
統計は嘘つく？
臨床研究するのに必要な基礎知識とは 平成31年3月17日



はじめに

 辻 理事からお話頂き3月17日学術講演前に「統計は嘘をつく？」というテーマで
話をさせて頂きました。正確な情報源も併せて提供させて頂きますのでお役に立
つ情報がございましたら幸いです。

トムソーヤの冒険の作家である文豪マーク トウエインが投資の失敗？から統計は

嘘をつくという言葉を残しているが実際はどうなのか？最近の厚生労働省の統計処

理不正の背景を見てみると統計法という法律があるにも関わらず16年間変更されて

たことが報告されておらず、また、このようなことが起こる背景には欧米に比べ

て、わが国は統計に関する人材不足が危機的状況であることは既に指摘されており

今後の日本の統計学の教育の在り方が問われているような状況である。



今の日本の現状は・・
医療政策ニュース 2015年3月



日本ではまだ十分認識されていない数量化した医学的根拠

 医学的根拠とは何か 津田敏秀著 岡山大学院環境生命科学研究科教授

岩波新書 1458

1）直観派

2）メカニズム派

3）数量化派



いわゆる数量化派が歴史上貢献してきた事例
医学的根拠とは何か 岩波新書より抜粋

 ロンドンの麻酔科医 ジョンスノ― コレラの疫学調査

 クリミア戦争 ナイチンゲール 野戦病院での死亡率

 航海時代の壊血病の原因 高木兼寛

 産褥熱 手洗いの必要性 イグナッツ・ゼンメルワイス



逆に対応するのに数量化することが遅れた事例
医学的根拠とは何か 岩波新書より抜粋

 1996年（平成8年）大阪府堺市で起こった腸管出血性大腸菌O157食中毒事件

理解されなかった調査方法 CDC調査拒否

 1956年（昭和31年）5月1日に公式発見された水俣病

1956年（昭和31年）11月に水俣湾産の魚介類が原因食品であることは判明

1968年（昭和43年）チッソ水俣工場排水規制、汚染された魚の摂食規制

 乳幼児突然死症候群（SIDS)

海外からのうつぶせ寝の警告の対応が遅く、診断方法に偏る



観察と理論つなぐのは「科学の文法」統計学
医学的根拠とは何か より引用



統計学を正式に学べる場所は？
自分が学んでいる方法を紹介

日本疫学会 平成3年（1991年）発足

日本臨床疫学会 平成29年（2017年）発足

日本外来小児科学会調査検討委員会

慈恵医大分子疫学研究部夜間疫学コース（浦島教授）

医学統計研究センター セミナー（丹後俊郎先生）

GACCO

 ICR 臨床研究入門



事例から学ぶ1 データを見る時の注意とは？

某グループが会員の収入状況をアンケートで調査し会報に平均値を割り出し報告

 データを見るには1）データは悉皆調査？ 2）グループを代表するデータ？

1）は国勢調査以外 全ての会員から情報を収集することは難しい

2）「標本」が「母集団」を推定出来る方法としては無作為抽出が必要

母集団構成する全ての個体が選ばれる確率が等しい抽出法



事例から学ぶ2

アンケートのサンプルサイズの決め方は？

n=λ2乗ｘP(1-P）/d2乗
n 標本数

λ 信頼水準 95％（1.96）

P回答比率

d 標本誤差（通常は5％ポイント）

例 無作為抽出が条件

回答率 事前に参考になるものなければ対象者数最大0.5入力

信頼水準 正しく判断出来る確率 例95％

標本誤差 調査結果で容認出来る誤差 3％（0.03）5％（0.05）

n=1.96x1.96x0.5(1-0.5)/0.05x0.05=384



事例から学ぶ3
ある薬品の効果を検討する臨床研究でNを大きくすることだけで良いか？

 どんな研究にも誤差はある。

誤差には2つある

1）偶然誤差 サンプルサイズを大きくすることで減らすことは可能

2）系統誤差 サンプルサイズ大きくしても解決は出来ない

何らかのバイアス（歪み）により生じる。

減らすためには・・・

バイアスの混入が少ないようにあらかじめ研究よくデザイン

する。あるいは結果にどのようなバイアスが混入している

可能性があるかを明らかにしておく



サンプル数は多すぎてもいけない

＊P値はサンプル数に依存する傾向があり
サンプル数増やせば、いくらでも

P価を小さく出来る

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGnqGH94bhAhWEGKYKHSOtCBkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpublicdomainq.net%2Fbalance-scale-0012795%2F&psig=AOvVaw2uWGmxlN3ImkYEtGPGydOF&ust=1552834934352295


事例から学ぶ4 どうやってサンプル数が決めれるのか？

例 無料のsample size計算ソフト
医学書院 医学統計講座 http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02937_06

検定方法

対応の有無

α 差がないのに差があるエラー
power 本当に差がある時にあるとする確率

δ 検出したい最低限の2群間の差
σ 標準偏差
ｍ 2群のサンプル比



検出力（Power)とは

「差がある」のを仮説検定で「有意差あり」と検定できる能力

サンプル数を必要十分にして本当の「差がある」ときに仮説
検定で「有意差あり」と正しく判定する確率をあげること

サンプル数が少な過ぎることによって本当は「差がある」の
に仮説検定で「有意差なし」と誤判定してしまう確率を下げ
ること



事例から学ぶ5 無作為割り付けの重要性知っていますか？

統計学のセンス 朝倉書店 丹後俊郎著より抜粋

 比較を基本とする医学研究において無作為抽出が不可能のことが多い。

実験的研究と異なり観察研究では、その因子を持つ集団と持たない集団比較

「作用因子の無作為割り付け」という無作為化の手続きが重要

 理由

1）評価したい因子以外の結果に影響を及ぼす潜在的な交絡因子の影響少なくする

2）比較する群のデーターのばらつきをほぼ等しくする



無作為割り付けの方法
統計学のセンス 丹後俊郎著 朝倉書店より抜粋

https://home.hiroshima-u.ac.jp/akita/stat/RCT.pdf

 乱数表作成（EXCEL）

どこかのセル（例A1）に＝RAND()入力しEnterキーをクリックする

0～1の実数が出る（例0.69051）➡A1のセルの右下にカーソル➡A10までドラッグ

 単純無作為化法

出てきた乱数のうち0.5以上をA 0.5未満をBと割り付ける 課題 同数にならない

 置換ブロック法（2群を同数に割り付ける方法）

例 ブロックサイズが2の場合➡個体数10として半分の5個の乱数表作成

➡出た乱数の値で0.5以上はAB 0.5未満はBAとして割り付ける

 層別無作為化法

 最小化法



交絡因子（confounding factor)とは何か？
チョコレート食べるとノーベル賞が多くとれる？？

Chocolate consumption Cognitive Function and Nobel Laureates

データーサイエンス入門 竹村彰通 著より転用

経済、文化

ノーベル賞チョコレート

他の変数間の見かけの相関を生じさせる要因



事例から学ぶ6 交絡因子の調整してますか？
背景因子（交絡因子）のコントロールが困難、不可能な調査研究では

医学への統計学 古川俊之監修 丹後俊郎著より抜粋

 1）事前に作用の割り付け無作為化

計画時点で比較する群間の背景因子の等質性を狙う

 2）無作為化による割り付けが困難な調査研究

解析時に交絡因子を調整するのが基本原則（丹後俊郎）

1.共分散分析

2.ロジスティック回帰分析

3.重回帰分析

4.判別分析



医学の研究対象の変化
医学的根拠は何か 津田敏秀著より転用

人間 動物実験 細胞実験 分子実験 遺伝子実験

医学の研究対象は20世紀後半より「人間」へと転換してきた



研究デザイン

臨床研究

観察研究

前向き

縦断的 横断的

後向き

縦断的 横断的

介入研究

前向き

縦断的

RCTCohort 横断研究 症例対照
研究



センスの良いデザインとは？
統計学のセンス 丹後俊郎著 朝倉書店

エンドポイント

無作為化

交絡因子

バイアス

これらに十分考慮した研究デザインが研究を成功させる

必須条件



Hierarchy of evidence pyramid
私たちが関われる臨床研究レベルはどこ？

メタアナリシス

ランダム化比較試験

調査データーの分析

事例報告

権威の意見や理論



最後に統計家（丹後俊郎先生）からのコメント

研究チームに医学統計学者は必須

良いデザインとは

エンドポイント・無作為化・交絡因子・バイアス

Berkson’s biasの概念は研究する際に大事

過去の診療記録に基づく臨床研究では研究対象となる標本は「自らの

意志できた患者」であり研究結果を適用したい集団（母集団）からの

「無作為に選ばれた患者ではない」



まずはPECO・ FINERから始めよう

 Patient（対象）

 Exposure（暴露）Interventions（介入）

 Comparison（比較）

 Outcome（結果）

 Feasible（実行可能性）

 Interesting（科学的興味深さ）

 New（新規性）

 Ethical（倫理性）

 Relevant（必要性・社会的な意味）



まとめ
 統計はまだ検定の道具にしか認識されておらず、今回の厚生労働省の統計問題の
背景にあるものを歴史を踏まえて課題について言及した。

 統計学はばらついた自然現象を数値化し統合された経験として定量的な一般法則
や理論へと集約していくための方法論の集積であり、この統計学駆使して疫学な
らびにヒトを対象とした臨床研究があることについて解説した。

 臨床研究に必要な統計学の基礎知識について事例を通して言及した。

1）データ見る際は悉皆調査か？母集団を代表するものか？が大事

2）悉皆調査でないものは無作為抽出が必要

3）無作為抽出出来ないものを比較し検定する際には無作為割り付けが大事

4）どんな研究も誤差がありNを大きくして解決出来るのは偶然誤差でありバイア

スの混入する系統的誤差を解決出来ない。

5）無作為割り付けが困難な調査研究の場合は、収集されたデータもとに解析時に

交絡因子を調整するのが基本


