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疫学という医学研究

• Last,  Dictionary of Epidemiology, 2008

• 人間集団を対象に、病気の原因・リ

スク因子の解明、予防法・治療法の

有効性の評価など、健康・医療にお

ける多様な現象の「因果関係」を明

らかにする科学
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Evidence-based Healthcare
（Muir Gray 2002）

• 個別の患者あるいは患者集団、
人口集団についての根拠に基づ
く意思決定に焦点をあてる。

• 保健・医療の意思決定に最も適切
な科学として疫学を位置づける。
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• 1948年 米国NHLBIにより、マ
サチューセッツ州フラミンガム町
の30－62歳住民5209名を
対象に開始されたコホート研究。

• 1971年 第2世代コホート
5132名

• 第3世代コホート 約3500人
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虚血性心疾患のリスク因子

高血圧

高コレステロール血症

喫煙

肥満

糖尿病

心電図異常

・・・



薬害再発防止のための医薬品行政等の
見直しについて（最終提言）

平成２２（2010）年４月２８日

薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための 医薬品行政のあり方検討

委員会

 ・・・電子レセプト等のデータベースから得られた情報を活用し

、薬剤疫学的な評価基盤を整備することが必要である。

 異なる情報源からのデータがリンク可能となりかつデータのバリ

デーションが可能となるような仕組みがない限り、その有用性は

極めて限定的なものになるため、十分な倫理的配慮を行った上で

、関係者との協力の下で、個人識別子などを用いて、電子カルテ

等のデータへのリンクを可能とし、高度な分析への活用を可能に

することの検討も行う必要がある。

6Nakayama T  <Kyoto University SPH>
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http://www.cprd.com/intro.asp

英国人口（6千3百万人）の
約６％（約36万人）をカバー



Cardwell RC et al. JAMA,2010; 304(6) : 657-663.

【背景】
ビスホスホネート剤：骨粗鬆症治療薬
FDAが日欧の服用患者で食道がんを報告
→食道がんリスクと関係？

【方法】 コホート研究
データ：GPRD（The UK General Practice 
Research Database 現CPRD)使用

服用量：1日服用量に換算

コントロール：服用者1名に、性、誕生年、
治療をマッチングさせ、ランダム選択した1
人を設定して追跡。



Cardwell RC et al. JAMA,2010; 304(6) : 657-663.

服用群・対照群の特性

服用・対照群:41,826名×２群

年齢：70.0歳（両群）

喫煙・飲酒

併用薬 ホルモン治療、NSAIDｓ、PPIｓ、H2ブロッカー

バレット食道診断歴、GERD診断歴

追跡期間（半年～3年）、服用量（少・中・多）

ﾋﾞｽ剤タイプ別 追跡期間（1，2年）

・N含有ﾋﾞｽ剤、アレンドロネート、非N含有ﾋﾞｽ剤

・・・リスクは2群間に差なし



携帯電話は脳腫瘍のリスクを高めるか？

• 国際的な症例対照研究“INTERPHONE Study”では脳腫
瘍と明らかな関連はなし。

• ただし累積使用時間1680時間以上のヘビーユーザーで
のリスク増は否定できず（Int J Epidemiol 2010）。

• 2011年5月、WHOの専門機関・国際がん研究機関

– 従来の研究をまとめて携帯電話の電磁波による脳腫瘍リスク
は「限定的な証拠（limited evidence）あり/Group 2B」と
見解を発表（Lancet oncology 2011）。

• その後、携帯電話利用者を10年以上追跡したデンマー
クの大規模疫学研究が報告され、明らかなリスクの増
加は認めず（BMJ 2011）。

• この研究のデザインは・・
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• 国民の診療情報のデータベースと、携帯電
話会社の契約記録を国民共通ＩＤで
突合して分析。

• 35万8 403人の追跡（380万人・年）により
、1万729例の脳腫瘍が発生。

• 携帯電話の契約期間が長くても、脳腫瘍の
発生増加は認められなかった。 11

Since 1 April 1968, all Danish 

residents have been registered 

in the central population 

register. At birth they are 

assigned a unique personal 

identification number that is 

used in all national registers, 

ensuring accurate linkage of 

information among these 

registers. This system enables 

researchers to conduct purely 

register based cohort studies 

for exposure data available 

from respective registries, as 

the follow-up of vital status, 

migration, and many health 

outcomes, in particular cancer, 

can be done by computerised

linkage on an individual level 

with an exact calculation of 

person years at risk. 

MJ



共通番号と医療・研究
• 医療（実名／顕名）：妊娠、誕生、

新生児スクリーニング、ワクチン接種、
学校健診、成人健診（特定健診、がん
検診）、医療（診療情報、レセプト）、
疾病登録、介護保険、転居、死亡
等・・・必要で適切な保健・医療サー
ビスを提供

• 医学（疫学）研究（匿名）：
• どんな病気が多いのか？

• その病気にどんな治療が行われている
のか？

• だれが将来病気になるのか？

• どのような人にどのような治療法が行
われているのか？ その結果、どうな
っているのか？

• その治療にいくらかかっているのか？

• どの治療が有効か？ 安全か？ 12



Kyoto

ながはま０次予防コホート事業
Nagahama cohort project

:The Nagahama Study for the 

Comprehensive 

Human Bioscience

Osaka Shiga
Biwako Lake



ながはま0次予防コホート事業

• 長浜市民（30-74歳）約1万人を対象とした
ゲノム・コホート研究

• 長浜市と京都大学大学院医学研究科の協定に基
づく共同事業

• 生活習慣・環境、各種検査から幅広い健康情報
を収集し、健康状態や疾病罹患を追跡

• 遺伝子含む包括的な健康のリスク因子の解明か
ら先制医療 (Preemptive medicine) へ

• 先端医学研究とパブリックヘルスの調和を目指す
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本事業独自の倫理的配慮
1. ながはま０次予防コホート事業における試料等の蓄積

及び管理運用に関する条例（ながはまルール）を策定
（２００８年６月）、遵守

2. 個人情報管理（個人情報⇔１次匿名化）は長浜市、京
大研究者はゲノム医学センターで１次匿名⇔２次匿名
化（再匿名化）されたデータのみで解析

3. 京都大学医の倫理委員会と本事業独自の「長浜市０次
予防コホート事業審査会」による倫理審査

4. 参加者には、包括的な個別インフォームドコンセント
を頂き、その時点で具体化されていない内容に関して
は、具体化した段階で情報提供を行い、拒否の機会を
確保（オプトアウト方式）
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対象者の追跡：疾患罹患情報

• 質問票による調査…自己申告情報の妥当性

• 特定健診の情報…受診率の限界

• 疾病登録の利用（がん登録など）…一部の
疾患に限定

• 病院の診療記録の直接閲覧…労力が大きい

• 死亡情報（住民基本台帳、死亡小票閲覧）
…死亡者の情報のみ

EHRを通した診療情報の包括的収集へ
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地域コホート研究におけるEHR〈千年カルテ〉活用モデル



医学研究

B to R

地域医療
機関の連携

B to B

市民の
健康づくり
地域つくり

B to C

次世代EHR: 千年カルテへの期待
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Thank you for your attention..!


