
日本薬剤疫学会「日本における傷病名を中心とするレセプト情報
から得られる指標のバリデーションに関するタスクフォース」

国立病院機構における
バリデーションスタディーの紹介

国立病院機構本部診療情報分析部
今井志乃ぶ



NHO１４３施設

広範囲にデータを収集する
国立病院機構の診療データバンク（MIA)

国立病院機構本部に、１４３施設のデータが、セ
キュアな回線を通して蓄積される。
蓄積されるデータ
- レセプト情報
- ＤＰＣレセプト情報
- ＳＳ－ＭＩＸⅡ形式の診療情報
およそ年間２５万症例分のデータが蓄積される

国立病院機構本部

様々な情報に加工しフィードバック

https://www.hosp.go.jp/research/cnt1-0_000040.html

2Shinobu Imai 2016/10/03



診療情報分析部で行っている研究
ＮＨＯ主導の研究
• 国立病院機構における診療情報に係る分析研究
• 院内の標準SS-MIXストレージに格納された情報か

ら抽出したデータ等を活用した診療情報分析研究
競争的資金を得ている研究
• 成人喘息有病率、診断、治療行動に関する診療情

報データの二次利用に関する研究
• 病院機能および地域医療資源が夜間・休日の救急

医療過剰利用に与える影響に関する研究
• 季節性インフルエンザ及びパンデミックインフル

エンザ発生時のリスクアセスメントのための
lndicatorsの検討
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診療情報分析部で行っている研究
• 診療情報データベースにおける重症敗血症およ
び播種性血管内凝固症候群の特性に関する研究

• 診療情報データベースに記録された情報につい
ての妥当性検証研究

• 病院機能と地域医療提供体制が外来軽症患者の
大病院受診に与える影響に関する研究

• 医療情報データベースを用いた虚血性心疾患再
発予防治療の効果検証に 関するコホート研究

• リウマチ性疾患患者におけるB型肝炎ウイルス再
活性化の予防対策に関する実態調査

4Shinobu Imai 2016/10/03



診療情報分析部で行っている研究
• 新薬へのスイッチの実態が後発医薬品推進政策
へ及ぼす影響を評価する研究

• 麻酔方法と大腿骨近位部骨折手術の予後に関す
る研究

• 多職種が連携した持参薬に関する有害事象回避
プログラムの開発とその導入による影響評価に
関する研究

• 医薬品使用パターンによる重症度リスク補正を
用いたアウトカム評価手法の開発

• 高齢者への投与に注意を要する医薬品における
臨床指標の開発
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Comparison of Procedure-Based and Diagnosis-Based 
Identifications of Severe Sepsis and Disseminated
Intravascular Coagulation in Administrative Data
(Yamana et al, J Epidemiol [Epub])

概要
【背景・目的】重症敗血症および DIC の病態や治療法
を解明するため、診療情報データベースを用いた研究
が多数行われている。しかし、診療情報データベース
に含まれる診断名から重症敗血症やDIC を正確に抽
出する方法は確立していない。データベースにおいて
重症敗血症や DIC を特定する方法として、診断名によ
る方法の他に処置レセプト情報を用いる方法が挙げら
れる。
本研究の目的は、これらの２つの方法の比較し、これ
らの疾患を正確に同定する手法を確立することである。

6Shinobu Imai 2016/10/03



【方法-概要】
対象患者 2013.4～2014.3 ３施設 ICU入院
対象疾患 重症敗血症（感染＋臓器不全[循環、呼吸、
凝固能、腎、肝]）、DIC
■Lab. Criteria（検査値）・・・ゴールドスタンダード

（SS-MIX2 検査値を使用）
上記疾患のレセプトを用いた特定
■Diagnosis Criteria（病名）
■Procedure Criteria（処置）

評価
Sen/Spe、(P/N)PV、Mortality rate
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【方法-詳細】
■Lab. Criteria＝ゴールドスタンダード
感染 WBC>12000 or <4000
臓器不全（凝固能、腎、肝） SOFAスコア２以上
DIC JAAMのDICスコア４以上
DIC疑い JAAMのDICスコア３
■Diagnosis Criteria （DPC病名）
感染、臓器不全 AngusとMartinの方法（ICD-10で特定︓Wilheimの方法）
DIC ICD-10でD65、D68.9、D69.9
■Procedure Criteria
感染 抗生物質投与、
循環不全 カテコラミン、バソプレッシン投与、
呼吸不全 人工呼吸、
凝固能不全 ヘパリン投与または全血/血小板輸血、
腎不全 透析、
肝不全 血液吸着または血漿交換
SIRS 抗菌薬注射、心拍数、呼吸器モニタリング、酸素投与、人工呼吸器使用
DIC SIRS+凝固能異常 Shinobu Imai 2016/10/03 8



【結果】
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【考察】
- 重症敗血症とDICを特定する手法を、処置情報を使って

開発した。病名に代替する手法である。
- ゴールドスタンダードとした検査値情報による特定は、

重症敗血症死亡率が36.3％であり、過去の臨床研究と同
程度の重症患者を対象とした。

- AngusとMartinの手法では、感度が低かった。これは、
DPCデータで病名が12種しか入力されないため。

- 処置情報による方法は感度が高いが特異度は低かった。
Limitation
- 慢性期の患者が含まれる可能性あり。
- 検査値情報をゴールとスタンダードとしたが、全ての病

院が同じプロトコルで処置されているわけではない。
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診療情報データベースに記録された情報についての
妥当性検証研究

【目的】
カルテレビューを通じて、診療情報データベースに記録された診断名、処置情報及び
検査値情報の妥当性を検証すること。
【協力施設】
国立病院機構のDPC病院４施設
【方法】
（１） カルテレビューの項目
1. 診断名︓分析対象患者で、疾患（Charlson らの定義及び Elixhauser らの定義による併
存疾患等）が入院時に存在したかを判定する。
2. 処置の実施︓分析対象患者に対して、特定の処置が行われたかを判定する。
3. 検査値︓分析対象患者の検査項目（白血球数、血小板数、血糖値等）について、検
査値を記録する。
（２） 解析方法
診断名および処置については２名以上の研究者が独立に調査し、相違がある場合は協
議により解決する。カルテレビューの結果を対照とし、DPC データ及びレセプトデー
タの感度・特異度・陽性的中率・陰性的中率等を検証する。検査値については、カル
テレビューの結果と院内の標準SS-MIXデータの一致率等を検証する。
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電子レセプト匿名化マニュアルの試用

• ソフトをインストール
• 起動するPCとしないPCが存在
• SmoothCSVのレジメには、Java6以降とあった（NHO
はJava7）が、実際にはJava8が必要だった。

• NHOでは個人情報保護の観点からレセを処理できる
PCを制限している。

• レセをオラクルSQLで処理しておりJava８にUPするリ
スクを懸念。繁忙期が過ぎてから再試行予定。
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病院で作成されるデータセット

2016/9/17 Shinobu Imai 15

社保ほか
出来高レセプト
DPCレセプト

毎月10日

国保
出来高レセプト
DPCレセプト

毎月10日

厚生労働省へ
DPCデータ

3ヶ月毎


