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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はじめに

　統計学はそれだけで本が一冊書けるほどの内容があり、また対象によって様々な手法があり、その範囲はとても広

い。統計学というと数値データを扱う生化学部門の範疇と考える人もいるかもしれないが、臨床検査が全て患者のデー

タを扱う生業であれば全ての臨床検査技師に統計学は関わってくるといえるであろう。（実際に使用するかは別とし

て）　生理検査、微生物検査、病理検査など様々なところにデータは存在し、数値データとは縁遠いと考えられる超

音波画像や病理診断なども適切な数値化を行うことで統計的手法を適応することが可能となる。

　そのため臨床検査技師が統計学を使用するに当たって最低限知っておくべき知識、またさらに深く統計を勉強した

ければそれに役立つような土台の知識習得を目的としてこの資料を作成した。統計学は数学と密接に関わり合い難解

な部分も確かにあるが、まず土台となる知識を正しく習得し、幾つかの実例を経験することで統計学はこんな物なの

かと見えてくる。そのため、このセミナー・資料では統計の概念的説明や用語の意味、運用状況等の説明に重きを置

いたため、数式等についてはかなりの部分であえて省略している。この部分についてはきちんとした統計学の解説書

等の数式説明を参考にして頂きたい。

今回の資料では以下の事項について説明する。

１． 統計学とは何か

２． 記述統計量とデータのグラフ化

３． 統計のために使用するソフト

１． 統計学とは何か

　統計学とは何をすることが目的なのかを理解することが全ての始まりとなる。人によって様々な言い方、書き方が

されているが統計学の目的とは

 １　ばらつきのある情報を客観的に分析、評価する手段

 ２　ある母集団から取り出した標本集団を使用して、元の母集団の標本分布を推し量る

この二つが統計学の大きな目的であり、そのために標準偏差、分散、そして各種検定法等が考案された。では、何故

この目的のために統計学が必要なのか？

　一例として同じ検査項目を測定する試薬ＡとＢ、この二つの試薬から得られる測定値 dataA と dataB が同じ物とす

るか、それとも同じとは扱えないのかを判断することはそのデータを見るだけでは分からない。一件二件同じ値だか

ら他も同じかどうかは分からない。もし、神様であれば全ての事柄は神の手の上にあり、神様は Aと Bが同じなのか、

違うのならどの程度違うのかなど全てを知っているので比較する必要が無い、答えは自明だから。しかし私達が手に

入れられるデータには限りがある。たとえ 1000 人のデータを比較したところで全ての事が分からない以上断言する

ことはできない。ではこの二つの試薬の性能を客観的に把握するにはどうしたら良いか？

　そこで統計学の出番となる。私達が手にするデータには必ず誤差やバラツキが存在する。これらをゼロにすること

は事実上不可能で 100％一致するという言い方はできないため、得られたデータ（標本集団）のばらつきを数値で表

したり。二つの試薬から得られたデータ集団が同じかどうかを確率を使用して指標を示すということになるこれらは

数学的手法で得らるものである程度の客観性をもつ。そのため集団を分析、比較、推定するのに統計学が用いられる。

逆説的な言い方になるが誰が見ても反論の余地が無い事象、事例については統計学を持ち出す必要が無いということ

にる。



　しかし、いかに客観的指標を統計学から導き出したとしても、その計算の元となっているのは自分が集めたデータ

に依っていることをくれぐれも忘れてはならない。集めたデータに結果が左右されるので標本の集め方、サンプリン

グ計画が大事であることは想像ができるであろう。また、統計学が与えてくれるのは絶対的な答えでは無い事を理解

してほしい。得られたデータからの計算値なので、データからはこれ位の数値が導き出せたという指標に過ぎない。

最終的な判断は各自のサイエンスをふまえて判断する必要があるという事である。統計学的結果と臨床的な結果が異

なるということも無いわけではなく、統計学的結果を優先すると実存事象を軽視することになりかねず。相違が生じ

れば何故そうなのかの解析が必要となり、その解析を踏まえての判断が求められる。統計学的結果至上（優先）主義

に陥ることの無いようにして頂きたい。これは今後説明する検定の解釈や手法選択で大きな意味を持ってくる。

2.　記述統計量

Excel の分析ツールで「基本統計量」を選択して表示される項目に平均値、標準偏差、最大値、最小値などがあるが、

これらの言葉は記述統計量と呼ばれデータの分布の特徴をいくつかの数値をもちいて表そうとする物である。　　　

1　平均値（mean)

　平均値は分布の位置を示す指標として、最も多く使われる物。

2　中央値（median）

　中央値は「与えられた全データの半分がその値よりも小さく、半分がその値よりも大きい」という意味を持ち、分

　布を 2つに等分割する値である。極端な外れ値の影響を受けにくい特徴も持つ。

3　最頻値（Mode)

　最頻値はもっとも度数が多い値を意味する。全ての値の出現頻度が等しい場合は、最頻値は存在しないことになる。

　分布の形によって、平均値、中央値、最頻値の関係は変化する。歪みのない分布であれば、ばらつきの程度によらず、

　この 3つの値は一致する。二峰性の分布であれば最頻値が二つに分布するが、平均値と中央値はその間にはいるの

　が一般的である。左すそを引いた分布では、平均値が最も小さく、次に中央値、最頻値が最も大きくなる。右すそ

　を引いた分布では逆になる。　以上の 3つは分布の中心傾向（分布の重心位置）を示す指標として使用される。

4　範囲（range）

　範囲は、最も単純なばらつきの尺度であり、最小値から最大値までの区間となる。しかし範囲は極端な外れ値の影

　響を直接受けてしまうという性質があり、使用には注意が必要となる。

5　四分位範囲（Inter-Quartile　Range）

　範囲の欠点を受けて考えられたのがこの四分位範囲である。値を小さい方から順番に並べ換え、同数の群に区切る

　点を分位数と呼ぶ（quantile）。百等分した場合を、特にパーセンタイルと呼び、第一四分位は 25パーセンタイル、

　第 3分位は 75パーセンタイルとなる。そして四分位範囲とは 25パーセンタイルと 75パーセンタイルの間隔を指

　す。上下の極端値を排除し、全体の中央付近の 50％が含まれる範囲を示すことができる。

6　分散（variance）

　偏差（平均値と個々のデータの値との距離）にはプラスもあればマイナスもある。この偏差を単純に合計し平均を

　とるとプラスとマイナスのばらつきによっては合計値が０になってしまうことがある。そこで各偏差の二乗和をと

　り平均値を得る方法もある。二乗することで偏差の大きいものは数値が大きくなることで重み付けが増し、マイナ

　スはプラスになるため計算上ゼロにはならない。この偏差の二乗和の平均が分散と呼ばれる。そして、標本サイズ

　ｎで割る代わりに自由度 n-1 で割ることで不偏分散という値となる。これは標本データから母集団の分散を推定す

　るのに使うことができる。



7 標準偏差（Standard　Deviation）

　分散の平方根をとった物が標準偏差である。平方根をとることで平均値と次元をそろえることができる。この次元

　を揃えるという言葉の意味は、たとえばあるクラスの生徒 30人の身長のデータを対象にしたとき、身長は cmの

　単位で表し平均値も同じ cmだが , 分散は前述の通り平均値からの差を二乗するので cmを二乗するので単位は面

　積を表す物となるので、平均値と分散を同じ土俵で比較することはできないため分散の平方根をとることで単位を

　再び cmに戻すという意味である。（よく使われる平均値± 2SD はこの理屈から平均値と同次元で扱うことが可能

　になる）もし不偏分散の平方根を取った場合は不偏標準偏差となる。データが正規分布に従っていれば、平均値±

　2SDの範囲内にデータの 95％が含まれる。

一例として、架空の身長データを作成し Excel の分析ツールで記述統計量を表示させてみた。

標準偏差 9.158 が分散 83.877 の正の平方根値となっていることと、平均値、中央値、最頻値の関係を見ていただき

たい。最頻値が 158 となっているが、もし 158 のひとつを 156 に変えた場合どうなるかを次の図に示す。

全てのデータの出現頻度が同じなので、最頻値は＃N/A となり存在しないという表示になる。



３　データのグラフ化（図示化）

　一般的にデータが集まったら、そのデータをグラフ化する作業が解析の第一段階になる。グラフ化することで対象

標本の分布傾向、特徴を掴む事が可能になる。生化学データであれば計数値であるのでプロットチャートやヒストグ

ラム、散布図等にグラフ化することは比較的容易だが、そうでないデータであれば集計表を作成するのがその一歩と

なる。

例１　架空の LDL 試薬 Aと Bの測定値比較を行い３０件のデータを得た。（計量データの例）

　このデータから表中のような散布図を作成する

と思うが、この散布図も Aと Bのデータを一対一

で対応させた図を描いてしまうため検体ごとの

Aと B試薬での傾向を見るのがわかり難い欠点が

ある。どのようなグラフ化を行うかに決まった

手順があるわけではないが、いくつかのプロット

方法でのグラフ化を行いデータ傾向を把握するの

も一つのやり方ではないかと筆者は考えるが、

その選択はこれを読まれている方々の判断に任せ

たい。

　この散布図の場合、一見すると原点付近からきれ

いに直線が引けそうなので、そのまま次の解析段階

に行ってしまいそうになるが、得られた Aと Bの

データ分布の検証がされていない。この場合データ

毎に Aと Bの結果がどう分布するかをグラフ化して

みる方法がある。この考えで作成したのが下段の図

である。

　散布図ではデータ指定を Aと Bの二列の指定で

この散布図が描かれるが、下段の図はデータ IDを

含めた３列で指定するとデータ単位で結果の分布が

それぞれ描かれる。この図からは、系列１（A）に

対して系列２（B）が低値傾向の分布を示すことが

分かる。

　現在生化学検査では、よほど特殊な状況を除き

標準化、統一化の流れから試薬間データの互換性が

求められているので、今回の例でも LDL 試薬 Aと B

の互換性があるかどうかを検証したいのが主目的で

あり、その互換性は係数を介してではなく、ダイレ

クトに互換性が取れていることを目的とするであろ

うから。Aと Bで常に一方が低値傾向にあり、その

差が図示された程度が許容できるのかという検証が

求められる。もしくはデータのサンプリング計画を

見直してやり直すという選択肢も新たに出てくる。

ちなみに、このデータで解析を続行すると Aと Bには有意差があり、最初の目的、期待を裏切られる結果になる。

　図を一つ追加してみることで、別な視点からの検討も可能になるのでグラフ化（図示化）がこうしたデータ検証に

大きなウェイトを占めていることを理解していただきたい。



 例２　禁煙者と喫煙者の調査（計数データや比率データの場合）

病院の３部門（総務部、検査部、放射線部）の職員について喫煙の有無について調査を行った、部門間で差があるか

を検証すると仮定する。集まったデータは図の通り。

このデータは例１と異なり散布図を描くことができ

ない。各部門ごとの母数も異なるのでデータ数から

グラフを描くか、部門ごとの喫煙、非喫煙の比率を

出しそれからグラフを描く等の方法がある。

この図のような表はクロス集計表と呼ばれる表に

発展させて使用される。（次段の図）

このようなデータを図示する場合は積み上げグラフや

ドーナッツグラフ等が多用される。積み上げグラフで

作図したのが３段目の図でこの形を円環状（ドーナッツ）

に変形したものがドーナッツグラフになる。

　この二つのグラフを眺めると、総務部と放射線部の喫煙者数は総務部が多いのに、割合のグラフでは僅かながら逆

転して放射線部が多くなっている。どちらのグラフも同じデータから作図したもので間違ったグラフではないが、こ

の手のグラフは視覚に訴え易いので見せ方（作図の仕方）一つで閲覧者の印象を操作することができる点を覚えてお

いて欲しい。特に％で表されたグラフは、同じ 15%の要素でも元になったデータが 100 人中の 15 人と 1000 人中

の 150 人では持つ意味合いが異なるであろう。他者への分かり易さを求めるのならグラフ要素の説明やどのような

データに基づいて作図したかを提示するのが誤解を与えないかもしれない。

　得られたデータをグラフ化するだけでも見えてくることは意外と多く、その後の解析作業や報告作成に役立つ情報

を手にすることも可能である。

＊注）世間一般でよく見られるこの手のグラフには、明らかに閲覧者の印象を操作しようとの狙いを持って提示され

たグラフを見ることができる。視覚に訴え易いものはいい方向にも悪い方向にも印象を操作できる・されることを念

頭に置いておく必要がある。



  

3.　統計計算を行なうのに必要なソフト

　統計計算を行なうためのソフトウェアとしては、Statistica、JSTAT、SPSS、StatView など専用のソフトウェアが存

在するが幾つかを除いてその殆どが有料となっている。そのため多くの人が統計処理計算を行なうのにMicrosoft の

Excel を利用しているのではないかと考えるが。確かに Excel はデータの入力のしやすさや、市場シェアが大きいと

いった理由からほぼデファクトスタンダードの地位を得ているが、こと統計計算を目的としてみると Excel 以外のソ

フトウェアにも目を向けて頂きたいと思う。例えばｔ検定を行なう際、Excel ではメニューから分析ツールを呼び出

し、必要な手法と選択肢データをそれぞれに指定をするがデータ数が多いと指定の際のドラッグがかなり煩雑であり ,

データを変更した際にはデータの指定を最初からもう一度同じ手順で行う必要があり作業効率の悪さがある。

　また、Excel で使用される統計用語には Excel 独自の用法があり統計学的には一般的では無い使用法があるほか、

計算式と用語が一致せず間違った結果を導き出す物や計算式そのものに不具合がある場合もある、これは分析ツール

の問題ではなく Excel の関数自体の組み立て方に不備があると考えられている。例えば Excel2000 までの両側確率は

実は片側確率の計算値で、Excel2003 以降は本来の両側確率の計算値が出るように式が改められているが、何処が変

わっているかのアナウンスが分かりづらいので注意が必要である。手法によっては別ソフトなどで Excel の計算結果

の確認も必要になることもあり得る。

　しかし、Excel は素データの入力や簡単な図表の作成における使い易さでは非常に便利であるので、まず Excel に

必要なデータを集めそのデータから csv ファイルなどを作成する、そのファイルを統計解析ソフトに読み込ませる

（Statisitica などの有料ソフトでは Excel のワークシートをそのまま読み込むこともできる）。そして統計ソフト上で

各種計算、作図等を行いその結果を再びWord や Excel に戻り報告や資料を作成するという使い方を奨めたい。

　有償のソフトは確かにおいそれと手が出る値段ではなく、また個人で所有するにしても臨床検査技師の仕事を考え

ると性能過剰の感は否めない。そこでフリーの統計ソフトをお勧めしたい。現在、各分野で認知度が高まりお勧めし

たいのが「R」である。これはもともと Sと呼ばれていた統計解析ソフトから派生したフリーの統計解析ソフトである、

現在使われているほぼ全ての統計手法が実施可能で作図機能も優れている。基本的にコマンドと呼ばれる命令を記述

していくことで計算を実行するので、コマンドの記述に最初は抵抗があるかもしれないがコマンド自体は難しい物で

はないので、ある程度 PCや Excel 等を使える人であれば問題は無いと思う。データの読み込みに関しても基本は csv

等のテキストファイルであるが、Excel のワークシートから直接指定するプラグインを組み込むことも可能である。R

の本体がフリーであることはもちろん、機能拡張をするためのプラグインパッケージもフリーであることは大きな強

みでるといえる。なぜならこのパッケージを組み込むことで有料のソフトが行える統計的手法のほとんど全てが無料

で行うことが可能だからである。

　Rを含む統計専用ソフトは当てられたデータから計算された記述統計量や検定における確率の数値もわかりやすく

表示される。前述した Excel においての作業効率の悪さという点でも、Excel は対象データのセル範囲を全て指定し

なくては（データ範囲として）ならないが、対する統計専用ソフトはデータはそれぞれのデータ変数という枠で管理

されるので変数内のデータを変更して、再計算や新たな解析を行うときもデータ変数の名前を指定するだけで完了す

る ( データの数を指定する必要が無い）。他にも欠損値の対応に関しても自動的に処理してくれたりと、解析時の使

い勝手は統計専用ソフトの方が優っていると考える。また他にも Free-JSTAT がよく知られたフリーの統計ソフトで

あるが、最新のバージョンでは有料化された様子であるので、もしフリーのバージョンが入手できればそれを使うの

もお勧めである。Rをふくめたフリーソフトについての詳しい説明はインターネット上から検索することができるし

Rについては解説本も幾つか出版されているので興味のある方は調べて頂きたい。何故フリーソフトの使用を勧める

かといえば有料ソフトにはライセンスの問題が絡んでくるからである。職場の PCに SPSS 等の専用ソフトがインス

トールしてあり、それを自由に使える環境にある人も、自宅ではその専用ソフトは使うことはできない。フリーソフ

トの使用は環境を問わず統計解析を行うことのできる手段を手にする有力な選択肢と考えるからである。



Excel と R で全く同じデータを用いて対応のあるｔ

検定を行った結果をお見せする。

　対応のあるｔ検定については今後説明するので詳

細は省くが、この検定を行ったとき一番知りたいの

は p値と呼ばれる確率値である。　　　　　

　Excel では P（T<=t) の片側と両側がそれぞれｐ値

を示す。片側・両側というのは正規分布曲線の裾の

部分の両側指すのかそれとも片側を指すのかを意味

する。ちなみに p値の表記だが、学会誌等では大文

字 P表記もたまに見かけるが小文字の pを使用する

のが現在では一般的な流れである。

　対して Rにおけるｔ検定の表示は　Paired t-test

（対応のあるｔ検定）というタイトルの下に p-value

と p 値が簡潔に表示されている。ｔ検定が正規分布

をする標本を元にする原理から行けば片側の確率よ

りも両側の確率で論ずるのがｔ検定で求められる p

値であるから Excel で片側・両側と出てくるよりも、

Rで p-value と出てくる方が使用者としては便利で

あると考える。

次回からは、Excel と R それぞれで計算を行う際ど

のような式を使えばよいかを対比させながら説明を

行ってゆくつもりである。

第 1回　終了


