
Rと RStudioの使い方

芳賀敏郎（2016）医薬品開発のための統計解析 第３部 非線形モデル
3 計数値の解析

3.6 要因が複数の場合
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テキストと利用上の注意
テキスト

芳賀敏郎（2016）医薬品開発のための統計解析
第３部 非線形モデル 改訂版、サイエンティスト社、p.288
（サイトへアップすることに対して、サイエンティスト社の了解を得ています）

Rによる解析事例を紹介
R スクリプトの出力結果を紹介します（tidyverse系には次期バージョンで対応します）
R スクリプト（文字コードUTF-8に設定）を、このサイトからダウンロードできます
R スクリプトを [Compile Report]することにより、Wordまたは HTML で見ることができます
R と RStudio の設定と基本的な使い方は「 R と RStudio の使い方」を参照してください
R の出力結果の見方は、テキストとそれを解説した PDF ファイルを参照してください
本PDFファイルをダウンロードし、Adobe Acrobat Reader DCで注釈のメモを表示してください。

自己責任で利用
上記のことを理解した上で、自己責任により利用してください
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https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/GreenRscript3-3.zip
https://mkkmkk.com/r/
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-6.pdf


第３部 非線形モデル
1. 非線形最小２乗法（基礎）

1.1線形と非線形、1.2 非線形最小２乗法の基本的な考え方、1.3 指数曲線のあてはめ、
1.4 Emaxモデルとロジスティック曲線

2. 非線形最小２乗法（応用）
2.1 誤差を考慮した解析、2.2 効力比、2.3併用効果（相乗・拮抗交換）、
2.4 モデルの探索（複数の曲線の同時あてはめ）、2.5 薬物動態の解析

3. 計数値の解析
3.1 ２項分布、3.2 割合の推定・検定と区間推定、3.3 割合の差の推定・検定と区間推定、
3.4 多項分布（名義尺度）、3.5 多項分布（順序尺度）、3.6 要因が複数の場合

4. ロジスティック回帰分析
4.1 復習、4.2 ロジスティック回帰分析（基本）、4.3ロジスティック回帰分析（応用）
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簡単な例：イヌを用いた副作用の実験

名義ロジスティック回帰
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簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.1簡単な例

スクリプトファィル
Green3-3-6a.R

利用した関数
read_excel、factor

方法
分割表を作成するため、
levels 引数で位置を指定
オッズ、オッズ比に合わせて
カテゴリーの位置を決める
（関数で異なる）
ここでは、基準の

カテゴリーを先頭に置く
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df  <- read_excel("Green3-3.xlsx", sheet = "36-fukusu")
df  <- data.frame(df)

df$event <- factor(df$event, levels = c("yes", "no"))
df$age <- factor(df$age, levels = c("mature", "young"))
df$sex <- factor(df$sex, levels = c("female", "male"))
df

##      sex    age event freq
## 1   male  young   yes   16
## 2   male  young    no   34
## 3   male mature   yes    5
## 4   male mature    no   43
## 5 female  young   yes   13
## 6 female  young    no   41
## 7 female mature   yes    6
## 8 female mature    no   43

カテゴリーの位置を設定
（適用する関数により変更）
嘔吐のオッズ ：あり／なし
雌雄のオッズ比：成熟／幼若
月齢のオッズ比：雌／雄

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの表示3.6.1 の計算を R で行います。スクリプトファイルは、Green3-3-6a.R です。なお、表示の番号は、3章－6節－1番目という意味です。スクリプトファイルの番号は、第3部－3章－6節という意味で、複数ある場合は a、b、c を付けています。　Excelファイル「Green3-3.xlsx」のシート「36-fukusu」からデータを読み込み、オブジェクト df にデータフレームとして付値しました。データは下に示したように、雌雄「sex」のカテゴリーは「male、female」、月齢「age」のカテゴリーは「young、mature」、嘔吐のあり/なしの 「event」のカテゴリーは「yes、no」、その度数「freq」 です。 　この sex、age 、event を、factor 関数で因子型にして、levels 引数でそれぞれのカテゴリーの位置を指定しました。テキストでは、嘔吐なしに対する嘔吐ありのオッズ（嘔吐あり／嘔吐なし）を計算しています。また、月齢では幼若に対する成熟のオッズ比（成熟／幼若）、雌雄では雄に対する雌のオッズ比（雌／雄）を計算しています。これに対応させて分割表を作成するため、基準のカテゴリーを先頭に位置させています。　なお、今後、カテゴリーの位置は、使用する関数によって変更します。



簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.1簡単な例

スクリプトファィル
Green3-3-6a.R

利用した関数
xtabs、addmargins、
cbind、round

方法
データフレームを、
カテゴリーの組み合わせで
クロス集計（ §3.4参照）
周辺合計、割合、
対数オッズ（logit）を計算
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tb1 <- xtabs(freq ~ I(age:sex) + event, data = df)

# 周辺合計（横方向のみ）
tb11 <- addmargins(tb1, 2)

# 割合 yes／Sum
tb11 <- cbind(tb11, ratio = tb11[, 1] / tb11[, 3])

# 対数オッズ（logit） yes／no
tb11 <- cbind(tb11, 

logit = log(tb11[, 1] / tb11[, 2]))

round(tb11, digits = 3)

##               yes no Sum ratio  logit
## mature:female 6 43  49 0.122 -1.969
## mature:male 5 43  48 0.104 -2.152
## young:female 13 41  54 0.241 -1.149
## young:male 16 34  50 0.320 -0.754

I 関数で、ge と sex の列を
組み合わせ（ §3.4参照）

age と event 列を
組み合わせ

３列目

ロジット

2：行

自動的に
Sum

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　データフレーム df を、xtabs 関数でクロス集計しました。その結果を tb1 に付値しました。I()関数を使って、age と sex 列の組み合わせで集計しています。最下部の最終出力で、その組み合わせを確認できます。このxtab によるクロス集計の方法については、§3.4 を参照してください。　tb1 の周辺合計を addmargins 関数で計算して、tb11 に付値しました。第２引数で「2」を指定することにより、行の合計が計算されます。合計の列名は、自動的に「Sum」になります。　tb11の yes の割合を計算し、cbind 関数で tb11 に列として追加しました。ここで、tb11[, 1] は yes の度数、tb11[, 3]は yes と no の合計 Sumです。つまり、tb11 列の１列目と３列目を指定しています。　対数オッズ、すなわち「ロジット」を計算して、tb11 に列として追加しました。ここでは、no に対する yes のオッズ、すなわち嘔吐なしに対する嘔吐ありのオッズの対数値です。　round 関数の引数 digits を３に指定して、tb11 の内容を、少数点以下３桁で表示させました。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-6.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-6.pdf


簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.1簡単な例

スクリプトファィル
Green3-3-6a.R

利用した関数
xtabs、addmargins、
cbind、round

方法
データフレームを、
カテゴリーの組み合わせで
クロス集計（ §3.4参照）
周辺合計、割合、
対数オッズ（logit）を計算
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tb1 <- xtabs(freq ~ I(age:sex) + event, data = df)

# 周辺合計（横方向のみ）
tb11 <- addmargins(tb1, 2)

# 割合 yes／Sum
tb11 <- cbind(tb11, ratio = tb11[, 1] / tb11[, 3])

# 対数オッズ（logit） yes／no
tb11 <- cbind(tb11, 

logit = log(tb11[, 1] / tb11[, 2]))

round(tb11, digits = 3)

##               yes no Sum ratio  logit
## mature:female 6 43  49 0.122 -1.969
## mature:male 5 43  48 0.104 -2.152
## young:female 13 41  54 0.241 -1.149
## young:male 16 34  50 0.320 -0.754

データ構造：テーブル

データ構造：マトリックス

データ構造：テーブル

データ構造：マトリックス

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　なお、tb1 は、データフレームから xtabs 関数でクロス集計して付値したオブジェクトです。この tb1 のデータ構造はテーブルです。　この tb1 に addmargins 関数で周辺合計を加えて付値した tb11 のデータ構造もテーブルです。　しかし、割合を加えることにより、tb11 のデータ構造は、テーブルからマトリックスに変わります。　今後も、このデータ構造の違いを特に区別して説明してはいません。ただし、ほかの場面で、テーブルとマトリックスで、渡した関数の対応が異なることもあります。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-6.pdf


簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.1簡単な例

スクリプトファィル
Green3-3-6a.R

利用した関数
xtabs、addmargins、
cbind、round

方法
データフレームを２次元のクロス集計
周辺合計、割合、対数オッズ（logit）を計算
表示3.6.1（上段、中段、下段の表）
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round(tb11, digits = 3)  # 上段
##               yes no Sum ratio  logit
## mature:female 6 43  49 0.122 -1.969
## mature:male 5 43  48 0.104 -2.152
## young:female 13 41  54 0.241 -1.149
## young:male 16 34  50 0.320 -0.754

round(tb21, digits = 3) # 中段
##        yes no Sum ratio  logit
## mature  11 86  97 0.113 -2.056
## young   29 75 104 0.279 -0.950

round(tb31, digits = 3) # 下段
##        yes no Sum ratio  logit
## female  19 84 103 0.184 -1.486
## male    21 77  98 0.214 -1.299

中段：age と event でのクロス集計

下段：sex と event でのクロス集計

上段：
age と event を
組み合わせた
２次元の分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　以上のようにして、表示3.6.1 の上段の表を作成しました。行の順番がテキストと異なっていますが、数値は合っています。　同様にして、age とevent でクロス集計して中段の表を作りました。sex とevent でクロス集計して下段の表を作成しました。　上段の分割表では、age と event のカテゴリーを組み合わせて、２次元のクロス集計表を作成しています。一方、３つのカテゴリーでクロス集計した３次元の分割表を使うこともできます。　そこで、次に３次元の分割表を説明します。



簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.1簡単な例

スクリプトファィル：Green3-3-6a.R
利用した関数：xtabs、vcd::oddsratio
方法：３次元のクロス集計（ §3.4参照）

対数オッズ比を計算（上段の表）

9

p.207

oddsratio(tb4["young" , , ], log = TRUE)
## log odds ratios for sex and event 
## 
## [1] -0.3948509

oddsratio(tb4["mature", , ], log = TRUE)
## log odds ratios for sex and event 
## 
## [1] 0.1823216

oddsratio(tb4[, "male" , ], log = TRUE)
## log odds ratios for age and event 
## 
## [1] -1.39799

oddsratio(tb4[, "female", ], log = TRUE)
## log odds ratios for age and event 
## 
## [1] -0.8208179

tb4 <- xtabs(freq ~ age + sex + event, 
data = df)

ftable(tb4)

##               event yes no
## age    sex                
## mature female         6 43
##        male           5 43
## young  female        13 41
##        male          16 34

tb4[age, sex, event]

age=young に限定

sex=male に限定

３次元の
分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　左下に示したように、tb4 は、データフレーム df から、age、sex、event の３要因でクロス集計して、３次元の分割表を生成しました。これについては§3.4 も参照してください。　これから、表示3.6.1 の上段の表にある対数オッズ比を計算します。ここでは、tb4 に付値した分割表を vcd パッケージの oddsratio 関数に渡して計算しています。oddsratio はオッズ比、あるいは対数オッズ比を返す関数です。　左のスクリプトをみると、age、sex、event の順に集計して、３次元の分割表を得ています。これにより、tb4 の各要素を指定するには、カギ括弧の中にこの順番で指定します。つまり、tb4[age, sex, event] です。　右のスクリプトの１番目では、tb4["young" , , ] を oddsration 関数に渡していますから、age を"young" に限定し、残りの sex とevent の２×２分割表を渡したことになります。　２番目は tb4["mature" , , ] なので、age を"mature" に限定して、sex とevent の２×２分割表を渡したことになります。　３番目は tb4[, "male", ] なので、sex を"male" に限定して、age と event の２×２分割表を渡したことになります。　４番目は 「femate」 なので、sex を"female"に限定して、age と event の２×２分割表をわたしたことになります。　これらの対数オッズ比は、表示3.6.1 の上段の表の対数オッズ比と一致します。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-6.pdf


簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.1簡単な例

スクリプトファィル：Green3-3-6a.R
利用した関数：xtabs、vcd::assocstats
方法：４×２分割表（tb1）、２×２分割表（tb2、tb3）の尤度比検定、Pearson のカイ２乗検定
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tb1

##               yes no 
## mature:female 6 43 
## mature:male 5 43 
## young:female 13 41 
## young:male 16 34 

assocstats(tb1)
##                     X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 9.7986  3 0.020358
## Pearson          9.6922  3 0.021372

tb2

##        yes no 
## mature  11 86 
## young   29 75 

assocstats(tb2)
##                     X^2 df  P(> X^2)
## Likelihood Ratio 8.9066  1 0.0028414
## Pearson          8.6182  1 0.0033282

表示3.6.1上段、右側 表示3.6.1中段、右側

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.1 に表示されている尤度比検定と、Peason のカイ２乗検定を行います。ここに示した結果は、左が表示3.6.1 の上段の右側の表で。右が表示3.6.1　の中段の右側の表です。　このように、vcd パッケージの assocstats 関数に、４×２分割表の tb1 、２×２分割表の tb2 を渡すと、直接２つの検定量と p 値が出力されます。結果は、表示3.6.1 と一致しています。　



簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.2 JMP[二変量の関係]による解析

スクリプトファィル：Green3-3-6a.R
利用した関数：xtabs、mosaicplot
方法：４×２分割表のモザイク図を描く
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tb1

##               yes no 
## mature:female 6 43 
## mature:male 5 43 
## young:female 13 41 
## young:male 16 34 

tb13 <- tb1[, c(2, 1)] # 列の入れ替え

mosaicplot(tb13, col = TRUE, 
cex.axis = 0.8, dir = "v")

１列と２列の入替
"yes"列を後にする

"yes" を下にする

嘔吐あり、なし

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.2 に表示されているモザイク図を R で作成しました。ここでは、標準で使える mosaicplot 関数を使っています。　左に示したように、age と sex の組み合わせたカテゴリーで集計した２次元の分割表 tb1 を使います。ただし、右図のように、"yes"（嘔吐あり） を示す部分を下にして表示させるため、tb1 の「yes」 と 「no」の 列、つまり１列目と２列目を入れ替えて、「yes」列を後にもってきます。これを tb13 に付値し、この tb13 を mosaicplot 関数に渡しています。



簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.3 JMP[モデルのあてはめ]による解析（交互作用を含む）

スクリプトファィル：Green3-3-6a.R
利用した関数：glm（ §3.3参照）、summary、car::Anova
方法：名義ロジスティックのあてはめ（交互作用含む）、levels 引数で位置を指定

sex とage の contrasts を contr.sumに変更（JMPと結果を合わせる§3.3）
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df$event <- factor(df$event, levels = c("no", "yes"))

glm_out1 <- glm(event ~ sex + age + sex:age,
weights = freq, data = df,
family = binomial(link = "logit"), 
contrasts = list(sex = "contr.sum",

age = "contr.sum"))

df

##      sex    age event freq
## 1   male  young   yes   16
## 2   male  young    no   34
## 3   male mature   yes    5
## 4   male mature    no   43
## 5 female  young   yes   13
## 6 female  young    no   41
## 7 female mature   yes    6
## 8 female mature    no   43

交互作用項

contrastsの変更
§3.3参照

先頭が基準
オッズ yes / no

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.3 に表示されている「名義ロジスティックのあてはめ」を glm 関数で行いました。glm 関数については、§3.3 を参照してください。　glm 関数を使うため、カテゴリーの位置を変更しました。levels 引数でカテゴリー位置を決めて、次のように基準とします。　event の「yes, no」は、levels 引数で「no」 を先頭にすることで、「no」が基準になり、「no に対する　yes のオッズ (yes/no)」が計算されます。　age と sex の contrasts を「contr.sum」に変更して、 内部でダミー変数２で処理するように指定します。このとき、基準なる水準、すなわち－１になる水準は、 「mature, young」「female, male」の末尾に位置している水準です。これについては、スクリプトの冒頭でこのように指定しているので、ここでは変更しません。これについては、§3.3 を見てください。　　左に示したデータフレーム df の event を目的変数、sex と age を説明変数、度数のfreqを weights に指定して、glm 関数を実行します。さらに、交互作用も解析するため、交互作用の項 sex:age をモデルに含んでいます。　この結果を glm_out1 に付値しました。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3R.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3R.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3R.pdf


簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.3 JMP[モデルのあてはめ]による解析（交互作用を含む）

スクリプトファィル
Green3-3-6a.R

利用した関数
glm、summary、car::Anova

方法
名義ロジスティックの
あてはめ
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summary(glm_out1)

## Coefficients:
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept) -1.50590    0.19468  -7.735 1.03e-14 ***
## sex1 -0.05313    0.19468  -0.273  0.78491    
## age1 -0.55470    0.19468  -2.849  0.00438 ** 
## sex1:age1 0.14429    0.19468   0.741  0.45858 

Anova(glm_out1, type = 3)

## Analysis of Deviance Table (Type III tests)
## 
## Response: event
##         LR Chisq Df Pr(>Chisq)   
## sex       0.0743  1   0.785161   
## age       8.8859  1   0.002874 **
## sex:age 0.5517  1   0.457605 

効果の尤度比検定

パラメータ推定値

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　結果を付値した glm_out1 から、summary 関数と car パッケージの Anova 関数を使って、結果を表示させました。表示3.6.3 のパラメータ推定値と効果の尤度比検定の結果と一致しています。



簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.5 JMP[モデルのあてはめ]による解析（交互作用を除く）

スクリプトファィル：Green3-3-6a.R
利用した関数：glm、summary、car::Anova
方法：名義ロジスティックのあてはめ（交互作用除く）
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glm_out2 <- glm(event ~ sex + age,
weights = freq, data = df,
family = binomial(link = "logit"),
contrasts = list(sex = "contr.sum", 

age = "contr.sum"))

df

##      sex    age event freq
## 1   male  young   yes   16
## 2   male  young    no   34
## 3   male mature   yes    5
## 4   male mature    no   43
## 5 female  young   yes   13
## 6 female  young    no   41
## 7 female mature   yes    6
## 8 female mature    no   43

交互作用項なし

contrasts の変更
§3.3参照

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.5 に表示されている「名義ロジスティックのあてはめ」を glm 関数で行いました。ここでは、交互作用を除いてあります。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3R.pdf


簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.5 JMP[モデルのあてはめ]による解析（交互作用を除く）

スクリプトファィル
Green3-3-6a.R

利用した関数
glm、summary、car::Anova

方法
名義ロジスティックの
あてはめ
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summary(glm_out2)

## Coefficients:
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept)  -1.5041     0.1942  -7.747  9.4e-15 ***
## sex1 -0.1054     0.1809  -0.583  0.56001    
## age1 -0.5555     0.1941  -2.862  0.00421 ** 

Anova(glm_out2, type = 3)

## Analysis of Deviance Table (Type III tests)
## 
## Response: event
##     LR Chisq Df Pr(>Chisq)   
## sex   0.3403  1   0.559667   
## age   8.9668  1   0.002749 **

効果の尤度比検定

パラメータ推定値

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　結果を、summary 関数と car パッケージのAnova 関数で出力しました。表示3.6.5 のパラメータ推定値と効果の尤度比検定の結果と一致しています。



簡単な例：イヌを用いた副作用の実験
表示3.6.4交互作用のグラフ化

スクリプトファィル
Green3-3-6a.R

利用した関数
plot、segments、axis
predict

方法
表示3.6.3と表示3.6.5 の結果をグラフ化
予測値（推定値）を predict 関数で得る
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.4 に表示されている交互作用のグラフを R で描きました。�　表示3.6.3 と表示3.6.5 の結果を基に、plot 関数と segments 関数を使ってグラフを描きました。パラメータの予測値（推定値）を得るには、predict 関数を使います。　詳細はスクリプトファイルを見てください。



シンプソンのパラドックス
手術の成功率と病院の形態

名義ロジスティック回帰

17
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ここから、シンプソンのパラドックスの項に入ります。事例は、手術の成功率と病院の形態との関係で、名義ロジスティック回帰を行います。



シンプソンのパラドックス：手術の成功率と病院の形態
表示3.6.6手術の成功率の比較

スクリプトファィル
Green3-3-6b.R

利用した関数
glm、summary、
car::Anova

方法
Excelファイルから
データを読込
因子型に指定
カテゴリーの位置
を設定
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df  <- read_excel("Green3-3.xlsx", sheet = "36-op")
df  <- data.frame(df)
# 因子型に設定、水準の順番を設定
df$result <- factor(df$result,  levels = c("success", "failure"))
df$inst <- factor(df$inst,    levels = c("clinic", "hosp"))
df$symptom <- factor(df$symptom, levels = c("mild", "severe" )) 
df

##   symptom   inst result freq
## 1  severe   hosp success   21
## 2  severe   hosp failure   11
## 3  severe clinic success    1
## 4  severe clinic failure    2
## 5    mild   hosp success   17
## 6    mild   hosp failure    1
## 7    mild clinic success   45
## 8    mild clinic failure    2

カテゴリーの位置を設定
（関数により変更）
結果のオッズ：成功／失敗
（成功のオッズ）
病院のオッズ比：個人／大学
症状のオッズ比：軽症／重症

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの表示3.6.6 の計算を R で行います。スクリプトファイルは、Green3-3-6b.R です。　Excelファイルからデータを読み込み、オブジェクト df にデータフレームとして付値しました。下に示したように、症状の symptom 列は、「severe（重症）、mild（軽症）」の２つのカテゴリーです。施設の inst 列は、「hosp（大学病院）、clinic（個人病院）」 の２つのカテゴリーです。手術の結果の result 列は「success、failure」 の２つのカテゴリーです。最後に、度数のfreq からなります。 英語表現が適切ではないかもしれませんが、記号としてとらえてください。　この symptom 列、inst 列、result 列を、factor 関数で因子型に指定し、それぞれのカテゴリーの位置を設定しました。テキストでは、失敗に対する成功のオッズ（成功／失敗）が計算されています。また、症状では重症に対する軽症のオッズ比（軽症／重症）、施設では大学病院に対する個人病院のオッズ比（個人病院／大学病院）が計算されています。これに対応して、基準のカテゴリーを先頭に配置しました。



シンプソンのパラドックス：手術の成功率と病院の形態
表示3.6.6手術の成功率の比較

スクリプトファィル
Green3-3-6b.R

利用した関数
xtabs、ftabel、vcd::assocstats
vcd::oddsratio

方法
分割表の作成
データフレームのクロス集計
病院の形態（inst）による
成功率の比較、オッズの比較

（対数オッズ比）
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tb1 <- xtabs(freq ~ inst + result, data = df)
tb11 <- addmargins(tb1)
tb11 <- cbind(tb11, ratio = tb11[, 1] / tb11[, 3])
ftable(tb11)

##         success failure    Sum  ratio
##                                      
## clinic    46.00    4.00  50.00   0.92
## hosp 38.00   12.00  50.00   0.76
## Sum       84.00   16.00 100.00   0.84

assocstats(tb1)
##                     X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 4.9490  1 0.026105
## Pearson          4.7619  1 0.029096

oddsratio(tb1, log = TRUE)
## log odds ratios for inst and result 
## 
## [1] 1.289668

success／Sum

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　データフレーム df を、xtabs 関数でクロス集計しました。 inst 列と result 列の組み合わせでクロス集計して、tb1 に付値しました。さらに、tb1 の周辺合計を addmargins 関数で計算して、tb11 に付値しました。引数を省略してあるので、行と列の両方向の合計の計算が行われます。　tb11の行の成功の割合、つまり 成功率 success／Sum を「tb11[, 1] / tb11[, 3]」 で計算し、cbind 関数で tb11 に ratio 列として追加しました。　ftable 関数で分割表を出力しています。表示3.3.6 と一致しています。　さらに、vcdパッケージのassocstats 関数で、尤度比検定とpearson のカイ２乗検定を行いました。また、oddsratio 関数で、対数オッズ比を計算しました。これらの結果は、表示3.6.6 と一致しています。



シンプソンのパラドックス：手術の成功率と病院の形態
表示3.6.7重症・軽症別の分析

スクリプトファィル
Green3-3-6b.R

利用した関数
xtabs、ftable、 vcd::assocstats
vcd::oddsratio

方法：重症に限定して解析

20
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tb3 <- xtabs(freq ~ symptom + inst + result, data = df)
ftable(tb3)

##                result success failure
## symptom inst
## mild    clinic             45       2
##         hosp 17       1
## severe  clinic              1       2
##         hosp 21      11

assocstats(tb3["severe", , ])

##                     X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 1.1773  1  0.27791
## Pearson          1.2251  1  0.26837

oddsratio(tb3["severe", , ], log = TRUE)

## log odds ratios for inst and result 
## 
## [1] -1.339774

##   symptom   inst result freq
## 1  severe   hosp success   21
## 2  severe   hosp failure   11
## 3  severe clinic success    1
## 4  severe clinic failure    2
## 5    mild   hosp success   17
## 6    mild   hosp failure    1
## 7    mild clinic success   45
## 8    mild clinic failure    2

tb3[symptom, inst, result]

symptop=severe
に限定した解析

３次元の
分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.7 では、重症と軽症に分けて、大学病院と個人病院の成功率の比較をしています。ここでは、重症に限定して解析した例を表示しています。　右の上段に示したように、データフレーム df を、symptom、inst、result でクロス集計して３次元の分割表を作成し、これを tb3 に付値しました。ftable 関数で表示させると、３次元の構造で出力されます。　tb3 の各要素を指定するには、カギ括弧の中に３因子の順番で指定します。つまり、tb4[symptom, ints, result] となります。　中段のスクリプトにおいて、tb3["severe" , , ] を assocstats 関数に渡していますから、symptom を"severe" （重症）に限定し、残りの ints と result の２×２分割表を渡したことになります。これにより、尤度比検定とpearson のカイ２乗検定の出力を得ています。　同様に、oddsration 関数に渡し、"severe" に限定して、inst と result の２×２分割表の対数オッズ比を計算しています。　これらの結果は、表示3.6.7 の重症に限定した上段の結果と一致しています。



シンプソンのパラドックス：手術の成功率と病院の形態
表示3.6.7重症・軽症別の解析

スクリプトファィル：Green3-3-6b.R
利用した関数：vcd::mosaic
方法：２次元の４×２分割表からモザイク図を作成
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tb2 <- xtabs(freq ~ I(inst:symptom) + result, data = df)

mosaic(result ~ I(inst:symptom), data = tb2,

direction = c("v", "h"),

labeling = vcd::labeling_border(
rot_labels = c(45, 0, 0, 90),
varnames = FALSE))

分割の方向を指定

四辺（上、右、下、左）の
ラベルの回転角度を指定
デフォルトは 0, 90, 0 , 90

ラベルの
設定

45 度の角度を
付けて表示

変数の名前を
非表示

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.7 のモザイク図を vcd パッケージの mosaic 関数で描きました。標準で使える mosaicplot とは別の関数です。　まず、２次元の４×２分割表から、mosaic 関数を使って、モザイク図を作成しました。　xtabs 関数に「freq ~I(inst:symptom) + result」 の式を渡して、df から分割表を作成し、tb2 に付値しました。先ほど示したように、４×２分割表になります。　この分割表　tb2 から mosaic 関数でモザイク図を作成します。 tb2 を data 引数で指定し、「result ~ I(inst:symptom) 」という数式を mosaic 関数に渡して、右のモザイク図を作成します。direction 引数により、分割する方向を指定することが重要です。これについては、次のスライドで説明します。　labeling 引数でラベルの設定を行います。設定できる項目は多数ありますが、ここではラベルの角度を指定しています。「rot_labels = c(45, 0, 0, 90)」で、四辺のラベルを表示する回転角度を指定します。指定する順番は(上、右、下、左)です。通常のグラフィックス関数では、(下、左、上、右)の順番ですから、これと違うので注意してください。デフォルトはrot_labels = c(0, 90, 0, 90)。です。　自動的に、軸のラベルとして、x 軸に「I(inst:symptom) 」、y 軸に「rsult」が表示されます。しかし、文字が重なってしまうため、引数 varnames = FALSE を指定して、これらを非表示にしています。



シンプソンのパラドックス：手術の成功率と病院の形態
表示3.6.7重症・軽症別の解析

スクリプトファィル：Green3-3-6b.R
利用した関数：vcd::mosaic
方法：３次元の分割表からモザイク図を作成
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tb3 <- xtabs(freq ~ inst + symptom  + result,
data = df)

ftable(tb3)

##                result success failure
## inst symptom                       
## clinic mild                45       2
##        severe               1       2
## hosp mild                17       1
##        severe              21      11

mosaic(result ~ inst + symptom, data = tb3,
direction = c("v", "v", "h"),
shade = TRUE)

① ② ③

① ② ③

分割の方向を指定
"v"：垂直方向
"h"：水平方向

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、３次元の分割表から、mosaic 関数を使って、モザイク図を作成します。こちらの方がシンプルな図になります。　xtabs 関数で、データフレーム df から、「freq ~ inst + symptom  + result」 として分割表を作成し、tb3 に付値しました。ここに示したような分割表になります。xtabs 関数で、①、②、③の順にクロス集計したので、分割表も①、②、③の順番で並んでいます。　この３次元の分割表　tb3 から mosaic 関数でモザイク図を作成しました。 tb3 を data 引数で指定し、「result ~ inst + symptom」という数式を mosaic 関数に渡して、右のモザイク図を作成します。ただし、これだけでは右のような図にはなりません。その下のdirection 引数により、分割する方向を指定することが重要です。"v" は垂直方向（vertical）、"h"は 水平方向（horizontal）を表します。



シンプソンのパラドックス：手術の成功率と病院の形態
表示3.6.7重症・軽症別の解析

スクリプトファィル：Green3-3-6b.R
利用した関数：vcd::mosaic
方法：３次元の分割表からモザイク図を作成

式で区分する順番を指定
direction引数で分割する方向を指定
（デフォルトは、水平→垂直→水平・・・）
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mosaic(result ~ inst + symptom, data = tb3,

direction = c("v", "v", "h"),

shade = TRUE)

③ ① ②

① ② ③
垂直 垂直 水平分割の順番と方向
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② "v" ：垂直に分割

① "v" ：垂直に分割
③ "h" ：水平に分割

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　左のスクリプトにおいて、direction 引数で "v" と "h" を指定しています。左から順番に①"v"、②"v"、③"h" と指定しています。これは、mosaic 関数に渡した式の①、②、③に対応しています。チルダ~ の右から①、②、最後にチルダの左が③になります。順番に注意してください。　　右の図で、①「inst」が "v" ですから、初めに全体が inst で垂直方向に分割され、オレンジ枠で示したように、左側が clinic、右側が hosp になります。次に、②「symptom」が "V" ですから、clinic と hosp がそれぞれ symptom で垂直方向に分割され、ブルー枠で示したように、左側が mild、右側が severe になります。最後に、③「result」が "h" ですから、全体が result で水平方向に分割され、上側が failure、下側が success になります。　なお、direction 引数で指定しない場合、デフォルトの方向パターンは、水平、垂直、水平・・・、つまり交互に"h"、"v"、"h"・・・の順に分割されていきます。



シンプソンのパラドックス：手術の成功率と病院の形態
要因の症状（重症・軽症）と施設（大学病院・個人病院）のオッズ比

スクリプトファィル
Green3-3-6b.R

利用した関数
xtabs、DescTools::OddsRatio
ftable

方法
重症・軽症と、
大学病院・個人病院の組み合わせ
のオッズ比を算出
（要因間のオッズ比）
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tb4 <- xtabs(freq ~ symptom + inst, data = df)

ftable(tb4)

##         inst clinic hosp
## symptom                 
## mild             47   18
## severe            3   32

OddsRatio(tb4, method = "wald", conf.level = 0.95)

## odds ratio     lwr.ci upr.ci
##  27.851852   7.573966 102.420001

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの 212ページでは、症状（重症・軽症）と施設（大学病院・個人病院）のオッズ比を算出しています。すなわち、要因間のオッズ比です。これを R で算出しました。　xtabs 関数に、「freq ~ symptom + inst」の式を渡し、その結果を tb4 に付値しました。この分割表を ftable 関数で出力させています。　この tb4 をDescTools パッケージの OddsRatio 関数に渡して、オッズ比とその95%信頼区間を得ました。テキストの説明文の内容と一致しています。



シンプソンのパラドックス
虫歯と居住環境・間食習慣

名義ロジスティック回帰
症例対照研究（case control 研究）：オッズ比で比較（ §3.3）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　引き続き、　シンプソンのパラドックスの事例で、症例対照研究を取り上げます。　症例対照研究（case control 研究）については、§3.3　を見てください。症例対照研究では、オッズ比が比較するための重要な指標になります。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.8虫歯と居住環境の関連性

スクリプトファィル
Green3-3-6c.R

利用した関数
xtabs

方法
Excelファィルから
データの読込
levels 引数で
カテゴリーの
位置を設定
（関数で変更）
snack：間食習慣
area：居住環境
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df  <- read_excel("Green3-3.xlsx", sheet = "36-mushiba")
df  <- data.frame(df)

df$group <- factor(df$group, levels = c("case", "control"))
df$area <- factor(df$area,  levels = c("downtown", "uptown"))
df$snack <- factor(df$snack, levels = c("yes", "no") )

##   snack     area   group freq
## 1   yes downtown    case   87
## 2   yes downtown control   45
## 3   yes   uptown    case   49
## 4   yes   uptown control   25
## 5    no downtown    case   20
## 6    no downtown control   42
## 7    no   uptown    case   44
## 8    no   uptown control   88

カテゴリーの位置を設定
（渡す関数によって変更）

グループのオッズ ：症例／対照
（症例のオッズ）
居住環境のオッズ比：繁華街／住宅街
間食習慣のオッズ比：間食あり／なし

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの表示3.6.8 の計算を R で行います。スクリプトファイルは、Green3-3-6c.R です。　Excelファイルからデータを読み込み、オブジェクト df にデータフレームとして付値しました。データは下に示したように、間食習慣 snack 列で、「yes(あり)、no(なし)」の２つのカテゴリーです。居住環境 area 列では、「downtown(繁華街)、uptown(住宅街)」 の２つのカテゴリーです。虫歯については groupt 列 で「case(虫歯あり)、control(虫歯なし)」 の２つのカテゴリーです。最後に、度数のfreq からなります。 　この snack 、area、groupを、factor 関数で因子型にし、それぞれの値の位置を指定しました。テキストでは、group のオッズは対照に対する症例のオッズ（症例／対照）です。また、居住環境のオッズ比は住宅街に対する繁華街のオッズ比（繁華街／住宅街）です。さらに、間食習慣のオッズ比は、間食なしに対する間食ありのオッズ比（間食あり／なし）です。これに対応して、目的となるカテゴリーを先頭に位置させました。ただし、渡す関数によって、位置を変更します。



シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.8虫歯と居住環境の関連性

スクリプトファィル：Green3-3-6c.R
利用した関数：xtabs、vcd::OddsRatio
方法

area と group の
クロス集計

オッズの計算
オッズ比と
信頼区間の計算

27

p.212

tb1 <- xtabs(freq ~ area + group, data = df)

tb11 <- cbind(tb1, Sum = rowSums(tb1), Odds = tb1[, 1] / tb1[, 2])

tb11

##          case control Sum      Odds
## downtown  107      87 194 1.2298851
## uptown     93     113 206 0.8230088

OddsRatio(tb1, method = "wald", conf.level = 0.95)

## odds ratio     lwr.ci upr.ci
##   1.494376   1.007584   2.216353

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　準備ができたところで、表示3.6.8 を R で作成します。　データフレーム df を area と group でクロス集計し、 tb1 に付値しました。　さらに、行の合計を rowSums 関数で得ました。また、症例のオッズを、tb1[, 1] / tb1[, 2]) で計算しました。それぞれ、Sum と odds という列名で、tb1 に結合させて、tb11 に付値しました。　tb11 を出力すると、表示3.6.8 が得られます。　さらに、tb1 を vcd パッケージの OddsRatio 関数に渡して、オッズ比とその95%信頼区間を計算しました。　この結果は、表示3.6.8 に一致しています。



シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.9虫歯と間食の関連性

スクリプトファィル：Green3-3-6c.R
利用した関数：xtabs、vcd::OddsRatio
方法

snack と group の
クロス集計

オッズの計算
オッズ比と
信頼区間の計算

28

p.213

tb2 <- xtabs(freq ~ snack + group, data = df)

tb21 <- cbind(tb2, Sum = rowSums(tb2), Odds = tb2[, 1] / tb2[, 2])

tb21
##     case control Sum      Odds
## yes  136      70 206 1.9428571
## no    64     130 194 0.4923077

OddsRatio(tb2, method = "wald", conf.level = 0.95)

## odds ratio     lwr.ci upr.ci
##   3.946429   2.604507   5.979749

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、表示3.6.9 を R で作成しました。　データフレーム df を と snack と group でクロス集計し、 tb2 に付値しました。　さらに、行の合計を rowSums 関数で得ました。また、症例のオッズを、tb2[, 1] / tb1[, 2]) で計算しました。それぞれ、Sum と odds という列名で、tb1 に結合させて、tb21 に付値しました。　tb21 を出力すると、表示3.6.9 が得られます。　さらに、tb2 を vcd パッケージの OddsRatio 関数に渡して、オッズ比とその95%信頼区間を計算しました。　この結果も、表示3.6.9 に一致しています。



シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.10間食習慣別にみた居住環境と虫歯の関連性

スクリプトファィル
Green3-3-6c.R

利用した関数
xtabs
vcd::OddsRatio

方法
クロス集計による
３次元分割表の作成

オッズ比と信頼区間の
計算

29

p.214

tb3 <- xtabs(freq ~ snack + area + group, data = df)
ftable(tb3)

##                group case control
## snack area                       
## yes   downtown         87      45
##       uptown           49      25
## no    downtown         20      42
##       uptown           44      88

OddsRatio(tb3["yes", , ], method = "wald", conf.level = 0.95)

## odds ratio     lwr.ci upr.ci
##  0.9863946  0.5406351  1.7996874

OddsRatio(tb3["no", , ], method = "wald", conf.level = 0.95)

## odds ratio     lwr.ci upr.ci
##  0.9523810  0.5002721  1.8130722

３次元の
分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.10 の表を R で作成しました。�　データフレーム df を、xtabs 関数で、snack と aera と group によるクロス集計を行い、３次元の分割表を作成しました。これを tb3 に付値しました。ftable で表示させると、３次元の構造にまとめて表示できます。　tb3 は、snack、area、groupt の順番でクロス集計しているので、tb3 の各要素を指定するには、カギ括弧の中にこの順番で指定します。つまり、tb4[snack, area, group] となります。　OddsRation 関数に、tb3["yes" , , ] を渡して、間食ありの中で、住宅街に対する繁華街のオッズ比とその95%信頼区間を求めました。同様に、OddsRation 関数に、tb3["no" , , ] を渡して、間食なしの中で、住宅街に対する繁華街のオッズ比とその95%信頼区間を求めました。　これらの結果は、表示3.6.10 の結果と一致しています。



シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.11間食習慣と居住環境の関連性

スクリプトファィル
Green3-3-6c.R

利用した関数
xtabs
vcd::OddsRatio

方法
クロス集計、周辺合計の計算
オッズの計算
オッズ比と信頼区間の計算

30

p.214

tb4 <- xtabs(freq ~ area + snack, data = df)
tb41 <- addmargins(tb4)
tb41 <- cbind(tb41, Odds = tb41[, 1] / tb41[, 2])
tb41 <- rbind(tb41, Odds = tb41[1, ] / tb41[2, ])

tb41[3, 4] <- NA
tb41[4, 3] <- NA
tb41[4, 4] <- NA

tb41
##                 yes         no Sum      Odds
## downtown 132.000000  62.000000 194 2.1290323
## uptown    74.000000 132.000000 206 0.5606061
## Sum      206.000000 194.000000 400        NA
## Odds       1.783784   0.469697  NA        NA

OddsRatio(tb4, method = "wald", conf.level = 0.95)

## odds ratio     lwr.ci upr.ci
##   3.797733   2.508251   5.750133

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.11 の、間食習慣と居住環境との関連性を解析するために、xtabs 関数に、「freq ~ area + snack」の式を渡し、その結果を tb4 に付値しました。　次に、行と列で、周辺合計を addmargins 関数で第２引数を省略して計算しました。また、オッズを計算して tb41 に付値しました。この場合は、行と列の両方の合計に意味があります。不要な部分は NA を付値しています。　それを表示させると、表示3.6.11 になります。　さらに、この tb4 をDescTools パッケージの OddsRatio に渡して、オッズ比とその95%信頼区間を得ました。テキストの表示3.6.11と一致しています。オッズ比は、行と列のどちらに因子を割り当てても同じ値になります。



シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.12 JMP[二変量の関係]の結果

スクリプトファィル：Green3-3-6c.R
利用した関数：xtabs、vcd::OddsRatio
方法
モザイク図はテキストのグラフと異なる
（テキストp.213脚注 *26、 PDF ファイル参照）
症例 (case)と対照 (control)の間で、

居住環境の割合・間食習慣の割合を比較

31

p.215

tb5 <- xtabs(freq ~ group + snack, data = df)

tb6 <- xtabs(freq ~ group + area, data = df)

mosaicplot(tb5, col = TRUE, cex.axis = 1)

mosaicplot(tb6, col = TRUE, cex.axis = 1)

tb5

sn
ac

k

case control

ye
s

no

tb6

ar
ea

case contro

do
w

nt
ow

n
up

to
w

n

症例と対照の間で、
居住環境の割合を比較

症例と対照の間で、
間食習慣の割合を比較

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.12 のグラフを作成しました。　データフレーム df から、「group + snack」、または「group + area」でクロス集計し、それぞれ tb5、tb6 に付値しました。　これらを、mosaicplot に渡して、モザイク図を作成しました。なお、これらのグラフは、テキストのグラフと異なります。症例（虫歯の子）と対照（虫歯ではない子）の数は、任意に各200名にしたからです。仮に210名と190名であった場合も想定してグラフ化する必要があります。　したがって、左のグラフでは、症例 (case) と対照 (control) の間で、住居環境の割合を比較します。同様に、右のグラフでは、症例 (case) と対照 (control) の間で、間食習慣の割合を比較します。　詳しくは、テキストのp.213 脚注 *26 と、PDF ファイルを参照してください。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-6.pdf


シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.13 JMP[モデルのあてはめ]の結果（フルモデル、contrasts ：contr.sum）
表示3.6.14  JMP[モデルのあてはめ]の結果（部分モデル、contrasts：contr.sum）
スクリプトファィル：Green3-3-6c.R
利用した関数：glm、summary、car::Anova
方法：名義ロジスティックのあてはめ（参照）

snack と area の contrasts を contr.sumに変更（§3.3）

32

p.215

df$group <- factor(df$group, levels = c("control", "case"))
df$area <- factor(df$area,  levels = c("uptown", "downtown"))
df$snack <- factor(df$snack, levels = c("yes", "no") )

glm_out <- glm(group ~ snack + area + snack:area, weights = freq, data = df,
family = binomial(link = "logit"), 
contrasts = list(snack = "contr.sum", area = "contr.sum"))

glm_out1 <- glm(group ~ snack + area, weights = freq, data = df,
family = binomial(link = "logit"), 
contrasts = list(snack = "contr.sum", area = "contr.sum"))

交互作用項

オッズ
先頭が基準

case /control

末尾が基準
ダミー変数－1

フルモデル

部分モデル

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.13 のJMP[モデルのあてはめ] の解析を R で行いました。glm 関数を使った名義ロジスティックのあてはめになります。テキストの JMP の出力に合わせるため、snack と area の contrasts を contr.sum に変更しています。これについては、すでに§3.3 で説明しましたので、そちらも参照してください。　glm 関数を使うため、levels 引数でカテゴリーの位置を変更しました。group の「control, case」は、levels 引数で「control」 を先頭にすることで基準（ベース）になり、「control に対する case のオッズ (case/control) が計算されます　area と snack の contrasts を「contr.sum」に指定して、内部でダミー変数２で処理させます。このとき、levels 引数で「uptown, downtown」「yes, no」で、それぞれ「uptown」「yes」を末尾に位置させ、基準（ベース）である－１になるようにしています。これは、JMP の出力と比較するために行っています。これについては、§3.3 を見てください。　　その下のスクリプトは、交互作用の項を含んだフルモデル 「group ~ snack + area + snack:area」のあてはめで、結果を glm_outに付値しました。その下は、交互作用を含まない部分モデル 「group ~ snack + area」 のあてはめで、結果を　glm_out1 に付値しました。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3R.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3R.pdf


シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.13 JMP[モデルのあてはめ]の結果（フルモデル、contrasts：contr.sum）

スクリプトファィル
Green3-3-6c.R

利用した関数
glm、summary、
car::Anova、

方法
名義ロジスティックの

あてはめ
交互作用の項を

モデルに含める
JMPの結果と一致

33

p.215

summary(glm_out)

Coefficients:
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept)  -0.025724   0.112368  -0.229    0.819    
## snack1 0.691819   0.112368   6.157 7.43e-10 ***
## area1 0.015622   0.112368   0.139    0.889    
## snack1:area1 -0.008773   0.112368  -0.078    0.938 

Anova(glm_out, type = 3)

## Analysis of Deviance Table (Type III tests)
## 
## Response: group
##            LR Chisq Df Pr(>Chisq)    
## snack        40.357  1  2.115e-10 ***
## area          0.019  1     0.8894    
## snack:area 0.006  1     0.9378    

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　交互作用の項を含んだフルモデルの結果を glm_out に付値し、この結果を summary 関数と car パッケージの Anova 関数で表示させました。表示3.6.13 の結果と一致します。



シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.14 JMP[モデルのあてはめ]の結果（部分モデル、contrasts ：contr.sum）

スクリプトファィル
Green3-3-6c.R

利用した関数
glm、summary、
car::Anova、

方法
名義ロジスティックのあてはめ
交互作用の項をモデルから除去
JMPの結果と一致

あてはまりの悪さ（LOF）の
カイ２乗値と p 値は、
表示3.6.13 の交互作用と同じ

34

p.216

summary(glm_out1)

Coefficients:
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept) -0.02284    0.10611  -0.215    0.830    
## snack1 0.69127    0.11212   6.165 7.04e-10 ***
## area1 0.01503    0.11209   0.134    0.893 

Anova(glm_out1, type = 3)

## Analysis of Deviance Table (Type III tests)
## 
## Response: group
##       LR Chisq Df Pr(>Chisq)    
## snack   40.439  1  2.029e-10 ***
## area     0.018  1     0.8933 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　交互作用の項を含まない部分モデルの結果を glm_out1 に付値し、この結果を summary 関数と car パッケージの Anova 関数で表示させました。表示3.6.14 の結果と一致します。　また、　表示3.6.14 のあてはまりの悪さ（LOF）のカイ２乗値と p 値は、表示3.6.13 の交互作用に一致します。　�　　



シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.13 JMP[モデルのあてはめ]の結果（フルモデル、contrasts：デフォルト contr.treatmet）

スクリプトファィル：Green3-3-6c.R
利用した関数：glm、summary、car::Anova、epiDisplay::logistic.display
方法：オッズの基準は先頭のカテゴリー、オッズ比の基準は先頭のカテゴリー

35

p.216

df$group <- factor(df$group, levels = c("control", "case"))
df$area <- factor(df$area,  levels = c("uptown", "downtown"))
df$snack <- factor(df$snack, levels = c("no", "yes") )

glm_out2 <- glm(group ~ snack + area + snack:area, weights = freq, data = df,
family = binomial(link = "logit"))

summary(glm_out2)
Anova(glm_out2, type = 2)
logistic.display(glm_out2)
s <- logistic.display(glm_out2, simplified = TRUE)
lucid(s)

オッズ case/control

オッズ比
downtown/uptown

yes/nol

contrasts の変更なし

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ここまで、テキストの JMP の結果と合わせるために、質的因子の contrasts を contr.sum に変更してきましたが、contrasts にこだわらないのであれば、デフォルトの条件で解析できます。 　そこで、contrasts を contr.sum に変更せず、デフォルトのまま、すなわち contr.treatment により glm 関数を実行しました。それに合わせて、カテゴリーの位置を変更しています。　 デフォルトの contrasts では、質的因子は内部でダミー変数１（0, 1）で処理されます。factor 関数の levels 引数で、先頭のカテゴリーが基準（ベース）の 0 になるため、uptown を先頭にすることで、uptown に対する downtown のオッズ比が計算されます。　オッズの計算では、levels 引数の先頭が基準になることは、contrasts の種類にかかわらず同じです。したがって、control を先頭に指定して、control に対する case のオッズを計算します。　以上の設定で、交互作用の項を含むフルモデルの結果を glm_out2 に付値し、この結果を summary 関数と car パッケージの Anova 関数で表示させました。さらに、epiDisplayパッケージのlogistic.dislay 関数で表示させました。



シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.13 JMP[モデルのあてはめ]の結果（フルモデル、contrasts：contr.treatmet、デフォルト）

スクリプトファィル
Green3-3-6c.R

利用した関数
glm、summary、
car::Anova、
epiDisplay::

logistic.display

36

p.216

summary(glm_out2)
## 
## Coefficients:
##                       Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept)           -0.69315    0.18464  -3.754 0.000174 ***
## snackyes 1.36609    0.30741   4.444 8.83e-06 ***
## areadowntown -0.04879    0.32848  -0.149 0.881922    
## snackyes:areadowntown 0.03509    0.44947   0.078 0.937770 

Anova(glm_out2, type = 2)
## Analysis of Deviance Table (Type II tests)
## 
## Response: group
##            LR Chisq Df Pr(>Chisq)    
## snack        40.439  1  2.029e-10 ***
## area          0.018  1     0.8933    
## snack:area 0.006  1     0.9378    

交互作用は、
取り除いた場合の

LOFに相当

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　summary 関数とAnova 関数による出力結果です。　交互作用の結果は、交互作用を除いて解析した場合のLOFに相当します。p 値は0.938 と大きく、平行なモデルのあてはまりは悪くないことが示されています。　効果の尤度比検定の結果は、間食（yes）の効果が有意です。



シンプソンのパラドックス：虫歯と居住環境・間食習慣
表示3.6.13 JMP[モデルのあてはめ]の結果（フルモデル、contrasts：contr.treatmet、デフォルト）

スクリプトファィル：Green3-3-6c.R
利用した関数：glm、summary、car::Anova、epiDisplay::logistic.display、lucid::lucid
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p.216

logistic.display(glm_out2)
## Logistic regression predicting group : case vs control 
##                          crude OR(95%CI)   adj. OR(95%CI)    P(Wald's test)
## snack: yes vs no         3.95 (2.6,5.98)   3.92 (2.15,7.16)  < 0.001       
## area: downtown vs uptown 1.49 (1.01,2.22)  0.95 (0.5,1.81)   0.882         
## snackyes:areadowntown - 1.04 (0.43,2.5)   0.938         

s <- logistic.display(glm_out2, simplified = TRUE)
lucid(s)

##                       OR    lower95ci upper95ci Pr(>|Z|) 
## snackyes 3.92  2.15      7.16      0.0000088
## areadowntown 0.952 0.5       1.81      0.882    
## snackyes:areadowntown 1.04  0.429     2.5       0.938

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　epiDislay パッケージの logistic.displqy 関数で結果を出力すると、オッズ比とその信頼区間が出力されます。間食習慣(snack) のオッズ比の信頼区間に１は含まれず、住居環境(area) のオッズは１が含まれます。　lucid パッケージの lucid 関数は、浮動小数などを見やすく整理して表示してくれます。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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