性

検査値の分布

費用

必要設備

許容

公平性

明確であること。

既知であること。

最初の兆候から病状が顕在化するまでの期間が長いこと。疾患が医学的
に重要で，発見した場合には有効な治療法が存在すること。

簡単で安全であること。

その疾患の患者と非患者における検査値の分布がわかっていること。

費用対効果が良好であること。

既存もしくは入手容易であること。

陽性結果が出た場合の対応法が検査する側と検査される側双方が納得で
きるものであること。

スクリーニング機会へのアクセスの公平性が担保できること。効果的で，
受け入れ可能で安全な治療法が存在すること。
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の代謝性疾患は，発生率の低い（10万出生対 2～4人）ものではありますが，事業は

非常に費用対効果の高いものであるということができます。

リードダイム

スクリーニングされる疾患は，リードタイム lead timeが長いことが条件となりま

す。リードタイムとは，スクリーニングによって発見しうる時点と，症状が発現して

臨床的に診断される時点の間隔のことを言います。騒音性失聴などは非常に長いリー

ドタイムを持っていますが，膵臓がんでは，短いのが普通です。リードタイムが短い

ということは，疾患の進行が速く，スクリーニング後に治療を開始しても，通常の診

断後に治療を開始した場合と，治療効果に大した違いが期待できないことを意味しま

す。

レングスバイアス

スクリーニングで早期発見された際の治療は，進行してから臨床的に発見された際

の治療よりも，死亡率や罹病率を減少させるものでなくてはなりません（例：上皮内

子宮頚部がん）。そして，その治療は，効果があるだけではなく，無症状の人にも受け

入れやすく，かつ安全なものであることが必要です。有効な治療がない場合には，早

期診断しても，それは単にその病気に罹っていることを知っている時間が増やすだけ

の効果しかないことになります。スクリーニングのこうした効果のことを，レングス

バイアス length biasと言います。

スクリーニング検査

スクリーニング検査は，安価で，使いやすく，一般の人々から受け入れられやすく，

かつ，信頼性と妥当性が高いものでなくてはなりません。安定して同じ結果が得られ

るとき，その検査は，信頼性 reliability（定度 precision）が高いと言い，また，疾患を

有する群とそうでない群を正確に分けることができる場合は，その検査は，妥当性

validity（真度 accuracy）が高いと言います。検査の妥当性は，感度と特異度で測定さ

れます。

● 感度 sensitivity：本当に疾患を有する人の中で，スクリーニング検査で陽性と

判定された人々の割合（疾患を有する人のうち何％を正しく病気であると判定

できるか）。

● 特異度 specificity：本当に疾患を有しない人の中で，スクリーニング検査で陰

性と判定された人々の割合（疾患を有しない人のうち何％を正しく病気でない

と判定できるか）。

感度と特異度，そして陽性予測力（陽性適中率）positive predictive valuesと陰性予

測力（陰性適中率）の計算方法を表 6.5に示します。
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スクリーニング検査においては，感度と特異度の両方が高いカットオフ値を設定す

ることができれば理想的ですが，実際には，それは難しいことが多いため，検査の目

的に応じて，どちらかを犠牲にしてカットオフ値が設定されるのが普通です。正常・

異常のカットオフ値をどこに設定するかは任意ですが，カットオフ値を下げて真陽性

true positiveの人を全員陽性として検出しようとすると，偽陽性 false positiveの数が増

え，したがって特異度が減少します。逆にカットオフ値を上げれば，特異度は上昇し

ますが，感度は低下してしまいます。スクリーニング検査の結果を解釈する場合には，

予測力（適中率）を考慮することが必要な場合もあります。

適切なカットオフ値を決定する上では，偽陽性や偽陰性がその個人にどの様な結果

をもたらすかが重要な判断材料になります。重篤な新生児疾患に対しては，偽陽性が

多少増加しても，なるべく感度を高く（＝特異度を低く）する必要があります。ただ

し，その場合には，その後に，真陽性と真陰性を検出するための精密検査が必要とな

ります。

自然経過

適切な基準を設定するには，問題となる疾患の自然経過や治療による利益とコスト

について相当の知識も必要となります。また，新しいスクリーニングを導入した場合

には､その診断や治療及び陽性と判定されたケースのフォローアップを公的に扱う施

設が存在しなくてはなりません。そうした仕事は，一般の保健医療サービスのキャパ

シティを超えることが少なくないからです｡最後に，スクリーニングの方針やプログ

ラムは，行政官，保健医療の専門家，一般市民など，関係するすべての人々に受け入

表6.5 スクリーニング検査の妥当性

対象疾患罹患の有無
有　　　　　無　　　 合計

スクリーニング検査の結果 陽性　　a b a＋ b

陰性　　c d c＋ d

合計　　a＋ c b＋ d a＋ b＋ c＋ d

a＝真陽性の数　b＝偽陽性の数

c＝偽陰性の数　d＝真陰性の数

感度 ＝疾患を有する人における検査陽性の確率
＝ a /（a＋ c）

特異度 ＝疾患を有しない人における検査陰性の確率
＝ d /（b＋ d）

陽性予測力（陽性適中率） ＝検査結果が陽性の場合に疾患を有している確率
＝ a /（a＋ b）

陰性予測力（陰性適中率） ＝検査結果が陰性の場合に疾患を有していない確率
＝ d /（c＋ d）
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れられるものでなければなりません。

インパクト

スクリーニングプログラムの価値は，最終的には，それが死亡率，罹病率，障害を

減らす上でどれほどの効果があるかによって決まります。その評価は，ランダム化比

較試験によって，スクリーニング群とコントロール群をランダムに割り付けて評価す

るのが理想的です。なぜなら，スクリーニングに自発的に参加する人々とそうでない

人々の間には，そもそも健康に対する姿勢が異なっている可能性（選択バイアス）が

あるからです（Box 6.6）。

Box 6.6に示した例では，スクリーニングを受けた女性における乳がん死亡率の相

対的減少は 23 ～ 29 ％ですが，これを 6 万人を分母とした絶対的減少率で見ると

0.05％と，あまり大した効果がないように見えます。ほぼ同じ結果が，スウェーデン

の国家保健委員会が行ったランダム化比較試験でも観察されており，その研究では乳

がんの相対的減少率は 31％ですが，絶対的な効果は，1万人がスクリーニングを受

けた場合に 4人の死亡を防ぐ程度であったと報告されています。しかも，これらの研

究では，このわずかな死亡率の減少効果さえも，50歳以上の女性でやっと明らかで

あったに過ぎません。マンモグラフによるスクリーニングによって，若い女性の乳が

んの死亡を遅らせることができれば，もっと大きな利益が期待できるように思われま

すが，残念ながら，実際にはそのようなことはありません 29）。

最後に，予防には常にスクリーニングが必要であるというわけではありません 30）。

ハイリスクグループを同定することなく，重要なリスクファクター（例：喫煙，高血

表6.6 フォローアップ期間における乳がん死亡率 28）

乳がんを有する
女性の数

死亡数（追跡開始時点以降）
5年後　　　10年後　　 18年後

スクリーニング検査を受けた群

コントロール群

差（％）

307

310

39

63

38.1

95

133

28.6

126

163

22.7

保険に加入している 40～ 64歳の 6万人の女性を 23年間追跡したランダム化

比較試験によって，マンモグラフが乳がんによる死亡率の減少に効果的であるこ

とが確認されました（表 6.6）。研究開始後 10年目の時点では，スクリーニング

を受けた女性における乳がん死亡率は，受けていない女性より 29％低く，18年

目でも，23％低いという結果になっています。

Box 6.6 乳がんスクリーニングの事例
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圧，運動不足）を減少させることができるのであれば，それに集中し，集団全体を対

象とする予防対策を推進するために，公共政策を活用したり，環境改善を図る方がよ

り現実的であるといえます。

6.1 予防には 4つのレベルが区別されますが，それぞれの内容を説明してください。

また，結核の予防を例にとって，それぞれのレベルでどのような予防活動をす

ればよいかを述べてください。

6.2 表 6.3で示した，肥満と糖尿病に対する 1次予防の 2つのアプローチのうちでど

ちらが望ましいと思いますか？

6.3 スクリーニングに適した疾患には，どのような特徴があるかを説明してくださ

い｡

6.4 スクリーニングプログラムを評価するには，どんな疫学研究のデザインを使う

ことができますか？

参考文献

学習課題
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はじめに

感染症 communicable（infectious）diseasesとは，ある感染性の病原体が，感受性を

持った宿主へ伝播されることによって生じる疾患のことをいいます。感染には，直接

感染と間接感染があり，前者では，病原体が感染した人間や動物から直接うつり，後

者では，病原体は，ベクター（媒介動物），空気中の粒子や媒体 vehicleを介して人に

感染します。ベクターとは，感染性病原体を人から人へと運ぶ昆虫や動物のことを言

い，媒体とは，衣服，刃物，水，ミルク，食物，血液，血漿，注射液や手術用具など，

病原体に汚染された物体のことを言います。

接触性感染症とは，ベクターや媒体を介することなく人から人へと感染する疾患の

ことを言います。したがって，蚊をベクターとするマラリアは感染症ではありますが，

接触性感染症ではありません。これに対し，麻疹や梅毒は，感染症でありかつ接触性

感染症です。病原体の中には，単に感染自体ではなく，その病原体が産生する化学物

質の毒性によって，病気を引き起こすものがあります。例えば，ブドウ球菌は，ヒト

に直接感染しうる病原体ですが，それによる食中毒は，食物がブドウ球菌が産生した

毒素に汚染されることによって生じます。

定　　義

● 社会や自然環境の変化によって，新しい感染症が出現し，かつ古くからある感染症が

再び増加し始めています。

● 感染症はすべての国で依然公衆衛生の脅威となっています。

● 感染症のアウトブレークのサーベイランス，予防，コントロールには疫学的手法が必

要となります。

● 国際保健規則は新しい感染症のコントロールを促進することを目的とするものです。

学習のポイント

感染症疫学

Chapter

7
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疫学は，感染性疾患のアウトブレークの研究や，病原体，宿主，ベクター，病原巣

reservoirsの相互関係に関する研究から発達してきた学問です。戦争や移民，飢饉や

自然災害など，流行を引き起こす状況について疫学的解明が進むにつれて，サーベイ

ランス，予防，検疫，治療など人間が感染性疾患をコントロールする能力も発達を遂

げてきたわけです。

地球的規模での感染性疾患の負荷 burdenの大半は，HIV/AIDS，結核，マラリアと

いう 3つの疾患によるものです（Box 7.1）。ウイルス性出血熱，変異型クロイツフェ

ルト・ヤコブ病，重症急性呼吸器症候群（SARS）などの新興感染症や，ジフテリア，

黄熱病，炭疽病，ペスト，デング熱，インフルエンザなどの再興感染症は，とりわけ

低所得国において，計り知れないほど大きな負荷を保健医療システムに及ぼしていま

す。

感染性疾患は人々の健康の差し迫った脅威となり，そのために，人間の安全保障

human security全体に対する脅威となる可能性があります。低所得国では，感染性疾

患の問題は依然深刻ですが，最近ではそれに加え，特に都会において，慢性疾患によ

る死亡が急増しつつあります（6章）。一方，高所得国では，感染性疾患による死亡

人間の安全保障と保健医療システムへの脅威

感染性疾患の負荷

疫学の役割

感染性疾患による死亡数は毎年 1420万人（図 7.1），その他，妊産婦死亡や分

娩や栄養不足による死亡が 330万人に上り，これらを併せると，世界の総死亡の

30％，疾病負荷の 39％に相当します 1）。そして，以下の 6つの疾患で，すべて

の早死（大半が子どもと若い成人）のほぼ半分，感染性疾患による全死亡のほぼ

80％を占めます。

● 急性呼吸器感染症（376万人）

● HIV/AIDS（280万人）

● 下痢性疾患（170万人）

● 結核（160万人）

● マラリア（100万人）

● 麻疹（80万人）

これらの死亡のほとんどは低所得国において生じていますが，WHOの予測に

よれば，予防の進展により，これらの疾患による死亡数は今後の 10年間に毎年

3％の割合で減少していくことになります。

Box 7.1 感染性疾患の世界的負荷
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率は全体としては低いものの，一部では感染症による死亡が高率に発生しています。

例えば，高所得国では，上部気道感染は，子どもと高齢者の重要な死因の 1つとなっ

ています。しかし，罹病率は低いわけではなく，感染症はあらゆる年代層に影響を及

ぼしています（図 7.2）。

疫学的手法を用いた感染性疾患の調査やコントロールは，保健分野ではまだ困難な

課題です。調査は迅速でなくてはならず，資源も限られていることが少なくありませ

ん。また，調査が成功しても，効果的な対応ができなければ，意味がありません。エ

イズ流行においては，25年にわたる疫学研究によって，病原体や感染経路，そして

感染性疾患，妊産婦死亡，
周産期死亡，栄養不足

30％

図7.1 2005 年における世界の主要死因の推定割合（全年
齢，総死亡数5800万人）1）

心血管疾患
30％

糖尿病
2％

傷害
9％

慢性呼吸器系疾患
7％

その他の慢性疾患
9％

がん
13％

感染性疾患，妊産婦死亡，
周産期死亡，栄養不足

39％

図7.2 2005 年における世界の障害調整生命年数（DALYs）で測定し
た主要疾病負荷の推定割合（全年齢）（世界銀行による計算）2）

心血管疾患
10％

がん
5％

慢性呼吸器系疾患
4％
糖尿病
1％

その他の慢性疾患
（精神疾患を含む）
28％

傷害
13％
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有効な予防方法が明らかになりましたが，それにもかかわらず，2006年時点で生存

している感染者は 3860万人，死亡者は毎年 300万人にも及んでいます。

流行と地方病（風土病）

流行 epidemicとは，ある疾患が，コミュニティや地域で通常の頻度以上に多く発

生している状態のことを言います。流行を記述する場合は，その時期や地域，そして

患者が発生した集団の特徴などが明記されなければなりません。

流行によって生じる患者の数は，病原体，曝露された集団の規模や感受性，発生し

た時期と場所などによって異なります。また，流行が発生していると言えるかどうか

は，一般的には，観察された発生頻度が，その地域のその集団における同じ時期の発

生頻度とどれほど異なるかによって決定されます。症例数が少なくても，それまで発

生したことがなく，時期的，地域的にまとまって発生したと認められれば，流行と呼

ぶことができます。例えば，後に AIDSと命名された症候群の最初の報告は，若い男

性同性愛者における 4例のニューモシスティス肺炎の患者でした 3）。以前であれば，

これは，重篤な免疫不全の患者においてのみ発生した疾患でした。図 7.3は，AIDS

のもう 1つの合併症であるカポジ肉腫症例のニューヨークにおける報告数を示したも

のですが，1977年と 1978年時点ではわずか 2例であったものが，1982年には 88例

に増加しています 3）。

流行のダイナミクスは病原体や伝播パターンの特性，そして宿主の感受性によって

流　　行

年

図7.3 ニューヨーク市におけるカポジ肉腫の発生動向

症
例
数
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決定されます。病原体は，ウイルス，細菌，寄生虫の 3つに大別されますが，生物学

的特性はそれぞれで大きく異なり，また，流行を引き起こすのはその中の一部でしか

ありません。これらの病原体の研究によって，それぞれの病原体に対する予防手段が

発達してきました。感染症にとっては，ワクチンが最も有効な予防手段ですが，これ

までワクチンが開発されたのは，一部のウイルス性疾患や細菌性疾患でしかありませ

ん。もし，マラリアワクチンの開発に成功すれば，それが寄生虫ワクチンとしては最

初のものになります。ワクチンは，個人の感染阻止や病状緩和という個人的効果だけ

ではなく，集団免疫 herd immunityと呼ばれる集団的効果の両面から効果を発揮しま

す（図 7.4）。

単一感染源による流行の場合は，感受性のある人々がほぼ同じ時期に感染源に曝露

され，その結果，非常に短期間，しばしば数時間のうちに感染者が増加します。1章

で述べたコレラ（細菌性疾患）の流行は単一感染源による流行の一例で，病原体が発

見される 30年も前から，感染源への接触を絶つことによって，予防が可能となって

います（図 7.5）。

伝染性疾患の流行においては，疾患は人から人へと伝播し，最初はゆっくりと増加

しますが，指数関数的に増加するため，その後急速に感染者数が増加することになり

ます。流行の規模や速度は，感受性のある個体の数，感染経路，病原体の感染性の強

さなどによって決定されます。例えば，2003年に出現した SARSは，短期間で 26の

国に広がり，多くの成人男女が感染しました。そのうち 5分の 1は患者と接触のあっ

た医療関係者でした（1章）。

図7.4 集団免疫

黒丸はある伝染性疾患に感染した人で，白丸は感染していない人，灰色の丸はその疾患に

対して免疫を獲得している人を表わします。矢印は伝播の方向を示します。Aの例では，

全員に感受性があり，全員が感染していますが，Bの例では，1人が免疫を有していた

ため，その人と接触のあった 3人は感受性を有していたにもかかわらず，感染を免れて

います 5）。
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地方病（endemic風土病）とは，感染症が，ある特定の地域や集団において比較的

安定して発生し，ある疾患の存在率（有病率）prevalenceや発生率 incidenceが他の地

域や集団に比べ，比較的高く保たれている状態を言います。マラリアのような地方病

は，低所得国の主な健康問題の 1つです。地方病は，宿主や病原体や環境の変化によ

って，流行の様相が変化することがあります。例えば，ヨーロッパでは，20世紀初

期には低下していた天然痘の発生率が，第 1次世界大戦のぼっ発に伴って激増しまし

た（表 7.1）。また，HIV流行も，現在では，地方病的な状況に変化した地域もありま

すが，それ以外の地域では，様々な集団に新たな流行を引き起こしています 8）。

マラリアやデング熱の場合は，蚊が感染を媒介するため，地方病の地域は気候によ

って限定されます。余りに寒い地域や乾いた地域では，ベクターは生存や増殖ができ

地方病（風土病）

症
例
数

8月 9月

図7.5 1854年 8月～9月のロンドンにおけるコレラの流行 6）

表 7.1 1900～ 1919年における一部のヨーロッパ諸国における天然痘死亡者数

国名
1918年人口
（百万） 1900～ 04年 1905～ 09年 1910～ 14年 1915～ 19年

報告された死亡者数

フィンランド

ドイツ

イタリア

ロシア

3

65

34

134

295

165

18,590

218,000

155

231

2,149

221,000

182

136

8,773

200,000

1,605

1,323

17,453

535,000*

*非致死例を含む
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ないため，地方病的広がりは生じません。しかし，現在，地球温暖化によって，地方

病が生じやすい地域が拡大しており，媒介動物の棲息地域も新しい地域へと広がりつ

つあります 9）。

20世紀の後半になって，それまで存在が知られていなかった感染症（新興感染症

emerging diseases）や減少したと見られていた感染症（再興感染症 re-emerging dis-

eases）の流行が生じ，深刻な影響を及ぼすようになってきました 10）。これらの中で，

最も深刻な影響を及ぼしているのが，HIV/AIDSです。その他にも，エボラ出血熱，

マールブルグ出血熱，クリミア・コンゴ出血熱，黄熱病，ウエストナイル熱，デング

熱などのウイルス性出血熱や，ポリオウイルス，SARSの病原体であるコロナウイル

スやインフルエンザ Aなどのウイルスも問題となっています。変異型クロイツフェ

ルト・ヤコブ病の小流行も，牛の海綿状脳症の流行に引き続いて発生しました。細菌

性疾患の中では，炭疽病，コレラ，チフス，ペスト，ライム病，ブルセラ病，ブルー

リ潰瘍が，コントロール困難なものとして知られています。マラリアは，寄生虫疾患

として最も社会的負荷の大きい疾患ですが，トリパノソーマ，レイシュマニア症，メ

ジナ虫症も撲滅が困難な寄生虫症にあげられます。こうした 21世紀の新興・再興感

染症の脅威に立ち向かうには，効果的なサーベイランスと対策が必要ですが，そのた

めには国際的な協調が必要となります（Box 7.2）。

新興感染症の中には，本当に新しい疾患もありますが，ウイルス性出血熱などのよ

うに，実際には，何世紀にもわたって存在したものが，生態系やその他の環境変化に

よって人間が感染するリスクが増大したために，あるいは，検査法の進歩で検出でき

るようになったために，最近になってその存在が認識されるようになったものもあり

新興・再興感染症

世界流行監視・対策ネットワーク（The Global Outbreak Alert and Response

Network（GOARN））は，SARS流行を契機として，流行性疾患や新興・再興感染

症に対処するために組織された国際的ネットワークです。GOARNには，多くの

組織が参加しており，国際的な重要性があると思われる疾患のアウトブレークが

生じた際に，迅速にそれを検出し，確認し，かつ対応できるように，人材や技術

的資源が登録されています。このネットワークは，以下のような様々な面で，地

球の健康の安全保障に貢献しています。

● 問題が生じた地域に対する迅速で適切な技術支援を可能とする。

● 流行への準備や対応能力の長期的向上に向けた支援を行う。

すべてのWHO加盟国は，改訂された国際保健規則（Box 7.3）に基づいて，公

衆衛生の脅威と思われる疾患が発生した場合には，WHOに報告することが義務

付けられています。

Box 7.2 GOARN
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ます。宿主，病原体，環境の変化が，ソ連崩壊後の東欧諸国における 1990年代のジ

フテリア，梅毒，淋病などの流行に重要な役割を果たしたと考えられています。

インフルエンザのパンデミックは，新しいインフルエンザウイルスが出現したとき

に生じ，ヒトに感染し，非常に急速に広がります。最近最も懸念されているのが，イ

ンフルエンザ Aの H5N 1株です（Box 7.4）。これは，通常は家禽や渡り鳥に感染する

多くのウイルスの 1つに過ぎないものですが，最近ヒトに感染した事例の報告が増加

しています。インフルエンザについては，1918年，1957年，1968年に激しいパンデ

ミックが生じて，何千万人もの人々が死亡したことはよく知られています。例えば，

国際保健規則（International Health Regulations）の目的は，国際交通や交易への

影響を最小限にとどめながら，疾患の国際的伝播を最大限に防止することにあり

ます 11，12）。国際保健規則は，1969年に，コレラ，ペスト，黄熱病，天然痘という

4つの感染症をコントロールする目的で策定されましたが，その後 2005年に改訂

され，原因を問わず，国際的な公衆衛生の脅威と考えられる事態が発生した場合

の対応が定められています。新しい規則では，各国は以下のことが義務付けられ

ています。

● WHOに「国際的な公衆衛生の脅威と考えられるあらゆる事態」について

報告すること。

● WHOの要請に応じてアウトブレークの有無を検証すること。

● 早期発見と対応ができる国家としての所定の能力を維持すること。

● 迅速な国際的リスク評価と支援に協力すること。

Box 7.3 国際保健規則

アジアでは 2003年に家禽農場で非常に病原性の高い H5N1ウイルスの流行が

生じ，続いて 2005～ 2006年には，ヨーロッパやアフリカでアウトブレークが発

生し，流行を抑制するために，4000万羽の家禽が処分されました。現時点では，

人間に簡単に感染することはなく，2006年 11月時点までに確認された 258人の

感染事例のほとんどは，感染した鶏やアヒルに長期間接したことのある人々でし

た 14）。しかし，感染性は低いものの，致死率は非常に高く，これらの確認事例の

うち，50％が死亡しています。人間における潜伏期は，2～ 8日と考えられ，感

染すると高熱がでて，肺炎を起こしますが，この肺炎には抗生物質は無効です。

そして，最も恐れられているのは，このウイルスが，理論的には，人間の間で簡

単に感染するようなタイプに変異しうることです 15）。人間社会でのパンデミック

の出現を抑えるためには，人間だけではなく家禽における流行を抑制し，それに

よって，新たな国における H5N1ウイルスの流行や人間に感染する機会を減らす

必要があります 13～15）。

Box 7.4 疫学と鳥インフルエンザ
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1918年の流行（いわゆるスペイン風邪）では，4～ 5千万人もの人々が死亡したと推

定されています。そして，1957年の流行に基づく予測からは，もし H5N1株が人間

に容易に感染するウイルスに変異した場合には，全世界で 100万人から 400万人が死

亡すると考えられています 13）。

感染連鎖

感染症は，以下の要因の間の相互作用によって生じます。

● 感染性の病原体

● 伝播のプロセス

● 宿主

● 環境

したがって，感染症のコントロールには，これらの要因のうち少なくとも 1つを変

化させる必要があります。感染症の生体影響は様々であり，不顕性感染に留まるもの

から，重篤な病態や死亡に至るものまであります。

感染症疫学の主な目的は，適切なコントロール方法の開発，実施，評価に必要な感

染のプロセスを明らかにすることです。効果的な介入を行うためには，病原体から感

染に至るすべてのプロセスが解明されていることが理想ですが，実際には必ずしもそ

の必要はなく，その一部が明らかになっているだけでも疾患の発生をコントロールで

きる可能性があります。例えば，スノーは，コレラ菌が発見される 30年以上も前に，

給水システムの改善によって，ロンドンのコレラの流行を防ぎうることを示しました。

しかし，それにもかかわらず，現実には，世界の各地でコレラ流行が多発し，多くの

死者が発生しているのが現状です。

病原体の存在が，感染連鎖のプロセスの始まりとなります。ヒトの疾患の原因とな

る微生物（病原微生物）には数多くの種類があります。感染とは，宿主内に感染性病

原体が進入し，増殖することを言います。「感染＝病気」とは限らず，感染しても，

全く臨床的な症状が生じないこともあります。感染の性質は，それぞれの病原体の以

下の特性によって決まります。

● 病原性 pathogenicity：これは，疾患を引き起こす力のことであり，発病した

人々の数を感染に曝露した人々の数で割った値として表現されます。

● 毒力 virulence：これは，疾患の重篤度を表わす概念であり，非常に低いものか

ら非常に高いものまで様々です。弱毒化されたウイルスは，ポリオウイルスの

ように予防接種に使うことができます。

● 感染量 infective dose：これは，対象者に感染を起こさせるのに必要な病原体の

感染性病原体
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量のことを言います。

● 病原巣 reservoir：これは感染性病原体の棲息する場所のことで，ヒト，動植物，

自然環境（例：土壌）などがあります。

● 感染源：これは，宿主が病原体を受け取る相手のことを言い，ヒト，物体，動

植物などがあります。感染症を効果的にコントロールするためには，病原巣や

感染源についての知識が不可欠です。キャリア（保菌者：臨床的な症状を呈し

ていない感染者）が重要な感染源となることがあります。キャリアである期間

は，病原体によって異なり，終始無症状で終る場合もあれば，感染後ある期間

だけに限定される場合もあります。HIVの世界的流行において，キャリアが大

きな役割を果たしているのはよく知られた事実であり，長い無症状期の間に行

われる不注意な性行動によって感染が拡大しました。

感染連鎖の第 2のプロセスは，人または環境を介した病原体の伝播です（表 7.2）。

直接感染

直接感染とは，感染性病原体が，感染した人や病原巣から，人体の侵入部位へ直接

運ばれることを言います。例えば，接触，キス，性行為，あるいは，咳やくしゃみな

どの飛沫の直接的拡散による感染がこれにあたります。輸血や母から胎児への胎盤経

由の感染も直接伝播に含まれます。

間接感染

間接感染とは，汚染された媒体やベクター，空気を介して，感染性病原体が運ばれ

ることを言います。媒体感染とは，例えば，食物，衣類，寝具，調理器具などを介す

る感染で，ベクターによる感染とは，病原体が昆虫や動物などを通して感受性のある

宿主に感染することを言います。病原体は，単にベクターに付着する場合もあれば，

伝　　播

表7.2 感染性病原体の感染経路

直接感染 間接感染

接触

キス

性交

その他の接触（例：分娩，医学的処置，薬
物の静注，授乳）

空気，近距離（飛沫，咳，くしゃみ）

輸血

胎盤感染

媒体（例：汚染された食物，水，タオル，
農機具）

媒介動物（昆虫，動物）

空気，遠距離（ホコリ，飛沫）

経皮的（例：汚染された注射器による注射）
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ベクター内で増殖するものもあります。空気感染は，病原体を含んだ微粒子が，気道

など感染の成立しやすい部位へ到達した場合で，例えば，粉じんによって，菌類の胞

子などに感染することがあります。感染症の予防対策を検討するときには，こうした

感染のタイプの違いを認識することが重要です。直接感染は，感染源との接触を絶つ

ことによって防ぐことが可能ですが，間接感染に対しては，蚊帳（かや）の提供，適

切な換気，食物の冷蔵，清潔なシリンジや注射針の提供などといった異なるアプロー

チが必要となります。

感染連鎖の 3番目のプロセスは，宿主 hostです。これは，病原体の自然な成育や

増殖に適切な場所を提供する生体のことで，ヒトの身体や動物がそれ相当します。宿

主への進入口は病原体によって異なり，皮膚，粘膜，呼吸器，消化器などがあります。

感染に対する宿主の反応は，宿主，病原体，感染経路によって決まり，極めて多様性

があります。感染への反応は，無症状・無兆候であったり，臨床症状を伴ったり，症

状も軽症のものから重症のものまで様々です。潜伏期間とは，感染性病原体の侵入か

らその感染症の最初の症状が出るまでの期間を意味し，数時間（例：ブドウ球菌によ

る食中毒）から数年間（例： AIDS）にわたるものまで，疾患によって大きな違いがあ

ります。

宿主に対する感染の影響は，宿主の免疫力によってほぼ決定されます。免疫は，自

然感染によるものの他に，医学的に免疫能を高める手法があり，能動免疫と受動免疫

を利用するものがあります。

能動免疫を利用するものとは，予防接種であり，ワクチンを接種することによって，

免疫能を高める方法で，以下のような種類があります。

● 弱毒化した生きている感染性病原体（生ワクチン，例：麻疹）

● 不活化した病原体（例：百日咳）

● 不活化した毒素（例：破傷風）

● 細菌のポリサッカライド（多糖体）

これに対し，受動免疫を利用する方法では，抗体（病原体に対する自然免疫反応の

一部として産生されるもの）を宿主に接種します。抗体は，献血血液から抽出するこ

とができ，一部の疾患（例：狂犬病，ジフテリア，帯状疱疹，B型肝炎）では，曝露後

予防として，免疫を獲得していない人々に投与されています。副作用，適応，コスト

の問題から，能動免疫に比べれば，適用範囲は非常に限られています。胎盤を通じた

母体抗体による受動免疫も，感染症に対する胎児の抵抗性を高める役割をしています。

感染症の発生には，環境が非常に重要な役割を担っています。一般的な衛生環境，

環　　境

宿　　主
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気温，大気汚染，水質などは，感染連鎖のすべての段階に影響を与える要因です（9

章）。さらに，人口密度，過密居住，貧困などの社会経済的要因も非常に大きな影響

を与えます。

調査と流行のコントロール

流行の調査は，その原因と，最も適切なコントロール方法を見つけることが目的で

あり，そのためには，詳細で系統的な疫学調査が必要になります。調査に含まれる主

要なステップは以下のとおりです。

● 予備調査の実施

● 症例の同定と報告

● データの収集と解析

● 対策の実施

● 知見の普及と追跡調査

調査の最初の段階は，流行病の疑いのある症例を調べて，その診断が正しいことを

確認し，流行の存在を確認することです。そして，予備調査を実施して，その疾患の

病染源と流行拡大について作業仮説を立て，それに基づいて直ちに対策を実施します。

流行初期には，少数の保健医療関係者からの報告や，ほとんどの国々で行われている

公式の感染症報告システムによって集められた報告が情報源となります。いくつかの

地域からの報告を併せて検討することも必要な場合があります。なぜなら，1つの地

域の症例数だけでは，十分に確信を持つには不十分な場合があるからです。

流行の発生が疑われる場合には，その新規症例がどのような症例であるのかについ

て明確な定義が必要となります（2章）。そして，しばしば，その疾患の少なくとも 1

例については詳細な情報収集が必要となります。流行の初期に報告された症例は，全

体のほんの一部に過ぎず，流行の全体像をつかむには症例の全数把握が必要です。流

行の発生を確認したら，ただちに，その流行をコントロールする手立てを講じなくて

はなりません。非常に伝染性の高い感染症の場合には，すべての症例の発見と，流行

拡大を最小限に食い止めるために，報告症例の追跡調査が必要となります。

流行への対策としては，治療，流行拡大の防止，対策の効果のモニタリングが含ま

れます。治療で片が付くこともありますが，その流行の原因が，劣悪な社会・環境条

対策の実施

症例の同定

調　　査
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件によるものであったり，また，流行が外部からの援助を要するような大規模なもの

である場合はそうもいきません。様々な疾患の流行によって生じた緊急事態に，公衆

衛生的にどう対拠すればよいかは成書に詳しく記載されているので参照してくださ

い 16）。対策には，感染源への対処，感染拡大の防止，感染に曝露した人々の保護など

が含まれますが，通常，これらのアプローチのすべてが必要となります。

しかし，状況によっては，例えば，汚染食物を店頭から回収する場合のように，感

染源を除去すれば事態が収まる場合もあります。対策で重要なことは，保健医療関係

者や一般の人々に，可能性の高い原因，その疾患に感染する危険性，取るべき予防手

段を周知することです。例えば，麻疹のアウトブレークの場合のように，ワクチン接

種が必要な場合には，これが特に大切です（Box 7.5）。

いったん対策が開始されたら，サーベイランスを用いて，その対策の普及状況や有

効性を継続的にモニターしなくてはなりません。これは，短期の流行の場合には比較

的容易ですが，例えば，流行性髄膜炎のように大規模な予防接種プログラムを必要と

する長期の流行の場合には簡単ではありません。そして，対策の長期的な費用対効果

を明らかにする場合には，疫学的な追跡調査や臨床検査を伴う調査がしばしば必要と

なります。

HIV流行に対する対策はある程度の効果をもたらしています。最初の症例が発見さ

れてから，コンドームの普及が主要な感染予防方法としてその促進が図られました。

また，注射薬物使用者における針交換プログラムも，HIVと B型肝炎の拡大防止に

役立っています。HIVの感染経路や予防方法に関する教育プログラムも HIVの 1次

予防には不可欠のものです。

HIV流行は，一部のアフリカ諸国やインドの一部では，ピークに達した可能性が指

摘されています。ケニアでは，1990年代の初期から中期にかけて明らかに HIVの発

生がピークに達しましたが 18），HIV感染から死亡までの期間が長いことから，その後

も HIV感染者の存在率（有病率）prevalenceは増加を続け，死亡数が新規感染数と

等しくなった 1997年頃に，存在率はやっとピークに達したのです。HIV感染者の存

在率は，南インドでも減少しています。ただし，南インドの場合は，同時に複数のパ

ートナーを持つという性行動パターンの減少やコンドーム使用促進を目的とした予防

予防接種は感染性疾患をコントロールする上で強力な手段であり，系統的な予

防接種プログラムがあれば，感染性疾患を非常に効果的にコントロールすること

ができます。例えば，1980年代の後期までに，南米のほとんどの国で麻疹のワク

チン接種がルーチンの予防接種プログラムに組み込まれ，そして多くの国でそれ

がすべての子どもに行渡るよう強力なキャンペーンが実施されています 17）。

Box 7.5 予防接種：予防とコントロールの鍵
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対策が，少なくとも一部効果を発揮した結果である可能性が指摘されています。

定義

サーベイランスとは，公衆衛生的対策の立案，実施，評価に不可欠な健康関連デー

タを系統的かつ継続的に収集・分析し，解釈する事業のことを言います。疾病の予防

が効果的に行われるためには，サーベイランスデータは迅速に還元されなければなり

ません。サーベイランスには，特定の疾患についての義務的報告，疾病登録（地域も

しくは病院単位），定期的な集団調査によるデータ収集や，消費パターンや経済活動

に関する統計データの収集などが含まれます。

サーベイランスのスコープ

サーベイランスのスコープは広く，感染症にすばやく対応するための警告システム

から，曝露から疾患発生までの期間が一般に長い慢性疾患に対する計画的な対応に至

るまで様々なものが含まれます。ほとんどの国では，法律によって，報告義務のある

疾患が定められています。これらの報告対象疾患には，ワクチンで予防可能な，ポリ

オ，麻疹，破傷風，ジフテリアなどとともに，結核，肝炎，髄膜炎，ハンセン氏病な

どの疾患が含まれているのが普通です。報告義務があるのは，感染症ばかりではなく，

妊産婦死亡，傷害や農薬中毒のような産業・環境関連疾病も含まれることがあります。

こうした義務的報告は，サーベイランスの一部に過ぎず，その他にも色々なものが含

まれます（Box 7.6）。

サーベイランスと対策

サーベイランスは，疫学的活動にとって不可欠で，以下のような目的で実施さ

れます。

● 個別もしくは集団発生症例を検出する。

● 発生した症例の公衆衛生学的影響と動向を見積もる。

● 疾病の原因となる要因を検査・測定する。

● 予防対策，介入戦略，保健政策の変更などの効果やインパクトをモニター

し評価する。

● 必要な医療的対策を計画し提供する。

流行の程度を推定しその動向をモニターするだけではなく，サーベイランスデ

ータは以下の目的にも活用することができます。

● 政治や行政のコミットメントを強めるために情報提供を行う。

● 市民社会を動かす。

● 投入すべき資源について提言する。

Box 7.6 サーベイランスの活用
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サーベイランスの基本原則

サーベイランスの基本原則は，予防対策を実施する上でサーベイランスが役立つ疾

患に対象を絞ることです。そして同時に，社会全体の疾病負荷を測定できるものでな

くてはなりません。サーベイランス対象疾患の選択基準としては以下のようなものが

上げられます。

● 発生率と存在率

● 重篤度の指標（致死率）

● 罹病率と早死率 premature mortality

● 生産性喪失の指標（臥床日数）

● 医療費

● 予防可能性

● 流行の可能性

● 情報の不足

情報源

サーベイランスの情報源には，以下のように，一般的なものと疾病固有なものがあ

ります。

● 死亡率・罹病率報告

● 病院記録

● 臨床診断

● 流行報告

● ワクチン接種率

● 病休記録

● 病原体，ベクター，病原巣の生物学的変化に関する情報

● 血液銀行の情報

サーベイランスでは，リスク行動，予防行動，症例，そしてプログラムや治療に要

する費用など，疾病の因果連鎖の中に含まれるあらゆるデータが収集の対象となりま

すが，人的資源や資金によって，集められる範囲は制限されます。

サーベイランスの実施

サーベイランスでは，定点医療機関からの報告システムを利用し，そこから疑いの

ある症例が報告されると，その診断の妥当性が検討されます。そして，その症例が真

にその疾病の患者であることが確認されると，その地域で適切な対応が取られること

になりますが，場合によっては，専門家チームが派遣されて対応にあたることもあり

ます。

サーベイランスでは，疾病の発生や広がりに関するあらゆる情報を絶えず監視する
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必要があり，そのため，用いる方法には，一般には，完全な正確性よりも，実施可能

性，統一性，そして迅速性が重視されます。サーベイランスの役割は，報告数に有意

の増加が見られるかどうかを示すことです。しかし，残念ながら，多くの国では，サ

ーベイランスシステムは不完全であり，報告が任意である場合には，特にそうです。

NGO，メーリングリスト，インターネットの検索エンジン，検査機関や研修プログ

ラムのネットワークなど，幅広い情報ネットワークが確立されていれば，感染症のア

ウトブレークなどが生じたときに，国際的に協調の取れた対応を行う上で非常に役立

つ情報を得ることができます。

センチネルサーベイランスシステムが用いられることもあります。これは，一部の

医療機関（センチネルサイト）の協力を得て，指定した情報を報告してもらうシステ

ムで，指定される情報の内容は時によって変わることがあります。感染性疾患や慢性

疾患のサーベイランスデータを補完する目的で，このシステムが導入される機会が増

えています。慢性疾患のリスクファクターのサーベイランスについては 2章で論じた

ので参照してください。センチネルサイトからは，指定された疾患や第一線の医療機

関で行われている医療行為についての報告が，標準化された方法で定期的に行われ，

逆に，センチネルサイトに対しては，定期的に情報が還元され，サーベイランス機関

とセンチネルサイトの間には，継続的な関係が構築されます。

サーベイランスデータの分析と解釈

サーベイランスとは，単にデータを集める事業ではなく，その分析と発信，そして

それを予防やコントロールに活用することが本来の目的ですが，分析できる範囲を超

えたデータが集められていることも少なくありません（Box 7.7）。

表 7.3は，ミレニアム開発目標の第 6目標（Millennium Development Goal 6）の概要

を示したものですが，この目標では，HIV/AIDS，マラリア，そして「その他の疾患」

に焦点が当てられていますが，「その他の疾患」とは主に感染性疾患を指すと解釈さ

れています。ここには，ほとんどの国で多数の死亡や障害の原因となる非感染性疾患

は含まれていません。

表 7.3には，結核（目標 8）に関する指標，作業上の定義，全体的な目標が示され

ていますが，どれをとっても，詳細なサーベイランスを必要とするものばかりです。

サーベイランスシステムの効果に影響を与える要因については，表 7.4にまとめてあ

ります。
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結核は，重要な再興感染症の 1つであり，これまでに優れたプログラムが行わ

れてきた実績があります。結核は，主として成人の生命を脅かす疾患で，ほとん

どの患者が医療機関を訪れその記録が利用できるため，他の疾患に比べて，サー

ベイランスは比較的うまく機能します。しかも，治療は通常，医療従事者の監視

下で行われるため，治療の結果に関する情報も豊富に存在します。しかし，こう

したデータの一部はまだ分析されることなく放置されており，重要な情報も多く

の人がアクセスできるようにはなっていないのが現状です。サーベイランスの情

報だけでは限界があるため，多くの国では，サンプルを用いた集団調査も実施さ

れています。サーベイランスデータの分析からは，以下の情報を得ることができ

ます。

● 結核による国家的疾病負荷

● 結核の発生率の最近の動向

● 患者発見率の動向

● 地域間での結核発生率の違い

こうしたサーベイランスとデータの分析は，ミレニアム開発目標における疾病

に関する目標に向けた進展をモニターする上でも必要です（Box 7.8）。

Box 7.7 結核とサーベイランス

国連加盟国は，2000年 9月に全員一致でミレニアム開発目標（MDGs）を採択

し，2015年までに，様々な開発目標を達成することを約束しました。ミレニアム

宣言を推進するための指針の一部として，8つの目標が設定されました。8つの

目標とは，貧困と飢餓，教育，ジェンダーの平等，小児死亡率，妊産婦死亡率，

HIV/AIDSとその他の主な感染性疾患，環境保全，そして，開発における地球レ

ベルのパートナーシップです（個々の目標や指標については，http://millenniu

mindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.aspを参照してください）。

この中で直接健康に関わる目標は 3つに過ぎませんが，すべての目標は健康と

強い関連があります。MDGsでは，高所得国と低・中所得国との間における相互

義務が強調されており 20），また，保健サービス提供における政治・行政の責任と，

開発における健康の重要な役割が明記されています。MDGsには定量的な目標が

設定されており，それによって進捗状況を定期的にモニターすることと，速やか

に行動することの重要性を喚起しようとしています。MDGsが各国に課している

責務に進捗状況の評価があります。疫学情報は，重点とするべき対策の意思決定

に役立つばかりではなく，進捗状況やインパクトの評価，個々の介入の効果の評

価にも不可欠です。

Box 7.8 ミレニアム開発目標
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*DOTS： Directly Observed Treatment, Short-courseの略で，結核治療薬の服用を確実にするために，医療従事者の
直接監視下で行う治療プログラム

表7.3 ミレニアム開発目標6：HIV/AIDS，マラリア及びその他の疾患との闘い

目標8 結核指標
（48の23及び24）

提案された操作的定義 測定可能な目的

マラリアとその他の
疾患の流行を 2015
年までに止め，減少
させ始める

・結核の存在率（有病
率）と死亡率

・発見された結核患者
の割合と DOTS*で
治癒した症例の割合

・塗沫検査陽性者の数（人
口 10万対）

・全結核死の数（人口 10
万対／年）

・1 年間に DOTS プログ
ラムの元で新規に発見さ
れた全推定塗沫検査陽性
者の割合

・DOTS プログラムの元
で治療に成功した登録塗
沫検査陽性者の割合

・結核の存在率を 2015年
までに 2000年推定値の
50％にまで低下させる

・結核の死亡率を 2015年
までに 2000年推定値の
50％にまで低下させる

・2005年までに患者の発
見率を 70％に引き上げ
る

・2005年までに治療成功
率を 85％に引き上げる

有効性を高める要因

単純

少ない

少ない

高い

明確で受け入れられるもの

目的に合いかつ意思決定に
十分な程度の情報にとどめ
る

高い

活用される

高い

表7.4 サーベイランスシステムが有効に機能するための要因

要因 有効性を損なう要因

報告の仕組みや要件

1症例当たりの情報量

報告者の負担

政策決定を担当する人々の
サーベイランスに対する関
心

サーベイランスの目的

通常範囲でのアウトブレー
クが生じた場合の報告内容

地域でのデータの有用性

分析されたデータの活用の
度合

政策決定を担当する人々の
意思決定や予防活動への有
用性

複雑

多すぎる

複雑すぎて厄介

低い

明確に示されていない

完璧な報告を求める

低い

あまり活用されず保存される

低い
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7.1 1930～ 2005年におけるブラジルの総死亡数中に占める感染症の割合の変化が

図 6.3に示されています。なぜこのような変化が生じたと思いますか？

7.2 もし，あなたがある地域の保健政策担当者としたら，地域での麻疹の流行を監

視するためにどのようなモニタリングシステムを導入しますか？

7.3 サルモネラ菌による食物感染の感染連鎖について説明してください。

7.4 改訂された国際保健規則が効力を発揮する上で，その妨げとなる要因について

説明してください。

7.5 結核を例にとって，4つのレベルの予防についてそれぞれ説明してください。

参考文献

学習課題
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はじめに

臨床疫学 clinical epidemiologyとは，臨床医学に疫学の原理と方法を応用したもの

で，臨床の場で，患者を対象として，多くの場合臨床医によって行われる研究のこと

を言います。臨床疫学は，疫学で発達してきた方法論をさらに精緻化して，臨床医学

で用いられてきた，経過やアウトカムを観察する方法論と統合したものです。臨床疫

学の目的は，臨床的判断を支援することであり，基本的な医科学の 1つであると言う

ことができます。

「臨床疫学」は言葉自体が自己矛盾であると言われてきました。なぜなら「臨床」

は患者個人を扱い，「疫学」は集団（ポピュレーション）を扱うと考えられたからで

す。しかし，臨床疫学が患者の集団を対象としていると考えれば，この一見した矛盾

は，ただちに解消します。

臨床疫学の扱うテーマには，以下のものがあります。

● 正常と異常の定義

● 診断検査の正確性

● 疾患の自然史と予後

● 治療の有効性

● 臨床場面における予防

● 臨床疫学とは，疫学の原理と方法を医療に応用したものです。

● 医療費の増大に伴って，臨床行為が疫学的研究の対象とされるようになってきました。

● エビデンスに基づくガイドラインによって治療成績の向上がもたらされています。

● しかし，必ずしも効果的な治療法が採用されているわけではなく，相変らず効果があ

まりなくしかも高価な治療行われている現状が存在します。

学習のポイント

臨床疫学

Chapter

8
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正常と異常の定義

すべての臨床の場で最も求められるのは，患者の症状，兆候，診断検査の結果が正

常か異常かを決めることです。それに基づいて，直ちに治療をするのか，もっと検査

をするのか，あるいは経過観察をするのかといった次の行動が決定されます。正常者

と異常者がいつもはっきりと区別できれば簡単ですが，残念ながら，単一の優性遺伝

子によって決定される遺伝異常以外は，このようなことはまれです。健康に関する変

数は，患者集団における度数分布として表現することができます。正常者と異常者に

おける変数の分布が全く異なることもありますが，一般的には分布は単一で，「異常

者」が正常者の端に位置するという分布を取ります（4章）。このような場合には，

正常と異常について，3つのタイプの定義があり得ます。

● 正常＝普通

● 異常＝病気

● 異常＝治療可能

この定義は，頻度の高い値を正常とみなし，まれにしか発生しない値を異常とみな

すというものです。度数分布の任意のカットオフ値（多くは平均の上あるいは下の 2

標準偏差）を正常の限界とし，この限界点を超えるすべての値を異常とみなします。

これは異常の「操作的定義 operational definition」と呼ばれています。正規分布（ガウ

ス分布）をする場合には，分布の両端の 2.5％が異常とみなされます。正規分布を仮

定しない場合には，パーセンタイルが用いられ，95パーセンタイル値が正常と異常

の間の境界線と考え，それを超える 5％が異常とみなされます（4章）。

しかし，こうした基準の問題は，カットオフ値の設定が任意であり，それに対する

生物学的な根拠が全くないということです。例えば，血圧値と心血管疾患の間の関連

は連続的で，正常と異常を区別するカットオフ値というものはありません（図 8.1）。

血圧値と心血管疾患の関連の場合，たとえ統計学的には正常範囲にある血圧値でも，

それより低い血圧値に比べれば，リスクは相対的に高くなります。つまり，リスクと

は連続した概念であり，一般には，急にそこからリスクが急増するといった明確なカ

ットオフ値は存在しません。心疾患による死亡のほとんどは，血中総コレステロール

値が集団分布の中央の範囲にある人の間から発生し，高値を示す人々の間から発生す

るのは，全体から見れば，ほんの一部に過ぎません。

正常＝普通
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カットオフ値を設定する第 2の方法は，健康な人の群と疾患を持つ人の群の観察値

の分布に基づいて，2群が明白に分離する点をカットオフ値とするものです。ただ，

こうした 2群の頻度分布は，かなりオーバーラップしていることが多く，例えば，心

血管疾患を持っている人とそうでない人の血中総コレステロール値の分布はほとんど

重なり，疾患を持っている人と持たない人を区分することは全くできません。しかし，

ここまで極端なことは少なく，通常は，カットオフ値の異常値側に多少の正常者が含

まれ（偽陽性），逆に正常値側に疾患を持っている人が含まれる（偽陰性）という形

の分布をします（図 6.7，p.127）。

これら 2つのタイプのカットオフ値では，判定の誤りが生じることになりますが，

それは，6章で述べた検査の感度と特異度という概念で量的に表現することができま

す。

● 感度 sensitivityとは，真にある疾患を有する人が，その検査で異常と判定され

る割合を意味します。

● 特異度 specificityとは，真にある疾患を有しない人が，その検査で正常と判定

される割合を意味します。感度を上昇させると特異度が減少するため，常に感

度と特異度の間のバランスをはかることが必要となります。

上記の 2つの基準では正常と異常の区別が不明確なため，最近ではランダム化比較

試験で得られたエビデンスに基づく基準を利用する傾向があります。これは，ランダ

異常＝治療可能

異常＝病気

図8.1 血圧と心疾患と脳卒中の関連 1）

相
対
リ
ス
ク

虚血性心疾患 出血性脳卒中

相
対
リ
ス
ク

普段の拡張期血圧（mmHg） 収縮期血圧（mmHg）
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ム化比較試験によって，治療の利益が害を上回るレベルを設定しようとするものです。

残念ながら，この種のエビデンスで，実際の臨床で利用できるものはまだ余りありま

せん。

このタイプの基準の例としては高血圧の治療があり，その利点と欠点の両方を示す

良い例となっています。まず初期の臨床試験で，拡張期血圧が非常に高い場合（≧

120 mmHg）の治療効果についての明確なエビデンスが示されました。そして，その

後の臨床試験では，90 mmHg程度の拡張期血圧でも，治療による利益が害を上回る

ことが示されています。

しかしながら，これらの臨床試験では，他のリスクファクターや治療に伴うコスト

について考慮されておらず，基準としては少し単純すぎるきらいがあります。今日で

は，医療経済学の発達によって，精緻な費用対効果の分析方法が開発され，臨床上の

決定にコストの概念を持ち込むことが可能となっています。治療するのに適切な高血

圧レベルを，医学的のみならず，経済的な観点も含めて，男女それぞれのリスクグル

ープについて，決定できる日もそう遠くはないと思われます。例えば，拡張期圧が

90 mmHg程度の若年女性と高齢男性に対して降圧治療を行う場合を比較してみると，

実際の心血管疾患発症リスクから考えれば，前者における費用対効果は後者よりもは

るかに低いと考えられます。しかし，もし，若い女性に対する治療が費用以外には何

の問題もないのであれば，あるいは若い女性たちも治療受けるという選択をする可能

性があります 2）。

どういう場合に治療する価値があるかの判断は時とともに変わることがあります。

図 8.2は，血圧の治療レベルの定義の変化を示したもので，優れた臨床試験による新

図8.2 高血圧の治療：治療基準の変遷

薬物による降圧両方の開始
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しいエビデンスが出る度に，治療対象とされる血圧レベルが変化してきたことがわか

ります。新しい基準が出るたびに，医療の現場はそれへの対応や費用を巡って，右往

左往してきました。

しかし，軽症高血圧の治療を考える場合には，血圧値それ自体よりも，その患者の

持つ絶対的な心血管疾患リスクにもっと関心を向ける必要があります 3）。そうしたリ

スクの予測に基づいて話をすれば，治療に対する患者の理解も得られやすくなること

でしょう（Box 8.1）。

診断検査

臨床医学の第一義的な目的は，治療可能な疾患を見落しなく診断することにありま

す。診断検査は，例えば，患者の示す兆候や症状などから考えられる診断の確実性を

高めるために行われます。診断検査には様々な臨床検査（遺伝的，微生物学的，生化

学的，生理学的，病理学的）が含まれますが，これらの検査結果の評価は，兆候や症

状の診断的意義を評価する場合と同じ原理で行われます。

ある疾患の罹患の有無と，検査結果の陽性，陰性で分類することによって，6章の

スクリーニング検査のところでも述べたように，4つの場合を区別することができま

す（図 8.3）。

これらの 4つの組み合わせの中で，検査の判定は，2つでは正しく（真陽性と真陰

性），他の 2つでは誤っています（偽陽性と偽陰性）。ただし，この分類は，疾患の有

無を判別する絶対的な基準（ゴールドスタンダード）が存在し，それに照らして検査

の真度（accuracy，正確性）を評価できるという前提に基づいています。実際には，

このような方法が存在することはほとんどなく，非感染性疾患の場合はとくにそうで

検査の価値

リスク予測（イベントが生じる確率）は，臨床医にとって，治療効果の絶対的

指標となるものであり，同時に，治療を受けるかどうかについて患者の意思決定

に役立つ重要な情報でもあります。いくつかのリスク予測チャートが開発されて

おり，それによって，リスクファクターの状態に応じたリスク予測を行うことが

できます 4）。例えば，心血管疾患（致死性，非致死性を含む）の 5年死亡リスク

は，その人の性別，年齢，糖尿病の有無，喫煙歴，収縮期血圧，血中総コレステ

ロール値によって，かなりの部分予測することができます。具体例については，

CDCのサイトを参照してください（http://www.nzgg.org.nz/guidelines/CVD_Risk_

Chart.pdf）。

Box 8.1 リスク予測
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す。また，仮にそういう方法がある場合でも，高価で侵襲的なことが多いため，日常

の臨床検査ではもっと簡単で費用のかからない検査が用いられます。しかし，そのよ

うな検査でも，結果を解釈する際には，その真度や定度（precision 精度）を知り，か

つその意味を説明できなければなりません。

検査の実用性を判断するためには，臨床の場面での有用性を評価する必要がありま

す。その意味では，予測力（適中率）が特に重要です。予測力には陽性予測力と陰性

予測力があり，前者は，検査結果が陽性の人の中で実際に疾患を有する人の割合を意

味し，後者は，検査結果が陰性の人の中で実際に疾患を有しない人の割合を意味しま

す。予測力は検査の感度や特異度によって決まりますが，最も重要なことは，それが

検査された集団におけるその疾病の存在率（有病率）prevalenceによって決まるとい

うことです。高い感度と高い特異度を持っていても，疾患の存在率が低い場合は，検

査の陽性予測力は極めて低くなります。実際の臨床における検査の予測力は，論文な

どに報告された予測力と異なる場合が少なくありませんが，それは，その疾患の存在

率が異なることによるものです 5）。

自然経過と予後

自然経過 natural historyという言葉は，疾患のステージを意味し，それには下記の

ものが含まれます。

● 病理学的変化の開始

● 病理学的な変化の開始から最初の症状や兆候が出現するまでの前臨床期

● 疾患が臨床的に明らかで，寛解や再発，自然退行あるいは死亡などの転帰を

とる時期

どの時期に疾患が発見され治療されても，その疾患の自然経過に変化がもたらさ

れますが，治療の効果を判定は，治療を行わない場合の疾患の自然経過が知られて

図8.3 診断検査の結果と疾患の有無の関係

検
査
結
果

陽性

有り 無し

疾患の有無

真陽性

陰性 偽陰性

偽陽性

真陰性
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いる場合にのみ可能です。

予後 prognosisとは，疾患の経過についての予測を意味し，特定のイベントが将来

発生する確率として表現されます。予測は患者集団を基にして行われるため，個々

人に当てはまるわけではなく，アウトカムは個々の患者により大きく異なる可能性

があります。しかし，最も可能性の高い予後についての情報は，最も有効な治療法

を決定する上で重要な情報となります。予後因子とは，対象とする疾患を持った患

者の転帰と関連する要因のことを言い，例えば，急性心筋梗塞の患者では心筋機能

が予後因子であることが知られています。

疫学的情報は，予後とアウトカムについて信頼性の高い予測を行う上で不可欠で

す。実際の臨床では，患者集団が偏っていたり，フォローアップが不十分なことが

多く，臨床経験だけで予後やアウトカムを正確に予測することはできません。例え

ば，その医師が診察した患者はその疾患の全患者の代表ではなく，重症度や属性，

あるいは社会階層などにおいて偏っている可能性があります。しかも，多くの医師

は，患者を系統的にフォローアップしないため，疾患の予後についての知識は限ら

れており，しばしば悲観的すぎることさえあります。最近の患者の予後が以前より

良くなったように見える場合でも，それが治療が効を奏したためなのか，単にそれ

は，以前よりも軽症の患者が受診するようになったためなのかはわかりません。そ

うしたことについて，信頼性のある情報を得るためには適切にデザインされた疫学

研究を行う必要があります。

理想的には，予後の評価には，単に身体的健康だけでなく，臨床に関連したあらゆ

るアウトカムを考慮する必要があります。なぜなら，通常患者は病気の予後だけでは

なく，生活の質 quality of lifeにも高い関心を持っているからです。自然経過や予後を

調べる場合には，研究群の割り付けはランダムに行われる必要があります。そうしな

ければ，選択バイアスによって，研究結果が大きく歪められてしまう恐れがあるから

です。例えば，胸痛で病院に入院している患者の予後は，地域でヘルスワーカーのケ

アを受けている胸痛患者の予後よりも一般に悪い可能性があります。

死亡という観点からの予後は，致命率あるいは生存確率として測定されます。この

場合は，発病の日とフォローアップ期間が明確に記録されなければなりません。予後

の推定には，生存分析 survival analysisという方法が用いられます。図 8.4は急性心筋

梗塞後の生存パターンを示したものですが，この例のように，生存分析では，「イベ

生活の量

生活の質

予　　後
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ント発生 1ヵ月時点で生存している人」という具合に，患者をある基準で選択するこ

とがあります。この図から，3年生存率は，より最近のコホート（1991～1992）の患

者が，10年以前の患者（1983～1984）よりも明らかによくなっていることがわかり

ます。これは，心血管疾患の 2次予防が進歩したことを示唆するものです 6）。

類似の方法として，生命表分析と呼ばれるものがありますが，これは既存の情報を

用いて，リスクのある患者における時間経過に伴うイベントの発生を予測する方法で

す。予後を推定するためのコホート研究を行う場合，集めた患者が偏っていたり，フ

ォローアップが不完全であったりすると，結果にバイアスが生じる可能性があるので

注意が必要です。

治療の効果

例えば，肺炎に対する抗生物質や，重症の外傷に対する外科手術のように，有効

であることが余りにも明らかなため，あえて正式な評価を要しないものもあります。

しかし，臨床医学においては，こうしたことは通常まれで，一般には，治療の効

果は必ずしも明確ではなく，それを評価するための研究が必要となります。どうい

う治療であれ，それを「実際に受けた」患者において，利益が害を上回るものでな

くてはなりません。これを，効能 efficacyといいます。また，治療は，それを「処方

された」すべての患者において，利益が害を上回るものでなくてはなりません。こ

れを，効果 effectivenessといいます。治療が処方されても，すべての患者がそれを実

際受けるわけではないので，それを含めた上での評価が効果ということになります

（Box 8.2）。

図8.4 心筋梗塞発症後の生存パターン（発作後28日生存した症例のみ）

時間（日）

生
存
確
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効能の研究では，アドヒアランスの高い患者だけが研究に含まれます。アドヒア

ランスとは，患者が処方をきちんと守る度合を示す言葉です。これに対し，効果を

研究する場合には，アドヒアランスの高低にかかわらず，治療を受けたすべての患

者が研究対象となります。

効能と効果を測定するのに最も優れた方法は，3章で述べたランダム化比較試験で

すが，現実的には，それは不可能なことが多く，事実，現在使われている治療で，

ランダム化比較試験のエビデンスを持つものはそれほど多くはありません。しかし，

最近では，デザインの優れた研究が数多く行われるようになり，最善のエビデンス

に基づくガイドラインの作成が可能となってきています（Box 8.3）。そうしたガイド

ラインの開発に当たっては，コストの問題も考慮されているのが普通です。

心血管疾患を有している人に対するアスピリン投与の利益はよく確立されてい

ますが，それを 1次予防として服薬することの意義は，特に女性においてはまだ

明らかではありません。それでも，ガイドラインの中には，10年間の心血管疾患

新規罹患のリスクが 20％を超える女性に対しては，低用量のアスピリン服用を

推奨しているものがあります。しかし，心血管疾患リスクの低い合計 51,342人の

女性（及び 44,114人の男性）を含む，6つの関連するランダム化比較試験のメタ

アナリシスの結果によれば，平均 6.4年間の観察期間中にアスピリン服用によっ

て，脳卒中のリスクは 17％減少したものの（オッズ比 0.83，95％信頼区間 0.07

～ 0.97），心血管疾患については有意な予防効果は確認されていません。それど

ころか，大きな出血のリスクに有意の上昇が認められています（オッズ比 1.68；

95％信頼区間 1.13～2.52）7）。

Box 8.2 益より害？

臨床ガイドラインの目的は以下を通じて，健康の向上に貢献することにありま

す。

● 治療の選択のプロセスを透明化すること

● 臨床診療の評価を標準化すること

● 医療従事者の教育やトレーニングに役立てること

● 患者の情報に基づく判断を支援すること

● 患者と医療従事者間のコミュニケーションを促進すること

英国では，国立保健医療研究所（NICE）が疾患ごとに適切な治療のためのガイ

ドラインを作成して，国民保健サービス（National Health Service）に提供してい

ます。NICEは，公衆衛生，保健医療技術，臨床診療のためのガイダンスも実施

しています。

Box 8.3 臨床ガイドラインの開発と使用
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エビデンスに基づくガイドライン

ガイドラインとは，ある臨床的状況において，医療従事者や患者が適切な医療を

選択できるように支援することを目的に開発された説明や勧告のことを言います 8）。

エビデンスを実践の場に生かすためにはエビデンスに基づくガイドラインの作成が

不可欠です。しかし，多くのガイドラインが存在するにもかかわらず，そのすべて

が実際に用いられているわけではありません。実際，高所得国においてさえ，多く

の患者がエビデンスに基づく最善の治療を受けているわけではないことが明らかに

されており 9，10），低所得国においてはなおさらのことです。低・中所得国の約 1万人

を対象とした最近の研究から，心血管疾患患者でアスピリンの投与を受けている割

合はわずか 20％で，ベータ遮断薬の投与を受けている患者は半分に過ぎないことが

明らかにされています 11）。これは，これらの薬剤が入手しにくいためではありませ

ん。これらの国々でも，アスピリンやベータ遮断薬は安く入手することができます。

それにもかかわらず，こうした状況にあるわけです。

現在では，多くの疾患について，エビデンスに基づくガイドラインが作成されて

います（http://www.guideline.gov参照）。そして，国や地域の状況に応じて，それを

どのように適用するかについても説明されています。ガイドラインに沿った治療を

普及させるためには，単にガイドラインを提供するだけではなく，相応の努力が求

められます。例えば，ワークショップや研修コースを開いたり，あるいは診療録の

中にガイドラインを挟み込むなどの工夫をすれば，大きな効果があることが報告さ

れています 12）。

また，高所得国で開発されたガイドラインを，低所得国や中所得国で，そのまま

使用することは難しいということは知っておく必要があります。それぞれの国に適

したガイドラインを作成することが不可欠です。ガイドラインがあれば，薬の販売

で利益を得ようとする業者が処方もなしに患者に薬を売りつけるといったことを減

らすことにも役立ちます 13）。一部の国では，消費されている薬の 70％は不必要なも

のだという報告もあります。

臨床医学における予防

疫学に対する正しい理解があれば，日常診療においても効果的な予防を実施するこ

とできます。その多くは，2次予防や 3次予防ですが，1次予防も日常的に実施でき

る可能性があります（6章）。小児科医療では，1次予防の長い伝統があり，例えば，

小児の予防接種プログラム，フェニルケトン尿症のような先天性代謝異常のスクリー

ニング，小児の定期体重測定と標準成長グラフの使用など，日常診療と 1次予防は深
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い関わりを持ってきました。出生前ケアも医者や他の医療従事者の日常臨床業務と予

防が一体化したよい例の 1つです。

医師，歯科医師を含むすべての医療従事者は，患者に対して禁煙を勧めることが

できる立場にあります。一般医療現場における様々な禁煙介入の効果をランダム化

試験で比較した研究によれば，喫煙に対する日常的なアドバイスが有効であること，

その効果は様々な工夫によって高め得ることが明らかになっています（図 8.5）。一

部の国では，60％もの現喫煙者が主治医から禁煙を勧められたことがあるという報

告があります 15）。臨床医による禁煙指導がより高い効果を上げるには，以下の点に

注意が必要です。

●介入の質を高める。

●禁煙の意思がある喫煙者に焦点を絞る。

●患者に対するアドバイスの頻度を高める。

●他の禁煙キャンペーンや禁煙を推進する組織などと連携する。

新しい疾患への罹患や現在罹患している疾患の悪化を防ぐために，保健医療の専

門家ができるアドバイスや支援の機会はたくさんあります。臨床疫学者は，こうし

た介入の効果評価に貢献することができます。

リスクの低減

図8.5 禁煙の肺がん死亡率に及ぼす効果 14）
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心血管疾患や糖尿病においては，患者のイベント発生リスクを減少させるためのア

プローチは，これらの疾患の発生自体を減らすためのアプローチに非常によく似てい

ます。両者の違いは，いったん病気に罹ってしまうと，将来イベントが発生するリス

クは非常に大きいという点です。これらの疾患に対しては，行動変容や薬物による介

入が，予後を改善する上で有効であることが証明されています。

行動学的介入

介入を行う場合には，喫煙促進，運動，食事の改善，体重減少をセットで行うのが

有効です。それによって，心血管疾患患者のイベント発生リスクを 60％以上も減少

させることができ，また，糖尿病患者が血糖値を良好に維持する上でも効果的である

ことが証明されています 16）。

薬物による介入

国際的ガイドラインでは，心血管疾患を有する患者に対しては，抗凝固剤投与や，

高血圧，高コレステロール血症の治療を長期間にわたって実施することが推奨されて

おり，アスピリン，ベータ遮断剤，転換酵素阻害剤（ACE），スタチンの多剤併療法

によって，心筋梗塞の再発を 75％減少させることができるとされています 17）。しか

し，国によって治療法は大きく異なります。それは，多剤を用いる複雑さと費用，そ

して適切な入手を妨げる他の様々な理由によるものです。そうした問題の一部は，投

与量を固定して処方を単純化するといった工夫で解決することができます（Box 8.4）。

臨床疫学が，臨床医学の進歩に貢献したことに疑いの余地はありません。しかし，

現実には，有効な治療法が十分行渡っているわけではなく，それどころか，効果もな

患者のイベント発生リスクの低減

用量固定併用療法は，HIV/AIDS，結核，マラリアの標準的治療の一部として

行われており，アドヒアランスが高まることによって，治療効果の向上につなが

ることが示されており，また薬の配布や保管を単純化する効果もあります。最近，

この用法を心血管疾患リスクの高い人に対しても適用しようという提案がなされ

ています 17）。こうした多剤含有薬剤には，特許切れの薬剤が用いられるため，非

常に安価に生産することができます。低所得国や中所得国における心血管疾患患

者にとって，予防的治療にアクセスできるかどうかは，その人の収入に大きく依

存するため，こうした安価で簡便な製剤が利用できるようになれば，経済的に恵

まれない多くの人々にとって朗報となります。

Box 8.4 用量固定併用療法
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く，また高額で不必要な治療が幅広く行われているのが現状です。疫学者が臨床医学

の進歩に貢献できる余地は，まだまだ大きいものがあります。

8.1 なぜ，「臨床疫学」という言葉自体が矛盾だと言われたのでしょうか？

8.2 一般的に使われている異常の定義は集団における測定値（検査値）の頻度分布

を基にしています。この定義の限界を述べてください。

8.3 次の表は，がんに対する新しい診断検査の結果を，完全な診断結果と比較した

ものです。新しい診断検査の感度と特異度を計算してください。あなたはこの

検査の使用を推奨したいと思いますか？

8.4 スクリーニング検査の陽性予測力（陽性適中率）の計算法を説明してください。

8.5 Box 8.2に示したメタアナリシスの限界をいくつか列挙してください。

8.6 このメタアナリシスの結果を前提とした場合，臨床医は女性におけるアスピリ

ン投与についてどのように説明するべきと思いますか？

参考文献

学習課題

完全な診断結果
疾患あり　　　　疾患なし

新しい検査法に 陽性 8 1,000

よる検査結果 陰性 2 9,000
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環境と健康

人間を取り巻く環境は非常に基礎的な要因から構成されています。例えば，私たち

が吸う空気，飲む水，食べる食物，気候，そして私たちの活動に必要な空間などです。

さらに，私たちは社会的及び文化的環境の中に存在し，その環境は私たちが心身の健

康を保つ上で重要な意味を持っています。ほとんどの疾病は，環境要因が原因であっ

たり，あるいは，その発生が環境要因の影響を受けたりします。したがって，特定の

環境要因が健康を損なうしくみを理解することは有効な予防対策を考える上で非常に

大切なことです。環境疫学とは，集団における環境と健康の間の関係を扱う疫学の分

野であり，産業疫学とは，職場環境と健康の関連を扱う疫学の分野です｡身体的傷害

は，生活環境や職場環境に強く影響を受けますが，同時に，行動的要因にも強い影響

を受けます。一般社会では，「事故による傷害」という表現がよく使われますが，こ

れは誤解を招きやすい表現です。なぜなら，事故という言葉には，予見できる原因に

よって起こったというよりも，偶然によって起こったというニュアンスが強いからで

す。そこでこの章では，「環境 environment」という言葉を，身体の外部にあって疾患

や傷害の原因となるすべての要因を表現するために用いることにします。健康に影響

を与える様々な環境要因を示したのが表 9.1です 1）。

環境保健や産業保健の分野では，5章で紹介した「原因の階層」という概念を用い

ながら，非常に多数の固有で直接的な原因が扱われます。図 5.5（p.105）に示した

● 生活環境や職場環境は，疾病（疾患と傷害）の発生に非常に強い影響を与えます。

● 環境要因への曝露は，「用量」として測ることができ，それを用いて，用量―効果関係

や用量―反応関係が検討されます。

● 健康影響評価は，環境要因の有害な健康影響を予測するために用いられます。

● 傷害疫学は，傷害予防に対する予防行動の効果を検討する疫学の分野です。

学習のポイント

環境疫学及び産業疫学

Chapter

9
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DPSEEAは，遠因にあたる要因の分析に用いられています。Box 9.1は，環境保健や

産業保健の分野における原因の階層を示したものです。

世界的疾病負荷の計算の中で，疾病負荷全体の 25％から 35％が環境要因による可

能性があることが示されました 2，3）。不衛生な水や下水，料理や暖房用のバイオマス

燃料の燃焼による屋内空気汚染，自動車や発電所による大気汚染などが，主な環境要

因としてあげられます 3）。

低所得国における高い負荷

心血管疾患やがんなどの非感染性疾患による国民 1人当たりの疾病負荷は，高所得

国の方が大きくなっていますが，環境要因による疾病負荷は，高所得国よりも低所得

国ではるかに大きくなっています。その影響は子どもに大きく，毎年 400万人もの子

どもたちが環境が原因となる疾病で死亡していますが，そのほとんどは途上国で発生

環境要因への曝露の影響

表9.1 康に影響を与える可能性のある環境要因

要因 例

心理学的要因

生物学的要因

物理的要因

不慮の要因

化学的要因

ストレス，失業，交代勤務，人間関係

細菌，ウイルス，寄生虫

気候，騒音，放射線曝露，作業環境

危険な社会・生活環境，速度，アルコールの影響，薬物

タバコ，化学物質，塵埃，皮膚刺激性物質，食品添加物

環境の健康影響を促進する要因

● 人口の変化（高齢化や人口増加） ● 都市化
● 貧困と公平 ● 科学と技術
● 消費と生産パターン ● 経済的発展

環境の質に影響する主な人間の活動

● 家庭ゴミの排出 ● 水の消費
● 土地の利用と農業活動 ● 工業化
● エネルギー消費

環境の質の悪化：曝露とリスク

● 大気汚染 ● 食物
● 土壌 ● 居住環境
● 職場環境 ● 地球環境

Box 9.1 健康と環境及び職業の関係における原因の階層構造 1）
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しています。環境要因による乳幼児死亡率は，低所得国では高所得国の 12倍も大き

く，健康的な環境作りを支援することによって，どれほど多くの命が救えるかを示し

ています 3）。

多要因

環境要因に関する疫学研究では，原因がそれぞれバラバラに扱われることが少なく

ありませんが，実際には，それらの要因がお互いに複雑に影響しあっていることを忘

れてはいけません。多くの場合，原因は多様でかつ明確な階層構造（5章）をなして

おり，異なる地域で行われた疫学研究の結果が一致しないことの 1つの背景となって

いると思われます。環境要因が健康にどのような影響を与えるかは，以下のような，

他のリスクファクターへの曝露の有無や個人の特性によっても異なります。

● 年齢と性別

● 遺伝的要因

● 疾患罹患の有無

● 栄養

● 性格

● 体調

産業疫学は，通常は，若年もしく中年の成人人口が対象で，ときに男性が圧倒的に

多いこともあります。さらには，産業疫学で最も強い曝露に曝されるのは，ほとんど

の場合，少なくとも職業についた当初は比較的健康であった人です。これに対し，一

般環境におけるリスクファクターについての疫学研究では，通常，子どもや高齢者，

そして不健康な人々も含まれます。したがって，同じ曝露を受けた場合でも，一般集

団では，企業の労働者よりもその影響が強く現れる可能性があります。このことは，

産業疫学で得られた研究結果を，環境ハザードの安全基準の設定に利用する場合の重

要な前提となります。例えば，鉛の影響は，大人よりも子どもに強く現れます（表

9.2）。血中鉛濃度は，鉛曝露の測定方法として認められており，下の表に示した２つ

のアウトカムについて示された血中濃度は，それ以下であれば，ほとんどの人々を鉛

の影響から防ぐことができます。しかし，子どもの神経行動学的機能への影響は，こ

の表にある 100μg/Lよりももっと低いレベルで生じる可能性があることが示唆され

ています 4）。

表9.2 小児と成人において健康影響が生じるとの報告がある
最低血中鉛濃度（μg/L）5，6）

効果 小児 成人

ヘモグロビンレベルの低下

神経行動学的機能の変化

400

100

500

400
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環境疫学や産業疫学では，因果関係の解明に重きが置かれます。曝露を減らすため

に取られる対策や産業保健サービスの効果についても評価がなされる必要がありま

す。有害な環境要因に対する曝露は，社会にもたらす経済的利益の大きいある種の企

業活動や農業活動に伴って生じることがあり，その除去が大きな経済的損失をもたら

すことも少なくありません。しかし，環境汚染を放置すれば，人々の健康だけではな

く，結局は，農業や工業自体の基盤を掘り崩してしまうという大きなつけを払わねば

ならなくなります。疫学的分析，健康影響評価，費用対効果分析は，保健行政が，健

康リスクと予防の経済コストの均衡の取れた対策を検討する上で重要です。

予防の価値

予防の価値を疫学的，経済学的に評価した例があります 7）。それは，1960年代に日

本で生じた 3つの公害病に関するもので，表 9.2に示したように，予防対策にかかる

費用の方が，これらの公害病の治療などに要するコストよりも安いという結果になっ

ています 8）。コストの中には，被害者への補償や環境の修復に要する費用が含まれ，

公害を防止するのに必要な費用と比較されています。利益―コスト比は，水俣病の場

合，約 100と非常に大きな値になっています（表 9.3）。

環境疫学の課題

地球環境の悪化に伴って，環境疫学は，今後数十年の間に，大きな課題に直面する

ことになります。気候変動，オゾン層の枯渇，紫外線の増加，酸性雨，人口増加など

が健康に及ぼす影響について研究が必要となってくるからです 9）。気候変動が健康に

与える影響の中には，これまで疫学的に研究されていないものもあります。しかし，

気候変動の漸進的進行が確実視されるにつれ，疫学がこの分野で果たすべき役割も明

確になってきています 10）。

予防対策の評価

表9.3 日本の3つの公害事件における被害と予防対策のコスト比較（単位百万円，1989年貨幣価値）8）

公害事件 主な汚染物質 公害予防
対策コスト 健康被害 生活被害 環境修復 合計

四日市喘息

水俣病

イタイイタ
イ病

a）住民の一部に対する実際の補償額に基づく。大きな数字は，被害を受けたすべての人に対して補償が行われ
た場合。

SO2，大気汚染

水銀，水汚染

カドミウム
水と土壌の汚染

14,800

125

600

21,000
（1,300）a）

7,670

740

－

4,270

880

－

690

890

21,000

12,630

2,510

公害被害コスト
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図 9.1に示したように，地球環境の変化は，様々な形で健康に影響を及ぼすと考え

られ，それを証明するためには，いくつかの疫学的アプローチが必要となります。国

際気象機関（WMO）が組織する科学者の組織である「気候変動に関する政府間パネ

ル The Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）」は，地球の気候変動とその

影響に関するアセスメント報告を定期的に発表しています。疫学も Box 9.2にあげた

ような研究やアセスメントの分野における貢献が求められています。疫学に課せられ

ている課題は沢山あります。例えば，気候と健康の間の関連をより正確で確実に評価

すること，様々な気候モデルやシナリオにおける健康影響を研究すること，気候と健

康の関係を広い社会経済的な文脈に位置づけて理解することなどがあげられます。ま

た，都市に特化した早期警告システムや媒介動物感染のコントロールプログラムに関

する研究や，食糧供給の偏りに伴う栄養不足や肥満に関する研究も求められています。

成層圏のオゾン減少

生物の種多様性の
喪失と生態系の破壊

気候変動

様々な経路

農業生態系
紫外線曝露 生産性

紛争

水の量と
安全性

生態系の
機能の低下 降水量

の変化

人間の健康

土地の劣化

淡水の減少

図9.1 気候変動の健康影響 10）

● 地球規模の気候変動
● 土地の劣化
● 漁業資源の枯渇
● 淡水の広汎な不足
● 動植物の種の絶滅や生態系の破壊

Box 9.2 健康に重大な影響を及ぼす可能性のある地球環境の変化
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曝露と量

環境要因の影響に関する疫学研究は，量的に測定可能な要因について行われるのが

普通です｡したがって，曝露と量の概念（5章参照）は環境疫学と産業疫学において

特に重要です。

曝露は 2つの量で測定されます。それは，曝露のレベルと期間です。曝露開始後に

比較的短期間で影響を生じる環境要因では，その時点の曝露レベルによって，影響が

生じるかどうかが決まります（例えば，図 9.2のロンドンのスモッグの流行における肺疾

患や心疾患による死亡。これは人間の歴史の中で，詳細に記録された世界で最初の主な環境

性健康障害の 1つです）。

しかしながら，長期間の曝露の後にのみ，影響が現れるような環境要因も少なくあ

りません｡生体内での化学物質の蓄積（例：カドミウム）や累積効果を持つ有害事象

（例：騒音）などがこの例です。これらの有害物質や有害事象では，過去の曝露レベ

一般概念

死亡者数
（１日当たり）

SO2
（ppm）

ばい煙
（mg/m3）

汚染濃度

死亡者数

SO2

ばい煙

日

図9.2 1952年 12月のロンドンスモッグと死亡率の関係 12）
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ルと曝露期間の方が，現在の曝露レベルよりも重要となります。体外から受けた曝露

の量（体外暴露量 external dose）を見積もる場合には，しばしば，曝露レベルと曝露

期間の積がその推定値として用いられます｡

環境要因と集団の健康状態との関係を量的に分析するために，疫学研究においては，

曝露のレベルや量の推定値として様々なものが用いられます。例えば，図 1.1（p.3）

では，1日の喫煙本数が用いられていますが，これは曝露レベルだけを示したもので

す。表 5.2（p.112）では，騒音のレベルと曝露期間によるクロス表を作って，聴覚障

害との関係が分析されています。また，体外曝露量は，曝露レベルと曝露期間の積と

して表わされることもあります。喫煙の場合の「箱・年 pack-year」やアスベスト繊維

曝露の場合の「繊維・年 fiber-year（粒子・年 particle-year）」などがあります（図 9.3）。

曝露を代替する指標が用いられることもあります。例えば，大気汚染の代替指標と

して用いられる，ある地点での 1時間当たりの交通量や年間石油消費量などがその例

です。これらの変数は，図 5.5（p.105）の因果関係の階層における「促進圧 pressure」

に相当します。その他にも，地域における農薬使用量や鉛を含有するペンキで塗られ

た家に住む子どもの数なども代替指標として使われることがあります 13）。

調査している環境要因が化学物質の場合，曝露レベルや曝露量はその物質（あるい

はその代謝産物）の体液中もしくは組織中の濃度を測定することによって評価するこ

とができます。これを生物学的モニタリングと言います。生物学的モニタリングでは，

血液や尿が最も一般的に使用されていますが，ある種の化学物質にとっては，それ以

外の生体試料が特に有用であることもあります。例えば，魚肉中のメチル水銀に対す

る曝露の研究では毛髪が使用され，ヒ素曝露に関する研究では爪が使用され，食物を

介した金属（例：特に，鉛とカドミウム）対する急性曝露量の推定には大便が用いられ

生物学的モニタリング

相
対
リ
ス
ク

4

3

2

1
1000 2000 3000

回帰
直線

図9.3 アスベスト曝露（粒子・年）と肺がんの相対リスク
との関係 14)

曝露量（曝露年数×106 粒子／立方フィート）
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ます。また，有機塩素系殺虫剤やポリクロルビフェニールやダイオキシンなどの塩素

系炭化水素に対する曝露を調べる場合には母乳が用いられ､毒物中毒の疑われる患者

の研究では，脂肪，骨，肺，肝臓，腎臓などの生体組織が用いられます。

生物学的モニタリングのデータを解釈するには，吸収，輸送，蓄積，排泄などの化

学物質の動特性や代謝学に関するかなり詳しい知識を必要とします。急速に排泄され

る化学物質では，急性曝露のみが測定可能です。時には，ある生体組織や体液を用い

て最近の曝露レベルを推定し，その以外の生体試料で曝露総量を推定するという具合

に使い分けられることもあります。環境中の化学物質が生体試料中に測定できるため

には，曝露したのち体内に吸収されなくてはならないので，環境の測定によって得ら

れた体外曝露量に対して，生物学的モニタリングで測定された量を「吸収量」あるい

は「体内曝露量 internal dose」と呼びます。

図 9.4は，工業労働者における曝露開始後 1ヵ月における血中と尿中のカドミウム

濃度の変化を示したグラフです。この期間には，血中濃度は急速に上昇しますが，尿

中カドミウム濃度には明らかな変化は見られません 15）。これとは対照的に，長期間曝

露の後には，尿中カドミウム濃度は体内に蓄積された量の非常によい指標となります。

時間による曝露の変化

曝露の測定値は，同一個人内でも，時間によって変動します。したがって，疫学研

究においては，測定の頻度や曝露レベルや曝露量の測定に用いる方法について慎重な

配慮が求められます。使用される測定値は妥当なものでなくてはならないため（3章），

個人レベルの測定と集団レベルの測定

生物学的データの解釈

血
中
カ
ド
ミ
ウ
ム
濃
度
（
ng
／
ｇ
）

尿
中
濃
度

（
mg
／
ｇ
　
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
）

期間

曝露開始
曝露停止

血液
尿

図9.4 カドミウムの産業曝露の初年における血中及び尿中濃度

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
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測定方法については妥当性を担保するための品質管理の実施が求められます。

曝露量の変動

また，曝露レベルや曝露量は個人間でも一様ではありません。たとえ，同じ工場で

並んで仕事をしている人々の間でさえ，労働習慣の違いや汚染物質の空間的分布の違

いによって，曝露レベルが異なる可能性があります。例えば，同じ室内のある機械か

らは金属蒸気が発生しても，他の機械からは発生していないかもしれません。その曝

露レベルや体内曝露量が生物学的モニタリングによって測定される場合は，さらに化

学物質の吸収率及び排泄率の個人差が加わり，たとえ，体外曝露量が等しくても，人

によって体内曝露量が異なる可能性があります。

曝露の分布

個人間の多様性を表す 1つの方法は分布曲線を作成することです（4章）。環境中

化学物質の個人別曝露量の分布は，しばしば歪んでおり，正規分布よりも対数正規分

布に近い分布をとります。理想的には，量的な測定が行われるすべての疫学研究で，

測定値の分布が確かめられねばなりません。もし，その分布が対数正規分布を示す場

合には，算術平均よりも幾何平均を用いた集団比較が必要となります。

集団単位での曝露レベルや量に関するデータを表現する場合には，幾何平均や算術

平均が最も一般的に用いられますが，4分位値や百分位値（パーセンタイル）が用い

られることもあります（4章）。例えば，ある小児の集団における鉛曝露を論じると

きには，平均値よりも，むしろある閾値（いきち）以上の曝露を受けた小児の割合の

方が現実的には問題となります。もし，血中鉛濃度が 100μg/Lを鉛の脳に対する閾

値とすると，その集団の平均値（例 70μg/L）を見ただけでは，どれくらいの小児が

影響を受けたのかはわかりません。それよりも 25％の子どもで血中鉛濃度が 100μ

g/Lを超えていたといった分位値に基づく情報の方が役に立ちます。

効果の測定

効果の測定量を表現する場合にも，平均値とパーセンタイル（百分位値）の使い分

けについては，慎重な配慮が必要です。例えば，小児の知的発育や行動に対する環境

中化学物質の影響は，ますます重要な課題となっていますが，この種の研究では知能

指数（IQ）が用いられます。

集団間の平均知能指数の差異はごく小さいため，この種の研究の関心は知能指数の

非常に低い子どもたちにのみ向けられてきました。しかし，表 9.4に示したように，

Needlemanらの古典的研究において，知能指数の平均値が 107から 102へとわずか

に減少するだけで，知的障害の閾値とされる知能指数 70以下の小児の割合は，0.6％

から 2％へと 3倍以上に大きく上昇することが示されており，平均値にも重要な意味
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があります。

集団曝露量

環境要因あるいは職業要因に起因するがんの疫学研究では，集団の曝露量を特別な

形で表現することがあります。これは，集団曝露量 population doseと呼ばれ，個人曝

露量の総和として算出されます。放射能では集団曝露量が 50シーベルト（Sy）増え

るごとに，1つの致命的ながんが発生すると予測されますが，これは，100人が 0.5

Syの曝露量を有する場合でも，10,000人が 5 mSyの曝露量を有する場合でも，同じ

とみなされます｡これは，それ以下ならがんのリスクがゼロになるような下限閾値が

どの個人にもないこと，そして発がんのリスクが曝露量に伴って直線的に増加すると

いうことがその基本的な前提となっています。しかし，同じ集団の中でも曝露量は恐

らく大きく異なっており，曝露量の最も大きい人々では，発がんリスクは当然大きく

なります。

2章で説明したように，多くの環境要因の生体影響（効果）は，わずかな生理学的

あるいは生化学的変化から重症の疾患あるいは死亡まで，広い範囲に及びます。通常，

量が大きいほど効果（生体影響）は強く激しいものとなります。例えば，一酸化炭素

（CO）曝露（注：血中の COヘモグロビン濃度で測定）を例に取れば，低濃度曝露では，

軽度の頭痛程度の症状しか出ませんが，高濃度になると，図 9.5に示すように，次第

量―効果関係

表9.4 改訂版小児用ウェクスラー知能指数（WISC ―R）の総合得点と部分得点と歯の鉛含有濃
度との関係 16）

WISC ―Rの
カテゴリー 低（＜10mg/kg） 高（＞20mg/kg）

歯の平均鉛含有濃度
P値（片側）

総合偏差値
言語性知能
知識
単語
数唱
算数
理解
類似

動作性知能
絵画完成
絵画配列
積木模様
組み合わせ
符合
迷路

106.6
103.9

10.5
11.0
10.6
10.4
11.0
10.8

108.7
12.2
11.3
11.0
10.9
11.0
10.6

102.1
99.3

9.4
10.0

9.3
10.1
10.2
10.3

104.9
11.3
10.8
10.3
10.6
10.9
10.1

0.03
0.03
0.04
0.05
0.02
0.49
0.08
0.36
0.08
0.03
0.38
0.15
0.54
0.90
0.37
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に重篤な影響が出るようになります。こうした量と効果の大きさとの関係は「量―効

果関係 dose-effect relationship」と呼ばれ，個人あるいは集団いずれにおいてもその関

係が成立します。集団では，各効果が発生する平均曝露量が用いられますが，曝露に

対する反応は人によって異なっているので，個人の量―効果関係は集団の量―効果関係

とは異なっています。

量―効果関係は，疫学研究を計画する際に重要な情報となります。ある効果（生体

影響）は他の効果に比べ測定が容易かもしれませんし，また，ある効果は公衆衛生上

特に重要な意味があるかもしれません。曝露や初期の軽微な生体影響は，血液や尿中

の物質で測定できることがあり，それらを生物学的マーカーと言います。カドミウム

を例に取れば，尿中の低分子たん白は腎臓への最も初期の影響を反映する生物学的マ

ーカーとして知られています 15）。量―効果関係は，疫学研究のアウトカムとしてどの

効果を選ぶのが適切かを判断する上で役に立ちます。

また，量―効果関係は，安全基準を設定する際に，予防すべき健康影響（効果）や，

スクリーニングの指標にふさわしい効果を判断するのに役立ちます。もし，安全基準

を，あまり重篤でない効果を予防できるレベルに設定することができれば，もっと高

用量で発生するより重篤な効果を予防することができます。

疫学では，「反応 response」という言葉は，曝露群の中でその曝露によってある効

果を生じた人の割合として定義されます。理論的には，量―反応関係は，S字型，つ

まり累積正規分布曲線の形を示します。環境疫学や産業疫学の分野では，この形の量

―反応関係を示す例が数多く確認されています。低用量では効果が現れる人はほとん

どいませんが，高用量ではほとんどすべての人に影響が現れます。これは，対象とな

る要因に対する個人の感受性が多様であることを示しています。

量―反応関係は，反応レベルの低い範囲においては，ほぼ直線関係とみなすことが

できます。図 9.3はアスベストの量と肺がんについて，図 1.1（p.3）は喫煙量と肺が

量―反応関係

効果の程度

死亡

0 10 20 30 40 50 60 70 80

昏睡

吐き気，失神

頭痛，めまい

軽度の頭痛

図9.5 量―反応関係

一酸化炭素ヘモグロビンの割合（％）
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んについてその関係を示したものですが，どちらもほぼ直線関係が成立しています。

また，放射線と発がんリスクとの関係についてもほぼ直線関係にあるとみなすことが

できます。量―反応関係は年齢など様々な要因の影響を受けます。量―反応関係のその

他の例としては，職場で最もよく見られる健康影響の 1つである，騒音による聴覚障

害があり，表 5.2（p.112）に示したように，非常に強い量―反応関係を示すことが知

られています。曝露量が測定できさえすれば，どのような環境要因についても量―反

応関係を示すことができます。後述するように，傷害の疫学でも量―反応関係が成立

することがあります。

リスクの評価

リスク評価の定義には様々なものがありますが，一般的には，様々な要因（物質，

政策，行動など）が健康に及ぼす影響の評価という広い意味に用いられます。WHO

は，特に化学物質の安全性の分野で，リスク評価に関する非常に多くのガイドライン

や手法に関する文書を出版しています。

健康影響評価 health impact assessmentとは，リスク評価の中でも，集団や曝露を特

定して行われる評価のことを指し，「この化学物質はある曝露条件において，どのよ

うな健康リスクを引き起こす可能性があるか」といった具体的問題に回答を与えよう

とするものです。健康影響評価は，様々な予防対策や活動の健康への効果を評価する

方法として広く用いられています。

リスク管理という言葉は，健康リスクを減らしたり除去したりする活動の計画や実

施を意味します。

近年，工業や農業の開発プロジェクトの環境影響評価（予測的分析）や環境監視

（既存状況の分析）に対する関心が高まっており，多くの国ではその実施が法的に定

められています。これらの環境評価の中で健康に関する部分は特に「環境健康影響評

価 environmental health impact assessment」と呼ばれており，疫学的手法の新たな応用

分野となっています。また，こうした評価手法は，新しい化学物質や技術が健康にも

たらす可能性がある影響の予測にも用いられています。環境のもたらすリスクを全体

環境健康影響評価

リスク管理

健康影響評価

リスク評価
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的に評価するためには，以下のようないくつかのステップがあります。

● まず，研究対象となっている技術やプロジェクトによって生じると予想される

ハザードを特定します。もし，何らかの化学物質によるハザードが想定されれ

ば，候補となる化学物質を特定します。

● 想定されるハザードが引き起こし得る健康影響のタイプを分析します（ハザー

ド評価）。それぞれのハザードについて必要な情報は，科学的文献を自ら系統

的にレビューするか，WHO が出版する環境健康クライテリアシリーズ

（Environmental Health Criteria Series）や縮約国際化学物質アセスメント文書

（Concise International Chemical Assessment Documents），国際がん研究機構

（IARC）が出版するモノグラフシリーズなどを参照します。必要があれば，問

題となるハザードに曝露されている人々の疫学研究を行って情報を補います。

● そのハザードの影響を受けた可能性のある人々（一般集団や職業集団）におけ

る実際の曝露レベルを測定もしくは推定します。そのためには，環境モニタリン

グ，生物学的モニタリングが必要であり，また，曝露の時間的経過やその間の

変化などに関する情報も必要になります。

● それぞれのハザードについて，各サブグループごとの曝露量に関するデータを

収集し，量―効果関係，あるいは量―反応関係のデータに照らして，集団全体と

しての健康リスクを計算します。

疫学研究を行うことによって，健康リスクを直接調べることもできます。その場合

リスクは，リスク比（相対リスク）の上昇，あるいは，ある疾病や症状を有する人の

増加数として表現されます（Box 9.3）。

最近の健康影響評価では，疾病負荷の推定が用いられるようになってきています。

環境健康政策に重要な影響を与える健康影響評価の 1例として，ヨーロッパで

行われた交通関連の大気汚染に関する研究があります。この研究では，大気のモ

ニタリングデータと大気汚染に曝露される人口規模の推定，そして疫学研究から

得られた大気汚染と死亡の量―反応関係のデータに基づいて，交通に起因する大

気汚染によって生じる可能性のある死亡者数が算定されました（表 9.5）19）。その

結果は，大気汚染による死亡者数は，交通事故による死亡者数をはるかに上回る

という衝撃的なものでした。この研究結果を受けて，ヨーロッパではその後，交

通による大気汚染を規制する政策が次々と打ち出されていきました。

同じような分析がニュージーランドでも行われています 20）。この場合は，交通

事故死の方が大気汚染による死亡をやや上回るという結果でしたが（表 9.5），そ

れは予期されたものでした。なぜなら，ニュージーランドはヨーロッパに比べて，

大気汚染の程度は低く，逆に交通事故のリスクは高い国だったからです。

Box 9.3 健康影響評価の例
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そのために必要なツールが，WHOによって開発され，環境疾病負荷シリーズとして

刊行されています 21）。リスク管理には 3つの段階があります。

● まず，あるハザードによる推定健康リスクを，既定の「許容リスク」やその社

会における他の健康問題との関係で評価します。最大曝露許容量，その社会に

おける公衆衛生上の重点課題やその他の公衆衛生対策などが，しばしば検討の

対象になります。この段階における重要なポイントは，予想される健康リスク

が，その予防のために何らかの措置を取らねばならないほど大きいものかどう

かということです。

● 予防措置が必要と判断されたら，次に行うことは，曝露を減少させることで

す。これには，汚染を制御するために特別な装置を設置したり，予定されている

プロジェクトを中止したりといったことが含まれます。

● 予防措置が取られた後には，リスク管理の最終段階として，曝露や健康リスク

のモニタリングを行います。そして，実施した措置が本当に効果があったのど

うか，追加的な措置を速やかに実施する必要がないかどうかを確認します。こ

の段階では，人体曝露の評価や疫学的な調査が重要な役割を果たします。

傷害疫学

環境疫学や産業疫学に特有で，かつ重要であるのが，傷害疫学 injury epidemiology

です。交通事故による傷害は，多くの国で増加しつつあり，若者や小児の死亡や障害

の主要な原因として，公衆衛生上大きな問題となっています。

環境曝露が定量化できる場合には，傷害についても量―反応関係を示すことができ

ます。図 9.6はその例で，歩行者が車にはねられて死亡するリスクとはねた車のスピ

ードとの関係を示したものです。

表9.5 大気汚染による死亡率と交通事故による推定死亡者数の比較（30歳以上の成人，1996
年）

国 人口
（百万）

交通事故
死亡者数
（A）

車の排気ガス由来の大
気汚染による死亡者数

（B）

B/A比

フランス

オーストリア

スイス

ニュージーランド

58.3

8.1

7.1

3.7

8,919

963

597

502

17,629

2,411

1,762

399

2.0

2.5

3.0

0.8



1879章　環境疫学及び産業疫学

交通事故の傷害疫学の古典的事例としては，運転スピードと運転者の傷害の関係に

関する研究があります。図 9.7は，シートベルト着用の有無別に，運転スピードの増

交通事故傷害

死
亡
確
率

衝突速度（km/h）

図9.6 車の衝突速度と歩行者の死亡リスクとの関係 22）

非
致
死
的
傷
害
の
頻
度
（
％
）

速度（km/h）

シートベルト
非着用

シートベルト
着用

図9.7 事故を起こした車の運転手における傷害の頻度と運転速度，
シートベルト着用との関係 23）
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加と傷害を受けた運転者の割合の関係を示したものです。ここで，スピードは，量―

反応関係の「量」に，傷害を受けた運転者の割合は「反応」に相当します。こうした

情報は，スピード制限やシートベルト着用といった，2つの異なった予防措置を決定

する上で重要な情報となります。

傷害は職場で生じる健康障害の最も重要なものの１つでもあります。そうした傷害

に関連する環境要因は，例えば，中毒を起こした化学物質を特定したり定量したりす

るよりも難しいことが普通です。しかし，ほとんどの高所得国においては，技術や安

全管理の進歩によって，職業上の傷害の頻度は大幅に減少しています（国際労働機関

の LABORSTAデータベースを参照のこと）。

暴力は，近年の疫学研究によって，注目が集まっている公衆衛生問題の１つです 24）。

高所得国においても，殺人が若い男性の主要な死因となっているところがありますが，

状況は低所得国や中所得国の一部ではさらに深刻です。例えば，WHOの死亡統計デ

ータベースによれば，15～ 24歳のブラジル人男性の死因の 40％が殺人となってい

ます。銃火器が殺人に使われることが多く，いくつかの国ではそうしたケースが増加

しています。

自殺も重要な死因の 1つです。自殺企図の原因となる環境要因は，主に社会的，経

済的なものです 24）。しかし，自殺自体には，自殺手段の存在の役割も大きく，それも

環境要因に含めて考える必要があります。図 9.8は西サモアにおいて，非常に毒性の

強い除草剤であるパラコートが導入されて以降，自殺が劇的に増加した様子を示した

ものです。この背景には，パラコートがあらゆるバナナ農園で除草剤として使用され，

入手が容易になったという事情があります。その後，パラコートの使用が規制される

ようになり，自殺の頻度は減少していきました。この統計は，単に自殺の頻度を数え

自　　殺

暴　　力

職場での傷害

自
殺
者
数

年

総自殺者数

パラコートの導入

パラコートの規制

による自殺者数
パラコート

図9.8 西サモアにおける自殺数とパラコート使用との関係 24）
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ただけのものですが，それでも予防効果を明瞭に示す指標となりうることを示してい

ます。

環境疫学及び産業疫学の特殊な側面

環境疫学及び産業疫学では，以下の目的で疫学が用いられます。

● 病因の究明

● 臨床経過の研究

● 集団の健康状態の記述

● 介入や保健サービスの効果評価

環境疫学の 1つの特徴は，地理的な範囲が観察のベースとなることです。空気，水，

土壌の汚染は，一般にどこかに汚染源があります。したがって，汚染の環境中のレベ

ルをマッピングすることは疫学研究の重要な手段となります。環境疫学では，曝露の

定量化のために，概算や数学的モデリングが必要となることも少なくありません。な

ぜなら，個々人の曝露量を測定することは非常に難しいからです。大気汚染の健康影

響の推定に地理情報システム（GIS）を組み合わせた大気モデルが用いられることも

あります。ある研究では，二酸化窒素化合物が基準値を超えた日数と，国勢調査に基

づいて計算された都市の各地区の人数から，二酸化窒素化合物に曝露された人数を推

定するという方法も取られています。

量―効果関係や量―反応関係は，安全基準の設定の基礎的な情報となるため，環境疫

学や産業疫学では特に重要な概念です。量―効果関係は，予防対策上，どの効果（健

康影響）が最も重要であるかを判断するのに役立ち，また，許容反応レベルが決まれ

ば，量―反応関係から，最大許容曝露量を計算することができます。WHOは，こう

した方法に基づいて，一連の水の質に関するガイドライン 25，26）や，大気の質に関する

ガイドライン 27），そして健康を指標とした最大産業許容曝露量 28）を策定しています。

WHOはまた，チェルノブイリの原子力発電所事故に対応して，食物の放射能汚染の

健康影響に関するガイドラインも発表しています 29）。しかし，一般に，正確な基準を

策定するのに必要な情報が存在する環境要因は少なく，そういう場合には，ある種の

情報に基づく推量や，経験的な根拠に基づいて，基準が策定されることになります。

こうした量―反応関係に関する情報を補うために，さらに疫学研究が行われる必要が

あります。

産業疫学に特徴なことは，あるハザードへの曝露やある職種への就労経験のある個

過去の曝露の測定

安全基準の設定
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人を特定するために，会社や労働組合の記録がを用いられることが多いということで

す（3章）。そうした記録を利用できれば，後ろ向きコホート研究を行うことができ

ます。職業ハザードの健康影響の中には，こうした手法を用いて明らかにされたもの

があります。

産業疫学の分野では，対象が健康な男性だけとなることが多く，したがって，そう

した男性は，同年齢層の一般集団の男性に比べて，総死亡率が低いという傾向があり

ます。これを，ヘルシーワーカー効果 healthy worker effectと言い 30），労働者集団の死

亡率を一般集団と比較しようとする場合には，常に念頭に置く必要がある問題です。

健康な労働者集団の死亡率は，経験的に一般集団の 70～ 90％くらいの値となります。

これは，一般集団の中には，不健康や障害のために仕事についていない人が含まれて

おり，そうした人の死亡率が普通より高いためです。

本章では，環境や産業による様々なハザードが世界的疾病負荷に与える影響に焦点

を当てて解説しました。この分野で，疫学研究は，現在高所得国で実施されている保

健政策や予防戦略にとって非常に重要な貢献をしてきました。しかし，疫学者は今，

低所得国や中所得国でも同じような貢献をすることが求められています。保健政策に

おいては，ときに，ハザードによる事態が非常に悪化するまで，例えば，多数の死者

が出るまで，対策が取られないことがあります。また，多くの環境・産業ハザードは，

経済活動に関連して生じることが多いため，予防対策には常にコストをめぐる論争が

絶えません。疫学の役割は，保健政策や環境政策の決定に必要なエビデンスを提供す

ることにあります。気候変動などの環境問題についても，論争は尽きず，残念ながら，

気候変動の健康影響に関する疫学的エビデンスはまだほんの一部に限られています。

しかし，将来の健康被害を防ぐためには，今行動しなければなりません。環境や産業

の分野には，多くの重要で興味深い研究テーマが存在しており，それらに対して革新

的で独創的なアプローチで貢献することが疫学者に求められているのです。

9.1 表 9.1に関して以下の問に答えてください。

（a）鉛の効果に最も感受性が高いのはどのグループですか？

（b）鉛曝露により感度の高い指標はどの効果ですか？

9.2 図 9.3に関して以下の問に答えてください。

（a）アスベストの体外曝露量が増加するとどうなりますか？

学習課題

疫学者に課せられた課題

ヘルシーワーカー効果
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（b）なぜ，アスベストの曝露量は，繊維・年（fiber ― year）とか粒子・年（parti

cle― year）といった単位で表されると思いますか？

9.3 何か 1つ環境中の有毒物質を決め，その物質への短期的及び長期的曝露の測定

に役立つ生物学的モニタリング指標について，インターネットで検索してくだ

さい。

9.4 今あなたは，いくつかの工業企業を抱えるある中規模都市の保健行政担当者で

あるとします。そして，それらの企業の労働者は，単一の健康保険に加入して

おり，現役の労働者も定年退職した労働者も，全員が同じ病院を受診するもの

とします。さて，ある日，その病院の医師があなたに電話をかけてきて，どう

も労働者の間で肺がんの発生率が高いようだと告げたとします。この場合，職

業曝露と肺がん発生の関係や肺がんリスクの上昇を確かめるために，まずどの

ようなデザインの研究を行えばよいと思いますか？

9.5 図 9.2は，1952年におけるロンドンのスモッグと心肺疾患による死亡の関連を

示したものです。死亡の増加が本当にスモッグが原因であることを示すために

は，どのような疫学的分析を行えばよいと思いますか？

9.6 ヘルシーワーカー効果とはどのような意味ですか？　そして，それは産業疫学

にどのようなバイアスをもたらす可能性がありますか？

9.7 環境疫学の分野で，地理情報システム（GIS）が役立つような研究をあげてください。

9.8 日常生活における傷害リスクの中で，その予防方法が疫学的研究から開発され

たような例をあげて説明してください。

参考文献
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はじめに

疫学の真価は，それが保健政策や予防対策の企画・実施に生かされて初めて発揮さ

れるものです。しかし，これまで見てきたように，疫学的知見が得られてから，それ

が保健政策に取り上げられるまでにはしばしばかなりの時間を要します。本章では，

疫学的知見が，いかに保健政策や保健計画にとって重要であるかを解説します。疫学

は，対策の実施から保健医療サービスの評価に至るすべての分野で貢献することがで

きますが，まずは，言葉の定義から入ることにしましょう。

保健政策 health policyとは，保健医療に関連する施策の方針を示すもので，それに

沿って施策は計画され実施されます。また，保健政策は，保健医療分野における行政

目標を示すものであり，それを実現する手段であるとの見方もできます。保健政策で

は，社会，経済，環境の分野で健康に影響を与える要因についても取り扱われます。

政策は，人々の健康に影響する規範，事業，規制，法律など様々な形で表現され，そ

れらが総合して，政策が実現されていくことになります。

保健計画とは，その地域の主要な健康問題の把握や，その解決に最も適切なプロセ

保健計画

保健政策

● 疫学は，保健政策や保健計画の開発，実施，評価に役立つ情報を提供することができ

ます。

● 疫学者は，保健政策に重要な役割を果たすことができます。

● 保健対策の評価手法にはまだ改善の余地があります。

● 理想的な保健計画では，継続的な効果評価が行われます。

学習のポイント

疫学，保健政策，保健計画

Chapter

10
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スを選択していくプロセスのことを言います。そのプロセスは本来合理的なものであ

るべきですが，現実には，いつも合理的にのみ決まるとは限りません（Box 10.5）。

評価とは，活動の適切性，効果，効率を本来の目的や目標に照らして判断するプロ

セスのことを言います。ただ，個別の介入を評価する方法はよく発達していますが，

保健システム全体の効果評価や比較ははるかに難しく，考え方も様々です 1）。疫学者

は，政策を決定する立場にある人々や社会による政策の選択が，それによってもたら

される結果やコストを十分理解した上でなされるように，他の専門家とも共同して支

援する必要があります。

保健政策

公共施策 public policyとは，社会を対象として行われる政策を総称して使われる言

葉です。公共政策には，例えば工業生産，農業生産，企業管理，保健サービスなど

様々な種類のものがあり，組織レベルから個人レべルまで様々なレベルの政策が含ま

れます。それによって，環境から人々の生活パターンまでが直接的な影響を受けるこ

とになります。その意味で公共政策は，その集団の健康を最も根本から規定する要因

であるということができます。

一方，保健政策は，医療や保健分野の政策に限定して用いられる言葉ですが，健康

は，医療や保健分野の要因のみならず，社会，経済，環境を含む様々な政策に影響を

受けるため，保健政策が真に効果的であるためには，それらの要因をも視野に入れた

政策の枠組みを示すものでなくてはなりません。

疫学が疾患の予防やコントロールを目指す学問であれば，疫学研究も，公共政策に

影響を与えるものでなくてはなりません。しかし，残念ながら，この点で疫学がこれ

まで十分な役目を果たしてきたとは言えず，疫学研究の結果が，現実の政策に応用さ

れた分野は極めて限られているのが現状です。しかし，政策決定における疫学の重要

性に対する認識は高まりつつあります（Box 10.1）。

疫学の影響は，世論を介して，政策に影響を与えることがあります。政策を決定す

る立場にある人々は，どこの国でも世論を導くというよりも，世論に反応するという

傾向があるからです。疫学研究に対するメディアの関心の高まりが，疫学的知見に対

する社会の認識を高める役割を果たしています。疫学は，公共政策にしばしば重要な

影響を与えますが，疫学だけで政策が決定されることはほとんどありません。疫学的

知見を公共政策に適用する上で最も難しい問題は，エビデンスが不完全であるときに

疫学の影響

評　　価
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（ほとんどの場合がそうですが），対策を決定しなければならないということです。疫

学者の中には，疫学者の役割は研究することに限定するべきだと信じている人もいる

一方で，その結果を公共政策に生かすことに積極的に関わるべきだと考えている人も

います。ここには，人の価値観，社会，文化に違いなどが反映しています。エビデン

スが不完全であるときに，公共政策の分野に積極的に関わる疫学者に対して，それを

偏っていると非難する人もいますが，非難する人々は，逆に疫学研究が公衆衛生に貢

献できる可能性を無視しているとも言えます。

他の地域で行われた疫学的研究結果を公共政策に適用しようとするときには，その

結果が果たして自分の国にも応用できるかどうかについて難しい判断を迫られます。

それが大規模な研究であれば，それを追試することは通常不可能であり，また恐らく

不必要でもあるからです。しかし，政策の変更や，費用のかかる介入的施策の実施な

ど，重要な意思決定を行う際には，その国独自のエビデンスが必要なことが少なくあ

りません。足元のエビデンスがあって初めて，予防への強い動機が生まれてくるから

です。

死亡や障害に関する保健統計は，保健政策の策定に当たって以下の点で役立ちます。

● 非致死的な健康問題が社会全体に及ぼす影響を見積もることができます。

● 保健医療サービスの供給や計画，研究や保健分野の開発の優先順位を決めるの

に必要な情報を提供することができます 3）。

DALYs（障害調整生命年数）のような指標を用いて，プログラムの計画や評価を

行うことは比較的容易です。なぜなら，その指標には，死亡と罹患の両方が反映さ

れているからです。どの指標も標準化されているので，経時変化を追跡することが

保健政策の策定

優れた政策形成を行うために必要な要件としては以下のものが上げられます。

● 国家的政策形成に対する高い政治レベルでの意思の存在

● 保健ニーズの推定，行動へのアドボカシー，国家政策・計画の開発を担う中

心的研究グループの存在と活用

● 政策面や技術面での支援に関する国際協力の活用

● 政策が最終的に確定するまでの，草案作成，見直し，修正案作成といったプ

ロセスにおける広汎な意見聴取

● 政策への支援や社会の関心を高める上で，広汎な意見聴取が重要であること

の認識

● 政策形成のあらゆるプロセスで，一貫したコミュニケーション戦略を開発し

かつ実施すること

● 少数のアウトカム目標を設定し，ビジョンを明確にする

Box 10.1 政策形成を成功に導く要件 2）
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できます（2章）。

政府機関のみならず，非政府組織（NGO）を含めた様々な組織によって行われる

すべての政策が，人々の健康に重要な影響を及ぼします。したがって，どの分野の

公共政策においても，常に健康への影響と公平性が考慮されなければなりません。

● 例えば，農業政策によって，肉や酪農製品の生産や流通，価格や質が影響を

受けます。

● タバコや果物の価格や流通もその宣伝や財政政策の影響を受けます。

● 都市の大気汚染や交通事故のリスクも運輸政策によって影響を受けます。

健康に対するこのような社会政策的アプローチは，多くの保健政策とは大きくそ

のパラダイムを異にしています。通常の保健政策では，対象が個人あるいは一部の

社会層に限定されており，社会全体としてとるべき対策についてほとんど注意が払

われていないからです。

ヘルスプロモーションに関する 1985年のオタワ憲章（Ottawa Charter for Health

Promotion）では，健康が様々な政治的要因によって影響されることが明確に述べら

れています 4）。つまり，保健政策に責任を負うのは，単に保健担当部局だけではない

ということです。「グローバル化した世界におけるヘルスプロモーションのためのバ

ンコク憲章（The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World，2005）で

も，地球規模での健康増進を図るためには，あらゆる関係分野のコミットメントが

鍵を握ると述べられています（Box 10.2）。

バンコク憲章では，あらゆるセクターや関係者に対して以下のことを要請して

います。

● 人権擁護と連帯の精神に基づいた健康へのアドボカシー

● 健康の決定要因の改善に資する継続性のある政策，活動，インフラへの投資

● 政策開発，リーダーシップ，ヘルプロモーション活動，知識移転と研究，ヘ

ルスリタラシーに関するキャパシティビルディング

● 災厄から確実に人々を守り，かつ人々に等しく健康で安らかな生活を保障す

るための規制や法制の整備

● 活動の持続性を高めるために，公的組織，私的団体，非政府組織，国際機関

的，そして市民社会 civil societyとの連携の構築

そしてこれらを通じてヘルスプロモーションに取り組むに当たって鍵となるポ

イントとして，以下の 4点を指摘しています。

● ヘルスプロモーションを地球的な開発のアジェンダの中心に位置付けること

● あらゆる政府がその中核的責任を負うこと

● コミュニティや市民社会を重視すること

● 企業の貢献が必要であること

Box 10.2 バンコク憲章 5）
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健康増進を目指す公共政策の目標の 1つは，ヘルスプロモーションの推進を図る

こと，つまり，人々が自分の健康をコントロールする能力を高め，自らの健康を増

進できるようにすることにあります。公共政策の目標を達成するには，個々人の努

力が重要な役割を果たすからです。

疫学研究の結果が保健政策に生かされるまでにかかる時間は様々です。慢性疾患の

場合には，数年というオーダーではなく，何十年もかかることがあります。Box 10.3

に示したのは，心血管疾患に関する研究結果が米国の政策に生かされるまでの経過を

保健政策の実際

1950年代の初期までには，心血管疾患について，リスクファクターはほとんど知られて
いませんでしたが，その公衆衛生的重要性は認識されていました。しかし，動物実験から，
心血管疾患と血中コレステロールの関連が示唆され始め，病理学者によって，人間の粥状動
脈硬化の主な成分がコレステロールであることが明らかになったことから，コレステロール
に注目が集まるようになっていきました。次いで，1950年代には，食事からの脂肪摂取の
心血管疾患発症との関わりを探求するための国際研究が開始され，大規模なコホート研究が
開始されるようになりました。そして，1950年代の終わりには，こうした観察的研究の成
果によって，高コレステロール血症，高血圧，喫煙が心血管疾患の主要なリスクファクター
であることが確実視されるに至ったのです。

1960年代に入ると，食事性の脂肪摂取の変化が心血管疾患の発生率に及ぼす影響に関す
るランダム化比較試験が相次いで実施されました。しかし，これらのトライアルの多くは失
敗に終わり，傾向は研究間で一貫していたものの，どのトライアルからも，確実な結果は得
られるに至りませんでした。その結果として，食事性要因と心血管疾患に関する決定的なト
ライアルは現実的に難しいことが認識されるようになり，関心は，血圧やコレステロールを
低下させる薬剤の効果の方に向けられていくことになりました。
政策の観点からは，1960年の米国心臓学会の声明を最初として，様々な公式声明が出さ

れています。そして，1985年の米国の National Consensus Development Conference（国家コン
センサス形成会議）を契機として，ハイリスクの人々と一般の人々における血中コレステロ
ールレベルを低下させることを主眼とした心血管疾患予防が特に重視されるようになってい
きました。このプログラムでは，高コレステロール血症に対する国家的教育キャンペーン，
臨床検査の標準化，ポピュレーション戦略とハイリスク戦略に基づくコレステロール低下が
推進されました。

2003年には，米国疾患管理予防センター（CDC）によって，心臓の健康を促進するため
の総合的な国家計画が策定され，公衆衛生機関と一般国民を含めたあらゆる関係者が連携す
ることによって，20年間の間に，心血管疾患と脳卒中予防という国家目標を達成する道筋
が明確に示されました。
結局米国では，心血管疾患や脳卒中予防のための総合的な政策が導入されるまでに，半世

紀以上を要したことになります。しかし，未だに対策の重点は，（社会の側の変革ではなく）
大きくは個人の行動の変容に置かれているのが現状です。

Box 10.3 国家政策の変化：心血管疾患の場合
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まとめたものです。保健計画のプロセスの場合と同様，公衆衛生政策も段階的に進歩

していくことが示されています。

コミュニティレベルでの心血管疾患予防対策が長期間にわたってまともに取り組ま

れてきた国はほとんどありません。社会レベルでの健康な食習慣，運動，禁煙の促進

に至ってはなおさらのことです。しかし，心血管疾患は，研究者や政策決定に関わる

人々から高い関心を集めた最初の非感染性疾患です。例えば，タバコ問題で得られた

経験を生かせば，主な慢性非感染性疾患のコントロールをもっと速やかに実現するこ

とも不可能ではありません（Box 10.4）。

感染性疾患の場合には，通常対策は迅速に取られます。なぜなら，感染症の流行は，

国家的危機，経済への危機とみなされやすいからです。SARSは，8000人が感染し，

1300人が死亡しただけでしたが，感染の恐怖が旅行や貿易に大きな影響を及ぼし，

その経済損失は 300～ 1400億米ドルにも上ったと計算されています。SARSに対し

ては，巨額の資金をつぎ込んだ予防プログラムが多くの国で導入され，流行の検出，

警報，対策に関するシステムが短期間のうちに確立されました。国際保健規則（Inter

national Health Regulations）（Box 7.3, p.146）も改訂されました。流行は短期間で抑制

されましたが，それには疫学者が他の様々な関係者と共に重要な役割を果たしました。

タバコは，慢性疾患の予防可能なリスクファクターの中で最も重要なものです

が，タバコの規制に関しては，2006年 2月にタバコ規制枠組み条約（Framework

Convention on Tobacco Control）が締結されるという大きな世界的進展が見られ，

疫学的知見が国家的な意思決定に影響を及ぼしうることの好例となっています。

この条約は，WHOの加盟国が初めて取り交わした健康に関する条約であり，タ

バコの有害影響に関する疫学的エビデンスが遂に世界を動かすこととなったので

す。2006年の末までに，世界の 77％にあたる 142の国々がこの条約を批准して

います。

タバコ関連疾患のゼロ次予防，つまり，人々が喫煙者になることを防ぐために

は，タバコ規制に関する強力な国家的規制と財政政策が必要です 6）。この条約が

制定された背景には，近年，貿易の自由化，海外投資，地球規模のマーケティン

グ，国境を超えたタバコの宣伝，販売促進や資金援助，タバコの密輸や密売など

様々な要因によって，タバコが世界的に蔓延している状況があります。この条約

は，中毒性物質に対する規制を強めようとする政策の変化の現れを示すものです。

それまでの薬物規制条約とこの条約が大きく異なるのは，供給の減少だけではな

く需要の減少にも言及している点にあります。この条約がその通りに実行されれ

ば，何百万人もの命が救われることになるでしょう。

Box 10.4 世界的政策の進化：タバコ規制枠組み条約
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保健計画

このセクションでは，保健対策の企画と評価のプロセスについて解説しますが，高

齢者への保健医療サービスや（途上国における）地方での新しい 1次医療プログラム

など，他の対策でも同じプロセスがとられます。保健医療サービスの企画や評価への

疫学的原理や手法の適用は，現代疫学の重要な側面です。ある治療の価値を評価する

ことと，保健医療サービス全般の効果を評価することに本質的に大きな違いはありま

せん。究極の目的は，現実には難しいとしても，対策の重点や限られた保健医療資源

の分配を決定するプロセスを透明化することにあります。

どの国でも保健医療に利用できる資源は限られているため，その範囲でどのような

選択をするかを決定しなくてはなりません（6章）。最貧国では，公衆衛生事業に利

用できる予算は，国民 1人につき，数米ドルでしかありません。したがって，保健医

療に要する費用の大部分は患者やその家族の手だしとなっているのが現状です。これ

と対極にあるのが，例えば，米国であり，国民 1人当たりに使われる保健医療関係予

算は，毎年 5600米ドルにも上ります。

計画のサイクル

図 10.1は，保健計画のプロセスを示したものです。このように図示することによ

って，政策を実施する上で必要となる情報の全体像を明らかにすることができます。

プロセスは循環的であり，以下のステップが含まれます。

（1）その疾病の社会的負荷の大きさを見積もる

疾病負荷の

病因の
同定

効果の測定

効率の決定

介入の実施

モニタリングと
評価

進捗状況の
測定と報告

見積もり

図10.1 保健計画サイクル
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（2）疾病の原因を明らかにする

（3）現行のプログラムの効果 effectivenessを評価する

（4）現行のプログラムの効率 efficiencyを評価する

（5）プログラムの実施

（6）プログラムの実施状況のモニタリングと状況が改善されたかどうかの評価

一般に，意思決定に必要な情報の中で，入手できるものは限られており，慎重な検

討が必要となります。情報が不足するなら，新しい情報を集めなければなりません。

政策決定の透明性を高めるためには，政策を決定した根拠をすべて公にする必要があ

ります。これは，あらゆる保健政策に共通のことですが，現実には，政策決定には

様々な要素が加わります（Box 10.5）7）。

疫学は，計画立案のすべての過程で重要な役割を担います。そのプロセスが循環的

であるということは，実施した対策から本当に期待した効果が得られたかどうかを常

にモニタリングし，かつ評価することが必要であることを意味しています。循環的な

プロセスになるのは，通常介入プログラムが完璧であることはなく，絶えず改善を繰

り返しながら向上していくものだからです。

企画サイクルを単純化した例が，図 10.2に示した STEPです。これは，慢性疾患

を含めた保健計画策定を支援する目的でWHOが開発したものですが，どのような政

策決定にも適用できる一般性の高い内容となっています 8）。

図 10.2で示した段階的計画モデルのようなほとんどの計画モデルでは，合理的

で連続的にものごとが進むことが前提となっています。段階的計画モデルには，

合理的なプロセスを示し，かつそれに関わる様々な領域の役割を明確に位置づけ

るという利点がありますが，それに従えば，対策の計画に伴う困難を自動的に解

決してくれるというものではありません。現実には，公衆衛生的活動は，一挙に

進むことはなく，予想できない展開をしたり，また前進ばかりではなく，後退や

異なる方向に向かったりすることが常に起こります。

政策の優先順位というものは，政治状況によって左右されることがあります。

したがって，政治的状況を敏感に察知もしくは予測することや，機会をうまく利

用することも，健康政策を進める上では重要です。

政治家が重要と考える政策は，その人の個人的経験に極めて大きく左右される

ことがあります。政治家が，個人的にある疾病に深く心を動かされ，その後その

疾病を国家の重要課題としたという話は例に事欠きません。そういう意味で，こ

うした人々は変化の鍵を握る存在であると言えます。

Box 10.5 計画策定の現実
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企画立案の第 1ステップは，その社会全体としての保健状態を見積もることです。

情報が存在しない場合には，STEPにサーベイランスを組み合わせた STEPSアプロー

チ（Box 10.6）によって，簡単でしかも対策の企画に十分と思われる情報を収集しま

す。通常は，主なリスクファクター，特に慢性疾患のリスクターのうち変化可能なも

のをいくつか選んで，その存在率を測定します。

死亡と罹病

疾病（疾患と傷害）の社会負荷 burdenを測定するためには，疾病の影響を十分に

反映する指標を用いるのが理想的です。その意味で言えば，死亡 mortalityは健康問

題全体のほんの一部を反映するに過ぎず，致死率の低い疾患にとってはよい指標に

なりません。その意味で罹病 morbidityは，死亡とは異なる側面を反映する重要な健

康指標です。そして，疾病の結果として生じる，損傷，障害，ハンディキャップ（2

章）についても測定が必要です。ある要因によって健康が損なわれた人々の数や集

団レベルで生じた健康影響のことを，その要因の公衆衛生インパクトと呼びます。

健康影響評価は，最初は，環境保健の分野で用いられましたが，現在では，保健政

策全般にとって，重要な手法となってきています。

疾病負荷の評価

図10.2 予防のための段階的フレームワーク 8）

計画ステップ1：
予防ニーズの推定と対策の
必要性についてのアドボカシー

計画ステップ2：

政策の形成と採用

計画ステップ3：

政策の実施ステップの策定

政策の実施ステップ

実施ステップ
1：コア

実施ステップ
2：拡張

実施ステップ
3：理想

集団レベルの介入

地域レベル国家レベル
個人レベルの介入

中期的対策：現実的に可能な新たな資源の追加もし
くは既存資源の再編による介入の実施

長期的対策：既存の資源によっては不可能なエビデ
ンスに基づく介入

短期的政策：既存の資源を用いてできる介入の実施
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集団レベルの測定指標

疾病の社会負荷の指標は，正確で解釈が容易なものでなくてはなりません（2章）。

これらの指標には多くの仮定が設けられているため，その解釈には注意が必要です

が，保健政策や保健計画の決定過程をより透明性の高いものにする上で重要な意義

があります 9）。

迅速評価

迅速評価 rapid assessmentとは，低所得国や中所得国における健康問題を分析し，

公衆衛生対策の効果をできる限り効率良く評価するために用いられる疫学研究の一

分野です。迅速評価には，小規模な地域における社会調査，サンプリング，サーベ

イランス，スクリーニング，個人のリスク評価，リスクや保健状態の社会的指標，

評価のためのケースコントロール研究などが含まれます 10）。

第 2のステップは，介入プログラムの開発ですが，そのためには，その疾患の主な

原因でかつ介入によって変化し得るものを同定する必要があります。ただし，それま

での研究で，疾病の原因となるリスクファクターがどの社会でもほぼ共通な場合には，

同じような研究をまたわざわざ行う必要は必ずしもありません。介入の焦点は，可能

な限り疾病自体の予防に置かれるべきですが，それはいつも可能であるとは限りませ

ん。疾病の原因となる要因を明らかにする上での疫学の役割については，5章を参照

原因の解明

WHOは，各国が自国のリスクファクターの状況を評価するのに役立つツール

を開発しました。それが，STEPwise approach to Surveillance（STEPS，サーベイ

ランスのための STEP的アプローチ）です。STEPSは，低所得国や中所得国が，

少数の質の高いリスクファクターに関するデータを集めるのを支援するために作

られたものです。

● Step 1：喫煙，飲酒，食事，身体的活動に関する情報を質問票を用いて収

集する。

● Step 2：測定機器を用いて，血圧，身長，体重に関するデータを収集する。

● Step 3：血液サンプルを集めて，血中の脂質や糖の濃度を測定する。

ほとんどの国では，STEP 1と 2までは可能ですが，STEP 3は，費用がかかる

ため，どこでも可能というわけではありません。STEPSは，国内外での比較を可

能とするために標準的なデータ収集を推奨しつつ，それぞれの国や地域のニーズ

に合わせて，口腔衛生や脳卒中など様々なモジュールが用意されています。

STEPSのマニュアルは次のサイトからダウンロードすることができます（http://

www.who.int/chp/steps）。

Box 10.6 STEPS：慢性疾患のリスクファクターの測定ツール
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してください。

第 3のステップは，保健医療資源の配分を決める上での情報や，現行のプログラム

の効果に関する情報を収集することです。情報には質的なものもあれば量的なものも

あります。「質的」情報とは，例えば，プログラムを実施する組織の構造とかそこで

働く専門スタッフの活動状況といった，プログラムの実施面における具体的記述情報

などを指します。ただし，質的情報だけでは情報に限界があるため，介入が死亡や罹

病などの指標に及ぼした効果などの量的情報も必要となります（Box 10.7）。

第 4のステップは，現行の介入プログラムの効率 efficiencyを見積もることです。

効率とは，得られた結果と，それに投入された資源との関係を示す概念です。効率は，

コストと効果の関係を考慮して評価されるもので，これによって，資源を最も適切に

利用する根拠が与えられることになります。ここは，疫学と保健経済学が統合された

分野です。

効率を評価するには，2つの主な方法があります。

● 費用対効果分析 cost-effectiveness analysis：費用対効果分析では，あるプログ

ラムもしくは比較するプログラムのどちらがどの程度，目標とする健康改善効

果をもたらしたかを評価するために，それに要したコストや効果を測定します。

効率の評価

現行施策の効果評価

現実社会における介入（治療）の効果は，以下のような多くの要因の影響を受

けます。

● 介入がなされる環境や条件

理想的な条件下でも効果がないようであれば，その介入が実際の社会環

境下で効果がある可能性はまずありません。したがって，少なくとも介入

はそうした理想的条件下で効果があるものでなければなりません。例えば，

ランダム化比較試験で，軽症高血圧の治療によって，脳卒中（致死的，非

致死的を含む）の発生率が約 40％減少することが示されています。しか

し，通常の診療では，ランダム化比較試験のときのような，厳密な診断や

長期にわたる丁寧な管理がなされることはなく，また，アドヒアランスや

患者の多様性のために，ランダム化比較試験におけるほど明瞭な効果が得

られることは普通ありません。

● 疾患のスクリーニング検査や診断の能力（6章）

● 介入（治療）が必要な人が受けやすいものかどうか（アクセス，費用，副

作用，安全性など）

Box 10.7 介入の効果に影響を与える要因



206

望ましいプログラムとは，ある一定量の効果を最も少ないコストでもたらすこ

とのできるものです。健康分野における費用対効果は，1生命年 life-year延長

するのに要した費用，1人を予防するのに要した費用，1 QALY（質調整生命年）

延長するのに要した費用などといった具合に，かかった費用と得られた効果の

比として計算されます（Box 10.8）。

● 費用対便益分析 cost-benefit analysis：費用対便益分析では，ある疾病にかかる経

済コストと予防に要するコストが考慮されます。疾病にかかる経済コストの中に

は，医療費やリハビリに要する費用，収入の喪失，死亡に伴う社会的推定コスト

などが含まれます。支払い意思額 willingness-to-pay（WTP）は，死亡の社会的コ

ストを測定するのに用いられます。この分析によると，生命の価値は，高所得国

では，通常数百万米ドルにもなります。費用対便益分析では，分母にも分子にも

お金が単位として用いられます。プログラムの便益とは死亡が回避されることで

節約されたコストで，介入の費用とは，プログラムの実施に要するコストのこと

を言います。費用対便益分析で，ある介入プログラムの経済的利益（つまり 1人

を予防することによる便益）がコストを上回ることが明らかになれば，そのプロ

グラムには経済的な利益を生むことになります。しかし，介入コストが経済的な

便益を上回る場合でも，それによって達成される集団の健康向上が重要と考えら

れる場合もあります。

費用対効果分析は，費用対便益分析よりも実施が容易です。なぜなら，前者では

健康への効果をお金に換算する必要がないからです。表 10.1は，様々な慢性疾患の

予防対策によって得られる 1 DALY（障害調整生命年数）の延長に要する推定コスト

をまとめたものです。

こうした計算は大まかな情報や多くの仮定の上になされたものであり，また，計

算には価値観が伴いやすいため，大まかなガイドライン程度の意味しかありません

が，それでも政策決定に関わる人々がプログラムの優先順位を決定する上では有用

な情報となります。費用対効果についての最高のエビデンスが得られるのは，ラン

費用対効果分析からは，比較的安価にもかかわらず高い疾病負荷減少効果を持

つ介入の存在を明らかにすることができます。その好例が，経口補液療法 oral

rehydration therapy（ORT）です。ORTは，医療関係者に頼ることなく，家庭でも

実施することができるため，極めて高い費用対効果があります。ORTによって，

下痢性疾患自体の発生が減少するわけではありませんが，下痢性疾患の症状を緩

和しそれによる死亡を減少させる効果があります。わずか 2～ 4米ドルによって，

1生命年を救うことができる ORT法の公衆衛生価値は高く，これまでの何百万人

もの救命に貢献してきました 9）。

Box 10.8 経口補液療法－優れた費用対効果
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ダム化比較試験や系統的レビューで，症例研究や専門家の意見調査から得られるエ

ビデンスは最もレベルが低いものとみなされます。表 9.3（p.176）に示したのは，環

境汚染に関する費用対効果分析の 3つの例です。どこの国でも保健計画の立案を担

当する人々の関心は，プログラムの経済的側面にあります。低所得国や中所得国で

は，ミレニアム開発目標Millennium Development Goals（7章）によって，それに対

する関心が一気に高まりましたが，それはまた，保健政策における公平の重要性に

ついての認識が高まった結果でもあります。費用対効果研究は，WHO ｜ CHOICE（Box

10.9）や Disease Control Priorities Project（疾患管理重点プロジェクト）から提供され

るツールやデータベースが利用できるようになったために，以前よりも広く実施さ

れるようになり，また実施も容易になってきました 9）。

第 5のステップは，目標を設定することです。目標は達成可能なものでなくてはな

りません。そして，プログラムの実施に伴うことが予想される問題について，予め対

応策を考えておく必要があります。例えば，マンモグラフによる乳がん検診を実施す

るには，まず，必要な機器や人員が確保されていなければなりません。そして，この

段階では，例えば，「乳がんの発生率を 5年間で 30％から 20％に減少させる」とい

う具合に，達成する目標値を設定します。この種の目標設定は，プログラムの成否を

介入施策の実施

表10.1 慢性非感染性疾患の予防と治療：百万米ドルで購入できる健康の量 9）

事業／介入
1DALY当たりの費用
（米ドル）

百万米ドルで予防
されたDALYs

タバコへの課税

安価な薬による心筋梗塞の治療

安価な薬とストレプトキナーゼによる心筋
梗塞の治療
合剤 polypillによる心血管疾患の生涯治療

極めて重篤な冠血管疾患症例対する手術

比較的重篤な冠血管疾患症例に対する手術

3～ 50

10～ 25

600～ 750

700～ 1,000

25,000＋

非常に高い

20,000～ 330,000

40,000～ 100,000

1,300～ 1,600

1,000～ 1,400

40未満

非常にわずか

WHO ｜ CHOICEは，これまで実施された重要な介入研究について，コスト，集

団への効果，費用対効果に関する情報を世界地域別に集積したデータベースです。

WHO ｜ CHOICEは，世界地域別のデータを自分の国に適用するためのツールを提

供しており，加えて，現在実施している介入や今後実施しようとする介入につい

て，ある条件下での効率を見積もることもできます 12）。

Box 10.9 WHO ─CHOICE：費用対効果の高い介入の選択を支援するツール



208

評価する上で不可欠です。もちろん，あるプログラムの効果と社会における他の要因

による効果を区別することは，実際には難しいことが少なくありません。

最後のステップは，進捗状況のモニタリングと測定です。モニタリングとは，プロ

グラムが計画どおりに進んでいるかどうかを確かめるために継続的に実施される活動

のことをいいます。モニタリングは，それぞれのプログラムに合わせたものが必要で

すが，短期，中期，長期の基準を設定して，プログラムの成否を評価します。表 10.2

は，すべてのプロセスを含む例を示したものです。

コミュニティを対象とした高血圧対策プログラムを例に取ると，以下の内容が定期

的なモニタリングと評価の対象となります。

● 人員のトレーニング

● 利用できる血圧計の数と測定値の正確さ（構造評価）

● 患者発見と管理方法の適切さ（プロセス評価）

● 治療を受けた患者の血圧レベル（アウトカム評価）

進捗状況を評価するためには，集団における疾病負荷の測定を反復して行う必要

があります。また，リスクファクターのレベルやプログラムへの曝露状況の時間的

推移が介入プログラムのインパクトの推定によく用いられます。

疫学研究の真の価値は，その結果が政策やプログラムに生かされて初めて理解さ

れるものであり，エビデンスをいかに政策に反映させるかは疫学者にとって重要な

課題です。疫学が保健計画や評価に果たす役割は非常に大きなものがあります。

活動のモニタリングと進捗状況の測定

表10.2 保健計画：高血圧対策の場合

疾病負荷の見積もり

病因に関するエビデンス

効果に関するエビデンス

効率に関するエビデンス

実施

進捗状況のモニタリングと
測定

集団に対する血圧の調査と高血圧対策

生態学的研究（食塩と高血圧）
観察的研究（体重と血圧）
実験的研究（体重減少）

ランダム化比較試験
スクリーニングプログラムに関する評価
アドヒアランスに関する研究

費用対効果に関する研究

高血圧に対する国家的対策（絶対リスクに基づくのが理想）

人員や機器の整備状況の評価
生活の質に対する効果
血圧の集団調査の定期的実施
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10.1 子どもの喫煙防止を例にとって，バンコク憲章のヘルスプロモーションの原則

を適用したヘルスプロモーション型公共政策の開発を試みてください。

10.2 高齢者の転倒を例にとって，その保健計画策定の計画サイクルの概要を説明し

てください。

10.3 表 10.2に示した指標は，あなたの国の保健政策や計画にどれほど利用できる

と思いますか？

参考文献

学習課題
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はじめに

本書を読んだ読者が，実際に疫学研究を実施してみたいという気持ちになってもら

えたとすれば，本書を書いた意味があったと言えるでしょう。疫学研究を実施するた

めには，考えを柔軟にして，常に研究テーマを探求する姿勢が大切です。そして，さ

らに，思いついた研究テーマにふさわしい研究デザインの選択（3章），研究費の獲

得，新しい研究テーマであるかどうかの確認，研究の実施方法，論文の執筆・発表・

出版の方法についても熟知しておく必要があります。

対象疾病の特定

疫学研究を始めるときには，ある疾病もしくは公衆衛生上の問題に注目して継続的

に学習を深めていくというやり方があります。疾病の疫学を理解していくためには，

表 11.1にリストした項目についての知識が必要となります。稀な疾病，新たに出現

した疾病，急速に増加しつつある疾病については，そうした特徴を明らかにすること

自体が重要な研究課題となります。疫学的知識以外に，その疾病の病態生理，治療法，

● 疫学者として成功するには疾病やリスクファクターについて積極的に学ぶ意欲が必要

です。

● 文献をどのように選択し，どのようにその重要性や妥当性を評価できるかは，学問の

最先端をキャッチアップする上で重要です。

● 疫学研究を実施するためには優れた研究テーマを発想できること，明確な研究プロト

コールを書くことができること，倫理審査の承認を得ること，結果を出版しかつ応用

できることが求められます。

● 疫学研究を実施する上では，インターネットから無料で入手できるデータベース，分

析ツール，文献，学習教材などが役に立ちます。

学習のポイント

実践的疫学に向けて

Chapter

11
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薬理学，リハビリテーション，経済的インパクトについても知っておく必要がありま

す。それは，公衆衛生プログラムの中でも，分野によっては，予防における衛生工学

的側面や，経済的インパクトや変化の様子についてもっと詳しい知識が必要となるこ

とがあるからです。特定の疾病に注目するのではなく，喫煙や農薬への曝露など，リ

スクファクターに注目することもできます。この場合には，文献の学習や，そのリス

クファクターの曝露経路やそれが健康を害するメカニズムについての研究も含まれま

す（表 11.2）。

文献の批判的吟味

たとえ比較的狭い専門分野であっても，膨大な文献が出版されるため，常に最新の

情報を把握しておくのは，かなりの労力を要します。情報の発見や探索，重要で妥当

な情報を理解する能力は，かなりの経験を積んで初めて獲得されるものです。しかし，

そうした努力は，研究をデザインする際に報われることになります。疫学論文を読む

場合には，それをまず 5つのカテゴリーに分類するというやり方があります。つまり，

表11.1 疾病に関する基本的疫学情報

自然経過

● 年齢に伴う変化（コホート研究の知見）
● 早期の指標（スクリーニングのための指標）
● 様々な治療方法とその効果
● 治癒の可能性
● ケアのニーズ
● 社会的影響

病因

● 特有の原因
● その他のリスクファクター

コミュニティにおける変化

● 時間的経過
● 年齢による違い（横断研究の知見）

発生率の違い

● 性別
● 民族
● 社会層
● 職業
● 居住地域

予防の可能性

● 原因や背景要因に対する重点的対策
● その他のリスクファクターに対する一般的な対策
● スクリーニングや早期発見を含む医療サービスの効果
● 保健政策の効果
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疾病の自然経過に関するもの，地理的分布に関するもの，原因に関するもの，治療に

関するもの，診断方法に関するものの 5つです。研究が生み出すエビデンスの質のレ

ベルは，その研究デザインによって決まります。一般的に言えば，低い順から，専門

家の意見，症例研究，ケースコントロール研究，コホート研究，ランダム化比較試験，

系統的レビューの順になりますが，単純にこの序列で判断するのではなく，個々の研

究の質や妥当性について注意深い評価を行うことが大切です。論文を読む際には，以

下の点に留意するとよいでしょう。

研究テーマは何か

論文を読むときの第 1歩は，まず，その研究の目的，つまり，研究テーマや検定さ

れようとしている仮説が何であるかを把握することです。

研究テーマや仮説は妥当だとして，その結果が自分の研究と関係があるか

● ある→引き続き読み続ける

● ない→他の論文に進む

どのようなデザインの研究か

● 横断研究：疾病やリスクファクターの存在率 prevalenceについての研究

● コホート研究：疾患の自然経過，予後，因果関係についての研究

● ケースコントロール研究・コホート研究：原因の可能性のある要因についての

研究

表11.2 ハザードに関する基本的疫学

促進要因 例

政策 タバコの宣伝に対する規制

経済 タバコへの課税と価格戦略

技術的進歩 大気汚染を減少させる触媒変換装置の開発

ハザードの原因 例

原因となるプロセス 石炭の燃焼と大気汚染

その他の要因の影響 気候的要因と大気汚染

日間あるいは季節間変動 オゾン濃度

時間的，地理的変動

人間の曝露レベルに影響を与える要因 健康影響

年齢，性別，民族 病因のメカニズム

食事，身体的活動，気候要因 初期の生体影響を示す生物化学的あるいは

物理的指標

職業的活動 曝露や健康影響を防ぐための方法

その他の行動的要因
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● ランダム化比較試験：治療や介入の効能についての確実な結果を得るには最も

適した研究デザイン

研究対象集団は何か

● 取り込み基準と除外基準は何か。

● 対象者は目的集団から選ばれているか。

● そうでなければ，それはなぜか。

● サンプルはどのように選択されているか。

● サンプリングは，ランダムか，系統的か，自発参加か。

● 選択に伴ってどのようなバイアスが混じった可能性があるか。

● 研究テーマにふさわしいサンプルサイズが確保されているか。

実験的研究の場合：方法が十分に記載されているか

● 対象者はどのように治療もしくは介入に割り付けられたか：ランダムか，それ

以外の方法か。

● どのようなコントロール群が設定されているか（プラセボ群か，非治療群か，

その両方か）。

● 治療はどのように比較されているか。

● 測定には質管理が十分なされているか。

● 仮説は統計学的用語を用いて明確に設定されているか。

● 統計学的解析は適切か，十分に詳しく記述されているか。

● ランダム化比較試験の場合，研究は，割り付け重視 intention-to-treat（ITT）の

原則で行われているか。

● アウトカムや効果は客観的に測定されているか。

観察的研究の場合：方法は十分に記述されているか

● データ収集のプロセスは適切か（質問票のデザインや予備テストを含む）。

● 非応答者や不完全データの扱いにはどのような方法が用いられているか。

● コホート研究の場合フォローアップ率の高さは十分か。

● ケースコントロール研究の場合，コントロールは適切か，マッチングは適切に

行われているか。

データはどのようにまとめられているか

● 十分な数のグラフや表が示されているか。

● 対象者数は一貫しているか。全サンプルが説明されているか。

● 生データとともに，標準偏差，平均，信頼区間などの統計量が示されているか。
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結果の評価と解釈

読んでいる論文がここまでは重要で妥当と判断されれば，さらに読み進めます。

実験的研究の場合は，

● 治療群とコントロール群の間に差があったか。

● 群間に差がなく，かつβエラーの可能性（4章）が否定できる場合→ネガティ

ブデータ（注：ネガティブデータとは意味がないデータではないという意味ではな

い。）

● 群間に差が認められる場合，その差がαエラー（4章）やバイアスによるもの

でないと確信できるか。

● 統計学的有意差が認められるとき，その差は臨床的に意味のある差かどうか。

観察的研究の場合は，

● コントロール群のデータは一般集団からかけ離れたものではないか。

● その研究で差が認められたのは，曝露群と非曝露群の間か，患者群とコントロ

ール群の間か。

● αエラーとβエラーは除外することができるか。

● 群間に統計学的な有意差があるか。

● 結果に統計学的な有意差はなくても，公衆衛生的に重要と考えられるか（もっ

とサンプルサイズの大きい研究を行う必要があるか）。

最終的な評価

エビデンスを評価する場合には，以下のポイントを押える必要があります。

● そもそも研究テーマが意味のあるものかどうか，その研究テーマに対する解答

が得られたとして何か重要な意味があるか。

● その研究の結果から何か今後の対策について示唆が得られるか。

● 解答を得るために著者たちは適切な努力をしているか。

● 研究デザインに改善の余地があるか。

● 欠測値が研究結果を評価する上で妨げとなるほどの問題かどうか。

● 先行研究について十分説明されているか。

以上の点について，十分満足の行くものであれば，その情報は自分の研究に参考

にする価値のあるものとなります。もちろんその後の新たな研究の進歩についても

常に把握しておく必要があります。

研究プロジェクトの企画

疫学の初学者には，研究をデザインするという課題が普通与えられます。研究を実

際に実施し，データを分析するよう求められることもあります。論文を評価しながら
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読む練習を積んだら，次に研究をデザインする段階に進み，論文から学んだ研究テー

マや研究方法を応用してみるようにします。経験を積んだ疫学研究者と一緒に研究を

デザインすることができれば，疫学の原理や方法をより効果的に学ぶことができます。

研究は通常，以下の順序で行われます。

● 研究プロジェクトを選択する

● 研究プロトコールを作成する

● 研究計画の承認を受ける

● 研究を実施する

● データを分析する

● 結果を発表する

研究テーマの選択や，研究対象者との接触においては，指導者が積極的な役割を果

たす必要があります。時間や研究費の面からも，初学者の計画は余り野心的なものは

避けるのが無難です。地域にとって重要で，かつ地域の保健行政組織の仕事とも関連

があり，そうした組織の人から研究の助言を受けられるようなテーマを選ぶことがで

きれば理想的です。学生のテーマには，例えば，以下のように様々なものが考えられ

ます。

● ゴミ焼却場周辺の環境汚染や健康被害の可能性に関する研究

● 防護ヘルメットの着用に対する態度と行動に関する研究

● 蚊帳の使用に関する研究

● 農薬の保存管理に関する研究

● 初妊の母親における周産期ケアの利用状況に関する研究

文献検索によって，考えた研究テーマがまだ実施されたことのないものであること，

もしくは先行研究があっても追試することに意味があると判断されたら，次に研究プ

ロトコールを作成します。その際には，必要なポイントを漏らさないように，該当す

る研究に関するガイドライン（表 11.3）を参考にすることが大切です。一般的には，

以下の内容を含む必要があります。

● 研究の目的：研究テーマの的確な記述とそれを解決するためのアプローチ

● 研究テーマが重要であることの合理的な説明と，研究によって新たに得られる

知見

● 対象集団の特性，研究が実施される場や条件，介入内容もしくは観察内容の記述

● 研究デザインの詳細

● サンプリング方法

プロトコールの作成

研究プロジェクトの選択
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● 研究対象者の人数

● 注目する変数と交絡因子である可能性のある変数

● データ収集方法（予備テストを含む）

● 品質管理

● データの記録方法とデータ管理の方法

● データの処理と分析の方法

● 予算とスケジュール（研究費の出所と必要なあらゆる資源）

● 研究チームのメンバーのそれぞれの役割と責任

● 倫理審査を依頼する倫理審査委員会の名称

● 出版計画：研究果をどのように発表しかつ社会に応用するか

● 社会に還元する計画

研究プロトコールには厳密な検討が必要であり，それがなければ，研究費の獲得や

倫理審査の承認を期待することはできません。学術雑誌によっては，プロトコール自

体を論文と同じように査読し出版するものさえあります。雑誌によって異なりますが，

研究プロトコールが査読に耐え，雑誌に出版された場合には，その研究結果を含む論

文についても，編集者は積極的に査読に応じてくれるのが普通です。

研究プロトコールを書き終えたら，関係者のコメントを求め，必要に応じて修正し

ます。大きな疫学研究の場合には，プロトコールの作成から実際の研究の実施までに

研究の実施

表11.3 研究デザインや論文の書き方に関するガイドライン

領域 ガイドライン Webサイト

オーサーシップ

出版に関する一般的倫理

観察的研究のメタアナリシ
ス

非ランダム化介入研究

ランダム化比較試験

研究倫理

診断の妥当性に関する研究

ランダム化比較試験の系統
的レビューとメタアナリシ
ス

Vancouver guidelines
（International

Committee of Medical
Journal Editorsによる）

COPE

MOOSE

TREND

CONSORT

Declaration of Helsinki
（ヘルシンキ宣言）

STARDS

QUOROM

http://www.icmje.org/index.html

http://www.publicationethics.org.uk

http://www.consort-statement.org/
news.html#moose

http://www.ajph.org/chi/content/full
/94/3/361

http://www.consort-statement.org

http://www.wma.net/e/policy/b3.htm

http://www.consort-statement.org/
stardstatement.htm

http://www.consort-statement.org/
evidence.html#quorom
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はかなりの時間のずれがあります。それは，研究費を申請するプロセスに時間がかか

るからです。

学生のプロジェクトの場合には，時間が非常に限られているため，速やかに実施で

き，かつ研究費も少なくて済むようにデザインされる必要があります。また，指導者

は倫理審査に要する時間を見越して，十分余裕を持ってプロトコールを作成するよう

に指導しなければなりません。大きなチームで研究を行う場合には，妥当な仕事の割

り振りを行うこと，誰か 1人を研究リーダーとの連絡役として，情報や指示系統を単

純化することが大切です。

研究の進捗状況は定期的にチェックする必要があり，質問票の予備テストやサンプ

リングやデータ収集を検討するためのパイロット研究ができるような余裕を持って研

究計画を作成する必要があります。プロトコールが作成できたら，それを（できれば

リハーサル後）口頭発表する場を設定し，その後報告書として提出させ，関係者や興

味のある人々の間に回覧します。報告書は，教育に役立つだけではなく，将来の研究

の基礎ともなります。

統計ソフトには非常に多くの種類があり，最も簡単なのものでは限られた統計計算

しか実施できない表計算ソフトから，特定の目的に限定された統計ソフト，そして，

疫学研究に必要なほとんどあらゆる種類の統計計算が可能なソフトまで，色々なもの

があります。Epidemiology Monitor（http://www.epimonitor.net）には無料もしくは安価

なソフトがリストアップされているので利用するとよいでしょう。Rothmanの Epi

sheetは http://77www.oup-usa.org/epi/ rothmanからダウンロードすることができます。

パブリックドメインでは，OpenEpiや CDCの Epi InfoTMが無料で提供されています。

販売されているものは，数千ドルもするものがあります。ソフトを選ぶ場合には，デ

ータ入力や欠測値の扱い，データの更新や統合のしやすさ，実施できる統計解析の種

類，レポート作成機能の有無，グラフやマッピング機能の有無などをチェックします。

研究を計画する段階で，研究結果をどこで出版するかを考えておく必要があります。

出版する場合に誰が論文の筆頭著者になるか，どのように執筆を分担するか，著者の

順番をどうするかという問題は，研究が済んでからでは厄介なので，事前に取り決め

ておくことが大切です。学術雑誌の投稿規定には，研究のデザインや論文の書き方に

ついて非常に役立つ情報が含まれていますが，それらは研究が済んでから修正できる

ものではないので，事前に熟知しておくことが必要です。研究を計画する場合には，

該当するガイドライン（表 11.3）を参照して，必要なポイントを漏らさないようにす

ることが大切です。研究費によっては，論文をオープンアクセスの雑誌に掲載するこ

論文の出版

データ分析



21911章　実践的疫学に向けて

とを求めるものもあります。また，実験的研究の場合には，メジャーな雑誌に出版す

る場合の必要条件として，公認の登録システムに研究を登録しなければなりません。

さらに学習を深めるために

疫学では，読む文献に困ることはありません。表 11.4は，疫学に関係する査読付

き学術雑誌をリストしたものです。多くの疫学研究は一般的な医学雑誌に投稿される

ことが多く，そうした雑誌の中には，途上国に関係する論文の場合には，web上で自

由にアクセスできるように配慮しているものもあります。オープンアクセスの雑誌で

は，すべての内容が読者に無料で提供されます。WHOは主な出版会社と提携して，

それらの会社が出版する雑誌の内容が，途上国の研究所などには無料もしくは低料金

で利用できるようにしています。この仕組みのことを「HINARIイニシアティブ」と

いいます（Box. 11.1）。

表 11.5に示したのは，さらに勉強を深めるための推薦図書です。非政府機関，政

府間機関，政府機関も膨大な量の有用な疫学情報を出版しており，何かのトピックに

ついて研究するときには，それらの情報も系統的に読んでおく必要があります。

表11.4 疫学関連の論文を掲載する査読付き学術雑誌とURL



220

The Health InterNetwork Access to Research Initiative（HINARI）は，途上国の地

方や非営利的研究施設に対して，無料もしくは非常に低料金で主要な医学雑誌や

関連する社会科学関連の学術雑誌へのオンラインアクセスを提供する webサイト

です。2002年にオープンされて以来，現在では 70を超える出版社がこの事業に

参加しています。このサイトを利用するためには，インターネットに高速接続可

能なコンピュータが必要です。登録方法などの詳細については，WHOの webサ

イトから情報を得ることができます（http://www.who.int/hinari/en）。

Box 11.1 HINARI

表 11.5 疫学の参考文献
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研修の機会

疫学ついては多くの卒後研修コースが実施されています（表 11.6参照）。例えば，

カナダ保健省が提供している 3週間コースのように，北米には，多くの短期間のサマ

ーコースが実施されています。ヨーロッパではそれに相当するものとして，EPIET

（European Programme for Intervention Epidemiology Training）があります。また，

TEPHINET（Network of Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions）

では，32の国で研修を提供しています。そして，通常，公衆衛生の修士課程の一部

として，疫学の卒後研修プログラムが世界中の大学で提供されています。疫学スーパ

ーコース（Epidemiology Supercourse）というものもありますが，これは，疫学講義の

無料のライブラリーで，151の国々の関係者の協力で作成され，8つの言語に翻訳さ

れています。

表11.6 疫学関連のソフトウェアと研修コース
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11.1 以下の問題は，アスピリンの心血管疾患の予防効果を判定するために計画され

た研究の予備報告に基づくものです（The physicians’ health study:aspirin for the

primary prevention of myocardial infarction. N Engl J Med 1988 Apr 7;318:924-6.）。

The Physician’s Health Studyは，プラセボを用いた二重盲検的ランダム化比較

試験で，325 mgのアスピリンの隔日投与が，心血管疾患による死亡を減少させ

ることができるかどうかを検討するために実施されたものです。研究が開始さ

れた 1982時点で米国内に居住している 40～ 84歳までの男性医師が対象とな

りました。招待状，同意書の用紙，ベースライン調査用の質問用紙が，米国医

師会のコンピューターファイルにリストされていた 261,248名に郵送されまし

た。1983年の 12月末時点で 112,528人からの返答があり，59,285人が研究へ

の参加を同意しました。しかし，この中からさらに多くの対象者が，アスピリ

ン服用のアドヒアランスが不良であった（服用された錠剤数から判断）ため除

外され，また，胃出血の既往のある人やアスピリンの副作用が強い人が除外さ

れました。その結果，最終的に 11,037人の医師がアスピリン服用群に，11,034

人がプラセボ群にランダムに割り付けられました。

この研究によって，アスピリンは，非致死的な心筋梗塞に対して強力な予防

作用を有することが明らかとなりました。

これを読んで，あなたは，心血管疾患予防のためにアスピリンを処方しても

らいたいと思いますか？

11.2 以下の文章は，Lancetに出版された，ニュージーランドにおける喘息死亡に関

する論文から抜粋したものです（Wilson JD, Sutherland DC, Thomas AC. Has the

change to beta-agonists combined with oral theophylline increased cases of fatal asth-

ma? Lancet 1981;1:1235-37.）

要約

オークランドでは過去 2年間に急性喘息発作で死亡する若者の急増が観察されてい

る。22の死亡例が詳しく検討された。ニュージーランドにおける喘息への処方は最

近変化しており，これまでのステロイドやクロモグリケートの吸入薬に代わって，経

口テオフィリン製剤，特にその徐放製剤の使用が激増しつつある。テオフィリンとβ

2アゴニストの間には相乗作用があり，高濃度では心停止を生じる可能性のあること

が示唆されている。

方法

検死病理医やオークランド喘息協会，一般医，オークランド病院の救急治療室から

喘息死亡患者についての詳細な情報が集められた。患者の主治医や家族に面接して，

学習課題
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死亡した時の状況や薬の投与方法に関する情報が収集された。ニュージーランドの保

健局から 1974～ 78年の期間における喘息の死亡例に関する統計が集められた。検死

医に回された患者のうち 8名が剖検された。

用いられたこれらの方法を考慮に入れて考えた場合，薬の相互作用が死亡のリスク

を高めたという考えをあなたはどう思いますか？
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第 1章

1.1 コレラの死亡数に地区間で 40倍の差がありますが，これはこの地域間でのコレラ罹患のリ

スクが 40倍違うことを意味するものではありません。サウスワーク社の水道供給を受ける

人の数は，ランベス社の 8倍以上であるため，この場合死亡数を比較すべきではなく，死

亡率（死亡数を水道供給人口で割ったもの）を比較しなければなりません。死亡率を比較

すると，サウスワーク社の水道供給地域における死亡率はランベス社の地域の 5倍以上で

あることがわかります。

1.2 最も信頼性の高いエビデンスは，介入研究から得られます。1854年にロンドンで起きたコ

レラの流行は，流行地区の水道のポンプのハンドルを撤去することによって劇的に減少し

ました。それ以前から，流行は多少弱まりを見せていましたが（そのことをスノーは知っ

ていました），流行はその後急速に消退していきました。水道とコレラ流行との因果関係を

示すもっと確実なエビデンスとしては，ランベス社が水道の取水口を，テームズ川下流の

汚染度の強い部分から，汚染度の低い上流部に移したことによって，同社の水道供給地域

のコレラ発生率が減少したという事実があります。

1.3 医師は，研究にふさわしいグループです。なぜなら，職業として定義が明確であり，社会

階層としてもほぼ均一であり，また，フォローアップも比較的簡単だからです。しかも，

彼ら自身健康に関心を持っており，研究に対して協力的でもあります。

1.4 喫煙本数の増加に伴って，肺がんの死亡率が劇的に増加していることがわかります。ただ

し，このデータだけから，喫煙が肺がんを引き起こすかどうかまでは結論することはでき

ません。喫煙に関連する他の何らかの要因が肺がんを引き起こしているかも知れないから

です。しかし，1964年に，米国医務総監は，この研究やその他の多くの研究成績に基づい

て，喫煙は肺がんの原因であると結論しました。

1.5 まず，それぞれの地域における人口分布が考慮される必要があります。地域間の患者数の

違いが単に地域間の人口の偏りのためかどうかを確認しなければなりません。次に，それ

が，患者の発見が一部の地域だけで熱心に行われたためではないかどうかを確認する必要

があります。水俣病が流行したときには，全地域において，患者の探索がなされ，いくつ

かの人口の多い地域では，まったく患者が発生していないことが確認されました。

1.6 デンマークでは，1900年代に，リウマチ熱の報告数が劇的に減少しました。これは，診断

基準の変化や報告率の変化などによる可能性もありますが，真の減少である可能性があり

ます。リウマチ熱に有効な治療法が開発されたのは 1940年代になってからであるため，こ

の減少のほとんどは，社会経済的要因，つまり，居住環境や栄養状態の改善によるものと

思われます。別の可能性としては，原因菌の毒性が弱まったという可能性も考えられます。

1.7 発がんリスクは，喫煙にもアスベストにも曝露されていない男性で最低であり，アスベス

付：学習課題の解答



トだけに曝露された男性，喫煙だけに曝露された男性，両方に曝露された男性の順に上昇

していきます。これは，相互作用（交互作用）の例であり，2つの要因が作用しあって，リ

スクを非常に上昇させます。公衆衛生の観点からは，アスベストに曝露した人には，喫煙

をさせないこと，そしてもちろんアスベストの曝露をなくすことが大切です。

第2章

2.1 3つの指標とは，存在率（有病率）prevalence，人時発生率 person-time incidence，累積発生

率 cumulative incidenceです。存在率とは，ある時点で，集団中に存在するある疾患もしく

は状態の割合のことであり，人時発生率と存在期間（有病期間）の積とほぼ近い値となり

ます。人時発生率は，集団中におけるあるイベント（事象）の発生率を表す指標で，イベ

ントが発生するまでの時間（無病期間）を考慮した概念です。これに対し，累積発生率で

は，分母には，通常フォローアップの最初の時点での人数を取り，分子に，ある期間中に

目的とするイベントを発生した人数を取って計算します。

2.2 インスリン非依存性糖尿病の頻度を測る指標としては，存在率（有病率）が適しています。

なぜなら，糖尿病の発生頻度は比較的低いため，発生率を測定しようとすると，大規模な

人数の対象者を長期間にわたって追跡する必要があるからです。表 2.2に見られる国家間の

ばらつきは，測定方法の違いによる可能性があるため，それぞれの調査に用いられた方法の

適切さが検討される必要があります。何よりも，報告率の違いや臨床検査の質が確かめら

れなければなりません。しかし，この表のデータの場合は，一定の糖負荷後に血糖を測定

するよう方法が標準化された調査の結果であるため，ここに見られる差は大半が真の差で

あり，この少なくとも一部は，食事，運動，その他のライフスタイルに関連した要因の違

いによる可能性があります。

2.3 人口寄与リスク割合は，

30.2－ 17.7
＝ 0.414

30.2
で，41.4％となります。

2.4 リスク差とリスク比

2.5 相対リスク（リスク比）は 1.5に過ぎませんが，人口寄与リスク割合は約 20％となります。

つまり，先進国の典型的人口集団における肺がん症例の 20％は受動喫煙によるものという

ことになります。これは，人口の約半分の人々が受動喫煙に曝されているからです。

2.6 年齢調整を行えば，死亡率の違いが単に集団間の年齢構成の違いによるものであるかどう

かを知ることができます。年齢調整では，年齢分布に着目し，標準的な年齢構成を持った

人口を用いることによって，年齢構成の異なる集団同士を比較することができます。

2.7 どちらの率を用いてもかまいませんし，がん死亡者数を用いることもできます。要は，ど

のように情報が解釈されるかにかかっています。患者数の情報は，治療を要する患者が世

界のどの国で最も多いかという情報を与えてくれますし，粗死亡率を見れば，どの国で単

位人口当たりの患者数が最も多いかがわかります。ただし，それは，単にその国には高齢

者が多いことを意味するだけかも知れません。しかし，年齢調整率を計算すれば，どこで

がんのリスクが最も高いかを知ることができ，それが予防可能なリスクファクターを探求

する疫学研究の最初の足がかりとなります。

2.8 これは，コートジボワールにおける平均寿命が低く，高齢者の人口が大きくないことによ

るものです（がんのリスクは年齢とともに高まる）。
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付：学習課題の解答

2.9 年齢調整率が分からなければ，2つの国を比較することはできません。日本で粗死亡率が

高いのは，平均寿命が世界で最も高く，コートジボワールよりも高齢者人口が高いことに

よります。つまり，この 2つの国では，人口の年齢構成が大きく異なるということです。

実際，年齢調整を行ってみると，10万人対の年齢調整死亡率は，日本で 119.2，コートジボ

ワールで 160.2となり，コートジボワールでは大きくなり，日本では小さくなります。

第3章

3.1 主な疫学的研究デザインとしては，横断研究，ケースコントロール研究，コホート研究，

ランダム化比較試験があります。それぞれの研究デザインの相対的長所や短所は，本文中

および表 3.3と表 3.4を参照してください。

3.2 ケースコントロール研究では，大腸がん患者（ケース），それもできるだけ新規患者を集め，

そして，患者が発生してきた背景となる非大腸がん患者の集団からコントロール群を選び

出します（選択バイアスを避けるため）。次に，ケースとコントロールに対して，普段と過

去の食生活について質問します。ここでは測定バイアスが問題となります。過去の食事の

ことを正確に記憶することは一般に困難ですが，がん患者では，病気になったことによっ

て，過去の食事のことを普通の人以上によく思いだす可能性があるからです。分析に際し

ては，交絡する可能性のある因子を制御しつつ，食事内容を比較します。

コホート研究では，大腸がん患者ではない多数の対象者から，食事に関する詳細な情報

を集めます。次いで，対象者を数年の間フォローアップし，新しい患者の発生を記録しま

す。そして，大腸がん発生のリスクと，フォローアップ開始時点およびフォローアップ期

間中に調査した食事中脂肪摂取量との間に関連があるかどうかを調べます。この種の研究

は相当大掛かりなものとなりますが，系統バイアスを小さくすることができます。

3.3 偶然誤差とは，偶然のみによって，測定値が真の値からバラつくことをいいます。偶然誤

差は，サンプルサイズを大きくするか，測定の再現性（定度）を上げることによって小さ

くすることができます。

3.4 系統誤差は，測定値が，系統的に真の値からずれる場合に生じます。系統誤差の主な原因

には，選択バイアスと測定バイアスがあります。

選択バイアスは，研究に参加する人が参加しない人から系統的に異なっている場合に生

じるバイアスです。研究参加者を採用する基準を明確にしておくこと，疾病の自然史につ

いて十分な知識を持つこと，そして，回収率を高く保つことで選択バイアスを減らすこと

ができます。

測定バイアスは，測定や参加者の分類に系統的誤差が存在する場合に生じます。この誤

差を減らすには，診断法の標準化や測定法の適切な質管理を行うこと，そして，その人が

研究対象とする疾病に罹っているかいないかの先入観が入らないよう盲検的にデータを収

集することなどがあります。

3.5 リスク比 risk ratioはコホート研究などの前向き研究で用いられ，オッズ比はケースコント

ロール研究で用いられます。いずれも，疾病への罹り易さを表わす指標です。コホート研

究では，ある要因に曝露された群と曝露されていない群を設定して，追跡観察するため，

曝露された人々の群における対象疾患の発生率 incidenceと曝露されていない人々の群にお

ける発生率（曝露群における発生確率と非曝露群における発生確率）を計算できるため，

リスク比を計算することができます。しかし，ケースコントロール研究では，対象とする
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疾病を有する群と有しない群（それぞれに，曝露者と非曝露者を含む）が設定されるため，

発生率を計算することは通常できません。そこで，疾病を有する確率と有しない確率の比，

つまりオッズ比を計算することになります。

3.6 まれな疾病（例：がん）の場合には，リスク比とオッズ比は非常に近い値となります。それ

は，オッズ比が，（疾病と曝露のどちらもある人の数×どちらもない人の数）÷（疾病を有

するが曝露はない人の数×疾病は有しないが曝露はある人の数）という式で計算されるか

らです。

（訳注：以下のように説明することができます。ケースコントロール研究で，曝露経験のある患者

が a人，非患者が b人，曝露経験のない患者が c人，非患者が d人とすれば，オッズ比は，ad/bc

となります。一方，コホート研究で曝露群で a人が発症し b人は発症しなかったとし，非曝露群

では c人が発症し d人が発症しなかったとすれば，発生率はそれぞれ a/（a＋ b）と c/（c＋ d）

になり，リスク比は［a/（a ＋ b）］/［c/（c ＋ d）］となります。しかし，まれな疾患の場合，つま

り，a＜＜ b，c＜＜ dの場合は，a＋ b～～ b，c＋ d～～ dとみなせるため，リスク比は（a/b）/

（c/d）＝ ad/bcに近い値となり，オッズ比で近似できることになります。）

3.7 母親の年齢が交絡要因となります。なぜなら，母親の年齢は，出生順位と関連し，かつ，

出生順位が低くても，リスクファクターであるからです。別の例をとれば，すべての母親

が 30歳未満であれば，出生順位と母親の年齢には関連は存在しません。

母親の年齢

蝪蝓 蝣

出生順位　　蜩蜚　ダウン症候群

交絡を防ぐ 1つの方法は，母親の年齢によって層化することです。

第4章

4.1 10個の観察値の合計は，679.1 kgで平均は 67.91 kg，中央値は 67.3 kgとなります。数値を

順番にならべると 67.3という数値が真ん中に 2つあることに注意してください。分散は

104.03 kg2で，標準偏差は 10.20 kg，標準誤差は 3.23 kgと計算されます。

4.2 中央値は，集団における個人収入を報告するときによく用いられます。なぜなら，中央値

は平均値に比べて，非常に高い収入を持つ一部の人々の値に影響されないからです。こう

いう場合に平均値を用いると，平均値は一般の人々の収入レベルよりもかなり大きなもの

となってしまいます。

4.3 これらのモデルの間では独立変数は共通ですが，大きな 2つの違いがあります。その第 1

は，従属変数です。従属変数には，線形回帰分析では連続変数，ロジスティック回帰分析

では，「ある」「なし」といった 2区分変数に基づく変数，生存分析では，研究開始時点か

ら対象とするイベントが生じるまでの時間に基づく変数が用いられます。第 2は，係数の

意味です。線形回帰分析の係数は，平均値間の違いもしくは直線の傾き，ロジスティック

回帰分析ではオッズ比，そして生存分析では，ハザード比を意味します。

4.4 信頼区間は狭いほど望ましいと言えます。これは，信頼区間が，対象母集団の平均値の推

定値であるサンプル平均値（標本平均値）を真ん中に含む概念であるからです。95％信頼

区間の場合，信頼区間の 95％に，真の母集団平均が含まれることを期待することができま
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す。そして，信頼区間の幅が狭いほど，サンプル平均値は母集団平均値に近いと考えるこ

とができます。

4.5 一般的に言えば，結果を示す表には，それだけを見てもすべてが理解できる情報を含まれ

ていなくてはなりません。つまり，文章や他の文書を読まなくても，データの意味が理解

できるように作成しなくてはならないということです。表のタイトルは，その意味で最も

大切です。タイトルには，「何が，どのように分類され，どこで，いつ」と言った情報が含

まれている必要があります。次に示すのはその例です：“Number and percent of participants，

classified by age，race and gender，CARDIA Study，2006（2006年の CARDIA研究参加者の

年齢，民族，性別の人数及びパーセント）。

4.6 この場合，モデル中の他の変数について調整の上で，b1＝男性平均－女性平均＝ 5.0 kg，と

いう意味になります。

4.7 この場合，b1＝ 0.5は年齢と体重の関係についての傾きを示し，年齢が 1年増加した場合に

体重が 0.5 kg増加することを意味します。

第 5章

5.1 観察された関連が因果関係を示している可能性があるかどうかを結論するプロセスのこと

5.2 これは，ある要因が，疾病の直接の原因となる要因への曝露を促すことを意味します。例

えば，英国においては，低収入は，果物や野菜の摂取不足の原因となり（図 5.9），果物や

野菜の摂取不足は，最低血圧が高値であることと関連します。収入が食生活に影響を与え，

食生活は健康に影響を与える，これが，原因の階層構造と言われるものです。

5.3 寄与リスク割合は以下のようになります。アスベスト労働者における喫煙の寄与リスク割

合 ＝（602－ 58）/602＝ 0.904，つまり 90％；非アスベスト労働者における喫煙の寄与割

合 ＝（123－ 11）/123＝ 0.910，つまり 91％；喫煙者におけるアスベストの寄与リスク割

合 ＝（602－ 123）/602＝ 0.796，つまり 80％；非喫煙者におけるアスベストの寄与リス

ク割合 ＝（58－ 11）/56＝ 0.810，つまり 81％。これらの寄与リスク割合を合計すると，

100％を大きく超えますが，これは，２つの要因が相互に関連しているからです。これらの

寄与リスク割合から，アスベスト労働者で喫煙を除去できれば，肺がんの発生リスクが

90％減少し，さらにアスベストを除去すれば，残りのリスクの 80％を減少することができ

ます。したがって，アスベストと喫煙を同時に除去することによって，90％ ＋ 80％ ×

0.1＝ 98％で，肺がんの発生リスクは 98％減少すると推定されます。予防対策を考えると

きには，それぞれのハザードを実際どれほど減少させることができるかを考えなければな

りません。テクノロジーの進歩によって，アスベスト曝露を完全に除去することは可能で

すが，禁煙プログラムで減少させることのできる喫煙曝露量はわずかなものにとどまる可

能性があります。人口寄与リスク割合を計算するには，さらに，集団中の喫煙者の割合や

アスベストに曝露される労働者の割合を知る必要があります。

5.4 判断基準には以下のものが含まれます：関連の時間的関係性，生物学的妥当性，一致性，

関連の強さ，量｜反応関係，可逆性，研究デザイン。これらの基準の中で，不可欠であるの

は，時間的関係性だけです。最終的には判断の問題になります。

5.5 このエビデンスからだけでは，関連が因果関係であるかどうかは確かではありません。し

たがって，抗喘息薬の処方停止という措置はなされませんでした。バイアス（選択，測定）

や交絡の可能性，また偶然による可能性などが注意深く評価されねばなりません。バイア
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スや偶然誤差の可能性が小さいことが確実であれば，そこで初めて因果関係の基準が適用

されます。事実この事例では，あらゆるエビデンスが集められて評価され，最終的には研

究者によって，因果関係の可能性が高いと結論されました 28）。

5.6 時間的関係性が最も重要です。つまり，患者は疾患になる前にそのオイルを摂取していた

かどうかということです。オイル中のどの化学物質が疾患に関連しているかについての情

報がなければ，生物学的妥当性や一致性の基準を当てはめることはできません。したがっ

て，判断基準の中で，次に頼りになるのは，関連の強さと，オイルの摂取量に基づく量｜反応

関係です。原因と思われるものを早く同定する必要があるため，（オイルの化学的分析とサ

ンプルの生物学的モニタリングに加えて）ケースコントロール研究を行うことが，ここで

は最も適切なアプローチであると言えます。時間的関係性が明確で，関連が強固であり，

かつ他に原因らしきものが見当たらない場合には，できるだけ速やかに介入を行うべきと

思われます。

5.7 効果が曝露の数時間もしくは数日後に生じる場合には問題ありません。この場合は，その

群自体がその群のコントロールとなります。猛暑に曝された集団に対しては涼しい天候の

ときの同じ集団がコントロールになります。観察期間が短いときには，集団のサイズや特

性に変化はなく，したがって，交絡はないと考えられます。

5.8 メタアナリシスとは，因果関連について，より定度 precision（訳注：結果の安定性のこと。精

度とも訳される）の高い結論を導くために，2つ以上の研究結果を統合する分析の手法のこ

とを言います。この手法を用いることができるためには，研究間で，曝露の種類や対象と

する健康事象（アウトカム）は等しくなくてはならず，また，対象集団の特性（年齢，性

別など）も等しくなければなりません。

5.9 果物や野菜の摂取量が低い 4分位層に属する人々では，高い 4分位層に属する人々よりも

虚血性心疾患のリスクが 2倍高いことが知られています（図 5.8）。最も低い層と高い層に

おける 1日の果物と野菜摂取量は，それぞれ約 150gと 300gです（図 5.9）。これらの情報

を組み合わせれば，果物と野菜の摂取量に関連する虚血性心疾患のリスクは，所得の低い

層では高い層の 4倍と見積もることができます。低所得者層における果物・野菜摂取量を

増やすための，公衆衛生的対策や政策が必要なことは明らかです。図 5.9 から，少なくとも

英国においては，食品の価格が健康の鍵を握る要因であることを示しています。不健康な

物品（例：たばこやアルコール）に税金が課せられているように，果物や野菜の生産や流通

に補助金が設けられてもよいと思われます。学校給食もこの点で食生活改善にとって重要

なターゲットです。

第6章

6.1 予防には 4つのレベルがあります：ゼロ次予防，1予防，2次予防，3次予防です。脳卒中

の包括的予防プログラムという場合には，これらすべてのレベルが含まれます。ゼロ次予

防では，脳卒中を含む一般的慢性疾患の主なリスクファクターの集団レベルの上昇を抑え

るもしくは低下させることが目的となります。1次予防では，公衆衛生的な規制や集団全体

の環境改善によるポピュレーション対策と，脳卒中を発生するリスクの高い人々を治療す

るハイリスク対策が含まれます。2次予防には，早期の治療とリハビリテーションが含まれ

ます。ハイリスクグループの中に，心臓疾患や脳卒中の既往を持つ人が含まれていれば，

これは，ハイリスク対策と 2次予防が組み合わされたものと言うことになります。3次予防
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には，脳卒中の後遺症を患う人々のリハビリテーションが含まれます。

6.2 これに対する一般的解答はありません。それぞれの予防プログラムの文脈の中で判断する

必要があります。それぞれのプログラムは，糖尿病や肥満のレベル，主なリスクファクタ

ー，医療に要する費用，公平の問題を含む様々な要因の状況に基づいて，ポピュレーショ

ン対策とハイリスク対策を適切に組み合わせたものでなければなりません。ポピュレーシ

ョン対策とハイリスク対策のどちらかを選ぶのではなく，ハイリスク対策の質を高めなが

ら，ポピュレーション対策にも投資するという方向をとる必要があります。

6.3 スクリーニングにふさわしい疾患の条件としては，それが重篤な疾患であること，自然経

過が明らかになっていること，最初の兆候から明らかな症状が現れるまでの期間が長いこ

と，効果的な治療法が存在すること，そして，一般には，その疾患の存在率（有病率）が

高いことが上げられます。

6.4 スクリーニングプログラムの評価には，すべてのタイプの研究デザインを用いることがで

きます。ランダム化比較試験が理想的ですが，横断研究，コホート研究，ケースコントロ

ール研究なども使われます。

第7章

7.1 米国では 1950年代以来，感染症が減少し，代わりに慢性疾患の重要性が増しています。こ

れは高齢者人口の増加がその一因となっています。したがって，それぞれの疾患の死亡率

を年齢調整死亡率で表すことによって，傾向をさらに詳細に検討することが可能です。感

染症の年齢調整死亡率の低下には，2つの説明が行われています。第 1は，栄養や衛生の改

善によって，宿主の感受性が一般に低下したことで，これは，減少の初期に特に影響を与

えた要因であると思われます。第 2は，治療の進歩で，特に 1950年代以降の減少に寄与し

たものと思われます。

7.2 クリニックや医療従事者が経験した麻疹患者数を，週単位（あるいは日単位）で記録して

おく必要があります。そうすれば，非流行時のバックグラウンドの発生率（通常は，1週

間 2例以下）が分かり，流行が立ち上がる閾値（バックグラウンド時の 2－ 3倍程度）を

判断することができます。その閾値を越えたときには，予防措置が取られなければなりま

せん。

7.3 サルモネラ食中毒の感染連鎖は，糞便（人間もしくは動物，特に鶏）から，水もしくは食

物へ，そしてそれが摂取された場合に，感染が生じます。あるいは，糞便から手，手から

食物（食事の準備中に），そして感染という経路もあります。

7.4 改訂された国際保健規則（2005）には，日常的な公衆衛生対策について，統一的な手順や

実践のあり方を定めています。国際保健規則（2005）には，その規則に応じることのでき

ない国に対する強制措置は盛り込まれていません。

各国は以下の面で，人的，財政的必要性を満たすことを求められています。

● 公衆衛生対策を行う能力を開発し，高め，維持し，かつそれに必要な資源を動員するこ

と，必要な法的，行政的規制を整備すること。

● 国際保健規則のためのフォーカルポイントを定めること。

● 国際的な公衆衛生的脅威になる事態が自国の領域内で生じた場合にそれを調査しかつ報

告すること。

● 日常的な検疫や管理などの対策を国際空港，海港，国境などで実施すること。
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7.5 予防には 4つのレベルがあります：ゼロ次予防，1予防，2次予防，3次予防です。結核の

包括的予防プログラムという場合には，これらすべてのレベルが含まれます。ゼロ次予防

は，感染性のある患者が健康集団の中に入ることを防ぐことを意味します。流行国から入

国する人には，非流行国に入る前には，結核に感染していないことを示す証拠を提示しな

くてはなりません。さらに，結核のリスクを高めるような人口過密，貧困，栄養不足など

の問題に取り組む必要もあります。1次予防には，疾患の広がりを防ぐためのワクチン接種

や患者の発見が含まれます。2次予防には，感染した人々の早期かつ有効な治療の実施が含

まれます。3次予防には，結核や治療の後遺症を長期間患う人々のリハビリテーションが含

まれます。

第8章

8.1 疫学が集団を扱い，臨床が患者個人を扱うと考えれば，それは矛盾ですが，臨床疫学は，

患者の集団を扱うため，実際には何ら矛盾はありません。

8.2 この定義の欠点は，そのカットオフ値は任意であって，正常と異常を区別するのに，何の

生物学的妥当性も存在しないことです。多くの疾患で，そのリスクは，リスクファクター

の上昇に伴って連続的に上昇し，発生する疾患の大多数は実は，「正常範囲」から生じてきます。

8.3 新しい検査法の感度は，8/10＝ 80％で，特異度は，9000/10000× 100＝ 90％です。この

検査は一見よさそうに見えますが，それを一般集団に導入するには，陽性予測力（陽性適

中率）のデータが必要であり，この検査の場合，それは 8/1008＝ 0.008になります。こん

なに陽性予測力が低いのは，集団中のその疾患の存在率（有病率）が低いためです。した

がって，存在率が低い集団では，この検査を一般的に推奨することは適切ではないと考え

られます。

8.4 陽性予測力（陽性適中率）とは，検査結果が陽性であった人の中で，実際にその疾患に罹

っている人の割合のことを言います。この値は，スクリーニングの対象となる集団中のそ

の疾患の存在率（有病率）に強く影響されます。存在率が低い場合には，ほとんどの陽性

が疑陽性となります。陽性予測力は，検査の特異度と感度にも影響を受けます。

8.5 このメタアナリシスには，以下に示すいくつかの問題点が指摘できます。

● 6つの研究の間で，アスピリンの投与量，治療の期間，追跡期間の長さが同じでない可

能性が高い。

● たとえ 6つの大きな研究を統合したとしても，研究対象が低リスク集団であるため，イ

ベントの発生数が少なく，統計学的パワーが十分でなかった可能性がある。

● 論文になった治験のデータだけの分析では，アスピリンの効果が有意に出た研究ばかり

のデータに偏っている可能性がある。

● メタアナリシスは後ろ向きの研究であるため，それに含まれるそれぞれの研究に方法論

的不備がある可能性がある。

8.6 この研究の結果に基づけば，低用量アスピリン投与は男女いずれにおいても，心血管疾患

リスクを下げる働きがあるが，同時に，出血のリスクも高めることになります。したがっ

て，リスクの低い患者に 1次予防のために低用量アスピリン投与を進める場合には，それ

に伴う利益と害について十分説明しておく必要があります。この情報は，臨床的に意味の

ある数値，つまり相対的リスクの減少ではなく，絶対的リスクの減少の形で相手に伝える

必要があります。
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付：学習課題の解答

第9章

9.1 （a）子ども。なぜなら低い血中濃度で効果が生じるため。

（b）神経行動学的機能。なぜなら低い血中濃度で発生するため。

9.2 （a）肺がんのリスク比（相対リスク）の増加

（b）アスベストによる肺がん発がんリスクは，吸入されたアスベスト粒子（繊維）の総量

（濃度×曝露期間）に比例することが知られているからです。

9.3 答えは，毒性物質の種類によって異なります。考えられる生物学的試料には，血液，尿，

毛髪，唾液，爪，大便，そして生検材料などがあります。

9.4 最初に行うことは，症例のヒストリーについて詳しい情報を収集することで，その際には，

地域の保健医療関係者と話し合いを持ち，かつ，原因に対する見当をつけるために，問題

と思われる企業への訪問も行います。その後，その市内の対象者を用いて，ケースコント

ロール研究を実施します。

9.5 スモッグのなかった前年度の死亡に関するデータ，年齢層別の死因に関するデータがあれ

ば役に立ちます。スモッグの生体影響に関する動物実験のデータも有用です（事実，当時

スミスフィールド肉市場でショウケースに入れられていたネズミも被害を受けました）。ス

モッグや二酸化硫黄の増減の時間的変化と死亡数が平行していることが，因果関係を強く

示唆するエビデンスとなっています。

9.6 ヘルシーワーカー効果というのは，曝露の有無に関わらず，労働者の罹病率や死亡率が一

般に低いことを指して言います。これは，労働を行うためには，労働者は健康でなければ

ならず，したがって，労働者集団の中からは，疾患や障害のある人が除外されてしまって

いるからです。労働者と比較するために，コントロール群を一般住民から選んでしまうと，

一般住民は労働者よりも健康度が低いために，研究にバイアスが持ち込まれることになり

ます。

9.7 次のような場合に地理情報システム（GIS）は有効です。（a）明確な地理的区分と国政調査

などの集団データが存在する場合，（b）目的とする曝露がそれらの地理的区分ごとに測定

もしくは推定できる場合，（c）各地理区分における曝露と効果に関する情報を適切な期間

の間に収集できること。

9.8 車もしくはバイクの運転：シートベルト，スピード制限，飲酒禁止，防護ヘルメット。住

居や職場のデザイン。家庭用品の安全対策（例：電気製品，瓶や医薬品容器の安全装置，ボー

トの救命具）

第10章

10.1 バンコク憲章の理念に基づく保健分野の公共政策の開発には，以下の行動が含まれます。

● アドボカシー：行政当局に，子どもの喫煙を防ぐためのタバコ規制枠組み条約のすべ

ての義務事項を達成させるためには，アドボカシーが必要です。

● 投資：子どもの喫煙の社会的原因となる貧困，疎外などへの取り組みなど。

● キャパシティビルディング：対策を実行するのに必要な人的資源や財政的裏づけを確

保すること。

● 規制と法制：子どもたちがタバコの宣伝や販売促進の影響を受けないように保護する

こと。

● 連携の構築：政府と市民社会は必要な行動の実施に当たって連携すること。
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10.2 研究計画を作成する様々な段階で質問がなされねばなりません。

負荷の見積もり

● 高齢者の中で，転倒はどれほどの頻度で起きているか。

● どのような既存の疫学的データが存在するか。

● どのような研究が必要か。

原因の特定

● どのようにして転倒を予防しうるか。

● 活動のモニタリングと進捗状況の評価（例：指標）

効果的な介入

● どのような治療サービスが利用できるか。

効率の評価

● 治療の効果はどの程度か。

● どのようなリハビリが可能で，どれくらい有効か。

● これらの医療サービス（治療とリハビリ）の効果はコストに見合うものであるか。

介入の実施

● 新しい医療サービスの開発や試験が必要か。

効果評価

● 新しい医療サービスが導入されて以降，転倒の頻度に変化はなかったか。

10.3 国家的政策を開発するに当たっては，以下のポイントを踏まえる必要があります。

● 社会的負荷：死亡や罹病の観点から，非感染性疾患は政策の重点と言えるかどうか。

国の統計はどれほど信頼できるか。非感染性疾患の中で重要なものはどれか。

● 原因：非感染性疾患の一般なリスクァクターについて，自分の国で得られているエビ

デンスがあるか。そのようなエビデンスが新たに必要か。

● 効果：一般的な感染性疾患の効果や費用対効果について，自分の国で得られた集団レ

ベルと個人レベルのエビデンスは存在するか。

● 効率：既存の資源の有効活用によって非感染性疾患の対策が可能か。

● 実施：集団レベルと個人レベルで実施上の重点課題は何か。

● 進捗状況の評価：モニタリングや効果評価のための計画が存在するか。評価において

は何を優先すべきか。

第11章

11.1 この研究は，心血管疾患死の 1次予防にアスピリンが有効かどうかを検討するための，よ

くデザインされ，実施されたランダム化比較試験の結果です。対象は，男性の米国人医師

であり，全般に大変健康であることがわかりました。261,000人の中から，22,000人が参

加しましたが，医師たちが予想を超えて健康であったため，統計学的パワーは，当初予定

したよりも，低下しました。この研究の結果を他の集団に当てはめることは困難です。な

ぜなら，対象者は医師の中でもアドヒアランスが比較的よく，しかも副作用の生じる可能

性が少ない人が選ばれているからです。しかし，そのために，研究は，脱落が少なくかつ

アドヒアランスの高い研究となりました。アスピリン服用の利益については，他の研究の

知見による確認が必要とされました。この種の検討に際しては，常に，利益とリスクのバ

ランスを図ることが求められます（例：消化管の副作用，出血リスクの増加）。
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付：学習課題の解答

11.2 生態学的研究から，抗喘息療法と喘息死増加との関連が示唆されましたが，その結論を受

け入れるのは難しいものがあります。なぜなら，情報が死亡した人だけに限られており，

死亡していない人からの情報が欠落しているからです。この研究は，症例調査（ケースシ

リーズ）であり，コントロールがありません。しかし，この研究は，一層の研究が必要で

あることを示唆しています。この調査の後，喘息死亡に関するさらに公式の調査が行われ，

喘息死の流行的増加があったことが明らかにされました。ある特定の薬剤が大きな役割を

果したことが示唆されていますが，その原因をめぐってはまだ，調査が続けられていま

す。
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