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研究デザインの分類 
観察研究 記述疫学  1. 横断研究 

  2. 時系列研究 

 分析疫学 1. 生態学的研究 

  2. 横断研究 

  3. 縦断研究 

  1)症例対照研究 

  2)コホート研究 

介入研究 臨床試験 

          無作為対照化試験（RCT) 

 



観察研究(1) 記述疫学 

「疾病」の頻度と分布を、＜人、時間、場所＞の面から 
記述し、発生要因に仮説を設定。 

  罹患率、有病率、などを指標にする 

 

1. 横 断 研 究 ：一時点での頻度を調査する 

          例）都道府県別の心筋梗塞の発症率 

2. 時系列研究 ：複数の時点での頻度を調査する 

          例）過去５０年の心筋梗塞の発症率変化 



観察研究(2) 分析疫学(1) 

１．生態学的研究（地域相関研究） 
  異なる地域間における曝露と疾病の頻度を比較し、
危険因子を同定する。 

  例）ワイン消費量と心筋梗塞の死亡率の相関 

 

２．横断研究（断面研究） 
  ある一時点における曝露と疾病発生の関連を 
  有病率を用いて調べる方法。 
  例）運動実施群と非実施群で糖尿病の発症率を 
    比較する 



観察研究(3) 分析疫学(2) 
３．縦断研究 

  １）症例対照研究（後ろ向き研究） 
   患者群と対照群を設定し、過去に遡っての曝露者の
割合を比較して、要因と疾病の関連性を調べる。 

  疾病の有無で分類→要因の有無を調べる 
  例）糖尿病群と対照群で、過去の運動歴を調査 

  ２）コホート研究（前向き研究） 
   対象集団を要因の有無別に分けて、疾病罹患の傾
向を比較する。 

  要因の有無で分類→疾病の発生を観察 
  例）運動群と非運動群を観察して糖尿病罹患率を比較 



介入研究 
研究者が治療や予防行為（介入）などを行い、介入群
と対照群とで疾病の発症率などを比較する。 

 

無作為対照化試験(RCT: randomized control trial) 

 対象者を無作為に介入群と対照群に分ける 

 介入群には目的とする治療や予防行為を実施 

 対照群には従来の治療やプラセボ（偽薬）による
治療を実施 

 死亡率や罹患率を比較する 

 

 



高齢者体力測定の結果概要 



対象者 
体力測定参加者 

 男性：３４名（平均７２歳）、女性：３０名（平均７１歳） 

 

身体活動量測定参加者 

 男性：２９名（平均７２歳）、女性：２７名（平均７１歳） 

 参加率   ８５.３%            ９０%     



解析方法 
１．歩数の調査 

  ライフコーダEXを１週間装着してもらい郵送にて返信 

  １日８時間以上装着した日を有効日とした 

  ５日以上装着されていた場合に解析の対象とした 

 

２．歩数による分類 

  解析の対象者：男性２８名、平均歩数 11,633歩 

            女性２４名、平均歩数  9,690歩 

  対象者を歩数により２分し、歩数 高群、低群とした 



歩数群別の年齢、体格（男性） 

男性  歩数群 平均値 標準偏差 p値 
差の 95% 信頼区間 

下限 上限 

年齢 
低 74 7 

.165 -1.6 8.9 
高 70 7 

BMI 
低 22.8 2.8 

.032 -3.7 -.2 
高 24.7 1.5 

脂肪率 
低 22.８ 3.８ 

.894 -2.6458 3.0173 
高 22.6 3.５ 

歩数 
低 8591 2094 

.000 -7886 -4280 
高 14675 2527 



歩数群別の年齢、体格（女性） 

女性 歩数群 平均値 標準偏差 p値 
差の 95% 信頼区間 

下限 上限 

年齢 
低 72 7 

.129 -1.6 8.9 
高 68 6 

BMI 
低 22.7 2.4 

.497 -1.3 2.5 
高 22.1 2.0 

脂肪率 
低 31.3 3.2 

.349 -1.8 5.0 
高 29.7 4.7 

歩数 
低 6799 1624 

.000 -8234 -3329 
高 12581 3761 



歩数群別の体力得点（男性） 
男性 歩数群 平均値 標準偏差 p値 

差の 95% 信頼区間 

下限 上限 

握力 
低 5.57 1.95 

.041 -3.07 -.07 
高 7.14 1.92 

長座体前屈 
低 5.64 1.98 

.681 -1.70 1.1３ 
高 5.93 1.64 

上体起こし 
低 6.71 2.40 

.075 -3.16 .16 
高 8.21 1.85 

開眼片足 
立ち 

低 6.07 2.87 
.022 -4.4８ -.38 

高 8.50 2.38 

10m障害物
歩行 

低 8.50 1.29 
.872 -.97 .8３ 

高 8.57 1.02 

6分間歩行 
低 7.00 1.52 

.399 -1.46 .６０ 
高 7.43 1.09 

合計点 
低 39.50 8.51 

.041 -12.３０ -.2８ 
高 45.79 6.87 



女性 歩数群 平均値 標準偏差 p値 
差の 95% 信頼区間 

下限 上限 

握力 
低 7.00 1.90 

.287 -2.17 .67 
高 7.75 1.42 

長座体前屈 
低 5.33 1.9７ 

.237 -2.7１ .7１ 
高 6.33 2.06 

上体起こし 
低 5.50 3.00 

.072 -4.37 .20 
高 7.58 2.35 

開眼片足 
立ち 

低 8.00 2.00 
.341 -2.35 .85 

高 8.75 1.7７ 

10m障害物
歩行 

低 7.25 2.34 
.010 -3.47 -.53 

高 9.25 .75 

6分間歩行 
低 6.75 1.8２ 

.241 -2.27 .60 
高 7.58 1.56 

合計点 
低 39.83 8.44 

.028 -13.94 -.89 
高 47.25 6.89 

歩数群別の体力得点（女性） 



男性 歩数群 平均値 標準偏差 p値 
差の 95% 信頼区間 
下限 上限 

転倒 
スコア 

低 8.0 2.8 
.723 -2.4 1.7 

高 8.4 2.3 

ADL得点 
低 30.1 5.0 

.169 -5.4 1.0 
高 32.3 2.9 

歩数群別の転倒スコア、ADL得点 

女性 歩数群 平均値 標準偏差 p値 
差の 95% 信頼区間 
下限 上限 

転倒 
スコア 

低 10.0 2.9 
.077 -.2 4.1 

高 8.1 2.2 

ADL得点 
低 29.8 3.8 

.097 -5.3 .5 
高 32.2 3.0 



男性 歩数群 平均値 標準偏差 p値 
差の 95% 信頼区間 

下限 上限 

握力 
低 6.4 2.4 

.929 -1.7 1.6 
高 6.4 1.7 

長座体前屈 
低 5.4 1.8 

.261 -2.2 .6 
高 6.1 1.8 

上体起こし 
低 6.4 2.4 

.025 -3.6 -.3 
高 8.3 1.9 

開眼片足 
立ち 

低 6.3 3.0 
.138 -3.8 .6 

高 7.9 2.7 

10m障害物
歩行 

低 8.4 1.1 
.796 -1.0 1.3 

高 8.3 1.7 

6分間歩行 
低 6.6 1.3 

.025 -2.0 -.1 
高 7.6 1.0 

合計点 
低 39.4 8.5 

.100 -11.8 1.1 
高 44.7 8.1 

ADL群別の体力得点（男性） 



女性 歩数群 平均値 標準偏差 p値 
差の 95% 信頼区間 

下限 上限 

握力 
低 6.5 1.9 

.056 -2.7 .0 
高 7.9 1.6 

長座体前屈 
低 4.7 2.4 

.020 -3.4 -.3 
高 6.6 1.5 

上体起こし 
低 5.2 2.9 

.130 -4.1 .6 
高 6.9 3.0 

開眼片足 
立ち 

低 7.1 2.7 
.020 -3.6 -.3 

高 9.1 1.3 

10m障害物
歩行 

低 7.0 2.4 
.002 -3.7 -.9 

高 9.3 .7 

6分間歩行 
低 6.0 1.5 

.005 -3.1 -.6 
高 7.9 1.7 

合計点 
低 36.5 9.9 

.002 -17.7 -4.6 
高 47.6 6.4 

ADL群別の体力得点（女性） 


