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今日のテーマ

• 疫学のはじまり

• 疫学（epidemiology）とは

• 疫学指標

• 疫学研究の種類



ジョン・スノウによるコレラ患者
の発生状況に関する調査

1852年 ロンドンで流行開始
当時は原因不明

1854年 ジョン・スノウの調査
→ 水系感染説を主張

1884年 コレラ菌が原因と判明

"On the Mode of Communication of Cholera" 
by John Snow (1854)



曝露

exposure
疾病発生

疫学における曝露と疾病発生の関係



高齢 新型コロナウイルス感
染症による死亡

疫学における曝露と疾病発生の関係



1. 宿主要因 2. 環境要因
（社会文化経済的環境要因）

3. 環境要因
（自然環境要因）

a. 遺伝的要因
b. 身体的要因
c. 精神的要因

a. 社会生活因子
b. 婚姻・家族因子
c. 居住因子
d. 衣服因子
e. 食生活・食習慣因子
f. 嗜好品
g. 職業
h. 医療・保健
i. 教育・文化
j. 経済
k. 社会環境

a. 気象（自然・人工）
b. 地理
c. 物理
d. 化学
e. 生物

曝露の分類

（中村好一. 楽しい疫学 第3版. 東京: 医学書院, 2013; p11.）



曝露

exposure
疾病発生

疾病頻度を評価するための指標

• 罹患率 incidence rate
• 有病率 prevalence
• 死亡率 mortality rate
• 致命率（致死率） fatality rate
• 生存率 survival rate



出典 2014年10月29日 官邸・健康・医療戦略推進本部
「わが国における高齢者認知症の実態と対策： 久山町研究」（清原裕）



結核の諸外国と日本の推計罹患率（2015年）

罹患率 人口10万対

アメリカ合衆国 3.3

カナダ 5.2

オランダ 5.8

オーストラリア 6.1

デンマーク 6.5

ドイツ 8.0

フランス 8.1

スウェーデン 9.2

イギリス 10

日本 16

出典：WHO TB burden estimates
http://www.who.int/tb/country/data/download/en/

罹患率の例



罹患率
一定期間内に新たな疾病が発生した率。

罹患率 ＝ 観察期間内の新発生患者数 ÷ 罹患可能集団全員の観察期間の合計（観察人年）

観察期間 1年目 2年目 3年目 4年目 罹患率用観察
（人）年

対象 1 4.0

2 3.5

3 2.5

4 2.5

5 1.5

6 4.0

7 3.5

8 1.0

9 2.0

10 0

健康観察期間

有病観察期間

中途観察開始

罹患

死亡

転出

罹患率の測定（4年間の追跡で累計10人を観察した場合） 出典：社会・環境と健康 第5版. 南江堂, 2017; p81.

総和 24.5



罹患率

incidence rate

有病割合

prevalence

どちらも大事！
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こっち



1個100円 1個200円

B店のほうがA店より2倍高い

A店 B店

B店のほうがA店より100円高い 寄与危険は
こっち



1個100円 1個200円

B店のほうがA店より2倍高い

A店 B店

B店のほうがA店より100円高い



曝露群の疾病頻度 a b

非曝露群の疾病頻度 a

相対危険 ＝ 曝露群の疾病頻度÷非曝露群の疾病頻度

＝（ａ＋ｂ）／ａ

寄与危険 ＝ 曝露群の疾病頻度－非曝露群の疾病頻度

＝（ａ＋ｂ）－ａ
＝ｂ

相対危険と寄与危険の関係図



今日のテーマ

• 疫学のはじまり

• 疫学（epidemiology）とは

• 疫学指標

• 疫学研究の種類



疫学研究の
手法

観察研究
横断的研究

コホート研究

症例対照研究

介入研究 無作為化比較
試験





横断的研究

• ある一時点での曝露と疾病発生の関係を調査する。

• 例
• 市町村別にみた肥満者の割合と乳がんの罹患率・有病率

• 大学生の朝食摂取と健康関連生活習慣の関連

• BCGワクチンの接種者割合とCOVID-19の死亡率



肥満 運動習慣
少ない

？

横断的研究の限界

因果関係には言及できない

参考：黒澤美智子. 放送大学「公衆衛生」（2019年度）第3回 疫学と健康指標. 



基礎疾患 新型コロナウイルス感
染症による死亡

疫学における曝露と疾病発生の関係

・高血圧
・糖尿病（高血糖、耐糖能異常）
…



高血圧：血圧が高い

高血糖：血糖値が高い

「病気」「疾患」と呼んでよいでしょうか？

もしも、ただ血圧が高いだけで、何も死亡に影響しなかったら？

もしも、血糖値が高くても、循環器疾患の発症率が変わらなかったら？

単なる個人差？



高血圧 循環器疾患

疫学における曝露と疾病発生の関係

高血圧や高血糖（耐糖能異常）などの身体的特徴は、心筋梗塞や脳
梗塞といった循環器疾患の発症確率を高めることが知られている

→ だからこそ、高血圧や高血糖はあたかも疾患のように取り扱われる



コホート、コーホート（cohort）

・古代ローマにおける軍団の単位
運用は共和国時代や執政官・皇帝によって異なってい

たよう

大凡の目安として
・6から8のcenturion（80人程度）※で構成

※厳密に百人とは限らない。
・cohortの集まりがlegion

出典 Pat Southern. The Roman Army: a Social & 
Institutional History. 2007. p106など

・いったん組織された軍団では欠員が出ても補充
しなかったと言われる。こうした手段をよく活用
した人物としてCaesarが有名。

Adobe Stock作成者： Андрей Кальченко



国内全医師59,600人に
喫煙に関する調査票送付

回答があった40,683人
でコホートを形成

4,963人の死亡を確認

1951年10月

10年間の追跡
内部で「非喫煙者」（非曝露群）、
「喫煙者」（曝露群）に分けた。
喫煙者はさらに喫煙量で細分化

死亡票
英国医学協会資料

肺がん死亡者は診断した医師に確認

コホート研究の例：
英国における医師の追跡調査（喫煙と肺がんなどの死亡との関係, Dollら）

すでに肺がんに罹患してい
る者は対象から除外



コホート研究の例：英国における医師の追跡調査（喫煙と肺がんなどの死亡との関係）

死因 非喫煙者 喫煙者全体
1日の本数

喫煙中断者
～14

15～
24

25～

全死亡 12.06 14.32 14.44 15.47 19.67 12.68

肺がん 0.07 0.71 0.57 1.29 2.23 0.24

慢性気管支炎 0.05 0.37 0.34 0.64 1.06 0.38

冠動脈疾患 3.31 4.08 4.35 4.28 4.97 3.73

肝硬変 0.00 0.11 0.05 0.08 0.43 0.03
1日の本数別の解析は紙巻きタバコ喫煙者しか含まれていない。現在のわが国の状況とは違い、葉巻やパイ
プ喫煙者が相当数いるため、たとえば全死亡ではすべての層で喫煙者全体の死亡率よりも高くなっている。

出典：中村好一. 楽しい疫学 第3版. 2013, p55. 詳細はDoll R, et al. BMJ 1964; 1: 1399-1410, 
1460-1467.

表 1000人年あたりの年齢調整死亡率



コホート研究の流れ

曝露群

疾病発生群

疾病非発生群

曝露群の疾病頻度の観察

（１）危険因子への曝露状況の把握 （２）疾病発生状況の把握

観察の方向性 ＝ 順行

時間の流れ

観察の開始時点 ① ② ③

非曝露群

疾病発生群

疾病非発生群

非曝露群の疾病頻度の観察



フラミンガム・ハートスタディ

・1948年にマサチューセッツ州フラミンガムで始まり、今も続
く大規模な心血管系疫学研究。

・当初の目的は心臓発作のリスク因子を同定すること。

・第1世代（5,290人 30～60歳）

第2世代（1971年、5,124人 第1世代の子とその配偶者）

第3世代（2001年、3,500人 第1世代の孫）

・喫煙、コレステロール上昇、高血圧、肥満、運動不足が心臓発
作のリスク因子であることを統計的に検証した。



久山町研究

・福岡県糟屋郡久山町（人口約8,400人）

・脳出血による死亡率は脳梗塞のわずか1.1倍であり、全国の脳
出血による死亡率が脳梗塞の12.4倍と欧米と比べて著しく高い
のは、死亡診断書に病型診断の誤りが数多く含まれているからで
はないか、ということを証明。

・全住民を対象（40歳以上）

・前向きの追跡研究

・受診率（80%）、剖検率（80%）、追跡率（99%以上）



Case-control studyの例



症例群 対照群

過去の曝露を比較する

症例対照研究の概念図

対「象」ではありません。



Photo Credit: C. GoldsmithContent Providers(s): CDC/ C. 

リンパ球に結合するHIV-1

HIV（Human Immunodeficiency Virus）

感染

Photo Credit: Janice CarrContent Providers(s): CDC

AIDS 後天性免疫不全症候群
Acquired Immunodeficiency Syndrome

様々な感染症にかかりやすくなる
中でもよく知られているのが、

結核 tuberculosis



症例対照研究（ケース・コントロール研究）の例

・中国・広西壮族自治区
・2013年から2015年にかけてAIDS予防制御部門でケアを受け
たHIV感染者1,019名
・HIV感染者における活動性結核 active tuberculosis (TB) 発
症のリスクファクターを調べる

症例群（ケース）

• 活動性結核であるHIV感染者

• 82名※

※1,019名中活動性結核と診断されたのは160名

対照群（コントロール）

• 活動性ではないが結核感染してい
るHIV感染者、他の肺疾患をもつ
HIV感染者

• 82名

性別と年齢（上下3歳まで）でマッチング

出典：Cui Z, et al. PLoS One 2017; 12(3): e0173976. doi: 10.1371/journal.pone.0173976



出典：Cui Z, et al. PLoS One 2017; 12(3): e0173976. doi: 10.1371/journal.pone.0173976

変数 B
Wald

値
P値 オッズ比 95%信頼区間

喫煙歴 あり 1.01 3.78 0.052 3.00 0.99-9.05

直近のCD4陽性T細胞数が
200/mm3未満

1.19 5.02 0.025 3.29 1.16-9.31

抗レトロウイルス薬による
治療を受けていない

2.051 13.63 0.000 7.78 2.62-23.09

HIV感染期間※ 1.783 12.59 0.000 5.95 2.22-15.92

※5年未満の群に対して、5-9年、9年より上と階級が一つあがる度に

活動性結核の有無と関連のあった要因によるロジスティック回帰分析



症例対照研究の流れ

曝露群

疾病発生群疾病発生群の曝露頻度の観察

（２）危険因子への曝露状況の把握 （１）疾病発生状況の把握

観察の方向性 ＝ 逆行

時間の流れ

観察の開始時点 ①

非曝露群

疾病非発生群疾病非発生群の曝露頻度の観察

非曝露群

曝露群



疫学研究の
手法

観察研究
横断的研究

コホート研究

症例対照研究

介入研究 無作為化比較
試験
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