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要旨：

SAS/STAT 12.1からの新機能、STDRATEプロシジャを使いこなして、疫

学で一般的に用いられる指標である率と割合、それらの要因間の差
や比と信頼区間を、層化や参照集団も利用して計算してみよう！

キーワード：Epidemiology, Rate, Risk, Stratification, Reference 
population
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なぜPROC STDRATEか？
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曝露有無別のイベント発現
割合と発現率、その差や比、
さらに信頼区間を計算する。

割合はPROC FREQで何とか
するとして…

層化して交絡の調整も必要。

率はデータステップ…
いや、PROC STDRATE
が解決するらしい？



割合と率、 RiskとRate
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割合＝ Risk

ある集団の中でイベントを起こ
した人（もの）の割合。

人数/人数

0から1の間の数。

単位は％のことが多い。

率= Rate

ある集団を一定の期間観察し
て、イベントを起こした頻度。

イベントの数/観察期間の総和

0から無限大まであり得る。

単位は件/人年、件/100人年、
件/1000人年等。

PROC FREQ PROC STDRATE



率のための入力データセット基本形
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イベントの数（分子）

観察期間の総和
（分母）、人年にす
るなら単位を年に
しておく。

層別にする変数（複数可）

興味のある要因
（曝露有無等）、
必ず２水準。
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率のためのプログラム基本形

proc stdrate data=TwoStates

method=mh

stat=rate(mult=1000)

effect=diff

plots=(effect)

;

population group=State event=Death total=PYear;

strata Sex Age / effect;

run;

methodはmh（Mantel-

Haenszel）とする。他のオプ
ションについては後述。

率を計算するな
らstat=rate。割
合ならstat=risk。

要因間の差に興味があ
るならeffect=diff。比に

興味があるなら
effect=ratio。

mult=1000なら1000人

年当たりの率を計算。
数字を変えることで単
位を変更可能。

populationステートメン

トで要因、イベントの数、
観察期間の変数を指定。

strataステートメントで

交絡を調整する層別変
数を指定。

要因間の差もグ
ラフ化できるが、
要注意。



率の計算結果（その１）
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調整しない結果を図示
して、データの全体像を
見ることができる。



率の計算結果（その２）
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層別にした率の要因間
の比較の結果（この場合
は差）を表示。 strataステートメントでeffectオプション

を指定しないと、差を計算していてもデ
フォルトで比が表示される。



率の計算結果（その３）
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層別にした要因間の差を、各層での分母（率の場合は観察期間の
総和）で重みづけして統合した、調整後の率、率の差（または比）、
それらの信頼区間を計算する。



割合のための入力データセット基本形
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イベントがあった人数（分子）

集団の人数（分
母）、イベントがな
かった人の数で
はない！

層別にする変数（複数可）

興味のある要因
（曝露有無等）、
必ず２水準。

率と割合の計算が両方必要な場合、集団
の人数の変数と、観察期間の総和の変数
を両方用意するのが良い。
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割合のためのプログラム基本形

proc stdrate data=School

method=mh

stat=risk

effect=ratio

;

population group=Smoking event=Case total=Student;

strata Pet Grade;

run;

methodはmh（Mantel-

Haenszel）とする。他のオプ
ションについては後述。

要因間の比に興味があ
るならeffect=ratio。

strataステートメントで

交絡を調整する層別変
数を指定。

populationステートメ

ントで要因、イベントの
数、観察期間の変数を
指定。

割合を計算
するなら
stat=risk。



割合の計算結果
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調整後の割合、割合の比（または差）、それらの信頼区間が
計算される。単位は％ではない。



割合の計算をPROC FREQと比較
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proc freq
割合の差の信頼区間であれば、
PROC FREQならMiettinen-

Nurminen、Newcombe、
Waldを選べる。
PROC STDRATEはWaldのみ。

調整後の結果
も一緒に図示
できる。

PROC FREQでも
良いかも…



method=mh以外で何ができるのか？
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method=direct

直接法
データとして得られた対象集団（study 
population）の層別の率・割合を信用し、参
照集団の構成比だったら率・割合がどうな
るかを計算する。
対象集団の中での要因間の比較も可能。

集団の層別の構成比の基準とする参照集団（reference 
population、例：昭和X年のモデル人口）のデータを使っ
て標準化する解析ができる。

method=indirect

間接法

対象集団の層別の率・割合はあまり信用せ
ず、参照集団の層別の率・割合から、対象
集団の構成比だったら率・割合がどうなるか
を計算、対象集団の実際の値と比較する。
対象集団の中での要因間の比較は不可能。

study 

population

reference 

population

reference 

population

study 

population
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indirectの入力データセット基本形

対象集団用。要因はない。 参照集団用。同じようなデータセットを作る。
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indirectのプログラム例

proc stdrate data=Florida_Cs refdata=US_Cs

stat=rate

method=indirect

plots=(dist)

;

population event=Event total=PYear;

reference event=Event total=PYear;

strata Age;

by Cause;

run;

method=indirectの例。入力データがdata=（対象集団用）と
refdata=（参照集団用）の二つになる。

参照集団用の
referenceステートメント。

要因はないのでgroup=

オプションは使えない。

構成比のグラフ化。
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indirectの計算結果（その１）
対象集団と参照集団
の観察期間の構成比
の比較。

参照集団の構成比と
率・割合から対象集団
であるはずの姿を考え
るのがindirect的な考
え方。directであれば、

対象集団の結果から、
参照集団だったらどう
なるかを考える。



18

indirectの計算結果（その２）

対象集団の実際の値。

参照集団から計算した期待値。

対象集団の実際の値を参照集団の
データを使って計算した期待値で割っ
て比較。
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directのプログラム例

proc stdrate data=TwoStates

refdata=US

method=direct

stat=rate(mult=1000)

effect=diff

;

population group=State event=Death total=PYear;

reference total=PYear;

strata Sex Age;

run;

directなら標準化した上で
の要因間の比較が可能。

method=indirectの例。入力データがdata=（対象集団用）と
refdata=（参照集団用）の二つになる。
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directの計算結果

どちらの要因も参照集団のデータ
で標準化した上で比較。
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使用（仕様？）上の注意

YesでないからNoと判

断されている？要因が
missingは止めよう…

要因の一つを
missingにしてみ

たが計算結果は
変わらない。
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まとめ
・STDRATEプロシジャは率と割合を両方計算できる。

・STDRATEプロシジャは対象集団と参照集団のデー
タを同時に扱える。

・参照集団を使わず割合を計算するだけなら、FREQ
プロシジャでも良いかもしれない。

・グラフ、missingのデータには注意が必要。
※今回の計算にはSAS 9.4 DBCS版、SAS/STAT 
14.1を使用。
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