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あらまし   本研究では，生活習慣病予防教室により得られる身体測定や血液検査等のデータから，生

活習慣病の予防効果の傾向を把握するための分析支援システムを開発した．近年，全国的に生活習慣病

予防教室が実施され，予防への取り組みが活発化しているが，どのような取り組みをすればどのような

参加者に効果があるのか，その詳細を分析することは容易ではない．そこで本システムでは，教室を実

施することで得られる時系列の測定データから，どのような群の参加者に効果があったのかを組み合わ

せ的に調べて分析者に提示することで，少ない労力で教室の効果の傾向を把握できるようにした．また，

分析者は，提示された群のデータを表形式で表示して分析結果を確認した上で，群の切り出し条件を少

し変えた場合等の周辺結果を試行錯誤しながら閲覧でき，本システムを分析のための基本的なツールと

して使用できる．  
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Abstract: In this paper, we present a system to support medical doctors to derive hidden effects of the 
classes that are organized to improve lifestyle related disease. Recently in Japan, the number of such kind of 
classes is increasing rapidly, but it is not easy to know the type of participants for whom each class has 
particular effects. Our system does a data mining to find a group for which a class has particular effect by 
generating several combinations of conditions from the data of the classes. With our system, one can find 
groups of particular effect without much time and labor, and can also confirm the original data from which the 
effect is revealed. Our system can be used as a fundamental analysis tool to analyze the data of that kind of 
classes.  
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1. はじめに  

近年，世界的に生活習慣病への問題意識が高まって

いる．生活習慣病とは，食習慣や運動習慣などの生活

習慣が原因となる疾患群の総称であり，代表的なもの

として糖尿病や高血圧，高脂血病などが挙げられる．

生活習慣病の共通要因として肥満が挙げられることが

多く，このためメタボリック症候群 [1]とも深い関係が

ある．厚生省の調査 [2]によると，メタボリックシンド

ロームは主に中高年層に多く，40 歳～74 歳では予備軍

を併せると男性では 2 人に 1 人，女性では 5 人に 1 人

が該当する．生活習慣病の一つで，肥満とも関係の深

い糖尿病に関しては，平成 14 年の糖尿病実態調査 [3]
によると，日本では予備軍を入れて約 1600 万人が該当

し，一方，アメリカ政府の調査 [4]では，アメリカ人の

うち約 2000 万人が該当するとの報告がある．いずれの

症状も継続的な増加傾向にあり，社会的にも大きな問

題として認知されるようになっている．  
近年，このような生活習慣病の状況への対策として，

全国的に生活習慣病予防教室の実施が活発化している．

生活習慣病改善のためには，食事の改善と運動の促進

が有効であるとされ，これらの活動の知識を増進する

講義や，効果的な食事の改善法や運動方法の実技指導

などが，全国の市町村や病院を中心として行われてい

る．しかし，これらの取り組みは日が浅いこともあり

ノウハウが十分に蓄積されておらず，保健師などの指

導者が試行錯誤で行っていることが多い．保健師の人

手不足などもあいまって，より効率的かつ効果的な教

室の実施が求められている．  
一方，生活習慣病予防教室では一般的に，参加者は

複数回にわたって身体測定や血液・尿検査，アンケー

ト調査などを行う．2008 年 4 月からの特定検診の義務

化の影響もあり，同様の教室が全国的に展開されてい

るため，そのデータ量は膨大なものになっている．こ

の膨大なデータを用いた分析，およびデータマイニン

グへの取り組みも始まっている．文献 [5]は，蓄積され

た膨大な生活習慣病データとその分析結果を利用して，

患者に対する生活習慣病リスクの判定を実現している．

また，生活習慣病データからのデータマイニングによ

り，須賀ら [6]が睡眠時無呼吸症候群と高血圧発症の関

係性を導き出すなどの成果も挙がっている．  
しかし，生活習慣病データが発生する教室実施現場

では，このデータを利用して現場の教室実施の効率化

につなげるための分析は十分ではない．一回の教室で

発生するデータ項目が膨大であることに加え，Excel
を含めて一般的な統計解析ソフトだけでは，時系列デ

ータを含む教室データから，有用な傾向を発見するこ

とは難しいからである．  
そこで本研究では，まず生活習慣病予防教室から発

生するデータをモデル化し，多くの教室データを統一

的に扱えるようにデータベース化した．次に，蓄積さ

れたデータから，どのような条件の参加者に教室の効

果が見られたのかという傾向を把握するための，デー

タマイニング手法を提案し，これをマイニング支援シ

ステムとして実現した．さらに，実際の生活習慣病予

防教室のデータを用いて評価を行った．  
本論文の構成は以下の通りである．まず，2 章で生

活習慣病データについて説明したのち，データから効

率的に傾向を把握するデータマイニング手法について

述べる．3 章では実装したシステムの動作及びインタ

フェースについて説明する．4 章で評価と考察につい

て述べた後，5 章でまとめを記す．  
 

2. 生活習慣病の予防効果分析  

2.1. 生活習慣病予防教室への取り組み 

生活習慣病とは，食習慣，運動習慣，休養，喫煙，

飲酒などの生活習慣が，その発症・進展に関与する疾

患群の総称であり，糖尿病，高血圧，高脂血症，肥満

症，高尿酸血症などの病気が挙げられる．これらの病

気は，生活習慣を改善することで，発症や進行が予防

できるということが経験的に明らかになっており，全

国的に予防への取り組みが急激に活発化してきている．

予防方法としては継続的な運動や食事の改善が主とな

っているが，いずれも一定の知識のもとに，忍耐強い

個人の取り組みが必要であり，知識取得のための講義

や，効果的な運動・食事の改善方法の指導，そして個

人が意識的に予防活動を継続できる仕組みつくりが求

められている．  
このため，全国の病院や市町村を中心として，運動

や食事の改善を主とした生活習慣病予防が実施されて

おり，栄養指導や生活習慣病の講義，効果的な運動の

指導など様々な取り組みが行われている．これらの教

室では一般的に，教室実施による効果や傾向を（参加

者と指導者の両方が）把握するために，教室の実施期

間中に数回にわたって，複数の調査や測定が行われる．

これらには，アンケートや身体測定，血液検査，尿検

査などが含まれる．この値を用いて，参加者と指導者

は教室による効果を確認することになる．  
このような生活習慣病教室は近年継続して取り組

みが行われる場合も増加し，保健師らによる経験も蓄

積しつつある．また，今後もこれらの活動は全国的に

広まるものと推測される．  
 

2.2. 予防効果分析へのニーズ 

一方，生活習慣病教室への取り組みが継続するにつ
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れて，どのような取り組みがどのような参加者に対し

て効果があるのかを把握することで，効率的に教室を

運営したいという要求が発生してきている．年齢層や

性別，体質，地域，生活習慣のパターンのなどで参加

者を分類し，どのような参加者に対してどの取り組み

が有効であるかを把握できれば，より効率的な教室の

運営が可能になることは言うまでもない．しかし現状

では，このような傾向把握は専ら教室を担当する指導

者が積み上げたノウハウという形で累積されており，

体系だった知識が構築されているとは言い難い状況で

ある．  
一方，蓄積された教室データを用いた分析への取り

組みについては，分析者が Excel などの一般的な統計

ソフトを用いて個人で分析を行う場合が多く，その場

合には手間の問題から，その教室の主催者が工夫をし

た点について効果を検証する程度の分析しかなされず，

網羅的な分析がなされないままデータが放置されるこ

とになる．しかし，このデータを用いて隠れた傾向を

読み取ることは，教室実施を効率化するために重要な

ことである．本研究ではこのニーズを汲み，手間なく

網羅的な分析ができるシステムを実現する．  
教室を実施することで得られる情報は，教室の参加

者名簿と各参加者の調査結果である．教室は通常，一

定の期間内に数回参加者に集まってもらい，指導と調

査（検査）を行う．調査は，アンケートや身体測定，

血液検査，尿検査などに分類され，教室により，どの

タイミングにどの調査を行うかが異なる．もちろん，

同じ調査（例えば身体測定）が違う時期に複数回実施

される場合もあるため，調査データは時系列データと

なる．教室によって調査や測定を行う項目は多少異な

るものの，教室には複数の参加者が存在し，参加者ご

とに時系列での調査結果が存在するというデータ構造

は同じである．図 1 に生活習慣病予防教室の流れとデ

ータの概要を示す．この図を見ると，参加者一人一人

に対して複数回にわたり各種の調査や測定が行われる

データ構造が読み取れる．  

運動の促進栄養指導

参加者

種々の検査

例．3キロやせる教室

身体診断

アンケート

【実施期間中の効果を調査】

調査結果

生活習慣病予防教室

開始時 1ヵ月後 3ヵ月後

【 身体診断結果 】
開始時 86.5 [kg]
1ヵ月後 86.1 [kg]
3ヵ月後 85.4 [kg]

【 血液検査 】
開始時 80.5 [mg/dl]
3ヵ月後 78.9 [mg/dl]

体重

血糖値

調査項目：全200項目以上

・・
・

身体診断 身体診断

・・
・

 

図 1 生活習慣病予防教室の流れとデータの概要  
 

このデータから有用な傾向を読み取るにはどのよ

うな分析をすれば良いだろうか．求められていること

は，各教室に対して，どのような条件の参加者の群に

対してとりわけ効果があったのかを知ることである．

教室は幾つもの地域で実施されており，教室ごとに生

活習慣病予防を目的とした独自の手法による取り組み

が行われているため，それぞれの取り組みが参加者に

及ぼす効果の度合いは少しずつ異なると考えられる．

また同様に，教室の中でも参加者によって得られる効

果には違いがあり，それには何らかの理由があると考

えられる．実際，教室には年齢や性別の異なる参加者

が存在しているように，その他にも喫煙者や非喫煙者，

酒を飲む人や飲まない人，太っている人や痩せている

人など，個々の参加者が異なる条件を持っており，参

加者の持っている条件が効果の違いに大きな影響を及

ぼしている可能性は十分に考えられる．  
そこで，教室を実施して得られた調査項目の値を用

いて様々な条件で参加者の絞り込みを行い，明らかな

効果の違いが表れる群を見つけ出すことを試みる．こ

れにより，どのような条件の参加者に効果があったの

かを知ることができる．  
 

2.3. 予防効果分析のためのデータ比較  

どのような条件の参加者にどのような教室の効果

があったかを探求するためには様々な分析方法が考え

られるが，本研究における考え方は次のようなもので

ある．ある教室を考え，この教室の取り組みが効果を

上げるような参加者の条件を求める．まず，効果を上

げるとは，ある一つの調査項目の値が，教室の取り組

みの経過と共に統計的に有意に変化することである．

例えば，ある参加者の群について，教室の経過に伴い

体重の減少に有意な差が見られれば，この教室は体重

を減らす効果があったと言える．さらに，ある条件を

満たす参加者に対して効果があることとは，ある条件

を満たす参加者の体重差には有意差が認められるが，

満たさない参加者の体重差に統計的な有意差が認めら

れないことである．実際には，それほど極端に有意差

の有無が分かれることは少ないかもしれない．しかし

この傾向の程度は，次のような比較を行うことによっ

て測ることができる．  
 
A) 参加者をある条件により 2 群に分割する．分割し

た各群に対して，ある調査項目の 2 つの時期の値

の差を（参加者ごとに）とり，その差の程度を比

較する．  
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つまり，一つの教室の参加者に対して様々な条件を

適用し，この比較を行うことが，傾向把握を行うこと

につながる．なお，はじめに教室の参加者を何らかの

条件 (男性のみ，など )で絞り込んでおいて，その後に

上記 A) のような分割を試しても良い．  
具体例を挙げると，例えば，40 歳以上の参加者を体

重が 60kg を超えるか否かという条件で 2 群に分割し，

教室開始時と 3 ヵ月後の BMI(Body Mass Index)の差を

比較する．この「差」に統計的に有意な差が見られれ

ば，体重によって BMI の変化傾向に差があることが読

み取れる．  
さらに，この比較に付随して，次のような比較も行

えると，データの傾向把握にあたって有用である．  
 
B) 参加者をある条件により 2 群に分割する．各群の

参加者に対してある時期のある調査項目の値を 1
つとり，この値を群間比較する．  

C) 参加者をある条件により絞り込むことで 1 つの群

を得る．この群に対して，ある調査項目の 2 つの

時期の値の差を（参加者ごとに）とり，その差の

程度を比較する．  
 
比較 B) と C) は，比較 A) の結果の補助的役割を担

う．つまり，比較 A) によって，ある分割条件に対し

て何らかの効果の差が見られたとしても，もともとの

値に差がどの程度あったのかによって，その効果に対

する評価は変わってくる．例えば前述の BMI の例では，

はじめから 60kg を超える参加者とそうでない参加者

の間に，明らかな BMI の差があったとすれば，体重に

より分割された 2 群間に効果の差が見られても，さし

て驚くことではないかもしれない．このように，値そ

のものの群間比較を行うのが比較 B) である．同様に，

比較 C) は，片方の群内での効果の度合いがどの程度

であったかを比較している．  
本研究では，このような 3 種類のデータ比較を行う

ことにより，教室の効果の傾向把握を行うことを目指

す．このために，システム上で分析対象となる教室と

調査項目を選択し，参加者の絞り込み条件と分割条件

を入力すれば，その比較結果がシステム上で確認でき

るようなシステムを構築する．ここで，上記の比較

A,B,C) は，いずれも t 検定を用いて p 値として数値化

することができることに注意すると，表示すべき結果

は，これらの p 値に加えて，周辺の統計データが閲覧

できるものであれば良い．このために，教室データを

データベース化したうえで，分析者がデータ比較を効

率的に行えるような分析インタフェースを備えた分析

支援システムを構築した．  
 

2.4. 効果傾向のマイニング 

分析者は様々な条件を指定して教室の参加者を絞

り込み，さらに 2 群に分割したうえで比較 A, B, C) を
行うことで効果の分析を行う．しかし，1 教室あたり

最大で 200 以上の調査項目があり，それぞれの測定値

が時系列に複数存在するため，その比較の組合せが膨

大になる．そこで，この膨大な組合せから興味深い条

件を効率よく見つけ出せるような，データマイニング

機能を提供することとした．  
データマイニングは，一つの教室データの分割条件

を組合せ的に網羅することで行う．ここで比較 A, B, 
C) の結果が t 検定の p 値によって数値化できることを

思い出すと，これは，A, B, C) の比較方法ごとに，全

ての分割条件に対して p 値を求め，その上位を提示す

ることで行える．  
分割条件の組合せは，次のようにして列挙する．ま

ず，調査項目がカテゴリデータ（男女の別のように，

数値的な大小のないもの）であれば，その値により参

加者を 2 つに分割する．本システムの調査項目には 3
値以上の値をとるカテゴリデータは存在しないため，

常に群を 2 分割する条件となる．また調査項目が連続

数値データである場合には（体重などの数値で表現さ

れたもの），参加者数が均等になるように 5 分割する各

境界線 4 つを，その調査項目に対する分割条件として

列挙する．この分割条件の列挙を，全調査項目の全時

期のデータに対して行い，これを全て試行したうえで，

p 値の良いものを提示する．このデータマイニングイ

ンタフェースにより，効果分析効率は格段に向上する． 
 

3. 生活習慣病予防教室の効果分析支援システム  

3.1. 教室データのデータベース化  

教室実施により得られる教室の参加者名簿，各参加

者の調査結果などの情報を関連付けて管理し，データ

比較や効果傾向のマイニングを行うために，教室デー

タのデータベース化を行うことにした．どの教室にお

いても，複数の参加者が存在し，参加者ごとに時系列

での調査結果が存在するというデータ構造を設計の軸

として，データベーススキーマの設計を行った．  
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結果ID
コースコード
P値
調査項目

マイニング結果A
K
R

結果ID
コースコード
P値
調査項目

マイニング結果B

K
R

結果ID
コースコード
P値
調査項目

マイニング結果C
K
R

コースコード
市町村名
教室名
分類
開始日

教室

K

参加者コード
時期区分
調査項目

生活習慣調査

KR
K

参加者コード
コースコード
氏名
性別
生年月日

名簿

K
R

参加者コード
時期区分
調査項目

身体測定

KR
K

参加者コード
時期区分
調査項目

運動調査

KR
K

参加者コード
時期区分
調査項目

尿

KR
K

参加者コード
時期区分
調査項目

血液

KR
K

参加者コード
時期区分
調査項目

食事調査

KR
K

… … … …… …
…

…
…

 

図 2 データベーススキーマ  
 

データベーススキーマを図 2 に示す．データベース

は計 11 個のテーブルから構成される．教室テーブルは

各教室の情報を管理するためのものであり，1 つの教

室に対して 1 レコードのデータが存在し，教室は主キ

ーであるコースコードという 4 桁の文字列により管理

される．名簿テーブルは教室ごとの参加者の情報を管

理するためのものであり，参加者 1 人に対して 1 レコ

ードのデータが存在し，参加者は主キーである個人コ

ードというコースコード（4 桁）＋識別番号（3 桁）か

らなる 7 桁の文字列により管理される．身体測定，生

活習慣調査，運動調査，食事調査，血液，尿の 6 テー

ブルは教室で行われる調査項目を種別に分類し，それ

ぞれの項目の調査結果を時系列で管理するためのもの

であり，参加者 1 人に対して調査を行った時期ごとに

1 レコードのデータが存在する．主キーは参加者コー

ドと時期区分である．時期区分とは，調査を行った時

期を数値として表したものである．また，データマイ

ニングの結果を格納するための 3 つのテーブルは，あ

らかじめ各条件で自動分析を行い，その結果を格納す

るためのものであり，1 つの比較に対して 1 レコード

のデータが存在し，分析結果は主キーである結果 ID
により管理される．  

また，教室実施現場では通常 Excel 形式でデータ管

理を行っているため，CSV 形式に変換したファイルか

らデータベースに教室データの登録・修正を行うため

のデータ管理機能を実装した．これにより，教室デー

タの登録・修正などの作業が容易に行うことができる． 
 

3.2. 比較インタフェース 

2.3.で述べた 3 種類のデータ比較を手動で行うイン

タフェースについて説明する．比較を行うためには，

分析者が指定する必要のある事項が幾つか存在する．

それは，どのような条件の参加者に対して，どの調査

項目のどの時期の値を比較するのかということである．

もちろん，参加者が調査を行った全データの比較を一

度に行うという場合も考えられるが，分析者が調査項

目や時期を指定して比較を行う場合も多く考えられる．

よって，柔軟かつ効率的にデータ比較を行うために，

比較の条件となる集計参加者群，調査時期，調査項目

をスムーズに指定できる分析ステップを組み立てた．  
分析ステップを図 3 に示す．まずは比較を行う集計

参加者の群を選択し，次に測定値の推移を見たい調査

時期，続いて比較を行う調査項目を選択することで，

比較結果を表形式で表示するという流れを基本的な分

析ステップとする．このような順序にした理由として

は，選択された参加者の群によって調査項目の値の存

在する時期が異なるからである．さらに，指定した条

件におけるデータ比較を行った状態から，参加者の群

の切り出し条件を少し変えた場合などの周辺結果を試

行錯誤しながら閲覧できるように，集計参加者，調査

時期，調査項目などの一部の条件をのみを変えて再度

分析を行えるような流れを基本的な分析ステップに加

えた．  

① 集計群選択
（参加者の分割）

② 調査時期選択

③ 調査項目選択

④ 比較結果表示
（参加者の絞り込み）

 

図 3 分析ステップ  
 

上記の分析ステップを基に，比較インタフェースの

設計を行った．比較インタフェースは 4 種類の画面に

よって構成されており，各画面が分析ステップの，集

計群選択，調査時期選択，調査項目選択，比較結果表

示に対応している．  
図 4 に集計群選択画面を示す．この画面は教室の参

加者を様々な条件により分割し，集計群の選択を行う

画面である．参加者の分割を行うためには，画面上部

の「分割条件」において分割を行うための条件を指定

する必要がある．分割条件の指定方法は，調査項目が

カテゴリデータの場合と連続数値データの場合で異な

る．調査項目がカテゴリデータであれば，その値によ

り参加者を 2 つに分割する．また調査項目が連続数値

データであれば，その調査項目に対して分割を行う閾

値を入力し，閾値で参加者を 2 つに分割する．図 4 は

連続数値データによる分割の例として，体重が 60kg
を超えるか否かという条件を用いて参加者の分割を行
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った画面を示している．分割条件を入力した状態で「再

表示」ボタンを押すと，データベースに登録されてい

る全教室において参加者の分割を行い，分割された群

に含まれる参加者の総数や各教室の情報が一覧で表示

される．また調査項目が連続数値データの場合に限り，

2 つの閾値を指定して参加者を 3 つに分割し，3 つの群

それぞれを群間で比較できるようになっている．こう

することで分析者は，右下部のチェックボックスを用

いて一覧表から 1～3 集計群を構成する参加者集合を

自由に選択することができる．この画面ではさらに，

教室が行われた市町村，教室名，教室開始日などを基

に「絞り込み検索」によって，表示する教室の絞り込

み表示を行うことができる．  

 

図 4 集計群選択画面  
 

図 5 に調査時期選択画面を示す．この画面は，調査

項目のどの時期のデータを比較するのかを選択する画

面である．この画面では，調査項目の値が存在する参

加者の総数を集計群別，時期別，調査種別に一覧で表

示する．ここで調査種別とは，同時期に調査が行われ

る項目のセット（身体測定，血液検査，など）のこと

である．  
例えば，ある集計群 1 と集計群 2 の 2 つの群が選択

されており，2 群間で比較を行いたい調査項目の値の

存在する時期がそれぞれ，集計群 1（に含まれる参加

者）では「教室開始時」，「2 ヵ月後」，「4 ヵ月後」，集

計群 2（に含まれる参加者）では「教室開始時」であ

った場合を考えてみる．この場合，共通して調査項目

の値の存在する時期が「教室開始時」のみであるため，

調査項目の教室開始時の値を 2 群間で比較することは

できるが，2 つの時期における値の差を比較すること

ができない．もし分析者がこの 2 群に対して，調査項

目の 2 つの時期の値の差を比較したいと考えていた場

合，その比較ができないことを一覧表から読み取るこ

とができる．このようにして，分析者は集計群別，調

査種別のデータ数を一覧で確認しながら，データ比較

を行う時期を選択する．  

 

図 5 調査時期選択画面  
 

表示項目選択画面は，調査時期選択画面と同様に，

データの比較を行う調査項目を選択する画面である．

この画面は単純に比較する調査項目を選択するだけな

ので，説明を省略する．  
図 6 に比較結果表示画面を示す．この画面は，各画

面で指定した条件による集計群の比較結果を表形式で

表示する画面である．分析者は，図 6 の A，B，C に示

しているそれぞれの p 値を見ることにより比較結果を

判断するため，これらの値は非常に重要となる．画面

では集計群ごとに，教室開始時とそれ以降の各時期の

2 つの時期において調査項目の値が共に存在する参加

者の度数（調査者数），時期ごとの調査項目の値の平均

値，標準偏差，最小値，最大値に加え，教室開始時か

ら各時期までの調査項目の値の差（変化量）の平均値，

差の標準偏差，差の最小値，差の最大値，およびその

2 つの時期の値の差が有意な差であるのかを検定によ

り判断するための指標となる有意差の値を表示する．  
図 6 の C で示している有意差の値は，2.3 節で述べ

た比較 C) に対する評価を行うための値であり，対応

のある場合の t 検定により得られる p 値を採用する．p
値が例えば 0.01 以下の非常に小さな値であれば，その

群における 2 つの時期の値の差が有意水準 1%におい

て有意な差であると認められたことになる．  
図 6 の B で示している値は，2 つの群における各時

期の値の差が有意な差であるかの検定を行って得られ

た有意差の値である．この有意差の値は，2.3 節で述

べた比較 B) に対する評価を行うための値であり，対

応のない場合の t 検定により得られる p 値である．  
図 6 の A で示している値は，2 つの群における 2 時

期の変化量の差が有意な差であるかの検定を行って得

られた有意差の値である．この有意差の値は，2.3 節

で述べた比較 A) に対する評価を行うための値であり，

対応のない場合の t 検定により得られる p 値である．  
また，調査項目の時期ごとの値を可視化するための

グラフ表示機能があり，これによって集計群ごとの調
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査項目の値の推移を一目で確認することができる．  
さらに，この画面では，絞り込み条件を加えての再集

計が可能であり，集計群に含まれる参加者に対して調

査項目の値による絞り込み条件を最大 5 つまで指定す

ることができる．例えば，ある『喫煙者』の群と『非

喫煙者』の群のデータ比較を行っている状態で，絞り

込み条件として，『男性』かつ『60 歳以上』かつ『教

室開始時の最高血圧が 140 以上』かつ『教室開始時の

BMI が 25 以上』という条件を加えて再集計を行うと，

これらの 4 つの条件に該当する参加者の中での，『喫

煙者』の群と『非喫煙者』の群のデータ比較を行うこ

とができる．  

 

図 6 比較結果表示画面  
 

3.3. マイニングインタフェース 

2.4 節で述べたように，A，B，C) の比較方法ごとに

全ての分割条件に対して分割条件に対して p 値を求め，

その上位を掲示するためのインタフェースを実装した．

マイニングインタフェースは比較方法に対応した 3 つ

の画面で構成されており，各画面ではそれぞれの比較

によって求められた p 値の値が小さい順にランキング

で表示される．  
マイニング結果表示画面（比較 A），（比較 B）の例

を図 7，8 に示す．図 7 の画面は，全ての分割条件によ

って分割された参加者の各群に対して，全調査項目の

2 つの時期における変化量の差を，p 値を用いてランキ

ング表示している．  
画面例では，ある教室の参加者を基礎代謝量の値で

2 群に分割し，群間に生じる血糖値の 2 つの時期での

変化量の差，即ち比較 A における p 値のランキングを

表示している．この表からは，基礎代謝量の値が 1169
以上であるか未満であるかという条件で群を 2 つに分

割した時の，血糖値の 2 つの時期における変化量の差

の p 値の値が，かなり小さな値であることがわかる．

よって，2 つの群では血糖値に対して何らかの効果の

差が見られ，基礎代謝量によって血糖値の変化傾向に

差があることが読み取れる．  
しかし，図 7 の表だけでは，片方の群内での効果の

度合いがどの程度であったかを判断することができな

いため，図 8 に示している画面を用いる．図 8 の画面

では，1 つの群に対して調査項目の 2 つの時期の値の

差を p 値の値でランキング表示しているため，分割を

行った片方の群内における効果の度合いを読み取るこ

とができる．  
画面例では，ある教室の参加者を基礎代謝量の値で

絞り込むことにより得られた 1 つの群に対して，血糖

値の 2 つの時期における値の差のランキングを表示し

ている．この表からは，基礎代謝量の値が 1169 未満で

あるという条件で絞り込むことにより得られた 1 つの

群では，血糖値の 2 つの時期の差の p 値の値がかなり

小さな値であることがわかる．一方，基礎代謝量の値

が 1169 以上であるという条件で絞り込むことにより

得られた 1 つの群では，p 値の値が大きな値であるこ

とがわかる．このことから，図 7 で見られた効果の違

い，即ち基礎代謝量の値が 1169 以上であるか未満であ

るかという条件で分割した 2 つの群間に生じた血糖値

の効果の違いは，詳しく見ると，基礎代謝量の値が

1169 未満の群に効果が見られ，1169 以上の群に効果が

見られない現象であったことがわかる．  
マイニングインタフェースでは，画面上部の絞り込

み検索により分析結果から教室，調査項目，時期など

を細かく絞り込むことができ，指定した条件に該当す

る分析結果のみでランキング表示を行うことができる．

さらに，表示される比較結果の p 値の部分が比較イン

タフェースの比較結果表示画面図 6 に示される一覧表

へのリンクになっており，リンクをクリックすること

で，それぞれの群のデータを表形式で表示して分析結

果を確認することができる．これにより分析者は，提

示された群のデータを表形式による比較結果を確認し

た上で，群の切り出し条件を少し変えた場合などの周

辺結果を試行錯誤しながら分析を行うことができる．  

 

図 7 マイニング結果表示画面（比較 A）  
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図 8 マイニング結果表示画面（比較 C）  
 

4. 評価と考察  

4.1. 評価  

本システムのマイニング機能を実際のデータに適

用することで，興味深い傾向をどの程度見つけ出せる

かを評価した．評価データとして十程度の教室データ

をデータベースに登録した．1 教室あたり，60 名程度

の参加者が，6 ヶ月の期間参加したデータである．本

システムのインタフェースを用いて，これらのデータ

から手作業で興味深い影響を探索する作業を行った．  
その結果，自明でない効果傾向が数十以上発見でき

た．多くの場合の傾向の発見手順は，比較 A)の分割に

よる群間有意差を発見した後，比較 C) で各群内の時

間による効果の有意差を確認し，片方の群にのみ非常

に有意な差が見られるというものであった．  
例えば，血液に関連する調査項目として，HDL（善

玉）コレステロールと LDL（悪玉）コレステロールの

値に対して明らかな効果の違いが見られた．それぞれ

の効果の違いについて詳しく見たところ，ある教室で

は HDL コレステロールの値に対して，睡眠時間が 7
時間以上の参加者には明らかな減少効果が見られ，睡

眠時間が 7 時間未満の参加者に効果が見られない現象

であったことがわかった．一方，また別の教室では

LDL コレステロールの値に対して，睡眠時間が 7 時間

未満の参加者には明らかな減少効果が見られ，睡眠時

間が 7 時間以上の参加者には効果が見られない現象で

あったことがわかった．この傾向の信頼性については

今後確認の必要があるものの，興味深い傾向を発見で

きる可能性は示されたと言える．  
 

4.2. 考察  

実際のマイニング作業の結果，本システムのデータ

マイニング機能によって，調査項目間で効果に差があ

る数多くの分割条件を見つけ出すことができた．これ

らの中には当然の効果や既知の効果が含まれているケ

ースもあるが，意外な結果と思われる傾向も多く存在

した．また，さらに時間をかけて作業をすれば，より

多くの効果傾向を発見できる感触を得た．さらなる評

価は必要であるが，現段階の評価結果から判断すると，

本システムは現場でのデータマイニング作業に役立つ

有用なシステムであり得る．  
 

5. おわりに  

本研究では，膨大に蓄積されるであろう生活習慣病

予防教室のデータから，有用な効果傾向を読み取るデ

ータマイニングシステムを設計・構築した．実際の教

室データを用いて評価を行った結果，自明ではなさそ

うな効果の傾向を多く発見することができた．今後の

課題は，さらに多くのデータを用いた評価実験を重ね

ることに加え，医療専門家による効果傾向の判断を経

て実用性の評価を行うことである．本システムが生活

習慣病予防の効率化につながることを祈っている．  
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