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研究成果の概要： 
分子疫学的因子や生活環境因子が，がん等の疾病リスクにどのような影響を与えるかを調べ

るために，生活環境における曝露の寄与率を取り入れた因果推論モデルを構築し，寄与率の推
定値のばらつきを考慮した手法を開発した。提案手法は，m水準のカテゴリカルな曝露変数に
対して，曝露群の症例を曝露由来のものとそうでないものに確率的に分類し，寄与率に基づく
オッズ比により因果関係を推測する。実データに即した数値実験の結果，曝露由来でないとし
て分類された曝露群の症例によって，従来の方法において推測された因果関係の強さが過小評
価されている可能性を示唆した。 
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１．研究開始当初の背景 
(1) 国内における研究背景 
わが国の死亡原因の第１位であるがんに

ついて, 2004 年度から第３次対がん 10 か年
総合戦略が開始された。がんは, 極めて複雑
性に富んだものであり, 発がんの要因やが
んの生物学的特性など, その全貌が十分に
解明されているとはいえない。これまでの研
究により, がんは遺伝子の異常によって起
こる病気であるという概念が確立し, 新規
のがん遺伝子, がん抑制遺伝子を発見する
等, 発がん機構の理解が遺伝子レベル・分子
レベルでの基礎研究によって深まりつつあ

る。2006 年には衆議院においてがん対策基本
法が成立した。このような状況下で実施され
るがん研究において観察される多様な情報
を整理・解析・解釈するために, 既存の統計
的手法の再検討と新たな統計的手法の開発
が急務である。 
 
(2) 他国での取り組み 
  米国では 1971 年に国家がん対策法を成立
させたのを機に, がん対策が急速に進み，が
ん研究に対する数多くの統計的手法の論文
が発表された。1990 年代にはいり, がん対策
の効果があらわれ始め, がんによる死亡率
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は着実に低下した。この米国の取り組みをモ
デルにして, 韓国においても 2003 年にがん
対策法を成立させ, 対がん戦略を次々と進
めるなど成果をあげた。米国や韓国に比べる
と, 同時期に日本の研究者が発表したがん
研究に関する統計的手法の論文数は数少な
い。そこで，国内における遺伝子・分子レベ
ルのデータに用いられている統計的手法の
問題点を掘り下げ，分子疫学データの特性を
生かした新たな統計的手法の開発が望まれ
ている。 
 
 
２．研究の目的 
分子疫学データの特性を十分に理解した

上で, 分子疫学的因子や生活環境因子が, 
がん等の疾病リスクにどのような影響を与
えるかを評価する統計的手法を, 詳しく検
討する。さらに，幅広い人々が提案手法を活
用できるように, ITを利用して研究内容やア
プリケーションに関する情報を発信する。 
 
 
３．研究の方法 
(1) 既に発表された研究論文から抽出した
サンプルデータを作成する。そして，分子疫
学データの特徴を理解しまとめる。 
 
(2) コホート内研究のデザインやその統計
的手法に関してサーベイを行うことにより，
既存の統計的手法の問題点を掘り下げる。 
 
(3) コホート内研究における分子疫学的因
子と生活環境因子の交互作用を推定するた
めに，曝露の寄与率を取り入れた因果推論モ
デルを構築する。次に，サンプルデータを用
いた数値実験により，提案するモデルの特性
を検証する。さらに，その検証結果を元に，
モデルを拡張し改良する。 
 
(4) 提案手法のアプリケーションを開発す
る。そして，IT を活用して Web 上で研究内容
やアプリケーションに関する情報を発信す
る。 
 
 
４．研究成果 
(1) 原爆被爆者の分子疫学研究のサーベイ
を行い，がんにおける放射線感受性の違いを
中心にして特徴をまとめた[雑誌①]。さらに，
がん組織を用いたパイロット研究において
分子疫学データの特徴を調べ，初期のがん化
の際に発生するマイクロサテライトの不安
定性に放射線が関連する可能性を示唆した
[雑誌④；学会④，⑩，⑪]。そして，原爆被
爆者の子供たちの疫学的研究のサーベイも
行った[図書①]。また，研究論文から抽出し

たサンプルデータを作成した。 
 
(2) コホート内症例対照研究において，対
照を抽出するデザインやそのデザインに応
じた統計的手法に関してサーベイを行った
[雑誌⑤；学会発表⑫]。国内では実用例が少
ないカウンターマッチングによる対照抽出
のデザインに注目し，例題を用いてその基本
的な考え方を解説した。他のデザインである
無作為，マッチング，層別に比べて，カウン
ターマッチングの推定効率は低くはならな
いが，対照を選ぶときのプロセスが煩雑にな
りがちであり，統計的手法の解釈も容易では
ない。また，検出力の推定方法についても，
あまり研究が進んでいない。従って，コホー
ト内研究において，より柔軟な統計的手法の
開発が期待される。 
 
(3) 稀な疾病に対するコホート内研究にお
ける分子疫学的因子と生活環境因子の交互
作用を推定するために，新たな因果推論モデ
ルを構築した。まず，曝露変数と分子バイオ
マーカーの変数は，共に 2値で独立とし，こ
れらの変数の疾病リスクへの影響は基準リ
スクに乗法的に作用すると仮定した。曝露の
寄与率をこの新たなモデルに取り入れるこ
とにより，曝露群の症例を曝露由来のものと
そうでないものに確率的に分類しようと試
みた。そして，曝露由来でないと分類された
曝露群の症例によって影響されない，新たな
寄与率に基づくオッズ比により，因果関係を
推測する。そのオッズ比の値は，従来のもの
と同様に解釈することができる。母数の推定
には最尤法を用い，仮説検定には尤度比検定
を用いる。 
サンプルデータを用いて，構築したモデル
の特性を検証したところ，提案モデルのデー
タへの適合性が妥当であると示唆された。そ
して，曝露の寄与率が高くなれば，寄与率に
基づく対数オッズ比の絶対値は従来のオッ
ズ比のものより大きくなり，曝露群の症例の
中で曝露由来として分類された症例の割合
が高くなる特徴が分かった。 
次に，分子疫学データの特性を考慮して，
曝露変数が m水準のカテゴリをもち，複数の
交絡変数の影響を調整することができるよ
うに，提案モデルを拡張した。そして，コホ
ート研究や症例対照研究などから曝露の寄
与率を得るため，推定値のばらつきを考慮し
た感度分析を取りいれ，提案手法を改良した。
さらに，提案モデルの有用性を高めるために，
単純な設定下において，尤度比検定の検出力
の推定方法を検討した。 
実データに即した数値実験を行った結果，

m 水準のカテゴリカルな曝露変数を含むサン
プルデータに対しても，拡張したモデルのデ
ータへの適合性が良好であると示唆された。



また，曝露の寄与率の推定値のばらつきを考
慮した感度分析の結果は，曝露変数の影響の
上限や下限を把握する上で有益な情報をも
たらした。そして，曝露由来でないとして分
類された曝露群の症例によって，従来の方法
で推測された因果関係の強さが過小評価さ
れている可能性が示唆された。従って，提案
手法が，従来手法に比べて，因果関係の推測
に関して付加的な情報をもたらし，交互作用
を推定する上で汎用性も高いと考えられる。 
研究成果は，研究論文[雑誌②，③]や研究

発表[学会発表①，③，⑤，⑦，⑧，⑬]にお
いて報告を行った。本研究課題に間接的に関
係するものとして，発がん機構モデル，構造
方程式モデル，空間疫学モデルに関する成果
[雑誌⑥，⑦；図書②，③；学会発表②，⑥，
⑨，⑭]を含める。 
 
(4) 統 計 処 理 ソ フ ト ウ ェ ア R
（ http://www.okada.jp.org/RWiki/ ） と
EPICURE（http://www.hirosoft.com/）を用
いてアプリケーションを作成し，研究成果の
公開サイトを準備した。 
 
本研究から得られた結果により, 分子疫

学分野でのコホート内症例対照研究が一層
活用されると期待される。また，新たに構築
した因果推論モデルは，生活環境因子と分子
バイオマーカーの交互作用の新たな評価方
法としても寄与するところが大である。単純
な設定下において検討された検出力の推定
方法は, 新たな分子疫学研究を立案する際
に有用である。複雑な設定下における検出力
の推定方法については，引き続き検討が必要
な重要な課題である。さらに, 提案手法の汎
用性はアプリケーションの開発により高ま
っている。従って，生物統計学や分子疫学分
野の研究が今後発展する上で，本研究の成果
は意義深いと考えられる。 
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