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はじめに 

近年，Real World Data（RWD）の活用が注目されている．医薬品の創薬，育薬におい

ては臨床開発や市販後の安全性評価，ベネフィット・リスク評価や医療技術評価などさま

ざまな領域で RWD の活用が可能である．日本製薬工業協会データサイエンス部会 2015 年

度タスクフォース 3（TF3）では，RWD の活用について検討を重ねており，代表的な RWD
である医療情報データベースを用いたデータベース研究入門[1]や RWD の質を考える報告

書[2]を公開してきた．最近では安全性監視活動を含めた市販後の安全性対策等に RWD の

活用が促進されているが，そもそも医療情報データベースとは何か等を把握されたい方は

データベース研究入門から読んでいただきたい．また，RWD の活用に関する現状把握を目

的としたアンケート調査[3]を行ったところ，2015 年夏の段階ではデータベースの利用経験

がない会社が 40%（19/47）であった．社内（日本国内）にデータベース研究に関する知識

を持つ担当者がいると回答したのは 57%（16/28）であり，その内訳は外資企業が 86%（6/7），
内資企業が 48%（10/21）であった．このことから，RWD の活用の経験が十分蓄積されて

いない会社では，データサイエンス担当者が RWD の活用の具体的なイメージを持つことは

有用なのではないかと考えた． 
そこで，これまで RWD に触れる機会が少なかったデータサイエンス担当者を対象に，

RWD の大きさ，大きなデータを扱う際に考慮すべき点を体験し，RWD 活用のイメージを

掴んでもらうことを目的に，本報告書を執筆した．第 1 章では読者が慣れ親しんでいるで

あろう臨床試験データと比較して RWD を扱う際の計算機スペックやプログラミングの工

夫，また RWD 版の標準化データ構造である Common Data Model を紹介する．第 2 章で

は第 3章の仮想事例で用いるRWDのシミュレーションデータであるOSIM2データについ

て説明する．第 3 章では仮想事例を通して RWD に実際に触れてもらう．会社によっては，

研究計画から解析までを全て外部委託しているケースも想定されるが，そのような場合で

もデータサイエンス担当者がデータハンドリングのイメージを持っておくことは有用だと

考える． 
適切なデータベースを選択し，研究の質を保つためにも，データサイエンス担当者は

RWD の積極的な活用を提案したり，RWD を用いた研究をリードするなど，これまでの臨

床試験の計画・解析とは違った面から貢献することができると考える．本報告書が RWD 活

用の一助になれば幸いである．  
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1 臨床試験データと RWD の違い 
 
普段，データサイエンス担当者が臨床試験のデータ解析で触れるデータは多くても数千

例程度であり，追跡期間も限られる．SAS データセットのサイズもほとんどがせいぜい数

百 MB 程度だろう．一方，日本で薬剤疫学研究に利用可能なデータベースでは数百万から

一千万人を超える人が何年も追跡されている[4]．本報告書で事例として用いた OSIM2 デ
ータ（第 2章で詳述）というシミュレーションデータも 5000万人分のデータセットであり，

複数のデータテーブルからなるが，疾患および薬剤のデータテーブルでそれぞれ約 50GB
と約 40GB である（いずれも SAS データセットの場合）．米国で薬剤疫学研究に利用可能

なデータベースには，述べ 2-3 億人分のデータを含むものもある．つまり，RWD を用いた

研究は臨床試験とは比べ物にならないほど多くの情報を処理する必要があり，計算機スペ

ックやプログラミング言語によっては十分に解析できないケースも想定される． 
データベースを丸ごと購入する場合はもちろん，research question に応じてデータサブ

セットを購入する場合や，解析を外注する場合にもデータ構造を理解することは重要であ

る．また，臨床試験データに関する CDISC 標準のようなモデルとして，RWD に関しては

Common Data Model (CDM)と呼ばれるモデルがいくつか提案されており，複数のデータ

ベースを用いて解析する場合に有用である．  
臨床試験データと RWD には様々な違いがあるが，本章では臨床試験データの解析には習

熟しているが RWD には触れたことがないデータサイエンス担当者を対象に，RWD を扱う

際にまず検討すべき計算機スペックに関する検討結果を紹介し，次に CDM について解説し

た． 

1.1 RWD ハンドリングに必要な計算機スペック 

 
本項では，数十 GB の OSIM2 規模のデータを扱うためにはどの程度の計算機環境（計算

機スペック）が必要かを検討するために，解析ソフトウェアとして SAS を取り挙げ，デー

タハンドリングの処理にかかる時間との関係を調査した．今回の調査及び解析例で解析ソ

フトウェアとして SAS を利用したのは，調査実施者全員が利用可能なソフトウェアが PC
版 SAS またはサーバー版 SAS であった点，SAS は新薬開発において標準的な解析ソフト

ウェアであり大多数の製薬会社で利用可能と考えられた点が主な理由である．その他の解

析ソフトウェアに関してはコラムを参照いただきたい． 
計算機スペックの調査で使用した OSIM2 データセットは，下記に記載した Web サイト

内で示されている FTP サーバよりダウンロードしたものである．ただし，本 FTP サーバ

は 2017 年 1 月 25 日時点では接続不可となっているため，最新の OSIM2 データセット入

手については第 2 章を参照いただきたい． 
FTP サーバーの情報：http://omop.org/OSIM2 
 

http://omop.org/OSIM2
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扱ったデータセットは「OSIM2_10M_MSLR_MEDDRA_1」とし，疾患情報が入った csv
ファイル（condition_era テーブル：11.9GB），および辞書の csv ファイル(105 MB) を対

象に処理時間の測定を行った．このデータセットは MedDRA 版 OSIM2 データであり，

1,000 万人の患者レコードを有する． 
 
コラム： 解析ソフトウェアについて 

 解析ソフトウェアに関しては，実際多数の選択肢が存在する．その中でも，R や Python はフ

リーソフトであり，全世界で多くの研究者が利用し，バリデーションが厳しく求められない環

境では利用されている．Python よりも R の方が統計家に好まれている感があり，統計パッケー

ジ数も R は充実している．OHDSI が提供している ACHILLES（詳細は 1.2.2 参照）は R を利

用しており，また，FDA が提供している openFDA[5]は Shiny R を利用している．しかし，R

はメモリ管理に問題があることを多くの者が報告しており，ビッグデータ解析時は解析アルゴ

リズムに工夫が必要となる．また，Python は CPU を R よりも効率的に利用するため，処理内

容によっては R よりも Python は高速に処理をするとの報告もある． 

 
調査の目的： 
容量の大きなデータに対するデータハンドリングと計算機スペックの関係を評価するこ

とで，RWD を解析する際にどのような計算機スペックが必要かを検討する． 
 
方法： 

4 種類のスペックの異なる計算機を用いて，非常に基本的なデータハンドリングに関する

4 つのプログラム 5 回ずつ実行し，その処理時間の平均値を評価した．なお，ソフトウェア

には SAS 9.4 を用い，測定した．また，今回の処理に関連すると考えられた SAS のオプシ

ョン（SORTSIZE，MEMSIZE，CPUCOUNT）値は統一し，I/O による所要時間のバイア

スを防ぐために全ての処理は全て同一計算機内で実施した． 
 
＜4 種類のスペック＞ 

OS，CPU，メモリ，ストレージが異なる下記の 4 つの計算機スペックで評価を行った． 
 

表 1-1 計算機スペック 
  #PC1 #PC2 #PC3 #PC4 

OS Windows7 (32bit) Windows7 (32bit) Windows8 (64bit) Windows Server 2008 
(64bit) 

CPU Core i5 Core i5 Core i7 Xeon E5 
メモリ（RAM） 14GB 4GB 16GB 128GB 
ストレージ HDD SSD SSD HDD 

HDD：Hard Disk Drive，SSD：Solid State Drive 
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＜5 種類のプログラム＞ 
① SAS データセット化 
まず，OSIM2 データセットは csv ファイルで提供されているため，SAS データセット化

する必要がある． ここでは，infile ステートメントを用いて以下の通り SAS データセット

を作成することとした． 
 
【ソースコード】 
data cond; 
 infile 'xxxxxx¥condition_era.csv' dlm=',' firstobs=2 dsd; 
 input  
    CONDITION_ERA_ID: $9.  
    CONDITION_ERA_START_DATE: $11.  
    PERSON_ID: $8.  
    CONFIDENCE: $1.  
    CONDITION_ERA_END_DATE: $11.  
    CONDITION_CONCEPT_ID: $9.  
    CONDITION_OCCURRENCE_TYPE: $2.  
    CONDITION_OCCURRENCE_COUNT__: $4.  
;run; 
 
② 頻度集計（proc sql & proc freq） 

RWD を扱うに辺り，データベースの特徴を把握しておくことは不可欠である．ここでは，

簡単な頻度集計を行う場合を想定し，SQLプロシジャおよびFREQプロシジャを適用した． 
 
【ソースコード】 
proc sql ; 
  create table cond_cnt as 
  select condition_concept_id, count(*) as cnt 
  from cond 
  group by condition_concept_id 
  order by cnt 
;quit; 
 
proc freq data=cond order=freq; 
  table condition_concept_id / out=cond_cnt2; 
run; 
 

③ ソート 
SAS でデータを扱う際，往々にしてデータセットをソートしなければならない状況に直

面する．そのため，ソートについても確認を行った．なお，SQL プロシジャの ORDER BY
句と SORT プロシジャは同じルーチンが実行されるため，ここでは SORT プロシジャのみ

を適用することとした（厳密には SORT プロシジャにて NOEQUALS オプションを指定し

た場合に SQL プロシジャと同じ結果となるが，オプションの有無による測定時間の差異は

軽微と判断し，SORT プロシジャのデフォルトのまま適用した）． 
 
【ソースコード】 



7 
 

proc sort data=cond; 
by condition_concept_id ; 

run; 
 

④ 結合 
最後に，辞書データを結合するための処理を適用した． 

 
【コード例】 
proc sql ; 
  create table out.cond_all as 
  select * 
  from out.condition_era a left join out.vocab_new b 
  on a.condition_concept_id = b.concept_id 
;quit; 
 
結果： 
測定結果を表 1-2 に示した．  

表 1-2 測定結果 
  #PC1 #PC2 #PC3 #PC4 

① SAS データセット化 10:18 2:38 2:46 6:37 
② 頻度集計     
  proc sql 6:49 1:33 1:09 1:41 

proc freq 3:11 0:46 0:33 1:37 
③ ソート 容量不足 2:40 3:09 1:32 
④ 結合 容量不足 6:41 容量不足 3:46 

 
考察： 

SAS データセット化や頻度集計の処理においては，PC2 と PC3 が他の 2 つと比較して非

常に速い結果となった．これは，SSD である部分のメリットが出たものと思われた．一方

で，ソートや結合の処理については，PC4 が最も早く，メモリが大きいことのメリットが

SSD のメリットを上回ったと考えられた．また，ストレージの空き容量不足により処理を

完了できない場合も散見された．空き容量を十分に確保しておかなければ，せっかく大き

なメモリが備わっていても性能が十分に発揮されないこととなり，RWD の解析が困難にな

ることが示唆された．頻度集計の方法については，どの PC でも proc freq を用いた処理の

ほうが早い傾向であった．ただし，proc freq は非常に多くのメモリを使うため，proc sql
を用いなければ集計できない場合もあると考えられる．そのため，状況によって使い分け

る必要があると思われた． 
 なお，今回は OSIM2 データセットを取り上げたが，OSIM2 データセットよりも大きな

RWD を扱う状況は十分に想定される．データを購入したにも関わらず，解析できる環境が

整っていなかったという状況は回避しなければならない．また，特に網羅的・探索的に解

析を行う場合は中間データセットが多くなると考えられる．そのため，ストレージの空き

容量によって処理ができなくなる状況を防ぐためにも，空き容量の確保は最優先事項であ
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ると言えた（例えば，表 1-2 の通り PC3 では結合処理が出来なかったが，この時は 72 GB
程度の空きがあった）．ストレージ（HDD か SSD）については，一般的に SSD が早いと言

われているが，SSD はセクタサイズが 4k のデータではパフォーマンスが発揮しにくい傾向

であることが知られているため注意が必要である．SSD を使う場合は，セクタサイズの変

更など，IT 部門の方に最適なマシンチューニングを行ってもらうことが不可欠と考えられ

た．また，今回は OS の差異について考察できていないが，可能であれば OS 選択の段階か

ら IT 部門の協力を仰ぐことが望ましいだろう． 
以上より，RWD を解析する際には計算機スペックのメモリとストレージの空き容量を十

分確保し，必要に応じてプログラムコードを使い分ける必要があると考える． 
 
また，どの解析ソフトウェアを使うにしても，効率的なアルゴリズム設計が重要であり，

処理速度だけでなく，実行可能性もアルゴリズムに依る部分が大きい．たとえば，今回の

仮想事例で用いる OSIM2 のデータは，疾患（診断），薬剤，コード情報がそれぞれ異なる

データテーブルに分かれており，コード情報をキーにしてデータをマージする必要がある．

しかしながら，データをマージする段階で容量不足になった．そのため，データをマージ

する前段階で必要な情報のみを抽出し，抽出後にデータをマージする手順でデータの容量

を小さくし，解析した．これにより，プログラム実行時間も短くすることが可能となった

（図 1-1）．このように RWD を扱う際には，事前にデータの容量がどのくらいか？解析す

るためにどのようなデータハンドリングが必要か？どのような工夫ができるか？をよく検

討し，自らの環境で解析できる準備を行う必要がある． 

 
 

図 1-1 ビッグデータのデータハンドリングの工夫例 
 
なお，レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）や医薬品の安全対策等にお

ける医療関係データベース（MID-NET）のデータを活用する際は，利用者はデータセンタ

ーとオンラインでつながったオンサイトセンターに出向き，そこからデータにアクセスし，

解析することが想定されている．オンサイトセンターを設置することでデータのプライバ

シーやセキュリティを確保されている．NDB においては，オンサイトセンター内にて SQL
のクエリを作成，実行し，データを抽出，ダウンロードし，オンサイトセンター内のロー

カル環境で抽出したデータについて解析を行うことが想定されている[6]．これはオンサイ

トセンターにおける負荷を減らす上では有用な対応だろう． 
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1.2 Common Data Model とは 

 
次に RWD 版の標準データモデルである CDM について紹介する．第 3 章で紹介するシミ

ュレーションデータも CDM の一つに従い，データを作成している． 
世界中には様々な医療情報データベースがあり，データベースごとに患者集団の特徴，

データ収集の背景，データ構造が異なる．そのため，RWD を活用する際にはデータベース

の特徴を把握した上で，research question に対して適切なデータベースを選択する必要が

ある．データセットを一つだけ，また一度だけ使用するのであれば，CDM は必要ないかも

しれないが，多くの場合にはデータベースは複数の目的で何度も使用するし，また複数の

データセットを同時に使用することもある．Madigan et al.[7]は，複数の医療情報データベ

ースについて，薬剤及びアウトカムの組み合わせ，並びに広く使われている研究デザイン

（コホート研究，自己対照ケースシリーズ）を用いて，薬剤とアウトカムの関連性につい

てデータベース間の異質性を評価した．この論文ではデータベース（及び研究デザイン）

によって薬剤とアウトカムの関連性が変わり得ることが示され，データベースをたった一

つだけ選択して評価することの危うさが示唆された．したがって，複数の医療情報データ

ベースを用いて評価を行い，結果の頑健性を確認することが有用だろう．この場合，複数

のデータベースはマージせずに別々に解析結果を示すが，メタアナリシスも可能である． 
複数のデータベースに対して同時にデータを抽出し，解析することを考えたとき，異な

る医療情報データベースを同じデータ構造で扱える状態にしておけば，解析作業を効率よ

く行うことが可能である．この共通のデータ構造のことを Common Data Model（CDM）

と呼ぶ（図 1-2）．臨床試験データのデータ標準として CDISC 標準があるが，医療情報デ

ータベース版のデータ標準が提案されていると理解するといいだろう． 
 

 
図 1-2 CDM を用いた RWD の活用 

 
これまでに欧米の複数の機関から CDM が提案されており，代表的な CDM として，

OMOP CDM[8]，Sentinel CDM[9]，PCORnet CDM[10]，EU-ADR[11]がある．日本では
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EMR（electronic medical record，電子的診療情報）を対象に SS-MIX 普及推進コンソー

シアムが CDM を検討している[12]．本章では特に Sentinel CDM と OMOP CDM を紹介

し，CDM を提案する機関の取り組みも簡単に紹介する．なお，第 3 章で使用する RWD の

シミュレーションデータは OMOP CDM に従って作成されている． 
CDM を適用するメリットは，複数の異なるデータベースに対して共通のデータ抽出プロ

グラムや解析プログラムを効率よく適用できるので，データベース同士を同じ土俵に上げ

て比べたり，異なるデータベースに対して同じプロトコルを適応したりしやすくなること

である（図 1-3）．一方でうまくマッピングできない項目があるなどの理由からデータの粒

度が荒くなるというデメリットもある．  
 

 

図 1-3 CDM のメリット 
CDM を用いることとで，複数のデータベースを効率よく解析できる 

 

1.2.1 Sentinel CDM 

 
Sentinel CDMは米国の官学のプロジェクトであるSentinel Initiativeにより提案された．

Sentinel CDM は 13 のデータテーブルから構成され（図 1-4，表 1-3）[13]，各患者の登

録期間，患者背景，医療サービスを受けた日付及び施設，診断結果，処方された薬剤/治療，

死亡/死亡理由，検査結果等のデータが格納される．データ構造の詳細は Sentinel Initiative
の Web サイト[14]を参照されたい． 
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図 1-4 Sentinel CDM（ver. 6.0） 

 
表 1-3 Sentinel CDM（ver. 6.0）のコンテンツ 

Table Name Contents 
1 Enrollment 各患者の登録期間（drug coverage/medical coverage） 
2 Demographic 患者背景（生年月日，性別，人種等の背景項目） 
3 Dispensing 外来患者の処方調剤情報 
4.1 Encounter 医療サービス（診断または処置）を受けた日付，来院の内容，施設に関する

情報 
4.2 Diagnosis 診断に関する情報 

ICD-9-CM，ICD-10-CM，ICD-11-CM，SNOMED CT 等で格納される． 
4.3 Procedure 治療，処置に関する情報 
5.1 Death 死亡日，死亡に関する情報源 
5.2 Cause of Death 死亡理由 
6.1 Laboratory Result 臨床検査の結果 
6.2 Vital Signs バイタルサインの結果（身長，体重，血圧，喫煙歴） 
7 State Vaccine 予防接種の情報システムから受け取ったワクチンに関する記録 
8 Inpatient Pharmacy 入院で処方された薬剤 
9 Inpatient Transfusion 入院で実施した輸血 

 
Sentinel Initiative の目標は，医薬品及び医療機器の安全性評価のアクティブ・サーベイ

ランスシステムを構築することである．試験的プロジェクトとして Mini-Sentinel があり，

全米から 18 のデータパートナーの協力を得て，各データストレージを統合することなく

（distributed data approach と呼ぶ），運用センター又はプロジェクトのワークグループが

提供する標準化プログラムを用いて解析している（図 1-5）[9]．システムを効率的に運用

するためにデータパートナーが，各自所有するデータベースを CDM に変換し，パートナー

間で同じ形式でデータを保有している．そのため，各パートナーが保有するデータを一カ

所に集める必要がなく，分散型にすることで患者個人の情報が元のデータ所有機関に留ま

る利点がある．なお，Sentinel Initiative の成り立ちと Mini-Sentinel の迅速な問い合わせ
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対応事例[15]をコラムに記載した． 
 

 

図 1-5 Mini Sentinel の取り組み（Curtis et al. [16]より引用） 
Mini-Sentinel の CDM を活用した解析手順 
FDA からの質問が Mini-Sentinel の運用センターに送られ，ここでその質問に回答するための標準化プログラムが作成

される．この統計プログラムが全データパートナーに送られ，各データパートナーは個人情報保護のため各ファイアウ
ォール内で所有データにプログラムを適用し，その結果を要約データとして，運用センターに返送する．システムの効
率的運用のためにデータパートナーが所有データを CDM に変換し，各パートナーで同じ形式でデータを保有している．

運用センターはこれらの要約データをデータパートナーから回収し，集計して最終報告を FDA に送り返す． 

 
コラム：Sentinel Initiative の成り立ちと Mini-Sentinel の迅速な問合せ対応 

2000 年以降，米国では相次いで新薬の副作用による市場撤退が起き，医薬品の安全性が大き

な社会問題となった．そのため，2007 年 9 月に発出された FDA 改革法[17]は医薬品の市販後に

おいて既存のデータベースを用いたアクティブ・サーベイランスを FDA に求めた．これは 2010

年 7 月までに 2500 万人のデータ，2012 年 7 月までに 1 億人のデータへのアクセス確立を目標

とするものであった（なお，2015 年時点では 1.93 億人，観察期間 3.34 億人年のデータへのア

クセスが可能となっている[18]）．これを受けて，2008 年 5 月に FDA は官学のプロジェクトと

して Sentinel Initiative[19]をスタートさせた．Sentinel Initiative の目標は，医薬品及び医療

機器の安全性モニタリングのために統合情報システムを構築し，散在している各種データソース

を素早く確実に検索し，安全性評価を行う Sentinel System の構築にある．そして，Sentinel 

Initiative の中の試験的プロジェクトとして，2009 年 9 月に Harvard Pilgrim Health Care 

Institute が中心となり，Mini-Sentinel が開始された[20]． 

Mini-Sentinel の迅速な問合せ対応の実例として，禁煙補助薬と心血管疾患を調査したものが

ある．2011 年 6 月 16 日，FDA は禁煙補助薬バレニクリンを心血管疾患の既往がある患者に投

与した場合，心血管イベントのリスクが高まる可能性があるとして注意喚起を行った[21]．これ
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は心血管疾患の既往がある喫煙者 714 例を対象にした二重盲検ランダム化試験の結果に基づく

判断であった．その後，2011 年 7 月 6 日に FDA の要望を受け，Mini-Sentinel は distributed 

research network を用いて，バレニクリンの安全性評価を開始した．なお，2011 年当時は各デ

ータパートナーのデータソースは CDM 化されていなかった． 

FDA の要望を受けてから 2 日後の 2011 年 7 月 8 日に Mini-Sentinel program は最初の結果

報告を行い，最終解析も 3 週間以内に提供した[22]．17 のデータパートナーから 89,519 人のバ

レニクリンの新規使用患者と 113,378 人のブプロピオンの新規使用患者の情報が集まり，主要

解析では Mantel Haenszel Incidence Rate Ratio が 1.02（95%信頼区間 0.71, 1.47）となり，

すぐに安全性対策が必要との結論には至らなかった（下表参照）[15]． 

その後，2011 年の Singh et al.が行った 14 試験のメタアナリシス[23]ではバレニクリン投与

は 1.06%（52/4908），プラセボ投与は 0.82%（27/3308）で Peto オッズ比が 1.72（95%信頼区

間 1.09, 2.71）となり，統計的有意差が示された．一方，2012 年の Prochaska et al.が行った

22 試験のメタアナリシス[24]ではバレニクリン投与は 0.63%（34/5431），プラセボ投与は 0.47%

（18/3801）でリスク差が 0.27%（95%信頼区間-0.10%, 0.63%）（Peto オッズ比は 1.58（95%

信頼区間 0.90, 2.76））となり，Mini-Sentinel と同様に統計的有意差は示されなかった．

Prochaska et al. [23]は，Singh et al. の論文[24]と異なる結果が得られた理由として，Singh et 

al.ではプラセボ群よりバレニクリン群の方が約 2 倍曝露期間が長かったにも関わらず曝露期間

の違いを考慮していなかったこと，心疾患イベントの定義が異なったことを挙げ，また，まれな

イベントに関してはオッズ比よりもリスク差を推奨するべきだと述べている． 

Mini-Sentinel が実施した解析は因果関係に関する完全な評価とはならないが，承認されてい

る製品について，タイムリーに実臨床に基づく多くのデータから安全性情報を取得できた点では

有用だろう． 

 

（Toh S. et al.[15]より引用．なお，incidence に関して「per 1000 person-years」は誤記と考えられる．） 

 

1.2.2 OMOP CDM 

 
Sentinel Initiative のような医薬品のアクティブ・サーベイランスのニーズが高まる中で，

米国の官民共同（PhRMA，FDA，FNIH）の取り組みとして，OMOP（Observational Medical 
Outcomes Partnership）が発足した．その活動は現在 OHDSI（Observational Health Data 
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Sciences And Informatics）が引き継いでいる[25]．OHDSI は CDM，データベースの特徴

を把握できるツールなどを開発している．また，各自が保有するデータソースを OMOP 
CDM に変換するサポートツールも開発している． 

OMOP CDM は大きく 4 つのデータテーブルから構成される[26]． 
 Standardized Clinical Data Tables 

 患者背景，臨床的イベントに関する情報 
 Standardized Health System Data Table 

 医療提供者の組織に関する情報 
 Standardized Health Economics Data Tables 

 コストに関する情報 
 Standardized Derived Elements 

 CDM の他のテーブルから導出される患者の臨床イベントに関する情報 
 
また，患者に関する情報の他に，標準用語集（Standardized vocabularies）も OMOP CDM

に含まれる（図 1-6）．Vocabulary には，臨床に関する情報（Conditions，Drugs，Procedures，
Measurements）が含まれており，Standardized vocabularies は異なるデータソース間で

コード情報を標準化することで一貫性のある解釈を可能にすることを目的としている． 
 

 
図 1-6 OMOP CDM（ver. 5.01） 

2017 年 2 月に確認したところ，ver . 5.1.0 がリリースされていたが，大きな違いはなかった． 

（OMOP CDM Tutorial 資料より引用[27]） 
  
４つのテーブルに含まれる情報の詳細を以下にまとめた．実臨床で得られるデータを幅

広くカバーしているデータ構造であることが確認できる． 
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 Standardized Clinical Data Tables： 患者背景，臨床的イベントに関する情報 
 table Contents 
1 PERSON 患者背景（年齢，人種，民族，care site，location，provider 等） 
2 OBSERVATION_PERIOD 各患者の臨床的イベントが記録された期間（観察期間） 
3 SPECIMEN 患者から得られた生体試料 
4 DEATH 死亡情報（いつ，どのように亡くなったか） 
5 VISIT_OCCURRENCE 医療期間で医療サービスを受けた期間 

 外来，入院，緊急治療，長期ケア 
6 PROCEDURE_OCCURRENCE 診断もしくは治療のために実施された行為（処置）及び過程 
7 DRUG_EXPOSURE 診断もしくは治療のために使用された薬剤 
8 DEVICE_EXPOSURE 診断もしくは治療のために使用された医療機器 

 デバイス（ex. ペースメーカー，ステント，人口関節） 
 耐久性のある医療機器及び消耗品（ex. 包帯，松葉杖，注射器） 
 他の医療処置危機（ex. 縫合糸，除細動器） 

9 CONDITION_OCCURRENCE 診断結果，徴候，症状 
 医療請求データは ICD-9-CM 診断コードが含まれる 

10 MEASUREMENT 臨床検査結果，バイタルサイン，病理報告からの定量的所見 
11 NOTE 特定の日に記録された free text note 
12 OBSERVATION 調査，質問，治療過程で得られた臨床的所見（既往歴，家族歴等も含） 
13 FACT_RELATIONSHIP 一つもしくは複数のドメイン間の関係性 

（ex. 疾患に対する薬剤処方，母-子のリンケージ） 

 
 Standardized Health System Data Tables： 医療提供者の組織に関する情報 

 table Contents 
1 LOCATION person と care site の物理的な位置や住所情報 
2 CARE_SITE 医療提供が行われた場所（ex. Office，病院，診療所など） 
3 PROVIDER 医療従事者（ex. 臨床医，看護婦） 

 
 Standardized Health Economics Data Tables： コストに関する情報 

 table Contents 
1 PAYER_PLAN_PERIOD 保険支払者からの特定保険給付制度に登録された期間 
2 COST 全てのコスト 

 
 Standardized Derived Elements： CDM の他のテーブルから導出される患者の臨床

イベントに関する情報 
 table Contents 
1 COHORT コホートの選択基準を満たす患者の集合として導出される．コホートの定義

は cohort definition table に含まれる． 
2 COHORT_ATTRIBUTE コホートの選択基準を満たす患者の属性．属性の定義は attribute definition 

table に含まれる．（ex. 年齢，BMI，comorbidity score） 
3 DRUG_ERA 診断もしくは治療のために使用された薬剤 

※DRUG_EXPROSURE とは異なる．DRUG EXPOSURE から導出される．
DRUG EXPOSURES で連続した期間となっていた場合，DRUG ERA では
結合する． 

4 DOSE_ERA 曝露された用量 
※DRUG_EXPOSURE から導出される． 

5 CONDITION_ERA 診断結果，徴候，症状 
※CONDITION_OCCURRENCE とは異なる．
CONDITION_OCCURRENCE から導出される． 

 
OMOP CDM の構造の妥当性に関しては，既存の 10 の医療情報データベースを OMOP 

CDM に変換し，どの程度マッピングが出来るかを Overhage et al.[28]が調査している．こ

の研究では薬剤（※日本の薬剤が対象ではない点に注意）と治療のレコードがほぼマッピ

ングができたことで OMOP CDM の妥当性は確認されたとしている．また，OMOP CDM
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に変換した医療情報データベースに対して，標準化された解析プログラムが用意されてい

る．11 の標準化されたプログラムを OMOP CDM に変換したデータベースに適用し，その

実行時間を調査した（表 1-4）．最大の平均実行時間は 34.39 時間，最小の平均実行時間は

0.81 時間であった．これらの解析プログラムは CDM 変換したデータベースであれば共通

して活用でき，アクティブサーベイランスを行う上で実行時間を考慮しても有用だろう． 
 
表 1-4 標準化プログラムの実行時間（Overhage et al.[28] Table2 より一部抜粋） 

Method name* No of parameter  
Combinations 

Excursion time 
(mean±SD in hours) 

Observational screening 162 0.81±0.91 
Disproportionality analysis 112 9.63±8.88 
High-dimensional propensity score 144 10.16±12.89 
Conditional sequential sampling procedure 144 34.39±37.16 

    *: Method の内容（詳細は Overhage et al[28]を参照） 
 Observartional screening 

 データベースに対して疾患や薬剤を探索的に検索できるツール 
 Disproportionality analysis 

 自発報告のときによく用いられる方法；Bayesian Confidence Propagation Neural Network 法

（BCPNN），Multi-item Gamma-Poisson Shrinker Program 法（MGPS），proportional 
reporting ratios (PRR), reporting odds ratios (ROR)を算出するツール 

 High-dimensional propensity score 
 傾向スコアを用いて群間の比較可能性を保ち，調整もしくは層別解析を用いてリスクを推定する

ツール 
 Conditional sequential sampling procedure 

 プロスペクティブな安全性のサーベイランスで中間解析を考慮した方法；α消費関数を用いて第

1 種の過誤確率を保ちながら，多重検定を行うツール 

 

さらに OHDSI は OMOP CDM 形式の医療情報データベースの特徴を要約・視覚化でき

る ACHILLES というプログラムを提供している[29]．患者の背景，疾患の発現状況，薬剤

と治療の関係，臨床検査値の分布をインタラクティブかつ探索的に検討することが可能で

ある．ACHILLES の出力結果の一例を下記に示す（図 1-7）．なお，ACHILLES を実行す

るためには R が必要であり，ACHILLES は Web サイトからダウンロードが可能なため，

興味がある方は参照されたい．また，特定の薬剤に曝露された集団又は特定の疾患の診断

を受けた集団を抽出するツール（ATLAS）も提供されている[30]． 
 

 

データベースのサマリー（人数，性別，年齢等） 
 

観察期間 
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疾患/薬剤の分布 

図 1-7 ACHILLES の出力の一部（ACHILLES Demo の実行結果[31]） 
 

1.2.3 Sentinel CDM と OMOP CDM の違い 

 
代表的な CDM として Sentinel CDM と OMOP CDM を紹介したが，患者背景，使用薬

剤，診断結果，観察期間，死亡といった基本的な情報を格納するテーブルはいずれの CDM
にも共通して用意されている（表 1-5）．一方，OMOP CDM はコストに関するテーブル（cost
テーブル）と他のテーブルから導出される臨床イベントに関するテーブル（drug_era テー

ブル，condision_era テーブル）が用意されている．また，もう一つの大きな違いは OMOP 
CDM では Standardized vocabularies が用意されているが，Sentinel CDM ではソースコ

ードをそのまま使用している．上記二点も含め，各 CDM のコンセプトの違いを表 1-6 に

まとめた． 
 

表 1-5 基本情報に関する各 CDM の格納テーブル 
 OMOP CDM 

（ver.5.01） 
Sentinel CDM 
（ver.6.0） 

患者背景 Person Demographic 
使用薬剤 Drug exposure Dispensing 
診断結果 Condition occurrence Diagnosis 
観察期間 Observation period Enrollment 
臨床検査結果，バイタルサイン Measurement Laboratory 

Vital Signs 
処置 Procedure occurrence Procedure 
医療サービスを受けた時期 Visit occurrence Encounter 
死亡（時期，死亡理由） Death Death 

Cause of death 

 
表 1-6 CDM とコンセプトの違い 

 OMOP CDM Mini-Sentinel CDM 
CDM で重視していること 主に方法論の研究しやすさ 実際の安全性評価での利用を念頭に操作し

やすさと適用しやすさ 
Standard Vocabulary 用意されている 

（US の Claims Data，Electronic Health 
Record，EU の Electronic Health Record

用意されていない 
（US の Claims Data のみを対象） 
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 OMOP CDM Mini-Sentinel CDM 
を対象にしているため，データソース間の
標準化が検討された） 

コストに関する情報 あり 
（Health Economics Data にも対応可能） 

なし 
（医薬品の安全性監視に注目しているため） 

解析しやすいような二次的な

情報を集約したテーブル 
あり なし 

使用薬剤のテーブル CPT*及び/又は J code（処置コード）を介

して文書化された医療行為に用いた薬剤
（Procedure Drug）が含まれる 

外来薬局の請求データから収集された薬剤

情報のみ（Procedure Drug は Procedure テ
ーブルに含まれる） 

*：Current Procedural Terminology；米国医師会が作成している医療行為に関する用語集．米国の医療保険（Medicare）
で使用されている医療コードである HCPCS（Healthcare Common Procedure Coding System）で使用されている． 

 
なお，本報告書では詳細は割愛するが，Mini-Sentinel project と OMOP は共に CDM だ

けでなく，解析ツールも提供している．同じ医療情報データベースに対して，両者の CDM
と解析ツールを適用した結果，解析結果にどのような影響があるかを調査した Xu et al.の
論文がある[32]．興味がある方はコラムを参照されたい． 

 
コラム：CDM と解析ツールの違いが結果にもたらす影響 

 Xu et al.[32]は Human claims data を用いて，CDM の違いと解析ツールの違いが結果にも

たらす影響について調査した．その結果，CDM 間で薬剤とアウトカムのイベント数が異なる，

また，解析方法によっては解析結果が異なるケースがあった．以下に調査の概略を記載する． 

【目的】 

CDM と解析ツールの違いが解析結果にどのように影響を与えるか検討する 

 
【方法】 

データソースは Humana claims data の 2007-2012 年のデータを用いた．Humana claims 

data を Minisentinel と OMOP の CDM にそれぞれ変換し，すでに確立されている 6 つの薬剤

とアウトカムの関連性について検討を行った．薬剤とアウトカムの関連性を検討するための手

法として，以下の二つの解析方法を適用した． 

 
 High-dimensional Propensity Score（HDPS）解析 

 傾向スコアを用いて群間の比較可能性を保ち，調整もしくは層別解析を用いてリス

クを推定する方法[33] 

 Univariate Self-controlled Case Series（SCCS）解析 

 曝露とアウトカムを両方経験した症例に対して，セルフコントロールによりリスク

を推定する方法[34] 

 
CDM の違いがもたらす影響を考察するために，CDM に変換した後の薬剤を使用した患者数

とアウトカムのイベント数を CDM 間で比較した．また，解析ツールの違いが与える影響を考

察するために，各 CDM に対して各組織が提供する解析ツールを適用した解析結果を比較した．
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なお，各 CDM のバージョンは OMOP CDM ver 4.0，Sentinel CDM ver 2.1 である． 

 
＜6 つの薬剤とアウトカムの組み合わせ＞ 

HOI 
（Health outcome of Interest） 

DOI 
（Drug of Interest） 

Comparator drug 

Acute myocardial infarction Indomethacin Loratadine 
Gastrointestinal bleeding Ketorolac Loratadine 
Hip fracture Benzodiazepines Lisinopril 
Acute liver injury Valproic acid Fluticasone 
Acute liver injury Carbamazepine Fluticasone 
Anaphylactic shock Amoxicillin Levothyroxine 

 
【結果】 

 2 つの DOI と 3 つの HOI において，CDM の違いにより異なる結果が得られた 

 3 つの HOI において，OMOP CDM では Sentinel CDM に比べてイベント数がより多

く特定された 

 OMOP CDM には Standardized vocabularies が用意されており，SNOMED-CT

のコードにマッピングされる．そのため，Humana claims data のソースデータ

の ICD-9 から Standardized vocabularies にコードマッピングする過程で CDM

間に差異が生じた．ICD-9 に基づく Sentinel CDM のイベント特定は OMOP 

CDMのStandardized vocabulariesを用いたイベント特定に比べてより狭い抽出

条件となったため，Sentinel CDM は OMOP CDM に比べてイベント数が少なか

った． 

 Ketoralac の使用患者数は OMOP CDM と Sentinel CDM で大きく異なった 

 OMOP CDM の Drug Exposure テーブルは Procedure Drug を含んでいる．つま

り，OMOP CDM では医師のオフィスにおける請求データも抽出されることにな

る．一方，Sentinel CDM の Dispensing テーブルは外来処方の請求データしか含

まれない．そのため，OMOP CDM の方が多く使用患者数が特定された． 

 

  
        DOI の使用患者数                           HOI のイベント数 
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 SCCS 解析では解析結果に違いが認められなかった 

 
  variable risk period： 薬剤曝露の最終日からプラス 30 日間，fixed risk period：薬剤曝露の開始から 30 日間 

 
 HDPS 解析では著しく結果が異なる場合があった 

 Sentinel CDM では OMOP CDM に比べ，多くの関連性を検出できた．これは risk 

period の設定が結果に大きく影響している．Sentinel CDM と OMOP CDM はいずれ

も HDPS 解析を行うための解析ツールが用意されているが，使用する解析モデルが異

なる．Sentinel CDM はイベントまでの時間を考慮した Cox 比例ハザードモデルに基

づくが，OMOP CDM はイベントまでの時間を考慮しないロジスィック回帰モデルを

用いている．被験薬と対照薬で曝露期間に差があった場合，曝露期間が長かった群で

はイベントが起きるリスクが高くなるため，イベントの有無だけをモデル化した

OMOP CDM の解析ツールの利用は適切ではない． 

 
以上のことから，Reserch Question とデータの中身をよく理解した上で CDM 及び CDM に

対して用意されている解析ツールを利用する必要がある． 
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1.2.4 CDM へのマッピング 

 
各自が保有するデータソースを CDM に変換する際，ETL（Extract（抽出する），

Transform（変換する） and Load（ロードする））の作業が必要となるが，OHDSI では

ETL 作成のベストプラクティスを紹介しており，以下の 4 つのプロセスによる ETL 作成を

推奨している（図 1-8）[35]．CDM がベンダから提供されない場合，あるいは独自に作成

したい場合には，まずはこの ETL を作成することになる． 
 

1. データソースを熟知した担当者と CDM を熟知した担当者が ETL を一緒に設計する 
ETL を設計する際，ソースデータと CDM の両方を深く理解しておく必要がある．なお，

OHDSI は ETL のために White Rabbit，Rabbit-in-a-Hat を開発し，提供している．

White rabbit はソースデータにどのような情報が含まれるのかを細かく調べるツール

であり，ソースデータに含まれるテーブル一覧，テーブルに含まれるフィールド一覧，

フィールドに格納されている個別データの一覧，各データの発生頻度を報告してくれる．

Rabbit-in-a-Hat はソースデータと CDM に含まれるテーブルとフィールドのマッピン

グをサポートするツールであり，アウトプットとして ETL に関するレポートを自動生

成してくれる．ツールの詳細は下記リンク先を確認いただきたい． 
http://www.ohdsi.org/web/wiki/doku.php?id=documentation:software:whiterabbit 
 

2. 臨床的知識を有する担当者がコードマッピングを行う 
ソースデータによっては OMOP Vocabulary にないコーディングシステムを使用して

いることもある．このような場合，OMOP Standard Vocabularies へのマッピングは臨

床的知識を有する担当者が行う．コードマッピングを支援するツールとして Usagi が開

発されている．Usagi はコードのテキストにおける類似性に基づいてマッピングを提案

してくれる．ツールの詳細は下記リンク先を確認いただきたい． 
http://www.ohdsi.org/web/wiki/doku.php?id=documentation:software:usagi 

 
3. 技術担当者が ETL を実装する 

ETL の仕様が完了したら，技術担当者が SQL，SAS，C#，Java，Kettle 等を用いて

ETL を実装する． 
 

4. 変換したデータを確認する 
ETL が妥当であると確信できる場合にのみ，変換したデータを解析することができる

（ETL が妥当でないならば解析すべきではない）．変換したデータを確認する方法とし

て下記の方法が挙げられる． 
 ETL の方法を記載したドキュメント，プログラムコード，コードマッピングをレ

http://www.ohdsi.org/web/wiki/doku.php?id=documentation:software:whiterabbit
http://www.ohdsi.org/web/wiki/doku.php?id=documentation:software:usagi
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ビューする；一人の担当者による変換ではミスを犯す可能性があるため，作成者

とは別の担当者が常にレビューすべきである 
 ソースデータと変換したデータからランダムに患者を抽出し，その患者の全ての

情報が正しく格納されているかを確認する 
 ソースデータと変換したデータについて，データ数を比較する 
 既に同じCDMのバージョンを用いてソースデータをCDMに変換して行われた研

究がある場合，その研究を再現し，結果を比較する 
 ACHILLES を使用し，元データの特徴が正しく再現できているか確認する 

 

 

図 1-8 OHDSI の OMOP CDM 変換サポートツール（Ryan 氏資料[36]より引用） 
 
なお，AsPEN（Asian Pharmacoepidemiology Network）の SCAN（The Surveillance of 

Health Care in Asian Network）プロジェクト[37]では，日本の社会保険レセプトデータを

含む様々なデータソースを OMOP CDM に変換している．その中で CDM 変換の課題とし

て，薬剤には多様性があり，またその国特有の薬剤が使用されているケースもあり，コー

ドマッピングの難しさ（マッピングできないデータが発生し，データの粒度が落ちてしま

う）を挙げている．日本医療データセンター（JMDC）提供のデータベースについては SCAN，

OHDSI が ETL を検討しており， OHDSI による ETL は公開されている[38]． 
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2 Observational Medical Dataset Simulator Generation 2（OSIM2） 
 
第 1 章では，医療情報データベース版のデータ標準とも言える CDM を紹介した．第 2

章では，実際に RWD に触れてもらう前段階として，第 3 章で用いる RWD のシミュレーシ

ョンデータ（OMOP CDM のデータ構造に基づいて作成された OSIM2 のシミュレーション

データ）について紹介する．また，シミュレーションデータの生成方法も興味深いため，

紹介する． 
Observational Medical Dataset Simulator Generation（OSIM）は疫学手法などの性能

評価を目的として薬剤曝露，基礎疾患及び有害事象情報を有する架空の患者を用意したデ

ータセットを生成するシステムである[39]．実データに基づいて発生させた架空の患者デー

タであるため，個人情報の問題が発生しないこと，無料でダウンロード可能であることか

ら「RWD 練習用」のデータセットとして汎用性があると考え，ここで紹介することとした．

OSIM は 2009 年にデータ提供を開始した．その後，OSIM を発展させ，薬剤と基礎疾患の

関連などを取り込み，より RWD に近付けた OSIM2 が開発された．OSIM2 のソースコー

ド及び仕様書はOMOPのWebサイト内Simulated Dataページからダウンロード可能であ

る[40]．Simulated Data ページに OSIM2 データセットのダウンロード方法も記載されて

いるが，第 1 章でも述べた通り 2017 年 1 月時点で Simulated Data ページに記載されてい

る FTP サーバーは接続不可となっている．OSIM2 データセットは新しい FTP サーバーか

ら無料でダウンロード可能である． 
FTP サーバー：ftp://ftp.ohdsi.org/osim2/ 
ダウンロードしたファイルは tar.gz 形式で圧縮されている．本 TF では，7-zip 及び Linux

上での解凍を試行し，解凍できることを確認した．なお，Lhaplus ではうまく解凍できな

かったため，状況に応じて，適切な解凍方法を採用する必要がある．  
 
OSIM2 の基になったデータベースは Thomson Reuters MarketScan® Lab Database

（MSLR）である（MarketScan は現在は Truven Health Analytics の製品であり，社会保

険/民間保険加入者とその扶養家族のレセプトデータである）．MSLR をまず CDM に変換し，

変換した CDM を用いて OSIM2 がシミュレーションデータを生成した．当時 MSLR は医

療用語集として ICD-9-CM を採用していたが， CDM 作成時に SNOMED-CT に変換され

た．そのため，ダウンロード可能なデータセットは，疾患名が SNOMED-CT でコーディン

グされている．コードの変換方法に関する詳細は Reich et al.[41]を参照されたい（概略は

コラム参照）． 
 

コラム：OSIM2 における医療用語のコードの変換方法  

 まず Unified Medical Language System（UMLS）を利用し，ICD-9-CM から SNOMED-CT

及び MedDRA（かつて OMOP から提供されていたが，現在 OHDSI からは提供されていない）

ftp://ftp.ohdsi.org/osim2/
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への変換を試みた．適切に変換できればその結果を採用した．変換できない場合は Health 

Language Inc.のコード変換担当者二名が独自に変換し，二名の変換結果が一致した場合はその

結果を採用した．なお，コード変換担当者がどのような解釈をしてコードを変換したのかの詳

細は Reich et al.[41]に記載されていない．変換結果が一致しなかった場合，二名とは別のコー

ド変換担当者がどちらの変換を採用するかを決めた． 

 このようにして変換したデータセットを用いて解析を実施した場合に元のデータベースと同

様の結果が得られるのかを確認する必要がある．Reich et al.は血管性浮腫（angioedema），再

生不良性貧血（aplastic anemia），急性肝臓損傷（acute Liver Injury），急性腎不全（acute renal 

failure），出血（bleeding），股関節骨折（hip fracture），急性心筋梗塞（acute myocardial 

infarction）及び上部胃腸潰瘍による入院（upper GI ulcer hospitalization）をアウトカムとし

て解析結果への影響を調査したところ，大きな影響はなかったと報告している． 

 
SNOMED-CT は世界的に多くの国において産官学で利用可能な国際医療用語集である．

後ほど紹介する OSIM2 データの解析例では SNOMED-CT 版を利用した．（第 1 章の計算

機スペックの調査では，調査当時 OHDSI が提供していた MedDRA 版を利用した．）OSIM2
データを利用して解析を実施したい場合，提供されている全ファイルをダウンロードする

必要はなく，自分が利用したいテーブルのみダウンロードすればよい．また，コードを解

読するために必要な concept テーブルは，OHDSI の Web サイトから入手可能である． 
Standardized Vocabularies for OMOP CDM： http://www.ohdsi.org/web/athena/ 

ダウンロードする際に CDM のバージョンを選択しなければならないが，OSIM2 データで

利用する場合は CDM V4.5 を選択する． 
 
コラム：ICD と SNOMED-CT 

ICD は世界保健機関（WHO）により定められた分類であり，1900 年に制定された．第 9 版

（ICD-9）までは約 10 年おきに改訂されており，現在は第 10 版（ICD-10）が最新版となる．

2018 年には ICD-11 が公表される予定である．現在日本における医療用語集は ICD-10 なので，

ご存知の方も多いと思われる．一方，SNOMED-CT は International Health Terminology 

Standards Development Organization（IHTSDO）というデンマークに本部のある非営利団体

によって管理されている．英語版とスペイン語版が公式に更新されており，更新頻度は半年に 1

回である．IHTSDO 加盟国内では商用・非商用に問わず無料で SNOMED-CT の全データを利

用可能であるが，日本は IHTSDO に加盟していない．SNOMED-CT の前身は 1965 年に開発

された Systematized Nomenclature of Pathology（SNOP）で，米国病理学会が，疫学研究に

関心のある病理学者のために作成した．その後，病理以外の用語を加えて 1974 年に SNOMED

と名称を変えて公開され，登録用語更新と若干の名称変更を経て今日に至る．今では

SNOMED-CT が最も登録用語数の大きい医療用語集であり，また，英国の公的医療機関で用い

られる医療用語集である． 

http://www.ohdsi.org/web/athena/
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2.1 データセット生成過程 

 
OSIM2 では，実際のデータベースを CDM にし，CDM からシミュレーションデータを

生成する．その際，単に実データベースから無作為にレコードを抽出してシミュレーショ

ンデータとするのではなく，基となるデータベースの特徴を把握し，その特徴を有するよ

うにシミュレーションデータを生成する（図 2-1）．これを実現するために，大きく 2 つの

作業を実施している． 
 
第一段階：RWD の特徴を把握してキーデータを作成 
基になるデータベースから，患者数及びデータベースの観察期間を確認する．そして，

性別の割合，年齢分布，患者当たりの観察期間を解析する．更に，性別及び年齢別に，疾

患名（服薬した薬剤による副作用を含む），疾患件数，次の疾患への推移とその時間，再発

とその時間，服薬薬剤名，薬剤件数，患者当たりの総服薬期間，各薬剤の服薬期間，服薬

薬剤の推移とその時間を解析する．これらの情報から，性別，年齢，疾患，薬剤の関連を

把握し，推移確率を算出して隠れマルコフモデルを構築する．これらがシミュレーション

データ生成のキーデータとなる． 
 
第二段階：キーデータに基づいたデータを生成 
患者背景関連の生成から開始する．まず，性別の割合に基づいて男性か女性かを決める．

次に，性別が与えられた下での条件付確率に基づき，年齢を決める．性および年齢が決ま

ったら，これらが与えられた下での条件付確率に基づき，罹病する疾患数を決める．再び，

与えられた条件の下での条件付確率から観察期間を決める．そして，データベースの観察

期間に患者の観察期間が収まるように観察開始日を一様乱数により決定する． 
患者背景の生成が済むと，次に罹患する疾患を決める．既に罹病する疾患数は決まってい

るので，最初にどの疾患を罹病し，次にどの疾患を罹病するのかをキーデータからの確率

により決めていく．また，各疾患の診察回数及び診察間隔もキーデータから確率により決

めていく．疾患情報が生成されると，次に各疾患に応じた服薬薬剤情報をキーデータから

の確率に基づいて決めていく．最後に，これまでに定まった状態から確率により転帰を決

める． 
上記過程でユーザーの操作を要する箇所はなく，コンピュータが自動で決めていく． 
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図 2-1 シミュレーションデータ作成のイメージ（OMOP Web サイト[42]より引用） 
上半分の図は全体（第一段階と第二段階）を、下半分の図は第二段階を具体的に説明している． 
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2.2 データ構造 

 
OSIM2 データをダウンロードし，圧縮ファイルを解凍すると，多くのファイルが存在す

る．しかし，利用するのは以下の 4 テーブルである（図 2-2）． 
 person.csv 
 observation_period.csv 
 condition_era.csv 
 drug_era.csv 

これら 4 テーブルは，後で説明する変数 person_id を外部キーとして関連づけられる．

これらに加え，コードを解読するために OSIM2 とは別に以下のテーブルが必要となる． 
 CONCEPT.csv 
 CONCEPT_SYNONYM.csv 
 

 

図 2-2 OSIM2 に含まれるテーブル 
赤字：症例で結合する際のキー変数，黒字：concept ID で結合する際のキー変数，灰色字：全レコード欠損となってい

る変数，白字：上記以外の変数 
  

OBSERVATION_PERIOD
• person_id
• obserbation_period_id
• observation_period_start_date
• observation_period_end_date
• rx_data_availability
• dx_data_availability
• hospital_data_abailability
• person_status_concept_id
• confidence

PERSON
• person_id
• year_of_birth
• gender_concept_id
• source_person_key
• race_concept_id
• location_concept_id
• source_gender_code
• source_location_code
• source_race_code

DRUG_ERA
• person_id
• drug_era_id
• drug_era_start_date
• drug_era_end_date
• drug_exposure_type
• drug_concept_id
• drug_exposure_count

CONDITION_ERA
• person_id
• concept_era_id
• condition_era_start_date
• condition_era_end_date
• condition_occurrence_type
• condition_concept_id
• condition_occurrence_count
• confidence

CONCEPT
• concept_id
• concept_name
• concept_level
• concept_class
• vocabulary_id
• concept_code
• valid_start_date
• valid_end_date
• invalide_reason

CONCEPT_SYNONYM
• concept_synonym_id
• concept_id
• concept_synonym_name
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person.csv 
患者背景が格納されており，1 患者 1 レコードの形式となっている．このテーブルで事実上

利用可能な変数は次の 3 変数である． 
 

表 2-1 person.csv 
変数名 定義 

person_id 患者番号 
year_of_birth 患者誕生年 
gender_concept_id 性別コード 

 
変数 person_id が主キーかつ外部キーとなっている．性別コードを解読するには，concept 
テーブルが必要となる． 
 
observation_period.csv 
患者の観察期間が格納されており，1 患者 1 レコードの形式となっている．このテーブルで

事実上利用可能な変数は次の 3 変数である． 
 

表 2-2 observation_period.csv 
変数名 定義 

person_id 患者番号 
observation_period_start_date 観察開始日 
observation_period_end_date 観察終了日 

 
変数 person_id が主キーかつ外部キーとなっている． 
 
condition_era.csv 
各患者の基礎疾患が格納されており，1 患者複数レコードの形式となっている．このテーブ

ルで事実上利用可能な変数は次の 4 変数である． 
 

表 2-3 condition_era.csv 
変数名 定義 

person_id 患者番号 
condition_concept_id 疾患コード 
condition_era_start_date 疾患発現日 
condition_era_end_date 転帰日 

 
変数 person_id が外部キーとなっている．疾患コードを解読するには，concept テーブルが

必要となる． 
 
drug_era.csv 
各患者が服薬した薬剤が格納されており，1 患者複数レコードの形式となっている．このテ
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ーブルで事実上利用可能な変数は次の 4 変数である． 
 

表 2-4 drug_era.csv 
変数名 定義 

person_id 患者番号 
drug_concept_id 薬剤コード 
drug_era_start_date 服薬開始日 
drug_era_end_date 服薬終了日 

 
変数 person_id が外部キーとなっている．薬剤コードを解読するには，concept テーブルが

必要となる． 
 
CONCEPT.csv，CONCEPT_SYNONYM.csv 
OSIM2 データセットでは，性別，疾患名及び薬剤名は全て Standardized vocabularies に

従ってコード化されている．コードとその意味の対応表が concept テーブルであり，

CONCEPT.csv に格納されている．SNOMED-CT でコーディングされたデータセットを用

いる場合，このテーブルから利用する変数は次の 2 変数である． 
 

表 2-5 CONCEPT.csv 
変数名 定義 

concept_id コード 
concept_name コードの意味 

 
また，CONCEPT.csv に加え，CONCEPT_SYNONYM.csv に含まれている以下の変数が必

要となる場合もある． 
 

表 2-6 CONCEPT_SYNONYM.csv 
変数名 定義 

concept_synonym_id コード 
concept_synonym_name コードの意味 

 
OSIM2 データセットの各テーブル内の変数で変数名に concept_id が含まれている場合，そ

の変数に格納されているコードは concept テーブルを用いて解読する． 
 
 第 2 章までで医療情報データベースの標準的な構造の概要を理解し，今回使用するデー

タの内容を把握できたので，次章では実際に RWD に触れていただきたい． 
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3 RWD に触れてみよう 
 
実際の RWD を用いた解析例をお示しできれば良かったのであるが，それは実現不可能で

あったので，本章では無料で入手可能な OSIM2 データ（詳細は第 2 章を参照）を用いた解

析例をお示しする．なお，本報告書では OSIM2 データを使用するが，オーストラリアでも

Medicare Benefits Schedule（MBS）と Pharmaceutical Benefits Schedule（PBS）の 10%
サンプルデータが無料で公開されている[43]． 

PMDA が実施した試行調査報告書[44]を参考に，抗精神病薬処方後の薬剤性パーキンソ

ニズムの関係を Sequence Symmetry Analysis（SSA）（詳細は付録参照）で調査する仮想

事例を用意した．解析例で用いた SAS プログラムは付録を参照いただきたい．OSIM2 デ

ータはシミュレーションから得られた架空のデータであり，このプログラムから得られた

結果は何ら医学的妥当性，重要性を持たない点に留意いただきたい．同様の理由から，ア

ウトカム定義の妥当性も確認していない（validation study を実施していない）．実際のデ

ータベースを用いて安全性シグナルを検出する場合には，アウトカム定義の妥当性につい

て事前に十分に確認することをお勧めする[1]． 
仮想事例ではデータセット全体を購入し，社内の解析環境にアップロードしてから研究

に必要なサブデータセットを切り出して解析することを想定した．  
 
3.1 解析できる環境を整える 
 
仮想事例： 

データサイエンス担当の A さんは，会社として初めて購入した RWD の解析を任された．ベン

ダからデータをサーバーに直接アップロードしてもらうことができず，データは外付けハード

ディスクで納入された．A さんは早速解析を行うべく，統計解析ソフトが入っているサーバー

へのアップロードを開始した． 

…ほどなくして IT 担当者からクレームの電話が来た．話を聞くと，アップロードしているデー

タが大容量であり，サーバーに負荷がかかりすぎているとのことであった．データのサイズを

見ると，約 100GB もあり，臨床開発の統計解析業務では遭遇しえない容量のデータをアップロ

ードしていることに気付いた．A さんはすぐさま IT 担当者にサーバーの環境を調整してもらう

ように依頼したが，対応に 1 週間必要だと冷たく言われてしまった． 

 
第 2 章で説明したとおり，OSIM2 データセットは下記の FTP サーバーから無料でダウ

ンロード可能である． 
FTP サーバー：ftp://ftp.ohdsi.org/osim2/ 

 ダウンロードしたデータは各社の解析環境に応じて，所定の場所にデータを格納するこ

とになるが，格納先の空き容量や処理能力に問題がないかよく確認しておく必要がある．

ftp://ftp.ohdsi.org/osim2/
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今回用いる OSIM2 データセットのファイル形式は csv ファイルであり，SAS で解析を行う

場合は SAS データセットに変換するためにさらに容量を確保しておく必要がある．たとえ

ば臨床試験データの格納及び解析を行うサーバーに間借りするとして，データサイエンス

部に割り当てられた 400GB のうち，既に 300GB使用されていたとすると，今回の約 100GB
のデータを格納するだけで他の統計解析業務に支障をきたすだろう．とはいえ，ローカル

PC では社内でのデータシェアも難しく，データ・セキュリティも不十分と判断されるかも

しれない． 
RWD の利用には，複数の目的で長期間にわたり使用するためにデータセットそのものを

購入する，特定の目的のためにベンダ側に抽出を依頼してデータサブセットのみを購入す

る，データそのものは購入せず（できず），データベースベンダ，または第 3 者の解析ベ

ンダに解析を依頼するなど，さまざまな運用が考えられるが，もし全データまたはデータ

のサブセットを購入して社内で解析するのであれば，契約のみならず個人情報保護への対

応として法務担当者，データセキュリティや快適な解析環境の確保のための IT 担当者，購

入したデータの変換や標準化（メタデータ化するのか，CDM 化するのかなど）を担うデー

タマネジメント担当者などと協力して，データベンダからどのようなデータ形式（容量，

ファイル形式，データ構造，データの範囲）で購入するか，どこに置いて誰がどのように

アクセスするか，どのようにメンテナンスしていくかは事前によく検討する必要がある． 
 

仮想事例（つづき）： 

A さんは IT 部門から PC を借りて，解析できる環境を整えた．そして，まず最初にデータセッ

トの全体像を確認することにした．ACHILLES（1.2.2 参照）を使えば分布や事象の数を確認で

きるのだが，IT 部門から借りた PC には R をインストールできないし，実装までに少し手間が

かかりそうなので，今回はなじみ深い SAS 環境で見てみることにした．例えばこのデータベー

スではそれぞれの患者がいつからいつまで観察されていたのだろうか？観察開始月の分布は最

初は多く，ある段階から一定になるだろうと予測し，実際のデータで分布を確認した．しかし

ながら，想定通りの分布とはならなかった． 

 
 SAS で解析するために，まずダウンロードした csv ファイルを SAS データセットに変換

した．このとき，csv ファイルと SAS データセットで 200GB 以上容量を確保する必要があ

った． 
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患者の観察期間の情報が格納されている observation_period テーブルより 2001 年 12 月

から 2007 年 12 月までの各患者の観察開始月と観察終了月の分布を図 3-1 に示す．通常，

各患者の観察開始月は期間を通じて，ある程度一様に分布することが想定されるが，OSIM2
のシミュレーションデータでは右肩下がりの分布となった．また，各患者の観察終了月は

左肩下がりの分布となった．これは各患者の観察期間が必ずデータベースの観察期間内に

収まるように設定するシミュレーションの発生ロジックによるものである（第 2 章参照）．

現実のデータベースにおいて，このような分布はあり得ない点に留意いただきたい． 

 
図 3-1 各患者の観察開始月（左）と観察終了月（右）の分布 

  
各月に観察中であった患者の分布を図 3-2 に示す．各患者の観察開始日と観察終了日の

間は観察中としてカウントした．各月における観察中の患者はある程度一様な分布になっ

ていることを想定したが，OSIM2 データでは山型の分布となった．これもシミュレーショ

ンの発生ロジックに起因している．このように OSIM2 は通常の RWD とは異なる分布を示

したが，これ以降の解析手順を示すことは有用であると考え，OSIM2 データを用いた解析

を進めることにする． 

 

図 3-2 各月における観察中の患者の分布 
 



33 
 

3.2 サブデータセットの抽出 

  
仮想事例（つづき）： 

OSIM2 データは複数のデータテーブルからなっており，薬剤のデータテーブル（drug_era.csv）

や疾患のデータテーブル（condition_era.csv）から必要な情報を抽出するためには，まずコー

ディングマスタである CONCEPT.csv とマージする必要がある．いつものように全コード情報

をマージしようとしたところ，空き容量が足りなくなってしまい，プログラムが途中で止まっ

てしまった．  

 
必要なデータをまず定義してから収集する臨床試験とは異なり，RWD はすでにあるデー

タから解析に必要なデータのみを抽出するところから始まる．データセット全体を購入し

た場合，一つの研究調査で使用するデータはそのうちのごく一部の対象者のごく一部のデ

ータ項目である．研究に必要な対象者やデータ項目を一つずつ定義し，定義に沿って抽出

して解析用データセットを作るところが RWD 解析の第一歩となる． 
 

 各データテーブル（drug_era テーブル，condition_era テーブル）にコーディング情報を

マージするためには，それぞれ drug_era テーブルの drug_concept_id と concept テーブル

の concept_id，condition_era テーブルの condition_concept_id と concept テーブルの

concept_id をキー変数としてマージする必要がある．なお，マージする際にも多くの容量

を使用するため，必要なデータのみをマージする等の工夫が必要である． 
 

3.3 対象や薬剤，アウトカムを定義する 

 
仮想事例（つづき）： 

そのままのテーブルでのマージはうまくいかなかったので，それぞれのテーブルからまず解析

に必要なデータのみを抽出して、そのあとマージすることにした． 

CONCEPT.csv には SNOMED-CTや ICD10など様々な standard vocabliries が入っていた．

臨床試験データで MedDRA に慣れている A さんにとって，これらの用語集には親しみがなく，

二次性パーキンソニズムを抽出するためには SNOMED-CT のどのコードを選択すればいいの

か？そして，データセットにそのようなコードが存在するのか？これらを一つ一つ調べながら，

定義を検討していった． 

 
今回は SSA を採用したため，必要なデータ項目は患者番号，曝露及びアウトカムの発生

日の 3 つだけである．データベースや試験デザインによっては，解析できる状態のデータ

を作成するまでに多くの工数が割かれる可能性があることを留意されたい． 
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今回使用した OSIM2 データセットには 2001 年 12 月から 2007 年 12 月までのデータが

含まれる．本来は look back period（コラム参照）を考慮する必要があるが，ここでは考慮

せず，全期間を調査期間とした．この期間中に表 3-1 の抗精神病薬を新規に使い始め，か

つ，イベントとなる「薬剤性パーキンソニズム」を新規に発症した人が対象となる．この

対象集団を抽出するために，まず drug_era テーブルと concept テーブルをマージして

concept_name が表 3-1 に示した抗精神病薬の一般名に完全一致したデータを抽出した．こ

れで該当薬剤のうちいづれかを一度でも使用した患者群を特定することになる．  
 

表 3-1 抗精神病薬 
非定型 定型 

risperidone, olanzapine, quetiapine, 

aripiprazole, perospirone, zotepine, 

blonanserin, amisulpride, amoxapine, 

asenapine, cariprazine, clozapine, 

iloperidone, lurasidone, melperone, 

nemonapride, paliperidone, remoxipride, 

sertindole, sultopride, trimipramine, 

ziprasidone 

haloperidol, chlorpromazine, 

levomepromazine, fluphenazine, 

bromperidol, perphenazine, sulpiride, 

clocapramine, pimozide, tiapride, 

timiperone, sultopride, prochlorperazine, 

propericiazine, spiperone, mosapramine, 

chlorprothixene, mesoridazine, periciazine, 

promazine, thioridazine, loxapine, 

molindone, perphenazine, thiothixene, 

droperidol, flupentixol, thioproperazine, 

trifluoperazine, zuclopenthixol 

 
「完全一致」とすると意図しないものを拾う可能性は減るが，例えば合剤や塩がついた

ような一般名があった場合には抽出できないことになる．事前にマスタをよく確認して文

字列に対して部分一致又は完全一致を採用するか，あるいはコード番号で抽出するかなど，

抽出アルゴリズムは慎重に検討する必要がある． 
次に condition_era テーブルと concept テーブルをマージして concept_name に

「parkinsonism」を含む疾病名を全て抽出し，その中から今回のアウトカムに該当すると

考えられる疾病名を選択することにした．いくつかの疾病名があったが，もっとも近いと

考えられる drug-induced parkinsonism は SNOMED-CT には存在しなかったため，次に

該当しそうな「secondary parkinson」（concept ID = 374013）をアウトカムとして選択し

た．その他の疾病名は対象外とした．concept ID で定義することもできたが，今回は

concept_name = parkinsonism (完全一致)を全て抽出した．データベースや research 
question が変われば，このアルゴリズムも変わることに留意いただきたい．本報告書と

PMDA の試行調査報告書は用いたデータベースが異なるため，定義も当然異なっている．

実際には，様々な定義を検討し，抽出されたデータがどのような分布かを確認しながら，
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定義を確定していくというステップが必要となる． 
 

 
抗精神病薬は concept_name が表 3-1 に完全一致したデータ，薬剤性パーキンソニズムは concept_name が「secondary 
parkinson」に完全一致したデータを抽出した．なお，今回は文字列の完全一致により抽出したため，合剤等は抽出で

きていない．文字列に対して部分一致又は完全一致を採用するか，コード番号で抽出するかはよく検討する必要がある． 

 
コラム：look back period 

look back period は対象集団特定のために設定され，下記の目的で設定されることが多い． 

 薬剤の新規使用及び疾患の新規発現を確認するための期間を確保する 

 既往歴等の背景情報や交絡因子等の共変量を確認する 

どのぐらいの期間を設定すべきかは受診頻度や回復までの期間などそれぞれの疾患の臨床的

な特徴から決める．なお，薬剤の使用経験のない患者や疾患の既往がある患者を除外すること

は重要だが，look back period の期間を長く設定すると対象例数が少なくなる点にも留意が必要

である． 

 

3.4 解析データセットの作成 

 
2001 年 12 月以降に初めて抗精神病薬が処方された患者は 3,945,358 人，初めて薬剤性

パーキンソニズムの診断があった患者は 8,851 人であった．抗精神病薬の新規処方された

患者に該当し，かつ二次性パーキンソニズムの新規イベント発症者にも該当する患者は

2,878 人であった．抗精神病薬の服薬開始日と二次性パーキンソニズムの疾患発現日が同日

である患者は 48 人であり，これらの患者は薬剤投与と二次性パーキンソニズム発症の順序

関係が不明なため，解析から除外とした（図 3-3）．そのため，解析対象者は 2,830 人とな

った． 
 

 
図 3-3 解析対象者の特定 
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仮想事例（つづき）： 

解析に用いる抗精神病薬と二次性パーキンソニズムを特定できたので，あとは順序比を算出す

るだけである． 

 

3.5 SSA の適用と考察 

 
解析：SSA の適用 
「服薬→診断」の順序を持つ人数を，「診断→服薬」の順序を持つ人数で除した粗順序比

と，粗順序比を無効果順序比で調整した調整順序比を算出した（表 3-2）．また，抗精神病

薬が処方されてからの二次性パーキンソニズム発症までの月数を図 3-4 に示す．解析対象

となった患者数は 2,830 人であり，粗順序比は 1.08 となった．調整順序比は 1.00（95%CI 
0.93-1.08）であり，本シミュレーションデータでは統計的有意差が認められず，シグナル

として検出されなかった．また，抗精神病薬が処方されてからの二次性パーキンソニズム

発症までの月数も 0 を中心にほぼ左右対称となった． 
 

表 3-2 順序比 
対象者数 処方→診断 診断→処方 粗順序比 調整順序比 95%信頼区間 

2,830 1,469 1,361 1.08 1.00 0.93 – 1.08 

 

 
図 3-4 抗精神病薬が処方されてからの薬剤性パーキンソニズム発症までの月数 

初回処方と初回発症が同月の場合もプロットされているが，処方日と発症日が同日の場合は解析に含めていない． 
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本仮想事例はシミュレーションデータを用いているため，詳細な解析及び考察は行って

いないが，実際に解析を行う際は下記の点に留意する必要があると考える． 
 イベントの定義の妥当性 

 イベントの定義を診断名だけで定義したが，その定義の妥当性は低い可能性があ

る．レセプトを用いた場合はレセプト病名になっている可能性もある．イベント

の定義に対する validation study を行うことが理想だが，現実には実施が難しい

ケースもあるだろう．また，処方後の一定期間（follow-up 期間）内に発現したイ

ベントのみを対象することもある．必要に応じて，このようなイベントの定義や

follow-up 期間の違いが結果に与える影響を感度分析により評価するといいだろう． 
 look back period の設定 

 仮想事例では look back period を考慮しなかったが，実際には初回服薬及び初回

発症以前に一定期間以上観察し，薬剤が服薬されていないこととイベントが発症

していないことを確認する期間を設定する必要がある． 
 処方と診断が同日のデータの取扱い 

 同日のデータの取扱いを変えた場合の感度分析が必要だろう． 
 患者背景，薬剤ごとの詳細な検討 

 患者背景，薬剤ごとに詳細な検討を行う必要があるだろう．また，患者背景と薬

剤に何か傾向があるか確認する必要もあるだろう． 
 SSA の限界 

 SSA は時間に依存する因子を考慮していないデザインであることに留意が必要で

ある． 
 対象集団の特徴 

 対象集団はアウトカムを発生したケースのみで構成されるため，高リスク集団を

解析している可能性がある． 
 
仮想事例（おわり）： 

今回の解析を通して，A さんは RWD を触れるためには，それなりの解析環境とデータハンド

リングの工夫が必要であることがわかった． 

 
 第 3 章では OSIM2 データを用いた仮想事例について紹介したが，実際に手を動かすこと

で，解析を行う環境や効率的なアルゴリズム設計が重要であることを体感できただろう．

そして，薬剤とアウトカムの定義の検討や受領するデータ構造により，実際にはデータハ

ンドリングだけでも多くの工数が必要になることが想像できるだろう． 
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最後に 
ある Research Question のために RWD を活用するとき，入門編[1]に記載したように

RWD の特徴と限界を把握し，イベントの定義を検討することなどは言わずもがな大切なプ

ロセスである．そして，いざ自分で解析しようというときにはデータハンドリングの大変

さに気づくだろう．本報告書は大容量の RWD を実際に解析することになった担当者がどの

ような点に気を付けて解析を行えばいいかを解析例と共に示した．また，イベントの定義，

look back period の設定，処方終了後の follow-up 期間，併用薬の取扱いなどについて感度

分析を実施する場合，さらに多くのリソースが必要になるだろう．なお，感度分析につい

ては入門編[1]及び日本製薬工業協会データサイエンス部会 TF2【観察研究（医療情報 DB
を含む）における感度分析の勧め】の検討結果を参照されたい． 

ICH は，様々な Research Question に対して，RCT だけでなく様々なデータソースが使

用されるようになった背景を踏まえ， 2017 年 1 月に ICH E6 及び E8 の見直しを検討する

Reflection paper を出した [45]．今後，データサイエンス担当者は臨床試験の RCT データ

だけでなく，RWD の限界を把握した上で RWD データの解析でも貢献することが期待され

る．本報告書がその一助となれば幸いである． 
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5 付録 

5.1 Sequence Symmetry Analysis（SSA） 

 
SSA は曝露（疫学用語で因果推論的に原因と考えられるもの）とアウトカム（原因とな

る因子の結果，引き起こされると考えるイベント）の順序情報のみを用いる自己対照デザ

インで，患者番号，曝露及びアウトカムの発生日の 3 つのデータ項目しか必要ないため，

迅速性が要求される簡易なシグナル検出法として注目されている． 
処方順序対照解析（PSSA，Prescription Sequence Symmetry Analysis）は，イベント

が発現した対象自身をコントロールとする自己対照研究デザイン（Self-controlled Designs）
の一つであり，交絡因子の影響が調査期間を通じて一定であった場合，被験者内で比較す

ることにより交絡因子の影響を除去することができる[46]．PSSA は，特定のある医薬品に

注目し，その使用前後において，イベントが発生する分布の不均衡性を，順序比を用いて

評価する．具体的には，調査期間に特定のある曝露（薬剤 A）とイベントに関連したアウト

カム（事象 B）の両方を新規に開始した患者を特定する．そして，薬剤 A を使用した後に

事象 B が起きた（薬剤 A⇒事象 B）患者数と，事象 B が起きた後に薬剤 A を使用した（事

象 B⇒薬剤 A）患者数の比（粗順序比，Crude sequence ratio）を算出する． 

の患者数薬剤　事象

の患者数事象　薬剤

AB
BA

CSR
⇒
⇒

=  

もし，薬剤とイベントに関連がなければ，薬剤 A⇒事象 B の患者数と事象 B⇒薬剤 A の

患者数は同じになり，CSR は 1 となるはずである．一方，薬剤がイベントの原因となる場

合，薬剤 A⇒事象 B の患者数は事象 B⇒薬剤 A の患者数よりも多くなるはずである． 

 
ただし，薬剤とイベントに関連がない場合でも，イベントが調査期間の後半で高頻度と

なっていた場合には CSR が大きくなることがある．そのため，CSR を調査期間中の事象 B
が起きる時間的変動で補正する必要がある．この補正項を無効果順序比（Null-effect 
sequence ratio，NSR）といい，CSR を NSR で割ることで調整順序比（adjusted sequence 
ratio，ASR）を算出する． 

n

c
a r

r
r =  
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ここで，rc は CSR，rnは NSR，raは ASR の推定値である． 
 
【補正方法】 
 調査期間中に事象 B が新規に起きた患者数：N 
 調査開始 x 日目より後に事象 B が新規に起きた患者数：Nx 
 調査期間中に薬剤 A を新規に使用した患者数：n 
 調査開始 x 日目における薬剤 A の新規に使用した患者数：nx 
としたとき，もし仮に薬剤とイベントに関連がない場合，調査開始 x 日目に薬剤 A を新規

に使用開始した患者が調査開始 x 日目より後に事象 B が新規に起きる確率は， 

N
N

p x
x =  

となる．そのため，薬剤 A とイベントに関連がない（無効果）とき，薬剤 A⇒事象 B の患

者数の期待値と薬剤 A⇒事象 B となる確率 a は以下の式となる． 

∑∑ =
x

x
x

x
xx N

N
npn  

n
N

N
na

x

x
x 










= ∑  

以上より，薬剤 A⇒事象 B と事象 B⇒薬剤 A の NSR は下記の式となる． 

( )a
arn −

=
1

 

NSR は CSR に対する参照値（補正項）として考えることができるため，CSR を NRS で除

して ASR を算出する． 

n

c
a r

r
r =  

  
ここで，NRS を定数とみなすと，ASR の信頼区間を推定することができる．薬剤 A⇒事

象 B の患者が，薬剤 A と事象 B の両方を経験した患者数 O（=O A⇒B+O B⇒A）において確

率 P で生じたとすると，薬剤 A⇒事象 B の患者数はパラメータ O，P の二項分布に従うと

考えることができる．P の信頼区間の下限値と上限値を ALと AUとすると，CSR の信頼区

間の下限値と上限値は， 

U

U
U

L

L
L A

A
Bto

A
A

B
−

=
−

=
11

 

となる．これをそれぞれ NRS で除することで ASR の信頼区間が求まる[47]． 
 
なお，SSA の考え方を用いた Symmetry Analysis Cohort Design が Kubota[48]によっ
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て提案されている．これは事前に規定した調査期間に薬剤を新規に使用した全ての患者に

対して，薬剤使用前と薬剤使用後の一定期間における発現有無を記録し，SSA の ASR を少

し修正したrate ratioを算出する方法である．現在，新規承認医薬品の市販後調査のprimary 
data collection として，対照群が設定されていない単群の調査が多く実施されているが，こ

のデザインを用いることで発現率/発現割合に加えて，risk rate も算出できるメリットがあ

る． 
 

5.2 仮想事例の解析に用いた SAS プログラム 

 
libname dt "XXXXXXXXXX"; 
 
*CSV->SAS*; 
%macro import1( d =) ; 
proc import  

out          = dt.&d  
datafile     = "XXXXXXXXXX¥&d..csv" 
dbms         = csv replace ; 
getnames     = yes ; 
datarow      = 2 ; 
guessingrows = 10000 ; 

run ; 
%mend ; 
 
%import1( d = PERSON ) ; 
%import1( d = OBSERVATION_PERIOD ) ; 
%import1( d = CONDITION_ERA ) ; 
%import1( d = DRUG_ERA ) ; 
 
data dt.CONCEPT ; 

infile 'XXXXXXXXXX¥CONCEPT.csv' dlm='09'x firstobs=2 dsd; 
input  
CONCEPT_ID: $9.  
CONCEPT_NAME: $255. 
CONCEPT_LEVEL: $19. 
CONCEPT_CLASS: $50. 
VOCABULARY_ID: $50. 
CONCEPT_CODE: $1.  
VALID_START_DATE: $50.  
VALID_END_DATE: $8. 
INVALID_REASON_: $8. 
; 

run; 
 
data dt.CONCEPT_SYNONYM ; 

infile 'XXXXXXXXXX¥CONCEPT_SYNONYM.csv' dlm='09'x firstobs=2 dsd; 
input  
CONCEPT_SYNONYM_ID: $100. 
CONCEPT_ID: $9.  
CONCEPT_SYNONYM_NAME: $100. 
; 

run; 
 
proc sql; 
** DRUG **; 
  create table p_drug as  
  select CONCEPT_NAME , CONCEPT_ID 
  from dt.concept  
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  where lowcase( CONCEPT_NAME ) in ( 
'risperidone','olanzapine','quetiapine','aripiprazole','perospirone','zotepine','blonanserin','amisulpride','amoxapine','asenapine','ca
riprazine','clozapine','iloperidone','lurasidone','melperone','nemonapride','paliperidone','remoxipride','sertindole','sultopride','tri
mipramine','ziprasidone','haloperidol','chlorpromazine' ,'levomepromazine','fluphenazine','bromperidol','perphenazine','sulpiride',
'clocapramine','pimozide','tiapride','timiperone','sultopride','prochlorperazine','propericiazine','spiperone','mosapramine','chlorpr
othixene','mesoridazine','periciazine','promazine','thioridazine','loxapine','molindone','perphenazine','thiothixene','droperidol','flu
pentixol','thioproperazine','trifluoperazine','zuclopenthixol'); 
 
  create table _drug as 
  select a.PERSON_ID, datepart( DRUG_ERA_START_DATE ) as D_STD format=yymmdd10. 
  from dt.drug_era a inner join p_drug b 
  on a.drug_concept_id=b.concept_id; 
 
** CONDITION **; 
  create table p_cond as  
  select CONCEPT_ID, CONCEPT_NAME, VOCABULARY_ID 
  from dt.concept  
  where lowcase( CONCEPT_NAME ) ? ('drug-induced parkinsonism') or 
        lowcase( CONCEPT_NAME ) ? ('secondary parkinson')  
; 
 
  create table _CONDITION as  
  select a.PERSON_ID, datepart(CONDITION_ERA_START_DATE) as C_STD format=yymmdd10. 
  from dt.condition_era a inner join p_cond b  

on a.condition_concept_id=b.concept_id; 
quit; 
 

【参考】 
SQLプロシジャのmin関数を使うことで，初回服薬日及び初回発現日を最初から抽出することも可能である 
 
proc sql ; 
  create table XX as 
select USUBJID, min(TIME) as MIN_TIME 
  from XX 
  group by USUBJID; 
quit; 

 
*CSRの算出*; 
proc sort data = _DRUG ; 

by PERSON_ID D_STD ; 
run ; 
 
data _DRUG ; 

set _DRUG ; 
by PERSON_ID D_STD ; 
X = compress( put( D_STD , yymmdd10. ) , '-' ); 
Y = substr( X , 1 , 6 ) ; 
if first.PERSON_ID & 200112 <= Y <= 200712 then output ; 
keep PERSON_ID D_STD ; 

run ; 
 
proc sort data = _CONDITION ; 

by PERSON_ID C_STD ; 
run ; 
 
data _CONDITION ; 

set _CONDITION ; 
by PERSON_ID C_STD ; 
X = compress( put( C_STD , yymmdd10. ) , '-' ); 
Y = substr( X , 1 , 6 ) ; 
if first.PERSON_ID & 200112 <= Y <= 200712 then output ; 
keep PERSON_ID C_STD ; 

run ; 
 
data CSR ; 
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merge _DRUG _CONDITION ; 
by PERSON_ID ; 
if n( D_STD , C_STD ) = 2 then do ; 

   if D_STD < C_STD then FLG = 'D->C' ; 
else if D_STD > C_STD then FLG = 'C->D' ; 
else                       FLG = 'UNK';  
output ; 

end ; 
run ; 
 
proc freq data = CSR noprint ; 

tables FLG / out = OUT ; 
run ; 
 
data _NULL_ ; 

set OUT ; 
if FLG = 'D->C' then call symput( 'DC' , COUNT ) ; 
if FLG = 'C->D' then call symput( 'CD' , COUNT ) ; 

run ; 
 
data OUTPUT1 ; 

DC = &DC. ; 
CD = &CD. ; 
TOTAL = DC + CD ; 
CSR = DC / CD ; 

run ; 
 
*NSRの算出*; 
data _NULL_ ; 

call symput( 'D_TOTAL' , tobs ) ; 
if 0 then set _DRUG nobs = tobs ; 
stop ; 

run ; 
 
data _NULL_ ; 

call symput( 'C_TOTAL' , tobs ) ; 
if 0 then set _CONDITION nobs = tobs ; 
stop ; 

run ; 
 
proc freq data = _DRUG noprint ; 

tables D_STD / out = D_COUNT( rename = ( COUNT = D_COUNT ) ) ; 
run ; 
 
proc sql ; 

create table D_COUNT2 as 
select  

a.D_STD , 
a.D_COUNT , 
b.PERSON_ID , 
b.C_STD 

  from D_COUNT a , _CONDITION b 
where a.D_STD < b.C_STD 
order by D_STD ; 

  ; 
quit ; 
 
proc freq data = D_COUNT2 noprint ; 

tables D_STD / out = D_COUNT3 ; 
run ; 
 
proc sql ; 
  create table D_COUNT4 as 
  select  

a.D_STD , 
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a.COUNT , 
b.D_COUNT 

  from D_COUNT3 a left join D_COUNT b 
  on a.D_STD = b.D_STD ; 
quit ; 
 
data D_COUNT4 ; 

retain SUM 0 ; 
set D_COUNT4 END = eof ; 
N = &C_TOTAL. ; 
P = COUNT / N ; 
EXP_C = P * D_COUNT ; 
SUM = EXP_C + SUM ; 
if eof then call symput( 'D_EXP' , SUM ) ; 

run ; 
 
data OUTPUT2 ; 

D_EXP   = &D_EXP. ; 
D_TOTAL = &D_TOTAL. ; 
A   = D_EXP / D_TOTAL ; 
NSR = A / ( 1 - A ) ; 

run ; 
 
*ASRの算出*; 
data dt.ASR ; 

merge OUTPUT1 OUTPUT2 ; 
ASR = CSR / NSR ; 
F1  = finv( 0.975 , 2 * ( CD + 1 ) , 2 * DC ) ; 
F2  = finv( 0.975 , 2 * ( DC + 1 ) , 2 * CD ) ; 
LCI = DC / ( ( CD + 1 ) * F1 + DC ) ; 
UCI = ( ( DC + 1 ) * F2 ) / ( ( DC + 1 ) * F2 + CD ) ; 
ASR_LCI = ( LCI / ( 1-LCI ) ) / NSR ; 
ASR_UCI = ( UCI / ( 1-UCI ) ) / NSR ; 
keep CSR NSR ASR ASR_LCI ASR_UCI ; 

run ; 
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