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3-1. 論文をどうみつけるか



論文とは？

Introduction 緒言

Methods 方法

Results 結果

Discussion 考察

Conclusion 結論

References 文献

構造化された文章

新奇性のある結果

研究の解釈

研究の限界



論文をどのようにみつけるか

どの言語か、どの分野の論文か、によって異なる
→ 医学・看護学系の日本語論文を探すとすると

医学中央雑誌Web

J-STAGE

CiNii Research

Google Scholar

など



医学中央雑誌刊行会Web

https://login.jamas.or.jp/



科学技術情報発信・流通総合システム J-STAGE

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja



CiNii Research

https://cir.nii.ac.jp/ja



主要な文献検索データベース

• MEDLINE

• Cochrane Database

• Web of Science

• PsychINFO

• CINAHL
本来は高額な使用料がかかるものも多い。

しかし学生はなんと・・・



文献検索時の注意点

いわゆる「論文」以外も検索結果に入ってくる

学術誌に掲載された
査読付き論文

学術誌に掲載されているが、
査読を受けていない論文

大久保が作成 ○の大きさは論文数と関連しない

大学や研究所の発行する
紀要論文（査読がないことが多い）

学会発表の抄録
1ページから4ページ程度

その他
学位論文、研究費報告書など



文献研究の種類

• systematic review
• qualitative research meta-synthesisを行うこともある
• quantitative research meta-analysisを行うこともある

• narrative review（あるいは単にreview）
systematic reviewのように体系的には文献を集めない
記述的な（descriptive）結果の書き方をする

• scoping review
当該分野における重要語句の定義や研究テーマの現状を明らかにするたために行う

• umbrella review
systematic reviewのreview

参考 Systematic Review Resources: Systematic Reviews vs Other Types of Reviews. School of Public Health, University of Texas. 
https://libguides.sph.uth.tmc.edu/systematic-review-guidance（2021/10/5時点）
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3-2. データの種類



いろいろなデータ

• ○○名鑑

• データの宝庫

14



いろいろなデータ

15

出典 横浜キヤノンイーグルスウェブサイト. https://www.canon-eagles.jp/member/bk/so/yu_tamura.html. 2021/10/4時点

生年月日

入部した年

身長

体重

出身校だってデータの一つ



いろいろなデータ
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出典 横浜キヤノンイーグルスウェブサイト. https://www.canon-eagles.jp/member/bk/so/yu_tamura.html. 2021/10/4時点



いろいろなデータ 医学編

• 性別

• 身長、体重

• 血液型、血糖値、血圧・・・

• 既往歴

• 患者さん自身の話

17



閑話休題：患者中心の医療

患者中心性 (patient-centeredness) の三つの主要な要素
1. 患者のニーズ、ウォンツ、視点、および個々の経験を考慮する
2. 患者が自分自身の治療への意見や考えを出し、参加できるようにする
3. 患者-医師関係におけるパートナーシップと理解を強化する

18

出典 石川ひろの（2021）「患者－医師間コミュニケーション研究に見る「患者中心の医療」という概念の進化」
『医療と社会』30(4): 447-458.
石川らはEpstein et al. (2005) を参考にしており、Epstein et al. (2005) はMcWhinney IR (1995) を参考にしている。

Epstein RM, et al. (2005) Measuring patient-centered communication in patient-physician consultations: theoretical 
and practical issues. Social Science & Medicine 61(7): 1516-1528.
McWhinney, I. R. (1995). Why we need a new clinical method. In M. Stewart, J. B. Brown, W. W. Weston, I. R. 
McWhinney, C. L. McWilliam, & T. R. Freeman (Eds.), Patient-Centred Medicine: Transforming the Clinical Method 
(pp. 1–18). Thousand Oaks, CA:Sage



閑話休題：Patient-Centered Outcome

• アメリカ合衆国におけるPatient-Centered 
Outcomes Research Institute (PCORI) の創設

• 年間2億ドル～3億ドルの資金を有し、患者、
介護者の価値観に基づく研究を支援

19

Washington AE, Lipstein SH. The Patient-Centered Outcomes Research Institute--
promoting better information, decisions, and health. N Engl J Med. 2011 Oct 
13;365(15):e31.

出典 PCORI website. https://www.pcori.org/about-us/our-vision-mission



データの種類

• 量的データ
• 数値によって示されるデータ
• 量的研究、統計学に用いられる

• 質的データ
• 文字や画像、映像などを使って表現されるデータ
• そのまま分析する場合は、質的研究のデータとなる。
• 数値に置き換えたり、カテゴリーごとの集計などを行う場合は量的研
究、統計学で扱うデータ（カテゴリカルデータ）となる。

20
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3-3. データの種類：量的データ



量的データ

データの種類 特徴 例

カテゴリカル
データ

名義尺度 順序性がない。 性別、血液型、職業、
好きな食べ物

順序尺度 名義尺度に加えて順序性がある。 尿蛋白検査の結果、靴
や服のサイズ

量的データ 間隔尺度 順序尺度に加えてデータ間の差（間隔）に意
味がある。

気温（℃）、温度、日
付、時刻

比尺度 間隔尺度に加えて、データ間の比に意味があ
る。

身長、体重、時間

23

出典 高木晴良（2016）表2-1 統計学で取り扱うデータの種類『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p16



いろいろなデータ

24

出典 キヤノンイーグルスウェブサイト. https://www.canon-eagles.jp/member/bk/so/yu_tamura.html. 2021/4/19時点

身長、体重

量的データ

生年月日も

しかし、身長と生年月日には
量的データとしての大きな違
いがある

なんでしょう？



量的データ 間隔尺度と比尺度

• 身長と生年月日
• 同じ点

• 数値で示される
• 数値の間隔に意味がある

• 156cmと157cmの差は1cm
• 1981年4月1日と1981年4月2日の差は1日

• 異なる点
• 比（ratio）に意味があるかどうか

• 200cmは160cmの1.25倍
• 1981年4月2日生まれの人は1981年4月1日生まれの人の・・・倍とはいわない。

25



量的データ 間隔尺度と比尺度

• 気温はどちらでしょうか？

• 間隔尺度

• 30℃は15℃の2倍、といいたくなりますが・・・

• -5℃は5℃の-1倍、というでしょうか。

26



量的データ 間隔尺度と比尺度

• 時刻と時間

• 時刻は？ 間隔尺度
• 2時は1時の2倍・・・とはいわない

• 時間は？ 比尺度
• 2時間は1時間の2倍

27



間隔尺度と比尺度の例

28

出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p19.
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3-4.データの種類：カテゴリカルデータ



データの種類

データの種類 特徴 例

カテゴリカル
データ

名義尺度 順序性がない。 性別、血液型、職業、
好きな食べ物

順序尺度 名義尺度に加えて順序性がある。 尿蛋白検査の結果、靴
や服のサイズ

量的データ 間隔尺度 順序尺度に加えてデータ間の差（間隔）に意
味がある。

気温（℃）、温度、日
付、時刻

比尺度 間隔尺度に加えて、データ間の比に意味があ
る。

身長、体重、時間
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出典 高木晴良（2016）表2-1 統計学で取り扱うデータの種類『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p16



カテゴリカルデータ

• カテゴリー（区分）を示す
• 通常、文字で示される。（統計学的分析を行うときは、数値に置き換
えられる）

• 中間の値を持たない
• A型とB型の中間、や、A型とAB型の中間、という概念は（通常）ない。

• 「離散的である」といい、離散型データ、離散量、離散型変数などと
呼ぶこともある

32

出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p16



量的データ

データの種類 特徴 例

カテゴリカル
データ

名義尺度 順序性がない。 性別、血液型、職業、
好きな食べ物

順序尺度 名義尺度に加えて順序性がある。 尿蛋白検査の結果、靴
や服のサイズ

量的データ 間隔尺度 順序尺度に加えてデータ間の差（間隔）に意
味がある。

気温（℃）、温度、日
付、時刻

比尺度 間隔尺度に加えて、データ間の比に意味があ
る。

身長、体重、時間

33

出典 高木晴良（2016）表2-1 統計学で取り扱うデータの種類『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p16



カテゴリカルデータの名義尺度

• カテゴリー（区分）を示す
a. 血液型
b. 所有資格（医師、看護師、保健師、助産師、社会福祉士・・・）

a. とb. の違いはなんでしょうか。
• a. は通常一人一つ （排他的である）
• b. は一人一つとは限らない （排他的でない）

34



量的データ

データの種類 特徴 例

カテゴリカル
データ

名義尺度 順序性がない。 性別、血液型、職業、
好きな食べ物

順序尺度 名義尺度に加えて順序性がある。 尿蛋白検査の結果、靴
や服のサイズ

量的データ 間隔尺度 順序尺度に加えてデータ間の差（間隔）に意
味がある。

気温（℃）、温度、日
付、時刻

比尺度 間隔尺度に加えて、データ間の比に意味があ
る。

身長、体重、時間
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出典 高木晴良（2016）表2-1 統計学で取り扱うデータの種類『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p16



カテゴリカルデータの順序尺度

• カテゴリー（区分）を示す
a. 血液型 名義尺度
c. 服のサイズ（S、M、L、LL） 順序尺度

a. とc. の違いはなんでしょうか。
• a. には順序がない
「血液型には、A型、B型、AB型、O型がある」
「血液型には、A型、B型、O型、AB型がある」

• c. には順序がある
「この服は、S、M、L、LLのサイズがあります。」
「この服は、L、LL、M、Sのサイズがあります。」

36



順序尺度を使う場合の注意点

37

順序はあるが、等間隔ではない

よくあるパターン

「とても好き」を4点、「まあ好き」を3点、「あまり好きではない」を2点、「好きではな
い」を1点として解析した…

あなたはラグビーが好きですか？

1. とても好き 2. まあ好き 3. あまり好きではない 4. 好きではない

順序尺度をそのまま点数化するのは慎重に



カテゴリカルデータの合計？

38

「・・・度」診断テスト
「あてはまる」が0～2個なら・・・、3～6個なら・・・、7～10個なら・・・

性格の異なるカテゴリカルデータを足し算してOK？

そもそも1項目ごとの重みが違いすぎませんか？

（通常は）カテゴリカルデータを合計するのはよくない
元が名義尺度であっても順序尺度であっても…

→ とはいえ、「測定不可能！」というわけにもいかない 例 QOL、主観的な苦痛 など

そこで作られるのが尺度 scale
「尺度」とするためには（カテゴリカルデータを合計してもよいか、と考えるためには）
尺度開発のための研究をして、信頼性・妥当性を確かめる必要がある
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39

3-1. 論文をどうみつけるか

3-2. データの種類

3-3.データの種類：量的データ

3-4.データの種類：カテゴリカルデータ


	統計学 Statistics�2021年度　後期�第3回
	今日のテーマ
	スライド番号 3
	論文とは？
	論文をどのようにみつけるか
	医学中央雑誌刊行会Web
	科学技術情報発信・流通総合システム J-STAGE
	CiNii Research
	主要な文献検索データベース
	文献検索時の注意点
	文献研究の種類
	今日のテーマ
	スライド番号 13
	いろいろなデータ
	いろいろなデータ
	いろいろなデータ
	いろいろなデータ　医学編
	閑話休題：患者中心の医療
	閑話休題：Patient-Centered Outcome
	データの種類
	今日のテーマ
	スライド番号 22
	量的データ
	いろいろなデータ
	量的データ　間隔尺度と比尺度
	量的データ　間隔尺度と比尺度
	量的データ　間隔尺度と比尺度
	間隔尺度と比尺度の例
	今日のテーマ
	スライド番号 30
	データの種類
	カテゴリカルデータ
	量的データ
	カテゴリカルデータの名義尺度
	量的データ
	カテゴリカルデータの順序尺度
	順序尺度を使う場合の注意点
	カテゴリカルデータの合計？
	今日のテーマ

