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ベイジアンネットワークによる地域健康予測
佐々木　健佑，久野　譜也，岡田　幸彦

本稿では，地域健康政策のための疾病の新規発症予測を行う．予測対象は，重症化による財政への影響と，早
期の特定・予防の有用性の観点から，3 年以内の 2 型糖尿病新規発症とする．まず，地方自治体がもつ医療レセ
プト・特定検診のデータから，予測モデルを構築する．この際に本稿では，自治体職員による説明容易性を重視
し，条件付き独立性検定としてカイ二乗検定を用いる HITON-PC アルゴリズムを用いたベイジアンネットワー
クを採用する．次に，提案手法の有用性を検証するため，Nanri et al. [1] で提案されている糖尿病リスクスコア
による予測との精度比較を行い，地域健康政策への応用可能性について述べる．
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1. はじめに

地域健康政策では，地域住民の健康推進を目的とし，
自治体の担当部局がさまざまな健康関連事務事業を実
施・運営している．地域健康政策の運営主体である自
治体医療保険者は，医療レセプトなどのデータを分析
して，地域健康政策・保健事業を進めていく必要があ
る．費用対効果の高い保健事業を行うためには，施策
の対象とすべき被保険者を適切に選別し，その集団に
合わせた施策を集中的に実施していくことが重要であ
る [2]．地域健康政策において自治体が取り組むべき健
康課題は多岐にわたる．中でも糖尿病は，わが国にお
いて生活習慣と社会環境の変化によって急激に患者数
が増加している疾病であり，発症後，網膜症・腎症・神
経障害などの合併症を引き起こしうる疾病であること
から [3]，地域健康政策において非常に重要な疾病であ
ると認識されている．2015年に日本医師会，日本糖尿
病対策推進会議，厚生労働省により策定された「糖尿病
性腎症重症化予防プログラム」では，プログラムにおけ
る自治体の役割として，「健診データやレセプトデータ
などを用いて，被保険者の疾病構造や健康問題などを
分析し，地域の関係団体とともに問題意識の共有を行
う」こと，「対策の立案にあたり，地域の医療機関にお
ける連携体制のあり方，ハイリスク者を抽出するため
の健診項目や健診実施方法，食生活の改善や運動対策
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などのポピュレーションアプローチなど，様々な観点
から総合的に検討した上で，保健指導や受診勧奨の内
容について検討する」ことが明記されている [4]．この
ことから自治体職員は，1. 被保険者の疾病構造や健康
問題を分析すること，2. ハイリスク者の抽出方法など
を検討することの二つの役割が期待されていることが
わかる．2に関連して，医療レセプトデータ・健診デー
タを用いた糖尿病の発症予測モデルの構築とハイリス
ク者の抽出に関する研究は数多く行われてきた．代表
的なものとして，Doi et al. [5]や，Nanri et al. [1]に
よって開発された糖尿病リスクスコアがある．糖尿病
リスクスコアでは，性別，年齢，BMI，腹部肥満，喫
煙の有無，高血圧の有無，空腹時血糖，HbA1c1を糖尿
病発症の危険因子とし，それぞれの危険因子のカテゴ
リに割り振られた点数を合計することによって，以降
3 年間に糖尿病を新たに発症する確率を算出すること
ができる．このようなツールは，主に健康診断後の保
健指導の場面において，保健師が被保険者にリスクの
大きさを説明するために利用されることが想定されて
おり [2]，実際に保健指導の現場で活用されている [6]．
このように，糖尿病リスクスコアは，被保険者のリスク
を手軽にかつ正確に算出することができるため，保健
指導の場面において非常に有用なツールである．一方
で地域健康政策の立案という観点において自治体職員
は，被保険者のリスクを正確に予測しハイリスク者を
特定することだけでなく，その地域特有の疾病構造や
健康問題の把握までを行うことが期待されている．つ
まり，高い精度で将来のリスクを予測し，同時にその
リスクを引き起こす要因を示すことができる方法論が
必要である．これらの要件を満たす疾病発症予測モデ

1 ヘモグロビン A1c，血糖コントロールの目安となる指標の
こと．

2019 年 7月号 Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.（17）399



ルとして，ベイジアンネットワークによる予測モデル
が考えられる．ベイジアンネットワークによる予測モ
デルでは，被保険者の疾病新規発症の予測に加え，医
療レセプトや健診データから作成された原因系確率変
数と結果系確率変数の間の確率的な依存関係を同時に
示すことが可能である．これにより，疾病の発症を引
き起こす背景要因は何か，どの要因に介入するべきか，
などといった政策立案上重要となる事項について情報
を提供し，EBPM（Evidence-based Policy Making，
エビデンスに基づく政策立案）を支援することが可能
となる．
本稿では，ベイジアンネットワークを用いた糖尿病

新規発症予測モデルを紹介し，その応用可能性につい
て議論をする．本モデルでは，まず医療レセプトデー
タ，健診における問診票データ，血糖検査値の各項目
を確率変数によって表現し，ベイジアンネットワーク
の投入変数とする．次に，制約ベース構造推定アルゴ
リズムであり，条件付き独立性検定にカイ二乗検定を
用いる HITON-PCを用いて確率変数間の因果構造を
推定する．そして，構築した因果モデルを用いて，個
人別の糖尿病新規発症を予測する．なお，この予測モ
デルの構築と，予測精度の実証的評価の研究は，国立
研究開発法人日本医療研究開発機構 (AMED) による
「AIを活用した保健指導システム研究推進事業」の一
部として行われたものである．

2. ベイジアンネットワーク

ベイジアンネットワークとは，確率的なグラフィカ
ルモデルの一種である．確率変数をノードとし，ノー
ド間の確率的な依存関係を DAG (Directed Acyclic

Graph) と条件付き確率表によって表現する．ベイジ
アンネットワークを用いた予測のプロセスは，三つの
段階で構成される．まず第 1段階として，データから
ノード間の確率的依存関係を学習する構造学習が行わ
れる．次に第 2段階において，パラメータ推定による
条件付き確率の計算を行う．最後に第 3段階において，
確率推論による予測値の出力を行う．ベイジアンネッ
トワークの確率推論では，任意のノードの観測情報を
エビデンスとして与え，目的とする確率変数の事後確
率を求める．ベイジアンネットワークの詳細について
は，文献 [7]を参照されたい．
ベイジアンネットワークはさまざまな分野で活用さ

れている手法である．本稿の主題から注目すべきは，政
策立案におけるベイジアンネットワークの応用と，保
健医療分野におけるベイジアンネットワークの応用で

あろう．政策立案の観点から，ベイジアンネットワー
クを諸問題に応用している研究として，上野 [8] や鶴
田と寒河江 [9] がある．上野 [8] では，どのような政
策的手段が，人口減少に対してどの程度効果的である
かについて，ベイジアンネットワークを用いて検証し
ている．鶴田と寒河江 [9] では，少子化の因果関係の
分析にベイジアンネットワークを利用し，出生率に関
わる社会経済的要因を明らかにすることによって，少
子化対策に関する政策について議論している．また保
健医療の分野で，特に医療レセプトデータや健診デー
タを用いたベイジアンネットワークの応用に関する研
究は複数行われている．宮内 [10]では，医療レセプト
データ，特定健診データを利用し，メタボリックシンド
ロームのマネジメントを主目的としたベイジアンネッ
トワークの構築を行っている．ここでは，保健指導レ
ベルのリスク評価に着目し，各ノードの値を変化させ
た場合の保健指導レベルのリスク変化を観測するなど
の方法によるベイジアンネットワークの活用を提案し
ている．三好ら [11]では，医療レセプトデータと特定
健診のデータを用いて，生活習慣病による医療費の予
測を目的としたベイジアンネットワークの構造学習方
法を提案している．さらに，構築した予測モデルを実
際の保健指導の現場で利用し，医療費抑制を実現した
ことが報告されている [12]．鳥海ら [13] では，同様
のデータを用いて高血圧症，糖尿病をもつ被保険者と
もたない被保険者の要因を，ベイジアンネットワーク
の構造学習によって特定し，地域健康政策上重要な要
因を把握する方法論としてのHITON-PCアルゴリズ
ムの有用性を主張している．これらの研究は，保健医
療の文脈におけるベイジアンネットワークの有用性を
主張する研究である．一方で，被保険者の疾病発症に
対して，疾病発症あり，なしの 2値分類問題として扱
い，ベイジアンネットワークによる予測モデルの構築
と，予測性能の評価までを行っている研究は蓄積が少
ない．

3. 糖尿病新規発症予測モデル

3.1 データセット
本稿では，わが国のほぼすべての自治体が登録し活

用している国保データベース（以下，KDB）システム
に収録されたデータを前提とし，株式会社つくばウエ
ルネスリサーチの健康関連ビッグデータ基盤である健
幸クラウドに蓄積された，40歳から 74歳の国民健康
保険（以下，国保）被保険者の医療レセプトデータ，特
定健診問診票データ，検査値データを用いる．また，本
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表 1 確率変数の定義

稿で用いるデータは，匿名で本稿にご協力くださった
自治体 A，B，C，D，E，F，Gの 2011 年 4月から
2016年 3月までの 5年度分のデータである．
表 1は，ベイジアンネットワークによる予測モデル

構築に用いる原因系変数と，結果系変数の一覧を示し
ている．原因系変数については，鳥海ら [13]を参考に，
政策的な介入が可能な原因候補としての身体活動，栄
養・食生活，アルコール，煙草，貧血，行動変容，休養・
こころの健康，運動機能，体組成の九つの系と，ター
ゲットセグメント化の観点で有用である原因候補群と
しての基本属性，服用・病歴，地域特性（自治体小学校
区レベル）の三つの系の計 12個の系に分類する．結果
系変数には，本稿の予測対象である 2型糖尿病新規発
症の事象を表す確率変数としてNanri et al. [1]の定義
に従い，以下の条件を用いて定義する．ベースライン
年度を t年とし，まず t年に以下の 1，2，3の条件にい
ずれも該当しない個人を抽出する．その中から，t+ 1

年から t + 3 年の間に以下のいずれかの条件を満たし
た個人は，2型糖尿病を新たに発症したとして確率変
数の値に 1を，そうでない場合には 0を設定する．
1. 空腹時血糖 � 126mg/dl

2. HbA1c � 6.5％

3. 疾病分類番号 0402（糖尿病）のレセプト点数が
1点以上（入院・外来を含む）

また，先行研究において糖尿病発症予測の重要な予測
変数であることが指摘されている空腹時血糖 (FPG)，
HbA1cについても，血糖検査値系として確率変数に加
える．分析に際して，リストワイズ法により欠損値を
除外し，利用するサンプルを抽出する．なお，疾病分
類番号 0402 には，2 型糖尿病以外に 1 型糖尿病など
の疾病も含んでいるが，本稿で用いている国保被保険
者が 40歳から 74歳の範囲内であること，1型糖尿病
の発症時期のピークが思春期にあること [3]を踏まえ，
本稿では 2型糖尿病を対象として扱うこととする．

3.2 ベイジアンネットワークモデリング
上記の定義に従って作成したデータから，全体の 2/3

を用いた学習データ，1/3 を用いた検証データを作成
する．学習データから，条件付き独立性にカイ二乗検
定を用いる HITON-PCアルゴリズムによる構造学習
を行う．ベイジアンネットワークの構造学習では，モ
デルの仮定や明白な知識を事前情報として反映させる
ことで，分析の精度を上げることができる [9]．そこ
で，原因系変数と結果系変数の関係を政策立案の場面
で解釈可能な形で表現するために，以下の制約条件を
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事前情報として与え，構造学習を行う．
1. 糖尿病新規発症のノードからほかの原因系変数へ
の矢印を引かない

2. 可変変数から不変変数への矢印を引かない
3. 同じ系に属する変数同士で矢印を引かない
構造学習によって生成された無向グラフに対して，

その方向づけをMeek [14]によるオリエンテーション
ルールによって行う．次に，ネットワークと学習デー
タから条件付き確率を計算し，予測モデルを構築する．
この際，ベイジアンネットワークの確率推論では，着
目するノードの取りうる値の確率値が出力される．そ
のため，疾病新規発症の 2値分類を行うためには，確
率変数の値である 0と 1を分ける閾値を決定する必要
がある．本モデルでは，学習データによって構築した
予測モデルと，学習データの正解ラベルから ROC曲
線を描き，感度と特異度の和が最大となる点を cutoff

ポイントとして採用し閾値とする．構築したモデルに
ついて，5節で詳細を述べる．

3.3 予測モデルの評価指標
構築する予測モデルの妥当性を示すために，Nanri

et al. [1] に従って三つの指標でその予測性能を測る．
一つ目は，実際に疾病を新たに発症する人の中で，予
測モデルによって正しく発症すると予測された人の割
合を意味する感度 (Sensitivity)である．感度は以下の
式で計算される．

Sensitivity =
TP

TP + FN

TP: True positive，予測モデルの予測値が陽性を示し，実測
値が実際に陽性であったケースの数

FN: False negative，予測モデルの予測値が陰性を示し，実
測値が実際には陽性であったケースの数

二つ目は，実際に疾病を発症しなかった人の中で，予
測モデルによって正しく発症しないと予測された人の
割合を示す特異度 (Specificity)である．

Specificity =
TN

TN + FP

TN: True negative，予測モデルの予測値が陰性を示し，実
測値が実際に陰性であったケースの数

FP: False positive，予測モデルの予測値が陽性を示し，実
測値が実際には陰性であったケースの数

三つ目は，cutoffポイントに依存せずに，予測モデル
の全体的な予測性能を評価する Area under the ROC

curve（以下，AUC）である．AUCは，予測モデルの
閾値を変えながら感度と特異度を同一平面上にプロッ
トした曲線である ROC曲線の積分値として計算され

表 2 自治体ごと糖尿病新規発症の分布

市町村 データ outcome: 0 outcome: 1 割合
自治体 A 学習データ 3,051 125 0.039

検証データ 1,524 62 0.039

自治体 B 学習データ 1,611 104 0.061

検証データ 805 51 0.060

自治体 C 学習データ 1,679 78 0.044

検証データ 838 38 0.043

自治体 D 学習データ 291 12 0.040

検証データ 96 3 0.030

自治体 E 学習データ 1,085 76 0.065

検証データ 541 37 0.064

自治体 F 学習データ 690 31 0.043

検証データ 344 14 0.039

自治体 G 学習データ 3,098 109 0.034

検証データ 1,548 54 0.034

る．AUC については，ベイジアンネットワークによ
る予測モデルと，ベンチマークとしての糖尿病リスク
スコアを比較するため，DelongによるAUCの差の検
定を行う．DelongによるAUCの差の検定の帰無仮説
H0 と対立仮説 H1 は以下のとおりである．

H0 : AUCBN = AUCRiskscore

H1 : AUCBN �= AUCRiskscore

すべての分析は，R version 3.5.1 を用いて行った．

4. 予測精度の評価

自治体ごとの 3年以内糖尿病新規発症 (outcome)の
分布は表 2のとおりである．
はじめに，自治体ごとに構築した予測モデルと，糖尿

病リスクスコアによる予測の結果を表 3に示す．表中
のBNがベイジアンネットワークを用いた予測モデル，
Riskscoreが糖尿病リスクスコアを表す．また，図 1に
AUCの箱ひげ図を示している．表 3と図 1から，ベ
イジアンネットワークを用いた予測モデルによる予測
性能と糖尿病リスクスコアによる予測性能には，AUC

における大きな差は見られず，いずれの自治体において
も同程度の予測性能を示していることがわかる．AUC

についての差の検定を行った結果についても，すべて
の自治体において有意水準 5％で帰無仮説を棄却しな
いという結果であった．感度については，七つの自治
体の中で，4自治体（自治体 B，C，E，F）においてベ
イジアンネットワークを用いた予測モデルが糖尿病リ
スクスコアを上回った．特異度については，5 自治体
（自治体 A，B，D，E，G）においてベイジアンネット
ワークを用いた予測モデルが上回った．感度，特異度
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表 3 予測結果

市町村 手法 AUC (95％ CI) cutoff ポイント 感度 特異度
自治体 A BN 83.613 (76.872, 90.353) 0.099 0.710 0.923

Riskscore 87.866 (83.783, 91.949) 0.028 0.806 0.816

自治体 B BN 73.114 (64.574, 81.653) 0.065 0.627 0.839

Riskscore 74.383 (67.181, 81.585) 0.028 0.608 0.814

自治体 C BN 87.312 (80.073, 94.550) 0.055 0.842 0.800

Riskscore 82.510 (75.641, 89.379) 0.055 0.684 0.882

自治体 D BN 75.355 (41.345, 100.000) 0.099 0.667 0.854

Riskscore 89.063 (74.222, 100.000) 0.055 0.667 0.813

自治体 E BN 80.067 (71.041, 89.093) 0.115 0.703 0.874

Riskscore 76.055 (66.274, 85.837) 0.055 0.568 0.867

自治体 F BN 81.966 (68.832, 95.101) 0.079 0.714 0.892

Riskscore 74.761 (59.713, 89.810) 0.115 0.429 0.939

自治体 G BN 79.888 (71.638, 88.138) 0.091 0.704 0.924

Riskscore 86.333 (81.042, 91.624) 0.055 0.815 0.786

全体 BN Mean = 80.188, SD = 4.816 ― Mean = 0.710, SD = 0.066 Mean = 0.872, SD = 0.045

Riskscore Mean = 81.567, SD = 6.426 ― Mean = 0.654, SD = 0.136 Mean = 0.845, SD = 0.053

AUC: Area under the ROC curve

図 1 AUC の箱ひげ図

の両方について，糖尿病リスクスコアを上回った自治
体は 2自治体（自治体 B，E）であった．また，自治
体ごとの予測結果を平均して比較すると，感度と特異
度についてはベイジアンネットワークを用いた予測モ
デルが上回り，AUC については糖尿病リスクスコア
が上回った．なお，各指標について t検定による平均
値の差の検定を行った結果，有意水準 5％で帰無仮説
を棄却しないという結果であった．

5. 地域健康政策への応用

5.1 ベイジアンネットワークの解釈
図 2 は，自治体 B における糖尿病新規発症ベイジ

アンネットワークから，糖尿病新規発症に矢印が引か
れている投入変数のみを抜粋した簡略図である．図中
の ±の符号は，矢印の親ノードと子ノードの間の条件
付き確率表を元に付与しており，+，−がそれぞれ正
の関係，負の関係を表している．図 2から，自治体 B

では，軽度の肥満であり，HbA1cが高い被保険者，ま

図 2 自治体 B におけるベイジアンネットワーク

た，二十歳のときの体重から 10 kg以上増加しており，
人と比較して食事を食べる速度が速い男性ほど空腹時
血糖値が高く，糖尿病の新規発症確率が高いという関
係性がわかる．このことから，血糖検査値の値が高い
ことに加え，食事を食べる速度が速く，二十歳のとき
の体重から 10 kg以上増加している男性に特に着目し
た保健指導を行っていくことが有効である可能性があ
ることがわかる．また，糖尿病の予防的な保健事業を
検討する際は，男性でかつ体重増加が比較的大きい被
保険者を対象にすることで，糖尿病発症の予防効果を
高められる可能性があることがわかる．
このように，本稿で紹介したベイジアンネットワー

クによる予測モデルでは，疾病の新規発症確率を得る
ための予測ツールとしての用途だけでなく，疾病の新規
発症に関わる要因の分析までを行うことができる．特
に，医学的にすでに明らかになっている要因だけでな
く，そのほかの要因と疾病の新規発症との関係に関す
る洞察を得ることができる点が非常に重要である．自
治体 Bの結果からは，日本人における横断的，経年的
疫学研究からすでに明らかな危険因子である加齢，家
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表 4 手法の比較

手法の特徴 総括

ベイジアンネットワーク
を用いた予測モデル

利点 既知の危険因子だけでなく，ほかの要因を
含めた自治体ごとの疾病構造が把握できる 市町村ごとの疾病構造を捉えることができ，

政策立案の場面で有用な手法である欠点 すべての自治体において，示唆に富むネッ
トワーク構造が得られるとは限らない

糖尿病リスクスコア
利点 割り当てられた点数を合計することにより，

手軽にリスク発症確率を算出できる 対面の保護指導の場面で，被保険者にわか
りやすくリスクを伝えることができる手法
である欠点 自治体ごとの疾病構造・疾病発症の背景要

因について分析できない

族歴，肥満，身体活動の低下，耐糖能異常（血糖検査
値の上昇），高血圧，高脂血症の既往歴 [3]という要因
以外の情報として，食事を食べる速度が間接的に糖尿
病発症に関係している，などの追加的情報を得ること
ができる．この点が，本稿でベイジアンネットワーク
を用いた予測モデル構築の有用性を主張する重要なポ
イントである．これらの点について，次節で述べる限
界を踏まえて二つの手法を比較した結果を表 4に示し
ている．

5.2 研究課題
最後に，本稿で紹介したベイジアンネットワークを

用いた予測モデルの限界と今後の研究課題を述べる．
本稿の分析では，自治体がデータ期間中に実施した糖
尿病ハイリスク者への施策については考慮されていな
いことに留意する必要がある．そのため，実際に施策
を行った個人を識別することのできるデータの蓄積と，
その点を考慮したモデルの構築が必要である．また，今
回ベンチマークとしたNanri et al. [1]の糖尿病リスク
スコアは，比較的規模の大きい企業の労働者を研究対
象として作成されたものである．これにより，ベンチ
マークとして用意した予測モデルが，国保被保険者と
は生活習慣や食習慣などが異なる集団を想定している
ことによる予測性能の過小評価が発生している可能性
がある．糖尿病リスクスコアを一般集団に適用した場
合の懸念としてNanri et al. [1]は，糖尿病新規発症リ
スクの過小評価の可能性を指摘している．今後，予測
モデルの有用性をより厳密に示すために，国保被保険
者のデータを用いて作成された糖尿病リスクスコアを
用いた追加検証が必要である．また，ベイジアンネッ
トワークを用いた手法の限界として，すべての自治体
で示唆に富むネットワーク構造が得られるとは限らな
い点がある．図 3は自治体 Fにおいて構築されたネッ
トワークの簡略図を示している．糖尿病新規発症に矢
印が引かれている投入変数のみを抜粋した場合，血糖
検査値と疾病発症のノードのみが抽出され，すでに明

図 3 自治体 F におけるベイジアンネットワーク

らかになっている危険因子以外で，政策立案上有用な
知見は得られない結果になっている．今後はこの点を
考慮し，現場職員のもつ仮説や医学的な知見を事前情
報として表現し，ネットワーク構造の一部に反映させ
たうえで構造学習を行うなどの方法を検証するなどが
有効であると考えられる．

6. おわりに

本稿では，ベイジアンネットワークを用いた糖尿病
新規発症予測モデルの構築とその予測性能評価，さら
に，予測モデルより得られるグラフ構造から，地域健
康政策への応用可能性を議論した．地域健康政策の文
脈で自治体職員の意思決定を支援するための疾病新規
発症予測モデルは，予測性能が十分に高いことに加え
て，その予測モデルを解釈することで政策的に介入す
べき要因を特定することができる方法で構築される必
要がある．本稿では，この条件を満たす手法としてベ
イジアンネットワークを採用し，7 自治体における医
療レセプト，特定健診データを用いて，3 年以内の糖
尿病新規発症予測モデルを構築した．ベンチマークと
して，Nanri et al. [1]による糖尿病リスクスコアを採
用し，予測性能を比較した．結果的に，提案手法と既
存手法は同等程度の予測性能を示した．さらに構築し
た予測モデルから 1自治体を例にとり，地域健康政策
の観点で，糖尿病新規発症に関わる重要な要因を示し，
「なぜ」がわかる予測モデルとしてのベイジアンネット
ワークの可能性を示した．今後，現場のオペレーショ
ンを考慮したモデリングの方法論の確立や，より厳密
なベンチマーク手法との予測性能比較，現場や医学の
知見を加味した構造学習などの発展が期待される．
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