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第 17 話の感染率の計算は PCR 検査の感度と特異度が既知で、事前確率もわかっていること

が前提の計算で陽性予測率を計算することができました。でも臨床試験では、そのようなケースば

かりではありません。今回は事前確率がわかっていない場合とわかっている場合、そして新しく開

発したバイオマーカーの有用性について具体的な数値例から解析してみましょう。 

 

§１．事前確率がわかっていない場合 

「ジゴキシンを服用している患者 135 人で血中濃度 1.7ng/mL 以上の陽性者 39 人中 25 人が  

中毒症かその疑いがあります。ジゴキシンを服用している R 氏の血中濃度は 2.5ng/mL でした。   

R 氏がジギタリス中毒である確率は?」 

A. Ingelfinger 他，「臨床医学のためのバイオ統計学」サイエンティスト社より引用１） 

 

 
 

＜条件付き確率＞       

中毒症患者の検査結果が“陽性となる確率”を求めると、中毒症患者 43人中 25人で２５/４３＝58%

となります。 

＜中毒症＋＞の条件のもとに＜検査陽性＞の“条件付き確率”の推定値を次のように表します。 

P(検査陽性｜中毒症＋）＝P (T+ | D+)＝25/43＝0.58   

条件事象（ここでは中毒症＋）を右側に書き、知りたい確率事象を左側に書きます。  

これは検査が陽性である患者の比率を表しており、疾患を検出する正確さの指標の１つとなります。

P(検査陽性｜中毒症＋）をその検査法の“感度”と呼び、 

P（検査陰性｜中毒症－）を“特異度”と呼びます。    

特異度は   

 P(検査陰性｜中毒症－）＝P (T- | D-)＝78/92＝0.85 と表します。 

  

したがって、本試験では                 が求められました。  

陽性の検査結果： p(陽性）      ＝39/135=0.29 ＝P(T＋)
陰性の検査結果： p(陰性）      ＝96/135=0.71 ＝P(T－)
中毒症　　　　　　： p(中毒症＋）＝43/135=0.32 ＝P(D＋)
中毒症でない 　： p(中毒書－）＝92/135=0.68 ＝P(D－)

 
感度 特異度
58% 85%

 



 

でも、今求めているのは、検査の感度でも特異度でもなく、R 氏がジギタリス中毒である確率です。 

それは“陽性予測率”として求めなければなりません。 

陽性予測率は、条件事象（中毒症＋）を左側に書き、知りたい確率事象を右側に書きます。 

ちょうど、感度を求めるときと逆になります。 

     P(中毒症＋｜検査陽性）=P (D+ | T+)=25/39=0.64 

したがって、本試験で求めている“R 氏がジギタリス中毒である確率”は 64％であることがわかりま

した。入院時には、まだ血中濃度が測定されていなかったので、R 氏の中毒症の確率は 

P(中毒症＋）＝43/135=0.32 

でしたが、R 氏のジゴキシン濃度が 1.7ng/mL を超えていると分かったとき、中毒症である確率は

0.64 に変わりました。 

一方、陰性予測率は   

P(中毒症－｜検査陰性）=P ( D－｜T－) = 78/96 = 0.81  

で“ジギタリス中毒でない確率”は 81％ということになります。    

※ボクのつぶやき：陰性予測率の方が陽性予測率より高いので、R 氏は陰性の可能性が高いということになる。  

そうすると陽性予測率だけを見ていてはダメということ？ でも現場では患者がジギタリス中毒になる確率を知りた

いので、中毒にならないことを知りたいわけではないから、この設問の回答は陽性予測率だけでいいんだ。 

                         

    

 

§２．事前確率がわかっている場合—ベイズの定理— 

「うっ血性心不全患者でジゴキシンを服用している患者の 60%(罹患率）がジゴキシン中毒症である

ことが知られている(事前確率＝0.6)。B 病院ではジゴキシン濃度 1.7ng/mL を陽性と判定している。

ジゴキシン服用調査で下表のような データが得られた。B 病院におけるジギタリス中毒の陽性予

測率および陰性予測率を求めたい。」        

  

罹患率（事前確率）がわかっているときは、ベイズの定理を使います。 

感度（真陽性率） =25/43=0.58

特異度（真陰性率） =78/92=0.85

偽陽性（1-特異度） =14/92=0.15

偽陰性(1-感度） =18/43=0.42

25+78

25+78+14+18

陽性予測率 =25/39=0.64　

陰性予測率 =78/96=0.81

正確度＝ 　＝0.76　



ベイズの定理は、事前確率が得られているときに、感度と特異度を中毒症の確率と組み合わせ

て、事後確率（陽性予測率／陰性予測率）を求める方法です。  

P(中毒症｜検査陽性）＝P( D+ | T+) 

で検査が陽性なときの中毒症の確率を求めます。それにはベイズの定理を使います。 

                      ＜ベイズの定理＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

事前確率のないときの陽性予測率は 0.64、 陰性予測率は 0.81 でした。 

事前確率が 0.6 であることがわかったときには、それぞれ 0.85、 0.57 と変化しました。 

 

§３．新バイオマーカーの有用性検討 

「急性腎障害診断に対する新バイオマーカーIL-X の臨床への有用性を検討した。急性腎障害 

（有無）と検査結果（陽性、陰性）から本検査法の感度、特異度、陽性予測度、陰性予測度を求め

たい。」 

 

 

 

一般的な表示では「感度・特異度」あるいは「真陽性、偽陽性、真陰性、偽陰性」で表されます。 

P(検査陽性｜中毒症)ｘP(中毒症) ＋ P(検査陽性)｜中毒症なし)ｘP(中毒症）
P(中毒症｜検査陽性）＝

P(検査陽性｜中毒症)ｘP(中毒症）

P(中毒症）　　　　　　　　　　　＝罹患率(事前確率) P(D)＝ 0.6 　　
P(検査陽性｜中毒症） ＝感度 P(T+|D+) =25/43 ＝0.58
P(検査陽性｜中毒症なし） ＝1-特異度 P(T+|D-) =(1-78/92) ＝0.15
P(中毒症｜検査陽性）　　　　　　　　　　　＝陽性予測度 P(D+|T+) =25/39 ＝0.64

感度ｘ罹患率＋（1-特異度)ｘ(１－罹患率）

感度ｘ罹患率
陽性予測率 ＝

(25/43)x0.6+(1-78/92)x(1-0.6)
0.85＝

(25/43)x0.6

(1-感度）ｘ罹患率＋特異度ｘ（1-罹患率）
陰性予測率＝

特異度ｘ(1-罹患率）

(1-25/43)x0.6+(78/92)x(1-0.6)
0.57＝

(78/92)x(1-0.6)

　
＋ －

陽性 74 21 95
陰性 9 11 20

 83 32 115

腎疾患

検査



 

 

 

 

本試験での結果は次のようになりました。 

 

陽性予測率は、陽性的中率とも表現され、検査が陽性になったときに、本当に病気である確率で 

陰性予測率は、陰性的中率とも表現され、検査が陰性になったときに、本当に病気でない確率。 

本試験では、急性腎障害患者の 89％が新バイオマーカーで陽性と判断され、34％が陰性と判

断されました。これを感度 89％、特異度 34％といい、検査法の良し悪しを判断する基準とします。 

特異度 34％では陰性をみつける能力は低いといわざるを得ません。   

一方、医師・患者側は、本検査が陽性をどれだけ正確に予測できるかを知りたいのであって、 

検査法は特に問題にはしていません。検査結果で陽性の患者が真に陽性である割合はどれくらい

かを知るには感度と特異度ではできません。そこで陽性予測率で、検査結果が陽性である患者の

うち正しく診断される割合を求めると 78％であり、陰性予測度は 55％でした。   

すなわち、新バイオマーカーIL-X は陽性予測率は良ですが、陰性予測率はあまり評価できない

感度・特異度表示
有 無　 計

a c a+c
感度 １－特異度 全陽性
b d b+d

１－感度 特異度 全陰性

a+b c+d a+b+c+d
有病者 無病者 総数

疾患

検査

陽性

陰性

計

α・β表示
有 無　 計 α＝偽陽性の確率

1－β α a+c β＝偽陰性の確率
真陽性 偽陽性 全陽性 1－α＝特異度の確率

β 1－α b+d 1－β＝感度の確率
偽陰性 真陰性 全陰性

a+b c+d a+b+c+d
有病者 無病者 総数

疾患

検査

陽性

陰性

計



結果となりました。この結果、 医師は検査が陽性の場合は、自信をもって急性腎障害の診断を下

し、陰性の場合は、疾患を否定することに躊躇するだろうと思われます。なお、正確度は 74％でし

た。 

ボクのつぶやき：感度、特異度、正確度 これらは何％以上なら良いのか迷う。第 17 話では特異度が 97％で低

いのだろうかと投げかけた。今回の正確度は 74％。50％ならコインの裏表の確率だから使えないとおもうけど、74％

なら OK？それも人によって判断が違う。検査の難易度によっても評価は変わる。したがって、基準を定めることはで

きないと思う。結局、それぞれの場面で相対的に比較するしかない気がするのだけど。 

 

このデータを解析するためにビジュアル統計ソフト Pharmaco clinic を用いると次のように表示さ

れます。 

＜Pharmaco 入力形式＞ 

    

     
Phrmaco 工房のホームページ：https://pharmaco.club 

 

1) J.A.Ingelfinger 他「臨床医学のためのバイオ統計学」サイエンティスト社 1995 年 

 

 

 

 

 

 

  

 


