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保健情報(データ)活用研修(中級)

手持ちデータを活用しよう
～結果のまとめ・表現～

千葉県衛生研究所

健康疫学研究室

2008年8月19日 10：00～16：30
2

講 義 次 第

１0：10～11：00 調査・研究の前に

１1：10～12：00 既存資料の活用（演習１）

１3：00～13：50 既存資料の活用（演習２）

１4：00～16：10 既存資料の活用（演習３）

16：10～16：30 調査結果のまとめ・発表

3

調査・研究の前に

4

日常業務と調査・研究

負担の把握 原 因 有効性 効用性

実 行

評価
モニタリング

保健活動のマネジメント

罹患率･有病率
死亡率・QOLなど

生活習慣･環境
社会的要因など

効果の科学的根拠
対象の適切な抽出手段
対象者全体への適用

対策実施の負担
と効果の関係

短期･中期･長期監視(評価)
適切な情報源 具体的な目標の設定

PLAN

DOCHECK ＆ ACTION
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5

現状把握・行政判断等に
既存資料を活用

負担の把握 原 因 有効性

効用性

実 行
評価

モニタリング

罹患率･有病率
死亡率・QOLなど

生活習慣･環境
社会的要因など

PLAN

DOCHECK ＆ ACTION

既存資料の
活用

6

現状把握・行政判断等に
統計を活用

負担の把握 原 因 有効性

効用性

実 行
評価

モニタリング

PLAN

DOCHECK ＆ ACTION

統計の活用

事実を客観的に表す

定量的に分析する

7

情報の収集
～インターネットによる検索～

インターネットを利用して必要な情報を得るには・・

１）Webページ（ホームページ）を検索する

ほしい情報のあるWebページのURLを入力

２）リンクをたどる

「リンク集」などに載っているWebサイトを利用

３）検索エンジンを利用

Ｙａｈｏｏ！Ｊａｐａｎ （ヤフー）、ｇｏｏｇｌｅ（グーグル）

ｇｏｏ（グー）を利用し、キーワードを入れて検索

8

保健情報収集に便利なHP
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp
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保健情報収集に便利なHP
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

10

保健情報収集に便利なHP
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

11

保健情報収集に便利なHP
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

12

保健情報収集に便利なHP
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp
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13

厚生労働省HPの活用（１）
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

14

厚生労働省HPの活用（２）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/index.html

15

厚生労働省HPの活用（１）
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

16

厚生労働省HPの活用（4－１）

http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/index.html
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17

厚生労働省HPの活用（４－２）

厚生労働省統計表データベースシステム
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/index.html

18

厚生労働省HPの活用（４－３）

19

厚生労働省HPの活用（４－４）

20

厚生労働省HPの活用（４－５）
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21

厚生労働省HPの活用（5）
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

22

厚生労働省HPの活用（5－１）
http://www.mhlw.go.jp/shingi/index.html

23

厚生労働省HPの活用（5-2）
http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html

24

厚生労働省HPの活用（5－3）

http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html
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25

厚生労働省HPの活用（6）
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

26

厚生労働省HPの活用（6-1）
http://www.mhlw.go.jp/hourei/index.html

27

厚生労働省HPの活用（6－2）

http://www.mhlw.go.jp/hourei/contents.html

28

厚生労働省HPの活用（7）
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp
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29

厚生労働省HPの活用（7-1）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/index.html

30

厚生労働省HPの活用（7-1）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/index.html

31

厚生労働省HPの活用（7-2）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/index.html

32

厚生労働省HPの活用（7-2）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/index.html
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33

厚生労働省HPの活用（7-2）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu/index.html

34

厚生労働省HPの活用（7-3）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/metabo02/index.html

35

厚生労働省HPの活用（8）
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp

36

厚生労働省HPの活用（8-2）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html
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37

厚生労働省HPの活用（9）

http://www.mhlw.go.jp/hakusyo/index.html

38

厚生労働省HPの活用（10）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhin/okusuri/index.html

39

電子政府総合窓口
http://www.e-gov.go.jp/
New

40

電子政府の総合窓口 e-Gov(ｲｰｶﾞﾌﾞ)
http://www.e-gov.go.jp
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41

eｰStat 政府統計の総合窓口の活用（1）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPotal.do

42

eｰStat 政府統計の総合窓口の活用（1）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPotal.do

43

政府統計の総合窓口の活用（1-1）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPotal.do

44

政府統計の総合窓口の活用（1-1）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/chiiki/welcome.do?lang=01
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45

政府統計の総合窓口の活用（1-1）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/chiiki/welcome.do?lang=01

46

政府統計の総合窓口の活用（2-1）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPotal.do

47

政府統計の総合窓口の活用（2-1）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPotal.do

48

政府統計の総合窓口の活用（2-2）



13

49

政府統計の総合窓口の活用（2-3）

50

政府統計の総合窓口の活用（2-3）

51

eｰStat 政府統計の総合窓口の活用（1）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPotal.do

52

千葉衛研HPの活用（１－１）
衛研P：http://www.pref.chiba.lg,jp/syozoku/c_eiken/index.html

健康疫学研究室
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53

千葉衛研HPの活用（１－２）

54

千葉衛研HPの活用（2－１）
衛研P：http://www.pref.chiba.lg,jp/syozoku/c_eiken/index.html

55

千葉衛研HPの活用（2－2）

健康福祉リソースセンター事業のページ

56

千葉衛研HPの活用（2－3）

健康福祉リソースセンター事業のページ
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57

千葉衛研HPの活用（2－4）
千葉県基本健康診査報告（グラフ作成システム）

58

千葉衛研HPの活用（2－4）

59

千葉衛研HPの活用（2－4）

60

千葉衛研HPの活用（2－4）
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61

千葉衛研HPの活用（3－1）

健康福祉リソースセンター事業のページ

62

リンク集の活用（3-2）

63

千葉衛研HPの活用（4－１）
衛研P：http://www.pref.chiba.lg,jp/syozoku/c_eiken/index.html

64

千葉衛研HPの活用（4－2）
http://www.phlchiba-ekigaku.org/
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65

千葉衛研HPの活用（4－2）
麻しん患者発生状況

「学校等」からの報告集計

66

千葉衛研HPの活用（4－2）
http://www.phlchiba-ekigaku.org/

67

千葉衛研HPの活用（4－3）
http://www.phlchiba-ekigaku.org/

68

検索エンジンの種類
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69

調査やデータに関する
基礎知識（復習）

70

全数調査と標本調査
全数（悉皆）調査：対象となる集団（母集団）の全員に調査する

調査方法

標本調査：対象となる集団（母集団）から
一部（標本、サンプル）を抽出して
調査を行い、調査結果に基づいて
母集団の特性を推定する調査方法

標本調査における、対象の選び方（抽出方法）
１）無作為抽出・・企画者の主観的判断が入らない方法で

調査対象者を選ぶ
２）有意抽出・・「代表的」「典型的」な調査対象を選ぶ
３）不作為抽出・・まったく何もしないで対象者を決める

（例：会場に来た順に１００人まで調査票を配る）

母集団

標本

抽出

推定

71

標本調査には誤差が必ず存在！

多くの調査は標本調査

標本誤差：標本調査の結果は必ずしも母集団の値に一致せず、
何らかの差がある。このように対象を無作為に選ぶ
ことにより生じる差のこと

もともと誤差が避けられない標本調査・・

標本調査から推定する結果の精度を上げるには？

標本調査では、標本抽出と回答率が重要

7500件発送 → 2100件回答（回収率 28％）

3000件訪問 → 2100件回答（回収率 70％）

どちらの結果が妥当性が高い?
72

データの種類

１．データの種類

１）数量データ（連続量・間隔尺度）

身長、体重などの実測値、年齢、点数など

２）質的データ

（１）名義尺度

性別（１.男 ２.女）、可否(１.はい、２.いいえ）
（２）順序尺度

頻度(1.毎日、２.週1回未満、３.月１回未満)
評価(1.よい、２．どちらでもない、３.悪い）

統計の知識
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73

データの要約
２．数量データの要約(記述統計）
１）代表値

平均値 中央値 最頻値

２）バラツキ

最小値・最大値・範囲

中心四分位数範囲(２５～７５パーセンタイル）

分散・標準偏差

３．カテゴリーデータの要約

度数 割合（％） 比

統計の知識

74

データのカテゴリー化

４．数量データのカテゴリー化

１）決まりに従ってグループに分ける

１０歳刻みの年齢階級 既存の判定区分

２）バラツキを考慮してグループに分ける

四分位：２５、５０、７５パーセンタイルで4区分

→ 同じ人数ずつに分けられる

標準偏差を用いる：平均値±１ 標準偏差

５．カテゴリーデータの再カテゴリー化

複数の区分を「階級」や「似た意味」で統合

統計の知識


