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本日のお品書き

1. 疫学の計算問題
2. 覚えにくいポイントの確認
3. トピックス
4. (時間があれば)法律の確認



1.疫学計算問題

1)  尤度⽐計算とオッズ
2)  年齢調整死亡率



1)疫学：定義

感度
特異度
偽陽性率
偽陰性率

疾患あり 疾患なし 合計
陽性 a c a＋c
陰性 b d b＋d
合計 a＋b c＋d total

= a/a+b
= d/c+d
= c/c+d (=1-特異度)
= b/a+b (=1-感度)



尤度比

陽性尤度⽐：疾患をもっている⼈で、検査
が何倍陽性となりやすいか

疾患あり 疾患なし 合計

陽性 a c a＋c

陰性 b d b＋d

合計 a＋b c＋d total

a / a+ b
c / c+ d

 =感度/(1-特異度)具体的には



ベイズの定理

検査前確率をpとしたとき、検査前のオッズ
は   となる

★ポイント
オッズは⽐の考え⽅なので、分⺟と分⼦に
オーバーラップが存在しない

p
1− p

検査後オッズ=検査前オッズ x 尤度⽐



(109F-10)
MECテキストp48

ベイズの定理は⽐で成⽴するものなので、まずは確率を
オッズに直す必要がある。
検査前オッズ = 0.2/1-0.2 =1/4
ベイズの定理より、検査後オッズ = 検査前オッズ x 尤度⽐
                = 1/4 x 4 =1

検査後確率をpʼとしたとき、検査後オッズは
1=    ↔ pʼ= 0.5p '

1− p ' 解：d(77.8%)



2)疫学：死亡率計算

年齢集団	 標準集団	 観察集団	

人口	 死亡数	 死亡数/
人口	

人口	 死亡数	 死亡数/
人口	

0〜14	 500	 10	 0.02	 400	 8	 0.02	

15〜64	 300	 3	 0.01	 300	 3	 0.01	

65以上	 200	 8	 0.04	 300	 9	 0.03	

合計	 1,000	 21	 1,000	 20	

直接法：標準集団の⼈⼝・観察集団の死亡率
間接法：標準集団の死亡率・観察集団の⼈⼝

(73A-99 MECテキストp22)

必要なものは2つだけ



間接法

(109G-43)
MECテキストp25

：標準集団の死亡率・観察集団の⼈⼝
解：b (50.3%)



2.覚えにくいところ
1)  解剖の種類
2)  医療保険
3)  介護保険
4)  がん統計
5)  法定感染症
6)  公費医療
7)  学校感染症



1)解剖の種類

source：レビューブック 公衆衛⽣2016 p169

New！→



a.  医師法に基づく
b.  ⾏政解剖=新法解剖・監察医解剖(＋承諾解剖)
c.  ⻭科医師も発⾏できる(死体検案書は医師のみ)
d.  そのとおり
e.  死体解剖保存法に基づく

解：d

(102E-34)

参考：⾏政解剖は犯罪に関係なく、死因が明確でない場合に死因等の究明のため⾏う。 
(○) (109E-21)

★⾖知識：死産証書と死胎検案所は助産師も交付できる



2)医療保険

source：レビューブック 公衆衛⽣2016 p232



国民皆保険の歴史

もともと医療保険に⼊れたのは被⽤者とそ
の家族のみだった
【健康保険法：1922年】

⾃営業者らも医療保険に⼊れるように
【国⺠健康保険法：1958年】
→国⺠皆保険の成⽴



高齢者医療保険の成立

退職した⾼齢者は、扶養家族となって医療
を受けるのが⼀般的だった(保険料なし)
【⽼⼈保健法：1985年】

ヘルス(保健)からインシュランス(保険)へ
by Dr.⾼橋

⾼齢化により、後期⾼齢者医療制度が成⽴
(保険料1割)
【⾼齢者医療確保法：2008年】



a.  国⺠健康保険法(1958年)の制定によって〜
b.  健康保険法(1922年)の制定によって〜
c.  医療保険の⾃⼰負担分を公費で助成する制度があった(！)
d.  ⽼⼈保健法が改正され、⾼齢者医療確保法が施⾏された。
e.  ヘルス(保健)からインシュランス(保険)へ

解：e (66.0%)

(104E-2)



3)介護保険

医療と介護は別！

New！
(2015/4〜)



常時の介護が必要/リハビリは必要ない

→介護⽼⼈福祉施設(特別養護⽼⼈ホーム)
解：e

(101D-2)
MECテキストp134



病状は安定している→医療は必要なし
リハビリをしたい！

→介護⽼⼈保健施設

70歳の男性．脳梗塞で6ヵ⽉間⼊院治療を受け，病状が安定
してきた．失語症と右⽚⿇痺とがあるのでリハビリを継続し
て⾏っているが，寝たきりの状態である．
紹介する施設として最も適切なのはどれか．
(選択肢省略) (98B-3)



“医療”が必要な⼈は療養病床(もしく
は介護療養型医療施設)へ

Q. それぞれの保険給付は？
解：a (92.9%)

(107B-3)



a・b・e. ハウス/ホームは⽣活の場所
d. 介護サービスが必要な⼈

解：c(82.7%)

(109B-3)
MECテキストp133



a.  福祉⽤具の貸与
b.  ショートステイ
c.  訪問リハビリテーション
d.  介護⽼⼈福祉施設への⼊所
e.  介護⽼⼈保健施設への⼊所

介護保険で受けられるサービスのうち、原則
として要介護3以上でのみ受けられるサービ
スはどれか。 
(2015年度冬MEC模試 G-14)	

解：d (49.7%)d. 要介護3のみとなった(2015/4〜)
e. 施設サービスは要⽀援では受けることができないが、要
介護では受けることができる



4)がん統計(男性-粗死亡率)

source：http://gdb.ganjoho.jp/graph_db/index?lang=ja

増加傾向：⼤多数
減少傾向：胃・肝臓



がん統計(女性-粗死亡率)

source：http://gdb.ganjoho.jp/graph_db/index?lang=ja

増加傾向：⼤多数
減少傾向：胃・肝臓



がん統計(男性-年齢調整死亡率)

source：http://gdb.ganjoho.jp/graph_db/index?lang=ja

増加傾向：膵臓
減少傾向：⼤多数



がん統計(女性-年齢調整死亡率)

source：http://gdb.ganjoho.jp/graph_db/index?lang=ja

増加傾向：膵臓・乳房
減少傾向：⼤多数



解：e (18.1%)

粗死亡率において
減少傾向：胃癌・肝臓癌
微減傾向：肺癌・⾷道癌
増加傾向：膵臓癌

(第3回TECOM模試 B-5)



TOPICS：全国がん登録制度の開始

source：http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H0Q_Y6A100C1CR0000/

Ø 病院等管理者が届出
Ø 届出先は都道府県知事
Ø 根拠法：がん登録推進法



source：レビューブック 公衆衛⽣2016 p396

2類：感染が広がりやすい
(≒呼吸器)→⼊院勧告が必要
3類：特定の職業の⼈から広がる
(≒少数の菌で発症する⾷中毒)→就業制限が必要
4類：媒介動物により広がる(⼈獣共通感染症)→対物処置が必要

5)法定感染症



⿇疹と侵襲性髄膜炎菌感染症は5類感染症だが、診断後直ち
に届け出るようになった ←New！ 解：a・c (86.9%)

現在はbも正しい

(109G-30)
MECテキストp192

source：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/
kekkaku-kansenshou11/01.html

a.2類 b.5類 c.3類 d.5類 e.5類 →直ちに届出は4類以上



6)学校感染症

Ø 第1種は治癒するまで出席停⽌。対象疾患は
結核を除く第1・2類感染症など

Ø 結核・髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種は疾患
ごとに異なる(後述)

source：レビューブック 公衆衛⽣2016 p485



学校感染症(第2種)

インフルエンザ

百⽇咳

⿇疹

流⾏性⽿下腺炎

⾵疹

⽔痘

咽頭結膜炎

発症後5⽇間を経過し、かつ解熱後
2⽇を経過するまで

特有の咳が消失、または5⽇間の抗
菌薬治療終了まで
解熱後3⽇間経過するまで

腫脹発現後5⽇を経過し、かつ全⾝
状態が良好になるまで
発疹が消失するまで

すべての発疹が痂⽪化するまで

主要症状消退後2⽇を経過するまで

出席停⽌期間



source：レビューブック 公衆衛⽣2016 p241

7)公費医療

New！→



参考：結核患者の医療費の公費負担は感染症法に規定されている。 (○) (109E-2)

(106B-29)

a.  医療扶助 - ⽣活保護法
b.  そのとおり(なお⼩児の結核療養給付だけは児童福祉法)
c.  ⾃⽴⽀援医療 - 障害者総合⽀援法：1〜18歳で障害を持

つものに対する医療(育成医療)や、18歳以上のものに
対する医療(更⽣医療)が含まれる。
1歳未満の場合は→養育医療@⺟⼦保健法 (e)

d.  措置⼊院 - 精神保健福祉法：都道府県知事の権限におい
て“強制的に”⼊院させるため公費医療となる
※医療保護⼊院は公費医療とならないので注意

解：b
(85.9%)



a.  国⺠保健の向上が主⽬的。健康⽇本21、国⺠健康・栄
養調査、受動喫煙の防⽌、癌検診などを定める

b.  医療扶助についての規定がある
c.  不妊⼿術および⼈⼯妊娠中絶(22週未満、都道府県医師

会の指定する⺟体保護法指定医による)について定める
d.  産業医の選定や労働衛⽣管理(作業環境管理・作業管

理・健康管理)について定める
e.  1・2類感染症や新型インフルエンザ等感染症の⼊院費

(107G-32)

解：b・e (85.0%)



b. 労働災害なので、全額労災保険が適応される。保険料は
事業者が全額負担。
c. ⾃分で⿇薬を使ったのが原因でも、“強制的に”⼊院医
療を受けさせる以上は公費医療：精神科の措置⼊院と類似
※アルコールや覚醒剤の中毒を、精神科用語では「物質関連
障害」と呼ぶ。

e. なぜか結核が⼤好き

(108B-2)
MECテキストp120

解：b (89.4%)



3.TOPICS

1)  国連ミレニアム開発⽬標
(MGDs)

2)  梅毒患者の増加
3)  医療事故調査制度



1)国連ミレニアム開発目標
(MGDs)

2000年の国連ミレニアムサミットで提唱

※2013年度より国家試験ガイドラインに追加

source：http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html



MGDsは昨年7⽉をもって終了

source：http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM07H18_X00C15A7EAF000/



2015年9⽉：持続可能な開発⽬標(SGDs)

source：http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/



a.  乳幼児死亡率の削減
b.  妊産婦の健康改善
c.  HIV/AIDS, マラリア他の感染症の対策
d.  ⼥性の地位の強化の推進
e.  平和の構築

国連ミレニアム開発⽬標(MDGs)に含まれない
ものはどれか. 
(QB Y p424 予想問題18)	

参考：MDGには⾼度医療の推進が含まれる。(×) (108G-4)

解：e



2)梅毒患者の増加

“昭和20年代には年間20万⼈を超える感染
報告があったが、抗⽣物質による治療の普及
で激減。2001年以降は500〜600⼈台で推移
していたが、11年から増加傾向に転じた”

source：http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2015122202000004.html



わが国の感染症発⽣動向調査における梅毒，破傷⾵，⽇本脳
炎，マラリア，細菌性⾚痢，つつが⾍病，Creutzfeldt-Jakob
病および後天性免疫不全症候群の患者報告数の推移の図を⽰
す．
⽮印で⽰すのはどれか． (選択肢省略) (105B-62)

←梅毒
(2014年に
HIV/AIDS
を逆転)



3)医療事故調査制度

詳細はWEBで！(Dr.穂澄の解説付き)

source：https://youtu.be/OmyNAfDVPmY

参考：MECテキスト p110



4.法律の確認

「公衆衛⽣がみえる」の巻末に載って
いるので、各⾃最終確認を

内科：病態⽣理
公衆衛⽣：法律



おわり

4ヶ⽉間お疲れ様でした


