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今日のテーマ
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15-1. 重回帰分析とは

15-2. ロジスティック回帰分析とは

15-3. 多変量解析の活用例
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15-1. 重回帰分析とは



重回帰分析
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• いろんな現象をこれがこうなって、あれがああなって、
と説明してくれる、頭の良さそうな人

• でもちょっと話しが「重め」、、、なぜそういう説明
になったのかを他人が理解するのは難しい

• 特になぜその理由で説明することになったのか、とい
う話しになると、、、



実際のデータは ばらつく
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y = 0.0002x - 187.92
R² = 0.797
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疫学研究における課題

• そもそも観察結果って一致しないよね・・・

• 本当に正確に答えてくれているのかな・・・

• だいぶ偏った人達ばかり集まっちゃったな・・・

• もし調べていない曝露が影響していたらどうしよう・・・

偶然誤差

情報バイアス

選択バイアス

未知の交絡
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誤差の分類

誤差

偶然誤差

系統誤差

広義の偏り

狭義の偏り

選択の偏り

selection bias

情報の偏り

information bias

交絡

confounding

出典 中村好一（2013）「第5章 偏りと交絡」『楽しい疫学』p83-96. 7



疾病の発生や死亡

曝露A

曝露B

曝露C 曝露D

曝露E

曝露F通常はさまざまな曝露が
疾病発生に関わっている

交絡とは
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出典 中村好一. 基礎から学ぶ 楽しい保健統計. 東京; 医学書院, 2016; p148. 

「解析の段階で」と敢えて書いているのは、それ以外の段階でも交絡因子の
調整は可能だから。
たとえば、無作為化比較試験における無作為割り付け（random allocation）
やケースコントロール研究におけるmatchingなど。

1. 層化（stratification）

2. 数学的モデリング（mathematical modeling）

これが多変量解析のこと

（解析の段階で）交絡因子を調整するには
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様々な多変量解析

• 重回帰分析 multiple regression analysis

• 共分散構造分析

• 主成分分析 principal component analysis

• 因子分析 factor analysis

• 他にもたくさん・・・
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妊娠期における乳幼児揺さぶれられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証

DVD視聴前後の知識スコアの差はどのような人で大きいのか（小さいのか）

問題は知識スコアの向上に関わる要因が複数だろうと考えられること
（単回帰分析は使えない）

そこで使用されるのが重回帰分析
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重回帰分析の模式図
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従属変数

独立変数A

独立変数B

独立変数C

重回帰式 y=a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 + … + anxn + b



妊娠期における乳幼児揺さぶれられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証

出典 三瓶舞紀子ら (2021)妊娠期における乳幼児揺さぶられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証. 
日本公衆衛生雑誌 68(6): 393-404.

泣きと揺さぶりの知識スコアの変化量それぞれを目的変数に、層別
化分析に用いた属性を独立変数として、泣きや揺さぶりの知識増加
に影響する属性があるかを重回帰分析で検討した。

独立変数
親の年齢
婚姻状況
学歴
妊娠届出週数
妊娠時の気持ち
うつ
今回妊娠の子の出生順位
年間世帯収入

目的変数
・DVD視聴前後の知識スコア
の差（「泣き」）
・DVD視聴前後の知識スコア
の差（「揺さぶり」）
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妊娠期における乳幼児揺さぶれられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証

出典三瓶舞紀子ら (2021) 妊娠期における乳幼児揺さぶられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証. 日
本公衆衛生雑誌 68(6): 393-404.
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COVID-19流行時における妊婦のディストレスと心理的症候

Design: a cross-sectional study with two groups
Participants: 
1) before COVID-19 pandemic (n = 496); recruited before the COVID-19 pandemic through 
advertisements in prenatal clinics in Quebec, Canada, from April 2018 to March 2020;
2) after COVID-19 pandemic (n = 1,258); recruited online from 2 April to 13 April 2020
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B 偏回帰係数
独立変数の大きさや単位によってかわる
異なる独立変数同士の係数の比較に意味は無い

そこで計算されるのが・・・
β 標準化偏回帰係数
各説明変数を平均0、標準偏差1に標準化して求めた偏回帰係数
これなら単位の大きさに影響されず、独立変数同士の係数の比較ができる。
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1. 単回帰分析（独立変数が一つ）の独立変数を複数にしたものが重回帰分析

2. 重回帰分析では独立変数として投入したすべての変数間の関係を調整したうえで、それ
ぞれの独立変数と従属変数との関係を推察することができる。

3. 重回帰分析を含む多変量解析は交絡因子の制御方法として万能なものではない。

出典 中村好一. 基礎から学ぶ 楽しい保健統計. 東京; 医学書院, 2016; p148. 

重回帰分析
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どのように変数を選ぶか（変数選択法）
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• すべての独立変数を利用して分析する

強制投入法

• 影響の大きい独立変数から順番に選択していく

変数増加法

• 全ての独立変数を入れて、影響の小さい独立変数から順番に除去していく

変数減少法

• 変数を増加した後、影響が小さい変数が発生した場合にその変数を除去する

ステップワイズ法



妊娠期における乳幼児揺さぶれられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証

出典三瓶舞紀子ら.(2021)妊娠期における乳幼児揺さぶられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証.日本
公衆衛生雑誌68(6):393-404.

ダミー変数
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ダミー変数
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重回帰分析の独立変数（説明変数）に用いられるのは量的データ

質的データはダミー変数を作成することで独立変数（説明変数）と
することができる

ダミー変数の作り方

変数 対照群 reference ダミー変数 解釈

性別 女性 男性＝1、女性＝0 女性に対して男性の場合は・・・

性別 男性 女性＝1、男性＝0 男性に対して女性の場合は・・・

血液型 O型 A型＝1、それ以外＝0
B型＝1、それ以外＝0
AB型＝1、それ以外＝0

O型に対してA型の場合は・・・
O型に対してB型の場合は・・・
O型に対してAB型の場合は・・・

血液型 A型 B型＝1、それ以外＝0
AB型＝1、それ以外＝0
O型＝1、それ以外＝0

A型に対してB型の場合は・・・
A型に対してAB型の場合は・・・
A型に対してO型の場合は・・・

ダミー変数の個数＝変数の選択肢の数-1



独立変数同士の相関が強いと結果が歪む 多重共線性（multi co-linearity）

独立変数と従属変数間で直線的な関係しか想定していない

例）不安症状得点（y）が、ソーシャルサポートの大きさ（x）の2乗と関連するといった場
合もある。

例）独立変数に「年齢」と「学年」を両方入れる、というようなことは避けたほうがよい。

出典 中村好一. 基礎から学ぶ 楽しい保健統計. 東京; 医学書院, 2016; p154-155. 

重回帰分析の注意点（主なもの）
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今日のテーマ
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15-3. 多変量解析の活用例
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15-2. ロジスティック回帰分析とは



1. 従属変数が2値データ（0-1データ）の場合に行う多変量解析

2. 2値データ（生存/死亡、重症/軽症など）の発生確率 θをロジット変換したもの ln{θ/(1-
θ)} を従属変数として用いる。

3. 独立変数の回帰係数 βiに意味はない。しかし、それを指数変換したもの eβiは、従属変
数0に対する1の発生について、独立変数が1上昇するごとに、 eβi倍上昇することを意味す
る。

出典 中村好一. 基礎から学ぶ 楽しい保健統計. 東京; 医学書院, 2016; p158-159. 

症例対照研究では、これがオッズ比となる

ロジスティック回帰分析（多変量ロジスティック回帰分析）
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Design: A multi-center cross-sectional study
Period: January 1 to February 9, 2020

COVID-19アウトブレイク時の妊婦の周産期抑うつ・不安症状
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Participants：
25 public hospitals from 10 provinces across China, covering the East, the Middle, the 
Northwest, the Northeast and South

妊娠第3期の妊婦

Assessment:
抑うつ傾向 中国語版Edinburgh Postnatal Depression Scale（EPDS）を使用
カットオフ 10以上／9未満

ロジスティック回帰分析（logistic regression models）を使用

The analyses were adjusted for potential confounders such as age, BMI, education levels,
occupation, annual household income, parity, investigation site, family support, per-capita 

living area, the only child in her family, pregnancy complications, and exercise level.

COVID-19アウトブレイク時の周産期抑うつ・不安症状
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ロジスティック回帰分析の結果

28



今日のテーマ

29

15-1. 重回帰分析とは

15-2. ロジスティック回帰分析とは

15-3. 多変量解析の活用例



30

15-3. 多変量解析の活用例



重回帰分析、多重ロジスティック回帰分析の活用

1. リスクファクターの同定

2. リスクモデルの作成
• 予測アウトカムに基づく情報提供
• 予測アウトカムと実際のアウトカムの比較
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出典 Fei Zhou, et al. (2020) Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. 
Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3 

Design: A retrospective, multicentre cohort study
Participants: All adult inpatients (>=18 years old) with laboratory-confirmed COVID-19 

who had been discharged or had died by Jan 31, 2020
Hospitals: Jinyintan Hospital and Wuhan Pulmonary Hospital (Wuhan, China) 
Data: From electronic medical records
Analysis: Comparison between survivors and non-survivors

Univariable and multivariable logistic regression methods

COVID-19による院内死亡のリスクファクターの探索（後ろ向きコホート研究）
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Table 3 Risk factors associated with in-hospital death

Univariable OR 
(95% CI) p value Multivariable OR 

(95% CI) p value

Age, years* 1.14 (1.09-1.18) <.0001 1.10 (1.03-1.17) .0043

Coronary heart disease 21.40 (4.64-98.76) <.0001 2.14 (0.26-17.79) .48

SOFA score 6.14 (3.48-10.85) <.0001 5.65 (2.61-12.23) <.0001

Lymphocyte count, ×109 per L* 0.02 (0.01-0.08) <.0001 0.19 (0.02-1.62) .13

D-dimer, μg/mL

<= 0.5 1 (ref) .. 1 (ref)

> 0.5 to <=1.0 1.96 (0.52-7.43) .32 2.14 (0.21-21.39) .52

>1.0 20.04 (6.52-61.56) <.0001 18.42 (2.64-128.55) .0033

OR=odds ratio. SOFA=Sequential Organ Failure Assessment. 
* Per 1 unit increase.
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リスクモデル作成の意義
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重回帰分析や多重ロジスティック回帰分析の結果を活用して、
術前情報に基づく死亡率などの予測式（risk model）を作成

手術、治療のアウトカム

意思決定には超重要だけれどもどう伝えるか？

世界中でデータの蓄積があれば、活かせるはず

しかし、通常アウトカムに関わる要因は多様



リスクモデルの例 National Clinical Database
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出典 一般社団法人National Clinical Database. データの活用について. http://www.ncd.or.jp/about/feedback.html

登録データに基づいてリスクモデルを構築
→ 患者の術前情報を用いて死亡率や合併症発症率等の予測値を計算可能
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