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　臨床検査データが臨床研究に活用されているが，膨大なデータを解析するためにデータ形式の変

換処理が必要である。Microsoft Excelが内包するマクロ機能を使うことにより，データ変換の自動

化をすることができる。本稿では，臨床検査データのデータ形式やデータ変換時の注意点，データ

変換の自動化を例示し，マクロの利用方法を紹介した。
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背　　景

　北里大学病院には，過去年間の臨床検査データが蓄

積されており，臨床研究に活用されている1-2。その臨

床検査データは，所定の手続き (依頼内容・理由を記

載，署名，捺印した書類を情報管理課に提出) を取るこ

とにより，Microsoft Excel (Excel) ファイルとして入手

することが出来る。ファイルには，ID，生年月日，性

別，検査日時，検体コード，検査値などのデータが整

然とおさめられており，一見容易に研究データとして

解析できるように思える。しかし，例えば，統計ソフ

トウェアにこれらのデータを入力する場合，必要な

データのみの抽出，データ形式 (並び方) を整える必要

がある3。さらに，データ行数が概ね千行を超えると，

データの抽出・変換の繰り返しの手作業は時間が掛か

り，ともすれば苦痛を伴う作業となる。

　データ形式の変換手順が定まった作業は，パソコン

を使用した自動化により効率的に行うことが可能であ

る4-6。データの計算，加工，グラフ化などに使用され

ているExcelは，マクロと呼ばれる機能を内包してい

る。マクロは，データの抽出や整列を自動化すること

が出来，データ解析の1つのツールとして有用な機能で

ある3-5。本稿ではExcelのマクロ機能について，実際の

臨床検査データを例にとり，データの抽出や整列手

順，注意点を解説する。

ExcelのマクロとVBA

　マクロとは，一般的には複雑な操作を自動化するプ

ログラムの総称である。Excelにおけるマクロとは，

Excelの全ての機能を自動的に行うプログラムであり，

煩雑な手順を要する特定データの抽出，整列，グラフ

作成を自動化できる。

　マクロ・Visual Basic for Applications (VBA) の機能

は，タブと呼ばれる「ホーム」，「挿入」などのメ

ニューの1つである「開発」タブから使用することがで

きる。簡単なマクロの作成は，自分がExcel上で行った

マウス，キーボードの操作を記録することから始めら

れる。例えば，セルA3に入力されている数値をセルB3

に移動させる場合，「マウスでA3を選択」→「切り取

り」→「マウスでB3を選択」→「貼り付け」というマウス

やキーボードによる一連の操作を行う。この操作を記

録することで1つのマクロが作成される。このマクロを

別のファイルやシート内のデータで動作させること

で，「マウスでA3を選択」→「切り取り」→「マウスでB3

を選択」→「貼り付け」という操作が瞬時に完了する。

　マクロを記述するプログラム言語が，VBAである。

マウスやキーボードで指示することに限界がある処理

を行う場合，VBAにより処理を記載する。

　Excelファイルの名称 (拡張子) は，通常は「xlsx (or

xls)」と呼ばれる拡張子で保存されるが，マクロを内包

している場合，ファイルの名称は「xlsxm (or xlsm)」と

なり，ファイルの種類は「Microsoft Excelマクロ有効

ワークシート」となる。
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臨床検査データのデータ構造

 (データ形式・型) の把握

　今回使用した臨床検査データは，検査項目毎に1シー

トが割り当てられ，複数シート複数項目を持つファイ

ルとしてまとめられていた (図1)。シート名は検査項目

名であり，A列から右へ順に，ID，採取日，項目コー

ド，マスタ名称，材料名称，検査結果となっていた。

データの表示形式 (データ型) は，ID，採取日，項目

コード，検査結果は，文字列型 (数字文字の列) であ

り，採取日は日付型，その他の文字は標準型であっ

た。IDのように先頭に「0」が付く数は，数値型では

無く文字列型である。IDの型を数値型，標準型とする

と，先頭の「0」は無視され表示されなくなる。データ

内に使われている検査結果には数字以外の文字「検査

中止」，「*」などが付随する場合があった。マクロを作

成する場合は，使われている全てのデータの文字，数

字，記号そして空白の確認 (データの確認) を行う必要

がある。フィルター機能を利用することにより，不可

解なデータを予め見つけ出す対処をしなければならな

い (図2)。

図1.  臨床検査データの一例

図2.  フィルターを使った非定型データの抽出
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目標とするデータ構造

　目標のデータ構造は，適応する統計解析手法や統計

ソフトウェアに依存する。本稿では，経時的に3つの検

査項目の関連について解析することを想定し，1症例毎

に，横軸に初診日からの時間 (月単位)，3検査項目につ

いて同一月内の検査値を並べることを例示する (図3)。

欠損値が生じた場合は空白とした。ただし，使用する

統計ソフトウェアによっては，欠損値として特定の

マークを使わなければならない場合がある。

変換アルゴリズム (変換手順) と
Excelマクロの実行例

　元データのデータ構造と目的のデータ構造を見比べ

つつ，データ変換の手順を考え，マクロとして実装す

る。前項のデータ構造に変換するためには，複数の検

査項目 (シート) に縦に並んでいる時系列データから該

当する症例を，①抜き出しながら，②時系列に横へ並

べ，③初診日から月単位 (その月の最初の検査値のみ)

を抽出する3段階の作業を行う。この作業では複数の

シートを操作する必要があるため，VBAの記述により

マクロを作成した (図4)。

1)あらかじめ，PC上に作業フォルダを作成し，データ

変換対象となるファイルをまとめて入れておく。

2)抽出する検査項目が複数あることから，ファイル名

とシート名を正確に記述し，指定する必要がある。

ボタン「ファイル，シート名の一覧を得る」(図4) の

マクロを実行すると，セルA46以降に，作業フォル

ダ内のファイル名，シート名の一覧表 (全データ項目

の一覧表) が得られる (図4a)。ファイル名「データ

①」のシート名「01_CRP定量，02_赤沈，03_総蛋

白」が表示されている。

3)目的の検査項目の優先順位に従って，検査項目 (ファ

イル名およびシート名) 順にコピーしに，設定セル

(A6〜) に貼りつける。今回は，TSH，遊離T3，遊離

T4が設定されている (セルA6〜J8) (図4b)。ボタン

「ファイルを結合する」の実行結果はSheet2に出力

される (図5)。これにより複数シートにまたがってい

た症例データが抜き出され，1つのシートに集約さ

れたことになる。

4)ボタン「Sort」により，3) で出力されたデータをID

順，各IDの中での検査年月日順，さらに先に設定し

た検査項目順に並べ替えが行われ，Sheet4に出力さ

れる。なお，重複データは削除される。

5)ボタン「整形」は，4) で出力されたSheet4上のデー

タを対象に，ID毎に採取日，検査結果を横軸に配置

するマクロである。ボタン「第一項目の初検査より

前を削除」により，全症例について初診時を起点と

したデータを作成する。実行結果はSheet4の中 (元

図3.  データ形式の変換イメージ



78

図4.  Excelマクロの実行画面
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図5.  目的の全データを結合した結果例

図6.  目的のデータ形式に変換した結果例

臨床検査データから目的のデータを抽出し形式を整えるExcelマクロとVBA
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図7.  複数シートのデータ抽出マクロの一例
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データの右手側) に出力される。

6)ボタン「初検査時の年齢，初検査からの月数を追

加」は，初検査時の年齢を算出するとともに，検査

の年月日を初診時からの月数単位に変換するマクロ

である。実行結果はSheet5に出力される。

7)ボタン「月単位のデータを作る」により，任意に設

定された月数 (セルD33〜に設定) に合致するデータ

のみがSheet6に抽出される (図6)。これによりその月

の最初の検査値のみデータを時系列に整形表示され

る。

　目的のシートのデータを抽出しまとめる工程 (工程3)

は，57行のVBAで記述している (図7)。重複データ行を

削除しつつ，検査項目順を並べ替えるために，優先順

位の番号を付加している (図5のI列)。図7に記載されて

いるVBAの「DoEvents」は，繰り返し処理の最中に中

断をし，コンピュータが他の作業をも行えるようにす

るための関数である。

　7工程全てのマクロは673行のVBAで記述されてい

る。今回の，①症例を抜き出し (工程3)，②横に並べ

る (工程5)，③初診日からその月の最初の検査値のみを

抽出する (工程7)，それぞれの工程に対応するようにマ

クロを組み込んだ。全ての工程を一度に自動化するこ

とも可能であるが，抽出前後のデータ検証ができるよ

うに段階ごとにマクロを作成した。そして，元になる

データは残しつつ各変換結果を別シート (Sheet2〜6) へ

出力し，データ変換も検証を容易にした。これらの工

程を手作業で行うことは困難であることは明らかであ

ろう。

おわりに

　表計算ソフトウェアとして誕生したExcelは様々な機

能を追加し成長してきた。Excelの全ての機能を制御で

きるマクロは，定型的な作業の繰り返しを自動化する

ことが出来る。本稿では，データの抽出や整列を工夫

し，煩雑な手作業を自動化することを例示した。
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