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1. はじめに 

近年，世界的に Real World Data（RWD）が注目されており，積極的な活用が進められ

ている．その目的は様々であり，医療行政の観点では，増大する医療費に対する医療資源

配分の適正化や，実行された施策の効果確認など，また医療現場の観点では，エビデンス

の構築や治療ガイドラインの作成などが挙げられる．製薬企業においては，アンメットニ

ーズの探索や，疾患の疫学調査，診療実態に関する調査，臨床試験の効率化，費用対効果

分析，市販後安全性確認，適正使用確認など様々な場面での活用が期待されている． 

日本製薬工業協会（当協会）では 2000 年代後半から RWD への期待や可能性について言

及してきた [1, 2, 3]．そして，2010 年に公表された「薬害再発防止のための医薬品行政等

の見直しについて（最終提言）」に医薬品の安全性評価のための「電子レセプト等のデー

タベースの活用」が盛り込まれたことや [4]，世界的な薬剤副作用監視体制の強化の動き，

医療技術評価の議論の活発化などを背景に，RWD 活用の有用性・必要性に関する議論が

益々活性化してきた．そのような背景もあり，昨今の政府による医療の ICT 化の推進，厚

生労働省におけるレセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）や DPC（Diagnosis 
Procedure Combination）データの活用検討，そして医薬品医療機器総合機構（PMDA）

による医療情報データベース基盤整備事業（MID-NET Project）が推し進められてきた．

政府の動きに先行して RWD の収集・活用を事業化していた民間企業も，その流れの中で，

顧客のニーズに応じながら能力を向上させてきた． 

製薬企業が RWD を活用する機会は，今後益々増えていくことが予想される．また，活用

する機会の増加に伴い， RWD の「データの質」への意識も高まってきている．実際，RWD
は，製薬企業が慣れ親しんできた前向きの臨床試験のデータとは全く性質を異にするもの

であり，製薬企業で RWD を扱う担当者は，先ずはその違いを強く認識する必要がある． 

当タスクフォースでは，医療データベース協会の協力のもと，RWDの適切な活用を推進

することを目標に活動を開始した．そして本稿では主に製薬企業でRWDを利用する実務担

当者を読者として想定し，RWDを二次利用する時の「データの質」1についての考え方に特

化して考察する． 

先ずは製薬企業が扱い慣れている臨床試験のデータとRWDの質の違いを明らかにし，次

に世界のデータベース研究に関連するガイドラインに記述されている「データの質」につ

いて整理する．その後で，「データの質」とは何かを改めて考え，その評価に関して記述

し，目的に応じて求められるデータの質について考察する．後半では研究で求められる品

                                                   
1 明確な境界は引けないが，原則的には「データベースの質」ではなく「データの質」を意識している 
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質管理プロセスや， DBベンダが保有するAdministrative data（医療管理データ）と

MID-NET2のデータについても解説する． 

なお，本稿では RWD という言葉を，「臨床試験のような実験的環境（Ideal world）で

はなく，日常診療の環境（Real world）で収集されたデータ」と定義した．また，原則とし

て個人情報ではないデータを想定して解説している．本稿を読み進めるにあたり，必要に

応じて当協会が作成した「データベース研究入門」 [5]を参照されることを推奨する． 

 

Executive Summary 

 
 RWD は臨床試験のデータとは異なり，それらが収集される環境や方法に大きな違いが

あるため，収集されるデータの質も異なる． 

 臨床試験では求められるデータの質の要件は規制当局からのガイドラインにより明確

に規定されている．一方 RWD の場合，薬剤疫学研究のガイドラインの中にデータの質

について言及されているものもあるが，そこで求められている要件は，臨床試験で求め

られている要件ほど明確には示されていないため，研究者自らが適宜判断する必要が

ある． 

 データの質の評価は，そこから得られる結果を使用する目的に即して，提唱されている

複数の評価軸を用いて総合的に評価することになる．そのため評価の統一基準を作る

ことは難しく，また評価の定量化も困難である． 

 論文の発表や規制当局への提出を目的とした公になる研究では，学会や規制当局の

ガイドラインに準拠し（対応するものがある場合），研究実施前にデータの質について

評価する．求められれば第三者にその質について説明できる用意が必要である． 

 研究結果が規制上の意思決定の判断材料に用いられることが想定される場合には，

研究で用いるデータについて，規制当局に事前に相談すべきである． 

 分析に用いるデータは，DB ベンダのデータであっても MID-NET のデータであっても，

データの発生源から分析に利用されるまでの流れと，その過程で行われているデータ

加工やプロセス管理について把握した上で，データの質を評価し，分析計画の立案や

解釈を行うことが求められる． 

 データの質を評価するためには，利用しようとしているデータについて可能な限り「知

る」ための努力が必要である． 

 

                                                   
2 国内の RWD の利用状況を考慮し，Administrative data であるレセプトと DPC，そして製薬企業によ

る将来的な利用も検討されている臨床データベースである MID-NET について特に注目した 



5 

 

2. 臨床試験とリアルワールドでの「データの質」の違い 

先ずは，製薬企業で働くデータマネジメント担当者や統計担当者が慣れ親しんでいる臨

床試験データと，RWD の質の違いについて考察する．なお，RWD の一次利用を目的とし

たデータの質については，本稿の本来の目的ではないため（本章の最後の補足説明を参照），

ここでは，RWD を二次利用する際のデータの質に焦点を当て，臨床試験のデータと比較す

る形で述べていく． 

臨床試験では規制当局への申請を念頭に置き，実施計画書に従い治療の有効性・安全性

を検証することを目的として，その検証に必要となるデータを収集する「一次利用目的」

でデータを収集している．一方，RWD は日常の診療の過程から得られる臨床現場のデータ

であり，その RWD を使用する場合は「二次利用目的」となる．この「目的」や「データ収

集方法」の違いが，臨床試験で求められる GCP（Good Clinical Practice）や ER/ES ガイ

ドライン（医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用の

ための指針）などの規則に準拠できるか否かに影響を及ぼすことになるが，特にこの点に

注目しながら，臨床試験データと RWD の「データの質」を比較する． 

2.1. データ収集の実施体制 

臨床試験は実施計画書に従って，試験実施が可能として選定された施設のみで行われる．

また，施設スタッフに対して実施計画書や関連手順など，試験目的に沿って最適なデータ

を収集するためのトレーニングも実施されるため，試験目的に対して完全性・正確性・信

頼性の高いデータが収集される．一方，RWD は何らかの基準を満たした施設のみから収集

されるデータではなく，データ収集に関するトレーニングも実施されず，データ収集の範

囲や基準も設けられていないことから，収集されたデータの完全性・正確性・信頼性は確

保されていない． 

また，臨床試験では日常診療では行わない検査や調査を設けることが多く，日常診療よ

り注意深い観察も行われ，また，医療従事者だけでなく患者の意識も日常診療より敏感に

なることもある．このような環境の違いから，日常診療では気に留めないようなレベルの

自他覚症状や検査値異常などが臨床試験では収集・記録される傾向にある．この医療従事

者や患者における臨床試験と日常診療での潜在的な意識の違いは，それぞれの環境で顕在

化する情報量に違いを生む可能性を示唆している． 

2.2. 集団 

臨床試験は実施計画書で規定された選択・除外基準の要件を満たした症例が登録される

ため，対象疾患の病状，合併症や併用治療などが，実施計画書で規定した基準の範囲内の
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「特定された集団」であり，薬剤の有効性や安全性を評価するうえで最適化した集団とも

いえる．一方，RWD は日常の診療から得られるデータであり，その病状，合併症や併用治

療などに制限を設けていないため，その観点からは「一般化可能性の高い集団」といえる． 

2.3. データ収集項目 

臨床試験では実施計画書に規定された検査・調査項目のデータ収集を行うため，症例に

よってデータ収集する項目がバラつくことはない．また，対象疾患に特化した有効性・安

全性の評価や，QOL のような患者主観評価などの日常診療では行わない評価項目を設ける

ことも少なくない．さらに，収集するデータも標準化・カテゴリ化（重症度：軽度・中等

度・高度 など）されている項目が多く，解析を意識したデータ収集がなされる． 

一方，RWD では，希望する検査項目が収集されているとは限らない．また，その項目が

収集されていたとしても欠損値を含む場合も多く，測定されていたとしてもデータが標準

化・カテゴリ化されていないことも多い． 

2.4. データの質の担保 

臨床試験ではデータの質を確保するため，施設や治験依頼者に対して以下が求められる． 

 原資料のALCOA3 
 原資料と収集するデータの一致・整合性の確認（SDV: Source Data 

Verification，データクリーニングの実施） 
 収集したデータに対する治験責任医師の署名 
 収集したデータの履歴管理（臨床試験データシステムによる監査証跡の取得） 
 収集したデータの解析・総括に関する SOP 

臨床試験では原資料の作成から解析・総括まで，データの質を確保するプロセスが求め

られる．一方，RWD がデータソースとなる場合では，データの解析・総括の部分では臨床

試験と同様に製薬企業が質を担保することも可能であるが，データの収集過程では製薬企

業が直接的に関与することは困難であり，また明確なプロセス管理がされないまま収集さ

れていることもありえる． 

 

以上より，相対的に見れば，臨床試験のデータは，試験計画で設定された選択・除外基

準のもと収集され，完全性・正確性・信頼性が確保され，試験目的に最適化された「内部

妥当性の高いデータ」であるといえる（後述の「データマネジメント担当者・統計担当者

                                                   
3 Attributable（帰属/責任の所在が明確である），Legible（判読/理解できる），Contemporaneous（同

時である），Original（原本である），Accurate（正確である） 
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に求められる役割とスキル」のコラムも参照のこと）．一方，RWD は何らかの試験計画に

基づく収集ではなく，完全性・正確性・信頼性も確保されていないが，日常診療の現場か

ら得られる「外部妥当性（一般化可能性）が高いデータ」といえる（表 2-1）． 

 

表 2-1 臨床試験データと RWD との違い 

 臨床試験データ RWD 
集団 特定された集団 一般化可能性の高い集団 
データの質 内部妥当性が高い 一般化可能性が高い 
 

ここまでで述べてきた違いから，RWD を用いて研究する時には，研究者自らが，研究を

実施するのに相応しいデータかどうか評価しなければならない，という臨床試験とは異な

るデータの質の評価が必要になってくるが，その詳細については 4 章にて後述する． 
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RWD：二次利用の基本心得 

初めに明確に理解しなければならないことは，RWD は二次利用されることを前提に収集され

ている訳ではないということである．例えば，レセプトや DPC も，ともに診療報酬と強く関係

するデータであり，それが一次目的である．それぞれの一次目的で求められるデータの作成に

関しては，「電子レセプト作成の手引き」や「『ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査』実施説明

資料」にてルール化されており，作成されたデータの審査や評価もなされている（「完全性・

正確性・信頼性が確保されている」という意味では無い）．レセプト，DPC ともに，現状の運

用で問題なく機能している．医学的視点に重きをおいてカルテに記録された病名が，診療報酬

の表現に合わせるためにレセプト上では情報が欠落したり，病名の表現が変化したりしたとし

ても，一次目的の上では「データの質」は確保されており問題はない．電子カルテ由来のデー

タも同様で，一次目的は，医師が患者の病歴を記録することであるので，その「情報」が「二

次利用に適したデータ」になっていなくても，一次利用目的からすると全く問題がない． 

よって，RWD を用いて実施したかった分析ができなかったからといって，そのデータに不満

を言うのは筋違いといえる．一次目的を良く理解し，一次利用目的と二次利用目的の違いから

生まれる「存在するデータ」と「期待するデータ」の違いを良く理解して活用することが，二

次利用する研究者・分析者の腕の見せどころといえる．だからこそ，研究者・分析者は，利用

しようとしているデータの質について十分に理解する必要がある [6]．7 章で具体例を挙げ解説

しているので参照頂きたい．ただ，実際には，どれほど知恵を絞っても，「希望する分析が実

施可能なデータ」を見つけることができないことの方が多いのではないだろうか． 

二次利用での利便性向上を目的に，データになんらかの変化を及ぼせるとしたら，医療現場

や保険者もその変化によりメリットが受けられる場合に限られるであろう．例えば，米国の

HITECH（Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act）法で規定

された「Meaningful Use」は，医師にインセンティブを与えた上で，二次利用を念頭に置きデ

ータの質の向上を意図した施策といえる [7]．逆に言うと，そういった施策がない限り，二次利

用を念頭に置いたデータの質の向上に向けて，その運用制度や医療機関，審査支払機関などに

影響力を発揮することは困難である．よって現実的には，データの二次利用を計画している分

析者が，常にそのデータの質を評価し，その評価結果に合わせて工夫しながら利用することが

求められる． 
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3. ガイドラインで求められている RWD の「データの質」 

前章で述べたように，臨床試験で収集するデータの質は，GCP や ER/ES ガイドラインな

どで示されているが，RWD ではどのようなガイドラインがあるのだろうか． 

製薬企業において RWD は，創薬，開発，安全性，マーケティング，流通など，様々なバ

リューチェーンの中で活用できる可能性があるが，規制当局や学会などから，RWD の利用

方法についてのガイドラインなどが発行されているのは，薬剤疫学研究か薬剤経済研究を

目的に利用する場合に限られている．さらに，その中でも分析に用いる RWD の「データの

質」に言及したガイドラインが存在するのは薬剤疫学研究に限られている． 

そこでここでは，規制当局や学会が策定した薬剤疫学研究のガイドラインから，「デー

タの質」に関する記述について整理する． 

薬剤疫学研究に関するガイドラインはいくつも公表されているものの，下記の 1.の FDA
からのガイダンスでも言及されているように，医療情報データベース（ガイドラインの文

中における「electronic healthcare data」）を用いた安全性評価や薬剤疫学研究に特化し

たガイドラインはほとんど存在していない．その中で，医療情報データを用いた研究につ

いて比較的触れられている以下の 6 つのガイドラインに注目した． 

FDA 

1. Guidance for Industry and FDA Staff: Best Practices for Conducting and Reporting 
Pharmacoepidemiologic Safety Studies Using Electronic Healthcare Data [8] 

EMA 

2. Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP): Module VIII – 
Post-authorisation safety studies (Rev 1) [9] 

3. ENCePP: Guide on Methodological Standards in Pharmacoepidemiology (Revision 
4) [10] 

PMDA 

4. 医療情報のデータベース等を用いた医薬品の安全性評価における薬剤疫学研究の実施

に関するガイドライン(初版) [11] 

その他 

5. Guidelines for Good Database Selection and use in Pharmacoepidemiology 
Research [12] 

6. GPS – Good Practice in Secondary Data Analysis: Revision after Fundamental 
Reworking [13] 
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これらのガイドラインから，RWD の二次利用の際に考慮すべきデータの質に触れられ

た内容を以降に整理する． 

 

原データとの整合性 

RWD の二次利用に対して，臨床試験で求められる「原資料との整合性の確認」を同じ

ように求めている記載は無い．これは，RWD が匿名化されていることがあり，二次利用す

る者だけでなく DB ベンダでさえも，データ発生源（通常はカルテ）に戻ることが出来な

い場合があることを考慮しているのかもしれない．ただし，RWD の二次利用者は，DB ベ

ンダがどのような手順でデータ提供元からデータを入手し，データベース化することで，

どのように「データの質」を確保しているかについて，確認することが求められている． 

よって，使用するデータと原データとの整合性確認が，臨床試験と同等のレベルで求め

られる場合には，一次利用目的として直接データ収集する方法へ切り替えるよう記してい

る． 

 
データベースの選択 

多くのガイドラインで「質の高いデータの選択」とは，「研究目的に対して最適となる

データベースを選択する」としており，これが信頼性の高い研究結果を導くため必要条件

の一つとなっている．本稿の目的は「データベースの質」を網羅的に説明することではな

いが，ガイドライン上では「データの質」と「データベースの質」が明確に切り分けられ

ていないことから，ここでは「データの質」と密接に関連している「データベース選択」

について触れることとする．以降は，ガイドラインで「研究目的に対して最適となるデー

タベースを選択する」ために示されている確認事項を整理し記載する． 

 データの特性 
 どのような診療記録（レセプト，DPC，特定健診など）から得られたデータであ

るかと同様に，対象となる患者さんの背景情報（年齢，地域，疾患など）を把握し，

どのような集団から得られたデータであるかも含め，そのデータベースの特性（ソ

ース）を知ることは重要である． 
 データの量 

 蓄積されているデータの量（対象患者数，対象期間）が，研究目的に対して十分

であるかを確認することが重要である．また，そのデータベースを使用した過去の

研究実績も，データベース選択する際の参考情報となり得る． 
 データの種類 

 データがどの程度の精度や粒度で収集されているかを把握することも重要である．

更にそのデータがどのような形式でデータベースに格納されているかを把握するこ

とも必要である． 
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 データのコード化 
 収集された疾患名，薬剤名や臨床検査項目がどのようにコード化されていること

を把握することも重要である．また，コード化に使用したマスタ（辞書）と，マス

タの更新に伴うコードデータの更新についても確認する必要がある． 
 データの限界 

 研究目的に対して，データベースにどのような限界があるかを把握することは極

めて重要である．これは最終的に「研究の限界」となるが，同時に，研究結果の信

頼性に大きな影響を与える事項でもある．また，部分的なデータの欠落，追跡不能

や様々なバイアスを把握することも重要である．これらは研究実施計画や解析計画

の作成，結果の解釈を考える上で極めて重要である． 

 

本章で注目した規制当局や学会によるガイドラインに「データの質とは何か」を定義し

ているものはなく，また臨床試験のように明確な「データの質」の要件を示しているもの

も認められなかった．そのため，RWD を対象とした研究者は，先に挙げたガイドラインで

述べられている内容を参考に，データの質について考えることとなる． 

 

「データの質」以外の内容でガイドラインで共通するポイント 

ここに記載するものは，「データの質」に関する内容ではないが，先に挙げたガイドライン

の多くで共通して記載されていた，研究結果の信頼性や，その信頼性を確保するプロセスに関

する事項である．参考までにポイントのみ整理し記載するが，研究実施時にはそれぞれのガイ

ドラインを確認されたい． 

研究実施の計画 

信頼性の高い（質の高い）研究結果を導くためは，研究目的に対して適切となる以下の項目

を実施計画書へ定義し，実施していくことが重要である． 

 研究デザイン 

 対象集団の定義 

 サンプルサイズと検出力 

 曝露の定義 

 アウトカムの定義 

 共変量（交絡因子，効果修飾因子）の定義・感度解析の実施 

 研究の実施手順 

研究の実施体制 

信頼性の高い（質の高い）研究結果を導くためは，実施計画に基づいた以下のプロセスが重

要である． 
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 データマネジメント・統計解析の手順 

 バリデーションスタディの実施 

 個人情報保護と倫理的に留意すべき事項の確認 

 システムセキュリティ（情報漏洩対策） 

 QC/QA 
 監査 
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4. 「データの質」に関する考え方と評価 

ここで一旦，「データの質」という言葉の意味について考えてみる．ISO 9000 において

「quality」とは「degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirement」
と定義されている [14]．当協会の出版物では，「characteristic」および「requirement」
の定義を踏まえ，「quality」とは「製品を受け取る顧客が，製品の特性に対して持ってい

るニーズまたは期待を満たす程度」と表現している [15]．この表現を「data quality」に応

用すると，「データを受け取る（利用する）顧客が，データの特性に対して持っているニ

ーズまたは期待を満たす程度」となる．表現を変えると，「質の高いデータとは，要求事

項（顧客のニーズや期待）を満たす特性を持つデータ」となる．この一文だけを読むと，

「データの質」とは一見シンプルな言葉のように思えるが，実際には複雑で多面的な概念

（multidimensional concept）であるため [16, 17]，一言では説明できない言葉である．こ

れは，データの要求事項が多種多様であることに起因していると思われる．しかしながら，

「データの質」という言葉自体が持つ多面性が，要求事項が曖昧なままのコミュニケーシ

ョンを可能にしている．その結果として，多くの場面で便利に用いられている言葉となっ

ている． 

欧米では古くから観察研究が盛んであり，データベース研究も 1970 年代後半から実施さ

れていた [18]．同時に，観察研究のありかたについての研究や，そこで用いられる RWD
の「データの質」についても議論され，数多くの研究報告がなされてきた． そこでここで

は，これらの研究報告をもとに，「データの質」の考え方と評価について整理・考察する． 

4.1. コンテキストに依存するデータの質 

データの質は絶対的なものではなく，相対的なものである．つまり，同じデータでも，

ある見方では質の良いデータと考えられるが，別の見方だと質の悪いデータと見なされる

場合もある．例えば，カルテに記載された情報は，主治医にとっては患者を診療する上で

要求事項を満たした情報かもしれないが，その情報をレセプト用に加工（情報の追加，表

現の変更など）することなくレセプトに転記したら，それはレセプトとしては質の低いも

のになりうる．すなわち，質の良し悪しはコンテキスト（文脈）に依存する

（context-dependent） [17, 19]．別の表現をすると，「データの質に関する評価や解釈は，

そのデータが使用される用途によって変わる」ともいえる．コンテキストという言葉は捉

え辛い言葉だが，分析の目的，分析者の立場（社会的役割），分析結果を見ようとする予

想される読者，データが収集された国や地域の医療政策・医療制度，医療環境などが含ま

れる [6]．このように，データの質の良し悪しを考える上で最も重要なことは，利用目的に

応じた「fitness for use（使用適合性）」の視点となる [6, 17, 19, 20]．このことは，総合

的なデータの質は，分析内容のコンテキストの中においてのみ評価可能であることを示唆
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している [6, 21]．IOM（The Institute of Medicine）が発行した「Assuring Data Quality 
and Validity in Clinical Trials for Regulatory Decision Making: Workshop Report」 [22]
では，「高品質のデータ」とは「エラーの無い（Error-free）データから導き出した場合と

同じ結論や解釈が得られるデータ」と定義されている．この定義は，一般的に受け入れら

れそうな定義ではあるが，このレポート上では「規制上の意思決定のために実施される臨

床試験」というコンテキスト上での定義であると示されており，論点が明確にされている．

このように常にコンテキストを意識した上で質について考えることが重要である． 

4.2. データの質に関する評価軸 

「データの質」について深く考えようとすると，その言葉に抽象的な感覚を受ける人が

いるかもしれないし，議論をしても，話し手と聞き手で異なった概念をイメージしてしま

うこともあるかもしれない．しかし，「データの質」という言葉がどのような概念を包含

しているのか，その代表的な dimension（本稿では「評価軸」と記す）だけでも知ってお

くことで，議論のフォーカスを統一するための共通言語として利用することが可能になり

有益である． 

「データの質」の特徴の切り口となる評価軸は 200 以上提唱されており [16, 20]，それ

ぞれの定義も論文によってかなりバラツキがある．そのため，その中でも特にデータの質

の評価で共通して用いられる重要な評価軸を選択したり，さらにはその選択された評価軸

をいくつかのカテゴリに分類し，整理する試みがされている [6, 16] 

たとえば，ICES（The Institute for Clinical Evaluative Sciences）は，重要な複数の評

価軸を抽出し，それらを表 4-1 のような大きな 4 つの分類に整理している [6]． 

 

表 4-1 ICES による評価軸の分類（ [6]  Figure 2 を意訳） 

データは正確（Correct）か？ 
正確性（Accuracy） 

 データは真実を反映しているか？ 
データは信頼（Reliable）できるか？ 
信頼性（Reliability） 

 データは再現可能か？ 
妥当性（Validity） 

 データは理にかなうか？ 
データは完全（Complete）か？ 
完全性（Completeness） 

 データは収集されたすべてのレコードを保持しているか？ 
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網羅性（Comprehensiveness and coverage） 
 データは意図している集団を 100%カバーしているか？ 

データは利用可能（Usable）か？ 
匿名性（Anonymity） 

 データは管轄のプライバシー法や手順に準拠しているか？ 
結合可能性（Linkability） 

 データは他のデータと連結可能か？ 
適時性（Timeliness） 

 データの収集期間と分析実施期間が重なっていないか？ 
利用可能性（Usability） 

 データが使用しやすいよう整理され，アクセス可能であり，使いやすいフ

ォーマットで提供されているか？ 
異時点間の一貫性（Temporal consistency） 

 長期間にわたる分析ができるようデータが標準化されているか？ 
 

一方，NIH Collaboratory は，研究結果をサポートするデータの特性に最も強く影響する

評価軸として，completeness，accuracy，consistency の３つを挙げている（表 4-2） [16]． 

 

表 4-2 NIH Collaboratory による評価軸（ [16] Table1 を改編・意訳） 

評価軸 概念的定義 

Completeness 必要なデータの存在 

Accuracy データと真のデータとの一致性（近似性） 

Consistency 施設間（データベース間）でのデータの均一性 

 

ICES と NIH Collaboratory のそれぞれが提唱している評価軸の詳細な定義や具体例な

どは原著で確認頂きたいが，概念のまとめ方は異なっている．ICES は Administrative data
を用いた後ろ向き研究を意識している一方，NIH Collaboratory は電子カルテを利用した

Pragmatic Clinical Trial を意識していること，さらには NIH Collaboratory は「データの

質」の評価だけを考えているのではなく，研究目的を考慮した使用適合性まで加味してい

ることが，その違いの原因の一つになっている可能性が考えられる．しかしながら，両者

の視点が多少異なっていたとしても，全体的に見ると共通する部分が多く，本質的な部分

ではあまり違いがないことが理解できる． 
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4.3. データの質の評価基準 

前述の評価軸は，データの質を系統的に評価するための有用な切り口として利用できる

が，データの質を測定（定量化）できるツールではない．データは，全ての評価軸で高い

水準にあることが望ましいが，全てのコンテキスト，全ての場面で，高いレベルで適合で

きるデータを求めるのは現実的ではない．たとえ特定のコンテキストに注目した場合でも，

全ての評価軸で高水準のデータを探し出すのは困難であろう．匿名性は最高レベルになけ

ればならないが，同時に正確性，網羅性，結合可能性でも高いレベルを求めるのは困難で

あるかもしれない．そして，もしほぼ全ての評価軸で高い水準を示すデータが存在したと

しても，利用可能性がなければ何もできない．また，「正確性は高いが網羅性が低いデー

タ」と，「正確性は低いが網羅性が高いデータ」があった場合，その選択は「どちらのデ

ータが研究に向いているか」が判断基準となり，結局は研究の背景や目的を含めたコンテ

キストに戻ることになる（fitness for use）．このように，コンテキストを踏まえた上で，

これらの評価軸を使いデータの質を総合的に評価しようとすると，その評価は定性的なも

のになる．そして，データの質を測定する標準的な方法は存在しないことから [6, 23]，研

究者・分析者はこれらの評価軸を利用し，分析に適したデータかどうかを総合的に評価す

ることになる．この，「研究者自らが，研究に用いようとしているデータがその目的（コ

ンテキスト）に沿っており，かつ分析に適合するデータかどうかを評価しなければならな

い」という点は，臨床試験のデータを扱う時と異なる大きな違いの一つといえる． 

4.4. 評価の実際 

ここでは，実際にデータの質を評価する時に直面する課題や，その課題に対する考え方

についての一端を記す．もちろん，ここに示す内容は，データの質の評価の側面の全てを

網羅しているものではなく，また網羅することも不可能である．ここでの目的は，評価の

実際をより具体的にイメージできるよう促すことである． 

一般的にレセプトや DPC のような Administrative data では，データの収集・管理を行

っている機関でさえ（たとえ，それが政府機関であっても），データ収集からデータ加工，

そして保管といった一連のプロセスをコントロール下に置ききれていない [24, 25]．そのた

め，レセプトや DPC のようなデータの質を評価する時は，正確性（Accuracy）より，妥当

性（Validity）を評価する方が現実的である場合が多い [6]． 

正確性（近似性）を評価する方法の一つに，同一患者が含まれる異なるデータベースを

結合（リンケージ）し，それぞれのデータベースに含まれる来院日や投薬内容といった診

療情報が一致しているかを確認する方法がある [6]．例えば，DPC のデータとがん登録の

データを結合し，それぞれのデータベースに入力されている診断名や手術日，手術の内容

などを比較することで，その一致性を確認する，といった方法である．昔から疫学研究が
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盛んな国では，Administrative data に加え，住民コホートやレジストリといった複数のデ

ータベースが存在しており，それらを患者単位で結合して分析することが許されているた

め，この方法は実際的で有用である．しかし，今の日本では，データベースの数の少なさ

や，リンケージをすること自体の難しさから現実的な方法とは言えない． 

データの正確性の評価が容易に実施できるものでない場合，データの妥当性からデータ

の質を評価することが，研究の質の高さを示す上で有用な手段となりうる． 

データからカルテに戻って原データを確認できる環境では，データベースに含まれる患

者の一部のデータを抽出し，その患者のカルテに記録された情報と見比べる「バリデーシ

ョンスタディ」と呼ばれる方法により，データの正確性や妥当性を評価することができる

（後述）．患者のカルテへのアクセスが必要なこの方法では，連結不可能匿名化されたデ

ータを保持している DB ベンダや NDB では実施困難であるが，MID-NET の場合であれば

協力医療機関の各施設内だけで実施することは可能である． 

カルテに戻って原データを確認できない場合，Kahn ら（2012）が提唱している下記の

考え方（ [23, 26]を改編）を参考に，例えばそれぞれの項目で一定水準の合理性があるかと

いう基準でデータの妥当性を評価するのも実用的かもしれない． 

Attribute domain constraints： 
データ値の異常性を検出するため，個々の変数について，格納されている値，単位，欠測

数などの分布を確認し，予想されていた分布との一致性を評価 
例：外れ値を確認してみた結果，例えば生年が 1390 年とあれば，1930 年の入力ミス（単

なる human error）では？と推察できる．原資料が確認できない中で外れ値の発生要

因が推察できるかもしれない 
Relational integrity rules： 
二つ以上のテーブルに格納されている関係性のある変数を比較し，その一致性を評価 
例：医科レセプトと調剤レセプトに共通に入力されている性別や生年月日などが一致してい

る．あまりにも不整合が多いデータは他の部分でも質が低いかもしれない 
Historical data rules： 
異時点間の関係性評価やトレンドの視覚化することで，データ未取得期間や通常ではあり

えないパターン，複数のデータ値やデータ変数間での依存関係性を検出 
例：来院数や処方数のトレンド分析により，データ収集に係る変化を検出する．マスタの変

更など理由がはっきりしていれば研究デザインで対応できる場合もあるが，理由を説明

できない場合には何らかのエラーによるものかもしれない 
State-dependent objects rules： 
異時点間で発生したイベントの論理性の確認 
例：一連の出生前の検査の後に出産の記録があり，出産後の健康診断がされていることを確

認する 
Attribute dependency rules： 
臨床での常識や通常行われる診療行為からデータの妥当性を評価 
例：女性に前立腺癌の診断がない，出産後健診は出産後 18 か月以内に行われている 
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また，単一医療機関から作られたデータベースではなく，複数の医療機関からのデータ

が集約されたデータベースを用いる場合では，質の悪いデータが加わることによるデータ

ベース全体の質の低下を避けるために，データの統合前に各医療機関が保有するデータベ

ース間でのデータの質の一貫性・妥当性を評価する必要が発生する．そのため，さらに評

価が複雑になる．当然ながら，統合しようとしている医療機関の間で，同じ概念のデータ

項目が存在し，用いられているデータ値が同じ用語辞書を用いて標準化されていること，

もしくは機械的に同じ用語辞書に統一できること，といった統合のために物理的に必要な

条件が整っていることは大前提となる．その上で，データの質の評価のために，各サイト

で Kahn ら（2012）が提唱しているような単一医療機関でのチェックの後に，そこで得ら

れた Attribute domain constraints や Historical data rules などに係る関連する評価項目

を施設間で比較することになる．また，例えば，「60～65 歳における股関節骨折の割合」

や「18～22 歳における足首の骨折の割合」といった，妥当な数字が推定される臨床指標も

組み込み，医療機関の間で比較する必要がある．データベース間で，異常な傾向を示すデ

ータベースが存在したとしても，その原因が特定され，分析時にその問題を排除できる，

もしくは分析に影響しないものであれば，データの統合は可能であるが，そうでなければ

分析対象とするデータベースに加えるべきではない．Kahn ら（2012）は多施設データの

評価について，下図のようなフローチャートを示している [26]． 

 

図１．複数施設から収集されるデータの質を評価するモデル 

（ [26]Figure 1 を意訳．図で Y も N もない矢印については，元論文のままとしている．） 
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米国 FDA が主導する Sentinel System に代表される大規模分散型研究ネットワーク

（large-scale distributed research network）では，大学，病院，保険会社，DB ベンダな

ど様々な組織が保有する多様なデータベースを用いて分析がなされている．AHRQ（The 
Agency for Healthcare Research and Quality）による分散型研究プログラムや PCORI
（The Patient-Centered Outcomes Research Institute）による PCORnet，HMORN（The 
HMO Research Network：現 The Health Care Systems Research Network）も同様の形

態が採用されているが，このような研究形態でも，それぞれの組織が保有するデータベー

スの特徴や質が異なるため，その違いを認識するための特性評価が必要になる [17, 23, 27]．
例えば Sentinel System でいう「Distributed Database Summary Report」がそれにあた

る [28]．また，データの特徴を示したりデータの質を評価するフレームワーク，手順，プ

ログラムといったツールが考案されている [6, 19, 29, 30]．米国の産官学共同プロジェクト

であった OMOP（The Observational Medical Outcomes Partnership）やその活動を引き

継いだ OHDSI（The Observational Health Data Sciences and Informatics）では，デー

タベースの特徴を把握できるOSCARやその後継であるACHILLESと呼ばれるツールを開

発しており，それにより Attribute domain constraints（例えば欠損値の割合など）や

Historical data rules（例えば来院数や処方数のトレンドを分析することにより，システム

の不具合やマスタの変更などテクニカルな問題による変化を検出する）に基づいた評価も

可能である [31, 32, 33]． 

このように，データの質を含めた特徴について評価することが，データベースを用いた

研究では大事なプロセスであることは認識されているものの，世界的にコンセンサスが得

られたデータの評価方法に関するガイドラインは存在しない [23]．期待されるデータの質

が各研究のコンテキストに依存することを考えると，どんなデータでも包括的に質を評価

できる統一基準を作ることは難しいと想像される．これらのことからも，分析したい目的・

内容を明確にし，これまでに記した方法を参考・応用しながらデータの質を確認し，研究

目的に対する十分性について，各自で評価する必要があることが理解できるだろう． 

そして，データの質は静的なものではない．すなわち，同じデータベースであっても，

分析内容によってコンテキストも変わり，データの質の評価も変動しうるものであること

を認識する必要がある [34]．また，特に Administrative data は，制度の変更に伴い，一

次目的での入力ルール（入力内容やコーディングルールを含む）が変更されることもある

ため，同じ分析内容でも研究時期が変われば，正確性や妥当性が変化していることが考え

られる．そのような理由から，データの評価は同じデータベースについて 1 回実施されて

いれば良い，というものではない．実際，HMORN でも，施設間のデータの質の評価を毎

年実施していた [26]． 
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バリデーションスタディ (Validation Study) 

1. 意義と事例 

PMDA が作成した DB 研究ガイドライン [11]では，validation study を実施することを推

奨するとある．これは，データベースに適用される曝露やアウトカムなどの予め設定した定

義について，至適標準（gold standard）とする情報源（信頼性が確立されているレジストリ

のデータや診療録等を適切な手順で評価した結果）と照らし合わせて，その定義がどの程度

正確であるのかを評価するものである [11]． 

いわゆる保険病名や病名の誤分類などの問題により，アウトカムを抽出する条件（アウト

カム定義）として病名のみを用いることが適切でない場合がある．そのような場合では，よ

り正確なアウトカムの抽出を目的に，病名だけでなく，治療薬，診療行為などを組み合わせ

たアウトカム定義を用いる場合がある．アウトカムを抽出するための組み合わせは複数考え

らえるため，アウトカム定義も複数考え得るが，そのような場合では，どのアウトカム定義

が最も適切（妥当）か評価し，研究で用いるアウトカム定義を選択することになる． 

例えば，PMDA が公開したバリデーションスタディ報告書 [35]では，対象アウトカムとし

て，糖尿病，脂質異常症，甲状腺機能亢進症，急性腎不全の 4 種類の新規発生に対して複数

のアウトカム定義を設定し，前者 3 つについては臨床検査値のみの gold standard による妥

当性の評価を，残りの急性腎不全については診療録情報に関する gold standard による妥当性

の評価をそれぞれ実施している． 

 

2. 妥当性の指標値 

妥当性の評価であるが，どのような方法を用いているのであろうか．ここではいくつかの

指標値について紹介する．以下の表で考えてみる． 

* 当項での「定義」とはアウトカム定義を意味する 

 Gold standard (GS) 
との照合結果 合計 

該当 非該当 

データベースより，定義に 

該当するとして「抽出」 
a b a+b 

データベースより，定義に 

該当しないとして「非抽出」 
c d c+d 

合計 a+c b+d N(=a+b+c+d) 

 

感度（Sensitivity） 
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照合結果が「該当」したものに対する，定義に該当するとして「抽出」された割合を指す． 

感度 = a / (a+c) 

 

特異度（Specificity） 

照合結果が「非該当」になったものに対する，定義に該当しないとして「非抽出」された

割合を指す． 

特異度 = d / (b+d) 

 

陽性的中率（Positive Predictive Value, PPV） 

定義に該当するとして「抽出」されたものに対する，照合結果が「該当」したものの割合

を指す． 

陽性的中率 = a / (a+b) 

 

陰性的中率（Negative Predictive Value, NPV） 

定義に該当しないとして「非抽出」されたものに対する，照合結果が「非該当」になった

ものの割合を指す． 

陰性的中率 = d / (c+d) 

 

一致係数（matching coefficient） 

全体に対して，照合結果が「該当」して定義に該当するとして「抽出」したものと，照合

結果に「非該当」となり定義に該当しないとして「非抽出」したものの割合を指す． 

一致係数 = (a+d) / N 

 

カッパ係数（Kappa coefficient, κ coefficient） 

一致係数は，“偶然による一致”*に対して勘案されていないため，偶然によらない一致の

指標としてカッパ係数（Kappa coefficient）がある． 

カッパ係数 = (a+d-((a+b)(a+c)+(b+d)(c+d))/N)／(1-((a+b)(a+c)+(b+d)(c+d))/N) 

 

* 偶然による一致；定義に該当するとして「抽出」されたものに対して偶然照合結果が「該

当」したものと，定義に該当しないとして「非抽出」されたものに対して偶然照合結果が

「非該当」になったものの二種類を合わせたもの．詳細は，専門書を参照のこと． 
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カッパ係数判断基準の一例としては，0.01 ～ 0.20 が Slight agreement，0.21 ～ 0.40 が

Fair agreement，0.41 ～ 0.60 が Moderate agreement，0.61 ～ 0.80 が Substantial 

agreement，0.81 ～ 0.99がAlmost perfect agreementがある（Landis & Koch (1977)） [36]． 

 

3. 妥当性の評価の実際 

さて，前項では複数の指標値を紹介したが，実際に使用するのはどれであろうか．先に例

として挙げた PMDA のバリデーションスタディ報告書 [35]においては，PPV で妥当性の評

価を行っていた．他の validation study においても，PPV を主要項目としているものが多い． 
PMDA は PPV について，「PPV が高いアウトカム定義は概ね特異度も高いアウトカム定義

と考えることができるので，PPV の情報は有用である」と評価している．PPV が良く用いら

れる他の理由としては，アウトカム定義に該当するとしてデータベースから抽出されたもの

が，実際にアウトカムを有していることを重視するから，または，定義に該当しないとして

データベースから抽出されなかったもののうちアウトカムを有さないものは相当多く，実施

可能性を考慮したから，といった理由が想像される． 

では，PPV を使用することが正しい事であったとしよう．その場合，どの程度の値があれ

ば，「抽出」が妥当であったか（validation が確保できている）といえるのであろうか．こ

ちらについても残念ながら，現時点では明確な閾値は存在しない．先の PMDA バリデーショ

ンスタディ報告書 [35]でも，PPV の値は，項目や手法によって，17.9 ～ 92.2 と非常に大き

な幅があったが，総括にて「米国 FDA による Mini-Sentinel の報告書では，PPV が高いか低

いかを判断する閾値はないと言われている」とまとめられている． 
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5. 活用目的とデータの質 

前述した通り，製薬企業において RWD は，創薬，開発，安全性，マーケティング，流通

など，様々なバリューチェーンの中で活用できる可能性があるが，そこで利用する RWD の

使い方，特にデータの質について，規制当局や学会などからガイドラインが発行されてい

るものは，薬剤疫学研究に限られていた．逆に言えば，それ以外の目的での利用では，利

用者の判断で利用すればよいということになるが，その判断は，4 章に記した考え方が基本

となる． 

例えば，新規疾患ターゲットにおける患者数の推定や実臨床での治療実態調査，または

定期的に行う安全性シグナル検出など社内のみでの利用を意図とした調査では，目的を達

成するために利用するデータを選択することは重要であるが，ガイドラインに記載されて

いる内容をそれほど厳密に意識する必要はない．前者の場合は，RWD の分析結果だけを用

いることは少なく，論文や政府が発行している保健統計，ドクターインタビューなどの一

次調査結果などから得られた複数の情報源を用いて多角的に分析することが一般的であろ

う．後者の場合は，他のシグナル検出の方法と同様にあくまで探索的な位置付けであり，

その目的から陽性的中率より感度が優先されるかもしれない．もちろん，より探索的な目

的のためにデータマイニングなどで利用することもあるかもしれないが，これらの場合で

は，希望するデータの質は各社の判断に依る． 

一方，分析した結果が公になる（なりえる）ものは，ガイドラインを意識しながらデー

タの質を判断すべきである．主には，論文での公表や，規制当局への提出がそのケースに

該当するだろう． 

 RWD を用いた研究結果を論文化することを念頭に置いている場合は，研究内容に関連す

る学会が公開している研究ガイドラインを参考にし，利用したデータベースの特徴や限界

について記載することが求められるだろう．査読者から利用したデータについて質問を受

けることも想定されるため，そのデータから導かれた結果とその解釈が客観的に理解・納

得されるかどうか意識しながら，研究に用いるデータの質を十分に評価しておく必要があ

る． 

さらに，規制上の意思決定の材料に用いられる場合には，さらに慎重にデータの質につ

いて向かい合う必要がある． 

規制当局が，上市後の安全性・有効性（有用性）に関する研究や，適正使用の確認を実

施するよう企業に要求することがあるが，欧米ではそれらの研究の一部はデータベース研

究で対応されている．規制当局に求められて RWD を用いた研究を実施する場合には，当然

のことながら提出する規制当局が発行しているガイドラインに準拠すべきである．規制当

局が期待する研究が実施されなかったら意味がないため，通常，研究計画や結果の位置付

けは規制当局の担当者と相談・交渉しながら固まっていくが，当然その中には，「研究結
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果の質」に影響する「データの質」に関することも含まれる．FDA のウェブサイトから閲

覧できる品目毎の Review に，企業が考えたデータベース研究の研究計画に対し，FDA が

どのように考え，企業にどのように Recommendation したかが載せられていることがあり，

それを見ることで，FDA の考え方や交渉過程の一部を垣間見ることができる． 

 米国では Postmarket Requirements and Commitments の対応，Advisory Committee
への提出資料，FDA との会議や照会事項対応などでも RWD から得られた分析結果が利用

されている．また欧州においても，規制当局の要求に応じて，数多くの RWD を用いた研究

が実施されていることが ENCePP（The European Network of Centres for 
Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance）のウェブサイトにある研究登録ページか

ら見て取れる [37]．一方，国内を振り返ってみると，厚生労働省の会議においても日本の

DB ベンダによる分析結果が参考資料として利用された事例 [38]や，「未承認薬・適応外

薬の要望に対する企業見解」 [39]においても，DB ベンダのデータを利用した事例がある．

また，リスク最小化活動でもレセプトデータベース調査が実施された事例も報告されてい

る [40]．さらには，当協会が実施したアンケート結果から，複数の企業が照会事項対応で

RWD の結果を利用している実態が判明している [41]．これらの目的で RWD を利用する場

合も，目的に応じてできるだけ適切なデータを利用し，そのデータの特徴を踏まえつつ分

析・解釈すべきなのは言うまでもない． 

そう考えると，既に民間の DB ベンダを通じ，RWD の活用は日本においてもかなり身近

なものになっているといえる．PMDA による MID-NET の構築や，薬剤疫学研究のガイド

ライン [11]の公開を考えると，RWD を用いた研究結果が製造販売後の安全性対策の一環

として規制の上でも認められる日はそう遠くない．その場合は，やはり欧米と同様，事前

に PMDA と分析計画について相談することになると想像される．当局相談時には，選択す

るデータベースやアウトカムの定義などに関する議論の流れの中で，データの質に関する

議論がされることだろう．しかしながら，国内においてそのような議論ができる土壌が醸

成されているか疑問である．規制当局，各データベース責任者（DB ベンダ含む），製薬企

業などのデータの二次利用者といったステークホルダーが定期的に集まり，国内の利用可

能なデータベースの特徴やデータの質について評価し，議論しあえる「場」を作ることは，

規制当局と企業間における RWD に対する認識の向上と調和，そして相互コミュニケーショ

ンの円滑化に有効だと考える．  

 

  



25 

 

6. 品質管理プロセス 

 製薬企業において RWD は，創薬，開発，安全性，マーケティング，流通など，様々なバ

リューチェーンの中で活用できる可能性があり，それぞれの活用場面ごとに求められるデ

ータの質については利用者が目的に応じて自ら考える必要があること，そして当局対応や

研究を目的とした RWD の活用では，３章で記したような規制当局や学会が発行しているガ

イドラインに則る必要があることについて，ここまで述べてきた． 

 研究を目的に RWD を用いる際，研究の質の充足性を検証するための活動として品質管理

の観点は非常に重要になるが，これまでに説明してきたように，臨床試験と異なり，製薬

企業は RWD のデータの収集から解析までの一貫した品質管理に直接手を出すことはでき

ない．そこでここでは，製薬企業がデータ入手後に実施可能なデータの質に関係する品質

管理のプロセスについて述べる． 

6.1. データマネジメント 

RWD を研究目的で二次利用する上でのデータマネジメントは，臨床試験のような一次利

用目的でデータ収集を行った場合と同様に，データの質として「完全性，一貫性，正確性」

を担保する必要がある．しかし二次利用の場合は，原資料に戻ったデータ確認・データの

修正依頼が不可能であり，また，臨床試験のように，統一したデータ収集のルールに基づ

くデータではないため，データマネジメントの手法も一次利用とは大きく異なる． 

二次利用のデータマネジメントは，実施計画に基づいて RWD から抽出したデータに対し

て，研究目的の達成可能性の評価，すわなち選択・除外基準を満たしているか，欠損や異

常値，不整合がどの程度含まれているか，などの確認を行うことになるが，前述のとおり

原資料に戻ったデータの確認・修正が出来ないため，これらの欠損や不整合の除外，デー

タ補完などの取り扱いの決定，といったデータハンドリングをすることが重要となる．ま

た，これらの欠損や不整合の割合を算出し，RWD から抽出したデータの信頼性を確認する

ことも重要である．もちろん，上述したデータの質を確保する手順とデータの取り扱いは，

報告書等に文書化することが求められる． 

6.2. Quality Control / Quality Assurance（QC/QA） 

 EMA が要求する Post-authorisation safety studies（PASS）では，最終報告書だけでな

く，その過程で使用・発生したデータ，プログラム，実行ログ，確認記録など関連するす

べての記録を電子的に保存し，監査や査察に対応できるようにしておくことが求められて

いる [9, 42]．また，要求された Post-authorisation efficacy studies（PAES）の場合でも，

対応するガイダンス（本稿作成時点おいてはドラフト版ではあるが）によると，同様の対
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応が求められている [43]．FDA の文書では，分析を委託する場合でも，委託者（研究実施

者）は委託先の QA/QC の手順を把握しておくこと，そしてそれらがデータの完全性

（integrity）やその研究自体にどう影響を及ぼすかを認識しておくべきとされている [8]．
PMDA のガイドライン [11]では，6.1.で記したように，解析までに実施されたデータマネ

ジメントについて，第三者が再現可能な程度に文書化することに加え，その過程で作成し

た文書やプログラムについての品質の確認，そして研究に使用したデータについての情報

セキュリティ対策やデータのアクセス記録の作成等によりデータの正確性を保証すること

が求められている． 

6.3. 監査（Audit） 

 研究の目的や重要性によっては，製薬企業が DB ベンダや解析委託先に監査に入る必要

性も発生する．DB ベンダは，彼らが保有するデータの全ての流れをコントロールできる訳

ではないが，製薬企業より DB ベンダの方が，データの質により大きな影響を与えること

ができるのは間違いない．解析まで委託する研究などでは，相対的に DB ベンダの役割・

重要性はさらに増すため，DB ベンダの社内体制や能力・経験などを事前に確認しておくこ

とが必要になる．DB ベンダ以外に解析を委託する場合も，その委託先に対して同様の確認

をすることが求められる． 

監査の内容はスポンサーとなる製薬会社の考えに依存するが，製薬会社が DB ベンダや

解析委託先の実務を理解し監査するには限界があるため，通常はプロセス監査が中心にな

ると思われる． 

 表 6-1 に，監査のポイントとなりえる項目を挙げる．ここでは，一般的な Vendor Audit
と共通する項目も含んでいる． 

 

表 6-1 監査のポイントの例 

確認ポイント 具体例，コメント 

全般的事項 

事業内容・形態 DB ベンダの事業形態や，データの入手元，入手元とのデータ利用に関す

る契約，入手時のデータの状態（標準化前後，匿名化前後）などの確認 

経営状況 委託期間が長期にわたる場合は特に重要 

過去の監査経験 国内外の規制当局や，製薬企業などの民間企業による監査経験 

過去の実施経験  特定の疾患領域や介入に絞ったデータセットの抽出・提供 

 集計・調査の実施 

 研究実施計画書の作成 

 研究の実施（研究の種類・タイプ別に） 
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確認ポイント 具体例，コメント 

 論文発表 

 バリデーションスタディの実施経験…など 

規制・ガイドライン

に対する理解・ポリ

シー・対応 

 個人情報保護法 

 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 

 21 CFR Part 11 （ソフトウェアバリデーションの観点） 

 規制当局・学会などによる研究ガイドライン…など 

組織体制 組織体制，人数 

教育体制 教育内容，教育手順，教育記録の有無 

外部リソース利用 契約の有無，契約内容（業務範囲，手順，守秘義務，教育など） 

プロジェクト体制，

担当者の要件 

 担当者の資格・経験は十分か？ 

 役割と責任の所在が明確か？ 

 担当者が他のプロジェクトと兼任する可能性があるか？ 

 プロジェクトの進捗管理や定例会議の調整，議事録作成などが可能

か？ 

 業務バックアップ体制，引き継ぎ体制が整備されているか？ 

 担当者との連絡は容易か？ 

データおよびデータベースの管理 

データ管理者の指

名 

 データまたはデータベースを管理する者の資格要件と指名に関する

手順 

 データベースへのアクセス権限の設定に関する手順 

 作業の確認手順およびその記録の保存状況 

データベース化  データの受け入れからデータベースへの取り込みまでの手順 

 作業の確認手順およびその記録の保存状況 

匿名化  個人情報の取り扱いに関する手順 

 匿名化の方法と手順 

 作業の確認手順およびその記録の保存状況 

データの品質管理  異常データファイルや異常値の取り扱いに関する規則や対応手順 

 作業の確認手順およびその記録の保存状況 

 改竄，改変防止の措置 

データベースのセ

キュリティー確保 

 データの漏洩や不正アクセスを防ぐ措置 

 情報セキュリティーポリシーの策定の有無，内容 

 作業の確認手順およびその記録の保存状況 

データベースのバ

ックアップ体制 

 データベースのバックアップや復元に関する手順 

 作業の確認手順およびその記録の保存状況 

 災害時などを想定したバックアップ体制とリカバリープラン 
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確認ポイント 具体例，コメント 

受託内容の実施 

データの抽出・納品  契約に基づく条件でのデータ抽出および納品の手順 

 作業の確認手順およびその記録の保存状況 

調査・研究の実施  調査・研究から結果の納品までのフローの確認 

 納品物の範囲の確認（解析時のデータセット，プログラム類，実行時

ログなど） 

 各業務ステップの手順（調査・研究用環境の設定，研究実施計画書作

成，解析計画書作成，コホート作成，プログラミング作成，納品など） 

 各ステップでの作業の確認手順およびその記録の保存状況 

記録の保管・消去  終了した調査・研究に関連するデータ・プログラム・記録（スポンサ

ーからの資料や QC 記録を含む）の保存または消去に関する手順 

 作業の確認手順およびその記録の保存状況 

Quality Assurance 

QA  上記各作業の品質保証に関する手順 

 作業の確認手順およびその記録の保存状況 

標準作業手順書（SOP）の確認 

業務の手順書 上記手順の SOP の有無 

一般的事項  SOP が作成・改定され，承認を受けているか？ 

 SOP が適切に管理・保管されているか？ 

 SOP の原本や変更記録が安全に保存されているか？ 

 SOP のコピーが入手可能か？もしくは On-site で閲覧可能か？ 

 SOP の更新頻度は？ 

 SOP に対する SOP（SOP on SOP）が存在するか？ 

 SOP の一覧が存在するか？ 

 SOP の教育に関する SOP が存在するか？ 

 監査までに聞いていた情報と SOP に齟齬がないか？ 

 

 今後，世界に先駆けて日本で上市され，その後欧米でも承認が得られ販売されるように

なる医薬品が増加することが期待されている．そのような品目では，欧米の規制当局から

要求される市販後の安全性監視の一環で，既に上市されている日本での RWD を用いた分析

が要求される可能性がある．そのような場合では，欧米の規制当局が，研究責任のある製

薬企業に監査が入る可能性があることを前提に，社内体制を整えておく必要がある．また，

製薬企業への監査に加え，研究の実施に関与した国内の DB ベンダに監査が入る可能性も

予想される．そのため，DB ベンダにも欧米の規制当局の監査に対応できる体制の整備が期

待される． 
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6.4. データの質に関する報告 

これまでに述べてきたとおり，Administrative Data は，データ収集からデータ加工，そ

して保管といった一連のプロセスを網羅的にコントロールすることはできない．そのため，

データベースを用いて分析を行い，その結果を解釈するためには，そのデータベースに格

納されているデータの特徴や質が明らかにされおり，強み・弱みなどが透明化されている

ことが求められる [19]． 

既に性質が良く知られているデータベースを用いた研究では，データベースの説明を詳

細にする必要はないかもしれない．そのためか，多くのガイドラインなどで，分析に利用

したデータベースについて記述をすることは推奨されているものの，そこで記すべき情報

を明記したものは多くない．STROBE 声明 [44]では，基本的にはデータソースを記述する

ことが示されているだけだが，追加的にそのデータの信頼性や妥当性の評価についても記

載することが推奨されている． 

FDA の職員が準拠しなければならないポリシーや手順が記述されている Manual of 
Policies & Procedures（MAPP）の一つに，CDER の Office of Surveillance of Epidemiology
の職員を対象にした，データベースを用いた研究を実施する時に参照する文書（MAPP 
6700.2） [45]が公開されている．この文書の中で，データベースの特徴の記述例が GPRD
（The General Practice Research Database: 現 The Clinical Practice Research Datalink）
を対象に記載されている．その例を下に引用する．研究実施計画書や論文の Method でデ

ータベースの説明をする場合は，もっと簡略化した文章で良いだろうが，補遺として，こ

のようなデータベースの詳しい説明を付けることで，読者によるデータベースの総合的な

理解を助け，より深い考察や解釈を促すことが期待できる． 
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データマネジメント担当者・統計担当者に求められる役割とスキル 

6.1 において，データマネジメントの品質管理プロセスについて述べた．ここから分かるよう

に，RWD に関わるデータマネジメント担当者には，前述のように RWD のデータの確認やデー

タハンドリングを実施し，解析可能なデータセットを作り上げる，といったスキルが求められ

ることになる．また，データベースの特性を把握するなどの，３章に記載した「データベース

選択」の知識も必要となってくるであろう． 

 次に統計担当者に目を向けてみる．統計担当者はデータマネジメントされたデータを使い解

析を行うことになる．すなわち，統計担当者は「データの質」について，できる限りの評価と

対応がなされたデータを扱うことになる．では，本稿のテーマである「データの質」に対して，

統計担当者が貢献できる場面はないのかというと，そうではないと考える． 

「当該研究の中で適切に比較検討できているか」という内部妥当性と，「その解析結果を，

研究で用いたデータ以外のいわゆる研究対象母集団全体に対して外挿できるかどうか」という

外部妥当性は，解析結果の解釈に影響を及ぼす「データの質」を要素の一つといえる．「デー

タベース選択」に大きな影響を及ぼす要素のため，利用契約の前に，忍容できる内部妥当性，

外部妥当性があるデータかどうかを評価し判断する必要性が発生しうるが，その時には統計担

当者も関与すべきである．たとえば，内部妥当性の観点から，交絡因子と想定しているものが

データ項目として取得できるか，といったことが挙げられる． 

臨床試験では内部妥当性を確保するために無作為化（randomization）や盲検化（blinding）

といった手法が適用されているが，データベース研究においては，そのような方策を取る事が

できないため，別のアプローチを考える必要がある．たとえば，明確な比較群が規定される前

に，データの内部妥当性について評価することはできないが，データ利用契約前から対象とす

る患者群が特定されており，その研究目的に応じた主要な患者背景項目が特定されている場合

には，比較群間でそれらの分布を比較することにより，ある程度の内部妥当性の評価は可能か

もしれない． 

外部妥当性については，臨床試験においては適切な選択基準・除外基準の規定，試験実施施

設の選定，解析時でのサブグループ解析での検討があるが，データベース研究においては，使

用するデータベース選定そのものやサブグループ解析での検討が相当するであろう．当協会が

公開している「データベース研究入門」 [5]では，データベース選択の一助となるチェックリス

トを示しているが，研究チームの中で，役割的に統計担当者が特に注意せねばならないチェッ

ク項目は，「対象集団がカバーされているか：患者数，網羅性，代表性」である．その例とし

ては，そのデータベースにて，十分な検出力ないし精度を保つための研究対象数が存在するか

どうか，研究対象が一部の特定施設に偏っていないかどうか，研究上主要な患者背景項目の分

布が他先行研究結果での分布と類似するかどうか，などが考えられる．ただし，網羅性や代表

性において偏り等が認められる場合であっても，安易に研究実施不可と判断するのではなく，

結果の解釈や外部妥当性の評価にて限界があることを認識して，研究を実施できる場合もある．
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これらの情報は必要に応じ，Request for Proposal を DB ベンダに提出する際に，研究対象者

数や患者背景項目分布等の情報と合わせて要求しておけば，通常であれば DB ベンダから情報

提供されるだろう．それらの情報をもとに，統計担当者が中心となってデータの質を評価し，

場合によっては研究での限界を研究チーム内で共有しておく，というのが現実的である． 

「データの質」ではなく「研究の質」に当たるため蛇足かもしれないが，解析業務に関わる

品質管理プロセスという視点では，臨床試験と同様に，研究実施計画書，あるいは統計担当者

が別途作成する解析計画書に基づいて解析を行うこと，さらには解析計画書に基づいた解析プ

ログラム作成から解析結果帳票作成，解析報告書作成に至るまでの一連のプロセスを規定した

手順書を整備して，そのプロセスごとに品質管理を実施することが求められることを補足して

おく． 

もちろん，統計担当者は解析を行うと言う大事な役割がある．そこには，アウトカムとの見

かけ上の効果を生じさせてしまう交絡因子（confounding factor）を考慮した解析や，結果の頑

健性を確保するために感度分析（sensitivity analysis）の実施といったものも含まれるが，本稿

では「データの質」がテーマであるため，詳細な解析手法については記述していない． 

RWD に係る統計担当者は，ここまでに記載したよう能力や役割が求められることを理解して

おく必要がある． 
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7. DB ベンダが保有するデータと MID-NET のデータの質  

 現時点で，製薬企業がレセプトや DPC のデータを利用する場合，最も容易な方法は医療

情報データベースを扱っている民間企業（DB ベンダ）のデータを利用することである．そ

のため，DB ベンダが保有するデータを理解することはとても実践的で有意義である．そこ

で， DB ベンダを介して活用できるデータの質について述べる．さらに，医療情報データ

ベース基盤整備事業推進検討会において，製薬企業による将来的な利用について前向きに

議論されている MID-NET のデータについても，その質について考察する． 

7.1. DB ベンダのデータ 

DB ベンダは，保険者や医療機関から二次利用許諾を得た上で収集した，レセプトデータ

を中心とした診療データを，第三者の企業が希望する調査・研究に活用している企業であ

る（詳しくは [5]の入門書を参照）．この DB ベンダのデータを利用し，なんらかの分析結

果を得ることは容易である．しかし，本当に求めている答えを得るために最適な方法で分

析し，適切に解釈することは容易ではない．DB ベンダのレセプトや DPC に限らず，RWD
を活用するすべての場面でいえることだが，分析するデータベースの選択から，解析手法，

結果の解釈に至るまで，データの質を考慮せずに分析を進めて適切な結果が得られること

はありえない．それは，たとえ DB ベンダに RWD の分析を委託する場合であっても同様で

ある．製薬企業側の担当者が DB ベンダの保有するデータの性質を理解せずに，安易に DB
ベンダに研究委託することはリスクを伴う．そこでここでは，DB ベンダが扱うデータが作

られる流れに沿って，データの質について考察する．なお，現時点で DB ベンダが扱うデ

ータの多くは Administrative data であるため，ここでは DB ベンダが扱う Administrative 
data のみを対象とする． 

 

DBベンダのデータの質 

 はじめに，レセプトや DPC のデータが作られる流れと，DB ベンダがデータを預かって

いる入手元（データソース）を整理する．その上で，データソースの違いに起因するデー

タの質について簡単に触れておく．その理由は，データの質がいくら高くても，目的にそ

ぐわないデータをいくら分析しても意味が無いことと（すなわち，この情報が使用適合性

の評価に必須であること），データの質はデータソースに大きく影響されるからである． 

なお，以降を読み進めるにあたり，多少の日本の医療制度についての知識が必要となる

が，その説明はここでは割愛する．同様に，レセプトや DPC に記録されるデータ項目につ

いてもここでは解説しない．必要に応じ，日本の医療保険制度，診療報酬制度，DPC 制度

についての成書を参照されたい． 
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図２．医療機関から発生したレセプトと DPC の流れ 

 

 DB ベンダのデータソースは，大きく分けて保険者と医療機関に分けられる．保険者から

レセプトを預かる場合は，主に大企業が運営する健康保険組合がデータソースになる(A)．
医療機関からデータを預かっている DB ベンダのデータ入手元は，病院と調剤薬局に分け

られる．前者は厚生労働省に送る DPC データやレセプト（医科，DPC）を病院(B)から預

かっており，後者は調剤薬局(C)から調剤レセプトを預かっている（図２）．もちろん，い

ずれの場合においても，分析に利用されるデータは，入手元から二次利用の許諾を受けた

ものだけである． 

この DB ベンダの RWD の入手元の違いが，入門書（データベース研究入門 [5]）でも説

明されていたデータベース毎の特徴を生んでいる．一部入門書の内容と重複するが，デー

タソースの違いによるデータの特徴の代表的なものを以下に記す． 

(A) 健常人を含めた保険者が対象であるため疾病の発生率や有病率を計算でき，また

患者が受診した医療機関（医科，歯科，調剤）でのすべての診療行為情報を把握

できるという長所がある一方，健康保険組合のデータであるため，65 歳以上の患

者の割合が少なく，75 歳以上の患者は存在しないという短所がある． 
(B) DPC の様式 1 のデータが利用できるため，身長や体重，特定の疾患の重症度に関

する情報など，レセプトでは得られない情報が利用できる長所がある．しかしな

がら，その病院で実施された診療行為の情報しか得られないため，他の医療機関

に掛かっていてもその情報が把握できない，といった短所がある． 
(C) 処方された薬剤だけでなく，実際に払い出された薬剤の情報も得られるため，調

剤薬局におけるジェネリックへの変更などが把握できるという長所がある一方，

(B)と同様の理由により，同一調剤薬局（もしくは系列薬局）で払い出された薬剤

しか把握できないことや，調剤レセプトには診断名の情報がないため，病名と紐

付けた分析ができないといった短所が挙げられる． 



35 

 

また，(A)にある情報は全て保険診療の対象であることが審査され認められたものである

一方，(B)や(C)では保険対象の有無に係らず，実施した診療行為すべてが保存されている為，

審査前の情報や保険外診療の情報も把握できる可能性がある．すなわち，ワクチン接種や

正常妊娠・正常分娩，労災適用の負傷・疾病など，保険適用にならない診療行為の分析が

可能な場合がある． 

以上が，日本の代表的な DB ベンダにおいて，データソース別に分けた時に共通する典

型的なデータの流れであったが，DB ベンダ毎の多少の違いがあることもあるため，DB ベ

ンダの選定をする際には，より詳細な情報を DB ベンダに確認すべきである． 

 

 次に，先に示したデータの流れの中でデータの質に影響を及ぼしうる要因について抽出

することを試みた．その結果が図３である． 

 

図３．DB ベンダによるデータベース化までの流れとデータの質に影響しうる要因の例 

 

図３で示したデータの流れや，質に影響するポイントは，全ての DB ベンダにおいて該

当するものではない．そして当然ながら，質に影響するポイントを網羅的に書き出すこと

は不可能であるため，ここに記載したものはそのうちの一部でしかない．しかしながら，

DB ベンダ毎のデータソースに着目し，その DB ベンダのデータがどのような流れでデータ
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が収集されているかを知れば，図３と重ね合わせることで，その過程にどういった「デー

タの質に影響を及ぼす要因」があるのかを考える一助になるだろう． 

図３を見ると，データの作成や収集過程において，データ値でさえ本来の値から変化し

たり，消去されたりする要因を多く存在することが理解できるだろう．「カルテへの誤入

力」，「包括による情報の欠落」，「読み替えミス，バラツキ」といった要因だけでも，

データの完全性，正確性，信頼性に懸念を与える．そして，それらのポイントは，DB ベン

ダでさえコントロールできない上流に多く存在していることが見て取れる．そしてこれら

の要因はデータの質に不確実性を与えるものであり，同時にほぼ排除できないものである．

しかしながら，DB ベンダのデータを利用するのであれば，これらの要因の存在を理解して

おくことで，より適切な分析が可能になったり，逆に DB ベンダのデータでは分析が困難

であるという結論を得ることができる場合がある．また，要因によっては，調査計画時に

その影響を低減する工夫ができる場合もあるし，得られた結果を解釈する際に，これらの

要因を考慮することで別の解釈ができたり，得られた結果から調査計画を改良・再分析す

ることで，より正確な結果を得ることができるかもしれない． 

たとえば，急性胃炎や慢性胃炎の患者数を抽出したいというリサーチ・クエスチョンが

あった場合，DBベンダのレセプトデータを使ってこれらの診断名だけで抽出することは適

切だろうか．この抽出方法では，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）投与時に胃薬を併用

処方しておきたくて付与した，いわゆる保険病名としての胃炎の診断を持つ患者が混入す

る可能性を考慮する必要がある．診断名と胃の内視鏡検査の実施記録を組み合わせること

で精度を高めることができるかもしれないが，検査結果はレセプトにはないため，その組

み合わせによる効果の評価は難しい．後述するバリデーションスタディを実施できれば，

胃炎の診断の精度を確認することも可能かもしれないが，DBベンダのレセプトではバリデ

ーションスタディは実施できない．．．このように考えながら，そもそもレセプトでの胃

炎患者の抽出が困難であると判断し，別の調査方法に切り替えるという結論を下すことが

可能になる4． 

また別の例として，ある検査の実施率を知りたいというリサーチ・クエスチョンがあっ

た場合，その検査が外来診療料に包括される検査項目であった場合，200 床以上の病院から

のレセプトでは，その検査の記録が正しく残されていない可能性がある．というのも，200
床以上の病院では，特定の検査・処置については外来診療料に包括するというルールがあ

り，病院としては包括される項目をわざわざレセプトに残さないことがあるためである．

これは，図３の「マルメ（包括）にされるものの情報欠落」にあたる．このルールを知っ

ていると，医科レセプトを用いた調査では正しく評価できない可能性に気が付くことがで

きる．包括により，医科レセプトでは調査したい検査の実施記録が正しく取れないのであ

れば，包括部分であっても個々の診療情報が記録される DPC のデータを分析対象にするこ

                                                   
4 あくまで一つの事例であり，本当に調査ができないかという議論をしている訳では無い 
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とで，医科レセプトで発生しうる「情報の欠落」の可能性を除去するという対応策を考え

ることできるかもしれない（DPC データは比較的規模の大きい病院に限られるため，一般

化可能性を考慮する必要性が出てくるが）．調査実施前に，正しく調査できない可能性に

気が付けなくても，結果を得た後に包括のルールに気が付くことができれば，その結果か

らは正しく解釈できない可能性を認識でき，異なるアプローチで再調査に臨むことができ

るかもしれない．包括算定で起こり得る情報の欠落は，病床数の条件に係らず，慢性維持

透析患者外来医学管理料，手術前医学管理料，手術後医学管理料などが算定された場合に

も，特定の検査・画像診断で起こりうる．製薬企業の中に医事会計の制度・仕組みに詳し

い人はあまり存在しないと思われる．データの質に詳しい DB ベンダの力を借りながら，

医師も含めて，臨床現場で起こり得る可能性を考慮しながらより適切な計画を立て，丁寧

に解釈することが求められる． 

7.2. MID-NET のデータ 

 PMDA は，厚生労働省が選定した協力医療機関（10 拠点）に保有されている医療情報を

網羅的に収集する医療情報データベースを拠点ごとに構築し，1000 万人規模の全国的な医

療情報データベースの連携体制の構築を目指している [46]．この事業で構築されたデータ

ベースシステムと関連ネットワークは総称して MID-NET と呼ばれている． 

 計画当初は，協力医療機関で収集されたデータを 1 か所に集約し，統合したデータを対

象に分析できる環境の構築が想定されていた．しかしその後，各協力医療機関に医療情報

データベースを構築し，それぞれのデータベースを対象に分析する利用形態に変更された

ため，その形態に合わせた構築が進められている．PMDA が全国の協力医療機関のデータ

ベースを用いて分析を行うには，各協力医療機関のデータベースで集計された結果を統合

して解析するか，患者レベルのデータを統合しなければ解析できないような場合には，各

協力医療機関において抽出された必要最小限のデータセットから個人情報を削除し，日付

をずらすといった処理を行い，連結不可能匿名化を行った上で，データセットを 1 か所に

集約して解析することが想定されている [47]． 

 MID-NET では，各協力医療機関に構築された医療情報データベースに含まれるデータ項

目の多くが分析対象になるため，そのデータ項目の数・種類は豊富である．レセプトや DPC
のデータ項目に加え，電子カルテ由来のデータ項目が追加されており，患者背景，傷病情

報，処方・注射情報（オーダリング・実施），各種検査情報（検体検査，放射線検査，生

理検査，薬物血中濃度検査，細菌検査）といった様々な情報が分析可能な形でデータベー

ス化されることは大きな強みである [48]． 

 一方，弱みがない訳では無い．まず，厚生労働省に選定された 10 拠点の医療機関は急性

期病院が多いため，急性疾患の分析には向いているが，慢性疾患の分析については困難を

伴うことが予想される．また，病院由来のデータの宿命であるが，その病院で受けた診療
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内容・結果しか把握できない．そのため，その病院で起こったイベントしか把握できない

し，当然ながら来院前や転院後の情報が得られない，といった限界がある [47]． 

 既に 10 拠点へのデータベースの設置は終了し，いくつかの協力医療機関では引き続きデ

ータの標準化やバリデーションが進められているが，一方で作業が終了した協力医療機関

から試行的な利用も進められている．試行期間では製薬企業を含めた民間企業が利用する

ことはできないが [49]，製薬企業を含む民間利用の議論もなされている [50]．そこで将来

を見据え，MID-NET が利用できるようになったことを想定して，既存の資料などから推察

される MID-NET のデータの質について考察する． 

 

MID-NETのデータの質 

MID-NET の構築にあたり，各協力医療機関へのシステム導入や，病院システムと標準ス

トレージ間のデータ項目のマッピング，データの標準化，データチェック，データクリー

ニング，といった作業が行われている．さらに，システムバリデーションや，データ特性

の分析・評価，データの妥当性検討も行われる [47, 51]．そのため，Administrative database
では排除不可能である，「コントロールできない」部分の大部分が，MID-NET ではコント

ロール可能であり，一連のデータの流れが把握できる．データの流れが「見える化」され，

コントロール可能な部分が大幅に増えることで，なにか問題があったとしても，その問題

の解決は容易になると推察される．実際，その構築工程において，システムベンダや協力

医療機関毎の差があることが判明したため，その解消に向けた作業が進められているとい

う [51, 52]．そして何より，協力医療機関内であれば，カルテに戻り，原データを確認する

ことができる強みがある．個人情報が除去され，カルテに戻って原データを確認すること

ができない DB ベンダのデータとは対照的である． 

一方，レセプトや DPC では，月次もしくは入退院の単位で，患者背景，傷病名，処置な

どの情報が揃っているが，電子カルテ由来のデータでは，統合化されたデータの期間が電

子カルテ毎で異なる可能性があることに気を付けなければならない．例えば，患者情報や

傷病情報，薬剤オーダーなどを管理する電子カルテに記録されたデータは 10 年以上前から

統合化されているが，細菌学的検査の結果は 5 年前に実施した「細菌学的検査データを管

理するシステム」の大掛かりな入れ替えの結果，新システム導入後の細菌学的検査結果し

か統合化されなかった可能性がある．もし分析に細菌学的検査結果が必要であれば，たと

え他のデータが 10 年以上前から存在したとしても，研究の開始時点は細菌学的検査の結果

が統合された 5 年前に揃える必要が発生する．このように，電子カルテ由来のデータでは，

分析に用いるデータが格納されているシステムの導入時期やデータの統合状況を意識する

必要がある．当然ながら，複数施設のデータを合わせて分析する際には，さらに確認すべ

き事項が増える．もしかすると，ある医療機関では細菌学的検査は統合化できなかったか

もしれない．そういった医療機関は分析対象から外す必要性が発生する．そのため，分析
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期間にわたって，分析に必要な全てのデータ項目が，対象としている全ての医療機関で統

合化されていることを事前に調査することが必要になる． 

また，原データを確認することで，データの正確性（一致性）を確認することは可能だ

が，そもそも傷病名の情報が適切に電子カルテに入力されているかどうかは別の問題とな

るため，gold standard と照合するバリデーションスタディも必要に応じて実施し，明らか

にバリデーションスタディの指標値に違いのある医療機関があれば，分析対象から除外す

るといったことも必要になるだろう． 
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8. データの質の向上に関する今後の期待 

ここでは，データの質の向上に関する今後の期待を記す． 

 

データ発生時のデータ収集・記録の標準化 

 情報はその性質上，記録，加工・流通されていく過程の中で変質・欠落していく方向に

しか動かず，他の情報と組み合わない限り，決して最初の情報より正確で情報量の多いも

のに加工することはできない．そして通常，加工や流通の過程の数が多ければ多いほど，

その情報が変質・欠落する確率が高まるため，情報の質は低下しやすくなる．逆に言えば，

データの発生源で収集・記録されたデータの質が悪ければ，それ以降の加工や流通の過程

でどれだけ品質管理をしっかりしても，最初のデータ以上の質にはなり得ない．これは，

医療従事者が患者を診察した時に得られた情報が，どこまで正確に不足なく記録されてい

るかが極めて重要であることを意味する．しかしながら，「RWD：二次利用の基本心得」

で述べたとおり，主治医は二次利用されることを考えて診療情報を残している訳では無く，

何のインセンティブも無く二次利用のためにデータの記録スタイルを変えてもらうことは

困難であるため，情報発生源でのデータの質の統一は難しいように思える． 

しかし，全く希望がない訳では無い．政府が進めている地域包括システムの実現に向け

て，今後，病病連携，病診連携，診診連携などのネットワーク化が進むことを考慮すると，

円滑な患者情報の相互共有のため，医療従事者による診療記録の残し方も標準化されてく

るものと予想される．データが新たに発生するポイントである「医療従事者による記録」

の標準化は，データの質の向上に大きく寄与し，より有用な RWD が蓄積されていくことに

なる．効率的な医療を目的とした患者データの電子的な連携の動きに合わせ，データ発生

時のデータ収集と記録の標準化が進むことが期待される． 

 

データの価値向上を目指した利用可能性の向上 

多くの人が様々な目的でデータを利用すればするほど，そのデータに潜む未知の問題を

発見できる確率が高まる．そして顕在化した問題は，解消に向けた行動を取ることができ

るようになる．すなわち，データの利用の増加は，データの質の理解と向上に繋がる．海

外でも，RWD の活用を通じてその質を理解するとともに問題点や課題を見出し，そのたび

に質を高める努力が続けられてきた．  

RWD はデータ量が大きいほど価値が高いと思われがちだが，データの質や問題点があま

り把握されていない大規模なデータより，データ量は小さくても，質や問題点がよく把握

されているデータの方が，不確実性を減らせることができるため，結果の解釈が容易にな

り，より適切な結論を導くことできる場合がある．「規模が大きい」という特徴を有する
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RWD は魅力的であるが，現実的にはそれだけでは不十分といえる．たとえば NDB は，単

独では世界一の規模と非常に高い網羅性を有するデータベースである．医療でも番号制度

が導入されれば [53]，技術的にも大きな問題となっていた名寄せの問題が解消されるため，

データの正確性も大きく向上すると期待される．しかし，データの理解が進み，質や問題

点が把握されなければ，本来有している価値を発揮できず，宝の持ち腐れとなりうる．そ

のような事態を避ける有用な方策は，多くの人に利用させることである．そのため，デー

タの利用可能性を大きく向上させる施策がなされることが期待される． 

 

診療情報管理士の活躍 

欧米では，電子カルテの医療データの収集・管理・加工・品質管理を行う Health 
Information Management（HIM）という業務が確立している．そういった業務に従事者

は一般的には Health Information Manager と呼ばれ，米国では一般的には health 
information management の学位を取得し，専門の試験に合格すれば，Registered Health 
Information Administrator (RHIA)と認定される [54]．日本では診療情報管理士が該当す

るが，日頃からデータの質を確保できる体制を構築するには，このような職能を有する人

材が不可欠となる．今後，RWD の活用が進むにつれ，診療情報管理士の益々の活躍が期待

される． 
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9. おわりに 

 以上，RWD の「データの質」にフォーカスを置き解説・考察し，最後には具体的事例と

してレセプトと DPC の Administrative data と，MID-NET のデータについて述べた．残

念ながら，ここまで記したものが「データの質」の網羅的な理解に導くものにはなってい

ない．しかしながら，改良が続けられながら長年に亘り運営されている医事会計制度のも

と蓄積されるデータ，そして業務効率化のために発達してきた電子カルテシステムに格納

されるデータ，これら日々大量に発生し，蓄積されるデータの質について考え，理解しよ

うと試みる時に，本稿が幾ばくかの示唆を与えることができていれば，本稿を作成した意

義は達成できたものと考える． 

 

 RWD のデータの質について漠然とした不安をもっている人がいるが，その理由の一つに

は RWD の理解不足があるのではないかと思われる．「恐怖は常に無知から生じる」という

言葉があるが，もし漠然とした不安の原因が無知であるのであれば，不安を打ち消す方法

は RWD について良く知る努力をすることしかない．もちろん，RWD を知れば知るほど，

臨床試験のデータとの違いを思い知ることになるだろうが，それは決してネガティブなこ

とではない．RWD の理解が深まることで，「こういう性質があるのであれば，こう利用で

きる」，「この目的で利用するためには，この条件を満たすデータでないといけない」と

いったことを自分で考えることができるようになるだろう．その時には，RWD のデータの

質に対する漠然とした不安は解消され，不確実性の存在を理解した上で活用しているもの

と予想する．よって本稿では，RWD の質の考え方・評価について記述すると同様に，RWD
がどのように生まれてきたものかを説明することにも力点を置いた．画一的で機械的な方

法で質の良し悪しを判定する基準は存在しないため，RWD の実体の理解を少しでも促すこ

とが，各自で質を評価することができるようになる近道になると考えている．データの質

を理解するには，データに触れる機会を増やすのが良い．そして，常にデータの上流から

下流までの流れを意識することを推奨する．その流れで不明な点があれば，データを保有

者に話を聞いたり，可能であればその過程を部分的にでも自らの目で見てみることが望ま

しいと考える．  

 

2018 年から発効予定の PDUFA（Prescription Drug User Fee Act：処方箋薬ユーザーフ

ィー法） VI を考える PDUFA VI Reauthorization Meeting では，産業界が RWD を用い

て市販前および市販後における安全性や有効性（または有用性）を規制上の意思決定に利

用できるようなレギュラトリー サイエンス イニシアチブ（Regulatory Science Initiative）
を求めたり，ガイダンス（案）の作成を提案している [55]．今後，世界的に RWD の活用

が益々盛んになっていくだろう． 
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前章で述べたように，データの利用→質の理解→質の向上→データの利用…といった好

循環が日本でも回り始めれば，国内の RWD の活用を取り巻く環境は大きく改善し，その

活用の幅も大きく広がると期待される． 

名実ともに，世界レベルとなった日本の RWD が，医薬品の創薬促進，開発の効率化，上

市後の医薬品の安全性評価，患者安全の確保への貢献といった製薬産業での活用のみなら

ず，医療政策の立案，医療財政の適正配分，科学・学術振興，産業振興などに大きく寄与

することを望んでやまない． 

  



44 

 

引用文献 

[1]  山本 尚功, 木村 友美, 松下 泰之, 兼山 達也 , 松井 慶太, “EHR の二次利用への製薬業

界の期待,” 2008 28th; 407-411. 

[2]  折井 孝男, 木村 友美, 山本 尚功, 藤田 利治 , 下邨 雅一, “医薬品の安全性を科学する

―病院情報システムの二次利用の可能性―,” 2009 29; 337-339. 

[3]  山本 尚功 , 木村 友美, “日本の医療データベースの現状と医薬品リスクマネジメント,” 

医薬品研究, 2009 40(12); 824-838.  

[4]  薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会, “薬害再発防

止のための医薬品行政等の見直しについて（最終提言）,” 2010/4/28. [オンライン]. 

Available: http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0428-8a.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[5]  日本製薬工業協会, “データベース研究入門,” 2015. [オンライン]. Available: 

http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/rwd.html. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[6]  Institute for Clinical Evaluation Sciences, “Quality Assessment of Administrative Data 

(QuAAD): An Opportunity for Enhancing Ontario’s Health Data,” July 2007. [オンライン]. 

Available: 

http://www.ices.on.ca/Publications/Atlases-and-Reports/2007/Quality-assessment-of-administrati

ve-data. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[7]  Centers for Medicare & Medicaid Services, “Medicare and Medicaid Programs; Electronic Health 

Record Incentive Program,” 2010/7/28. [オンライン]. Available: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-07-28/pdf/2010-17207.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[8]  U.S. Food and Drug Administration, “Best Practices for Conducting and Reporting 

Pharmacoepidemiologic Safety Studies Using Electronic Healthcare Data,” 2013/5. [オンライ

ン]. Available: 

http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm2

43537.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[9]  European Medicines Agency, “Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP): Module 

VIII - Post-authorisation safety studies (Rev 1),” 2013/4/19. [オンライン]. Available: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/06/WC5001

29137.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[10]  The European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP), 

“Guide on Methodological Standards in Pharmacoepidemiology (Revision 4). EMA/95098/2010.,” 

2015/7. [オンライン]. Available: 

http://www.encepp.eu/standards_and_guidances/methodologicalGuide.shtml. [アクセス日: 

2016/1/21]. 



45 

 

[11]  医薬品医療機器総合機構, “医療情報のデータベース等を用いた医薬品の安全性評価にお

ける薬剤疫学研究の実施に関するガイドライン(初版),” 2014/3/31. [オンライン]. 

Available: https://www.pmda.go.jp/files/000147250.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[12]  G. Hall, B. Sauer, A. Bourke, J. Brown, M. Reynolds , R. LoCasale, “Guidelines for good 

database selection and use in pharmacoepidemiology research,” Pharmacoepidemiol Drug Saf., 

2012 Jan;21(1):1-10. doi: 10.1002/pds.2229. Epub 2011 Nov 8.. 

[13]  Working Group for the Survey and Utilization of Secondary Data (AGENS) with representatives 

from the German Society for Social Medicine and Prevention (DGSMP) and the German Society 

for Epidemiology (DGEpi), “GPS - Good Practice in Secondary Data Analysis: Revision after 

Fundamental Reworking; Version 2,” 2008/1. [オンライン]. Available: 

http://dgepi.de/fileadmin/pdf/leitlinien/gps-version2-final_ENG.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[14]  International Organization for Standardization, “ISO 9000:2005, 2005, definition 3.1.1, ISO 

9000:2005(E) Quality management systems － Fundamentals and vocabulary. 3rd ed,” 

September 15, 2005. 

[15]  日本製薬工業協会, “臨床試験データの品質管理,” 2009/6. [オンライン]. Available: 

http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/publishing_center/pdf/012.pdf. [アクセス日: 

2016/1/21]. 

[16]  NIH Collaboratory, “Assessing Data Quality for Health Care Systems Data Used in Clinical 

Research (Version 1.0),” 2014/7/28. [オンライン]. Available: 

https://www.nihcollaboratory.org/Products/Assessing-data-quality_V1%200.pdf. [アクセス日: 

2016/1/21]. 

[17]  M. Kahn, J. Brown, A. Chun, B. Davidson, D. Meeker, P. Ryan, L. Schilling, N. Weiskopf, A. 

Williams , M. Zozus, “Transparent Reporting of Data Quality in Distributed Data Networks,” 

2015/3/23. [オンライン]. Available: http://repository.edm-forum.org/egems/vol3/iss1/7/. 

[18]  H. Jick, R. Watkins, J. Hunter, B. Dinan, S. Madsen, K. Rothman and A. Walker, "Replacement 

estrogens and endometrial cancer.," N Engl J Med., 1979 Feb 1;300(5):218-22. 

[19]  Data Quality Collaborative. Paper 1., “DQC White Paper Draft 1: A consensus-based data quality 

reporting framework for observational healthcare data,” 2013/3. [オンライン]. Available: 

http://repository.academyhealth.org/dqc/1. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[20]  R. Wang , D. Strong, “Beyond accuracy: what data quality means to data consumers,” J Manag 

Inf Syst, 1996; 12:5-34. 

[21]  H. Stein, P. Nadkarni, J. Erdos , P. Miller, “Exploring the Degree of Concordance of Coded and 

TextualData in Answering Clinical Queries from a Clinical Data Repository,” Journal of the 

American Medical Informatics Association, 2000 Jan-Feb;7(1):42-54. 



46 

 

[22]  Jonathan R. Davis, Vivian P. Nolan, Janet Woodcock, and Ronald W. Estabrook, Editors; 

Roundtable on Research and Development of Drugs, Biologics, and Medical Devices, Institute of 

Medicine, “Assuring Data Quality and Validity in Clinical Trials for Regulatory Decision 

Making: Workshop Report,” 1999. [オンライン]. Available: 

http://www.nap.edu/catalog/9623.html. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[23]  J. Brown, M. Kahn , S. Toh, “Data quality assessment for comparative effectiveness research in 

distributed data networks,” Med Care, 2013 Aug;51(8 Suppl 3):S22-9. 

[24]  Statistics Netherlands, “Checklist for Quality evaluation of Administrative Data Sources,” 2009. 

[オンライン]. Available: 

http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/0dbc2574-cdae-4a6d-a68a-88458cf05fb2/0/200942x10pub.pdf. 

[アクセス日: 2016/1/21]. 

[25]  Statistics Canada, “Statistics Canada Quality Guidelines (Fifth edition): Use of administrative 

data,” 2009/12/2. [オンライン]. Available: 

http://www.statcan.gc.ca/pub/12-539-x/2009001/administrative-administratives-eng.htm. [アクセ

ス日: 2016/1/21]. 

[26]  M. Kahn, M. Raebel, J. Glanz, K. Riedlinger , J. Steiner, “A pragmatic framework for single-site 

and multisite data quality assessment in electronic health record-based clinical research,” Med 

Care, 2012 Jul;50 Suppl:S21-9. 

[27]  T. Vogt, J. Elston-Lafata, D. Tolsma , S. Greene, “The role of research in integrated healthcare 

systems: the HMO Research Network,” Am J Manag Care, 2004 Sep;10(9):643-8. 

[28]  Mini-Sentinel Operations Center, “MINI-SENTINEL DISTRIBUTED DATABASE SUMMARY 

REPORT; YEAR FIVE September 2013 – September 2014 (Version 1.0),” 2015/10. [オンライ

ン]. Available: 

http://www.mini-sentinel.org/work_products/Data_Activities/Mini-Sentinel_Year-5-Distributed-

Database-Summary-Report.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[29]  Mini-Sentinel Operations Center, “Data Quality Review and Characterization Programs v3.3.2,” 

2015/12/4. [オンライン]. Available: 

http://www.mini-sentinel.org/data_activities/distributed_db_and_data/details.aspx?ID=131. [アク

セス日: 2016/1/21]. 

[30]  T. Ross, D. Ng, J. Brown, R. Pardee, M. Hornbrook, G. Hart , J. Steiner, “The HMO Research 

Network Virtual Data Warehouse: A Public Data Model to Support Collaboration,” 2014/3/24. 

[オンライン]. Available: http://repository.academyhealth.org/egems/vol2/iss1/2. [アクセス日: 

2016/1/21]. 



47 

 

[31]  The Observational Medical Outcomes Partnership, “OSCAR - Observational Source 

Characteristics Analysis Report (OSCAR) Design Specification and Feasibility Assessment,” [オ

ンライン]. Available: http://omop.org/OSCAR. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[32]  The Observational Medical Outcomes Partnership, “Generalized Review of OSCAR Unified 

Checking,” [オンライン]. Available: http://omop.org/GROUCH. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[33]  The Observational Health Data Sciences and Informatics, “ACHILLES for data characterization,” 

[オンライン]. Available: http://www.ohdsi.org/analytic-tools/achilles-for-data-characterization/. 

[アクセス日: 2016/1/21]. 

[34]  B. Motheral, J. Brooks, M. Clark, W. Crown, P. Davey, D. Hutchins, B. Martin , P. Stang, “A 

checklist for retrospective database studies - report of the ISPOR Task Force on Retrospective 

Databases,” Value in Health, 2003 Mar-Apr;6(2):90-7. 

[35]  医薬品医療機器総合機構, “病院情報システムデータを利用したバリデーションスタディ

報告書,” 2014/12. [オンライン]. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[36]  K. G. Landis J, “The measurement of observer agreement for categorical data,” Biometrics. 1977 

Mar;33(1):159-74. 

[37]  The European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance, 

“Electronic Register of Studies,” [オンライン]. Available: 

http://www.encepp.eu/encepp/studiesDatabase.jsp. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[38]  厚生労働省, “平成２５年度第 5 回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策

調査会（第二部） 参考資料２－２ 抗インフルエンザウイルス薬の使用状況（企業提

出資料）,” 2013/10/28. [オンライン]. Available: 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000035674.html. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[39]  厚生労働省, “第 2 回 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬の要望募集で提出され

た要望について,” 2012/3/26. [オンライン]. Available: 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp0326-1.html. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[40]  医薬品医療機器総合機構, “再審査報告書 （メトグルコ錠 250mg，メトグルコ錠 500mg）,” 

2015/11/12. [オンライン]. Available: 

http://www.pmda.go.jp/drugs_reexam/2015/P20151222001/400093000_22200AMX00234_A100

_1.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[41]  日本製薬工業協会, “製薬企業における Real World Data の活用 – 医療情報データベー

ス利用の現状,” 製薬協ニューズレター 2016 年 1 月号 No.177. [オンライン]. Available: 

http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/newsletter/archive_after2014/71t7.pdf. [アクセス日: 

2016/1/21]. 



48 

 

[42]  THE EUROPEAN COMMISSION, “COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 

No 520/2012,” 2012/6/20. [オンライン]. Available: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:159:0005:0025:EN:PDF. [ア

クセス日: 2016/1/21]. 

[43]  European Medicines Agency, “Scientific guidance on post-authorisation efficacy studies (Draft),” 

2015/10/6. [オンライン]. Available: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2015/11/WC5001

96379.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[44]  von Elm, E; Altman, DG; Egger, M; Pocock, SJ; Gøtzsche, PC; Vandenbroucke, JP; Initiative, 

STROBE, “The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology 

(STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies.,” Ann Intern Med., 2007 Oct 

16;147(8):573-7. 

[45]  U.S. Food and Drug Administration, “MAPP 6700.2: Standards for Data Management and 

Analytic Processes in the Office of Surveillance and Epidemiology (OSE),” 2008/3/3. [オンライ

ン]. Available: 

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/CDER/ManualofPoliciesProcedures/u

cm082060.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[46]  医薬品医療機器総合機構, “医療情報データベース基盤整備事業について,” [オンライン]. 

Available: http://www.pmda.go.jp/safety/surveillance-analysis/0018.html. [アクセス日: 

2016/1/21]. 

[47]  小川 倫洋, “医療情報データベース基盤整備事業の状況について,” JAPIC NEWS. 2014 

No.362: 6-17.  

[48]  医薬品医療機器総合機構, “医療情報データベース（統合データソース）に保存されるデ

ータ項目,” 2014/3/31. [オンライン]. Available: http://www.pmda.go.jp/files/000148782.pdf. 

[アクセス日: 2016/1/21]. 

[49]  厚生労働省, “医療情報データベース基盤整備事業における医療情報の利活用要綱（試行

期間用）,” 2015/4/1. [オンライン]. Available: 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000080474.

pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 

[50]  医療情報データベース基盤整備事業のあり方に関する検討会, “医療情報データベース基

盤整備事業のあり方に関する検討会 報告書,” 2015/6. [オンライン]. Available: 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11125000-Iyakushokuhinkyoku-Anzentaisakuka

/0000049775.pdf. [アクセス日: 2016/1/21]. 



49 

 

[51]  大島 一博, ナイル・ブレナン, 山本 隆一, 康永 秀生, 松田 晋哉, 樋口 範雄, 山口 育子, 

平松 達雄 , 小池 創一, 医療情報の利活用と個人情報保護, EDITEX, 2015.  

[52]  木村 通男, 小出 大介, 山口 光峰, 隈丸 拓 , 青木 事成, “医療情報の活用推進に向けた

標準化及び品質管理,” 医療情報学. 2015 35(Suppl.):74-78.  

[53]  日本経済再生本部, “『日本再興戦略』改訂 2015－未来への投資・生産性革命－,” 2015/6/30. 

[オンライン]. Available: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai1jp.pdf. [アクセ

ス日: 2016/1/21]. 

[54]  The American Health Information Management Association, “Registered Health Information 

Administrator (RHIA®),” [オンライン]. Available: http://www.ahima.org/certification/rhia.aspx. 

[アクセス日: 2016/01/11]. 

[55]  U.S. Food and Drug Administration, “PDUFA VI: Fiscal Years 2018 - 2022,” [オンライン]. 

Available: http://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/PrescriptionDrugUserFee/ucm446608.htm. 

[アクセス日: 2016/1/21]. 

 

  



50 

 

2015年度データサイエンス部会 TF3 

 

小林 典弘 塩野義製薬* 

石川 秀一 エーザイ 

瀧田 厚  第一三共 

中村 正樹 メディカルデータビジョン（日本医療データベース協会） 

長野 敦  バイエル薬品  

阪口 元伸 武田薬品工業* 

木村 友美 アステラス* 

大倉 征幸 ファイザー  

河口 裕  田辺三菱製薬  

國富 悠司 大鵬薬品工業 

惟高 裕一 塩野義製薬 

佐藤 恵子 グラクソ･スミスクライン 

鳥居 友紀子 サノフィ 

中島 章博 帝人ファーマ  

湯浅 美幸代 大正製薬 

米田 茂広 大塚製薬工場  

*TFリーダー 

 

担当副部会長 

酒井 弘憲 田辺三菱製薬 

 


	1. はじめに
	2. 臨床試験とリアルワールドでの「データの質」の違い
	2.1. データ収集の実施体制
	2.2. 集団
	2.3. データ収集項目
	2.4. データの質の担保

	3. ガイドラインで求められているRWDの「データの質」
	4. 「データの質」に関する考え方と評価
	4.1. コンテキストに依存するデータの質
	4.2. データの質に関する評価軸
	4.3. データの質の評価基準
	4.4. 評価の実際

	5. 活用目的とデータの質
	6. 品質管理プロセス
	6.1. データマネジメント
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	6.1.

	6.2. Quality Control / Quality Assurance（QC/QA）
	6.3. 監査（Audit）
	6.4. データの質に関する報告

	7. DBベンダが保有するデータとMID-NETのデータの質
	7.1. DBベンダのデータ
	7.2. MID-NETのデータ

	8. データの質の向上に関する今後の期待
	9. おわりに
	引用文献

