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Disclaimer

おことわり

•本発表の内容は個人の見解であり、IQVIAソリューションズジャパンを代表して
発言するものではありません。

•本発表に関して、開示すべきCOIはございません。
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+観察研究、とくにデータベーススタディのデータマ
ネジメントについて

+データベース研究でのデータマネジメントで経験し
た問題の例

+データマネジメントの標準化と OMOP Common  

Data Model

本日の内容
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• The minimum standards for data management are data quality and traceability.
- Meredith Zozus. The Data Book: Collection and Management of Research Data. 2017 CRC Press.

クオリティ

【異常な値】身長1650cmはエラー, だが220cmはどうか?

【空白と欠損値】 「測定なし」は欠損でよいが、「測定不可能」はどうか?

【データフォーマット】 全角文字と半角文字は統一すればよいが、検査値の”<10“  “↑” などは捨ててよい情報か?

【精度】 データのうち80%は小数点以下第2位まで入力、20%は第1位までしかない。区別しなくてもよいか?

トレーサビリティ

【転記の過程】 元データが履歴を残さずリアルタイムに更新されてしまうとき、転記が正しいことを

どうやって証明するか?

【データの同一性】 元データを解釈して選択肢回答にするとき、解釈の正しさをどのように保証するか?

データマネジメントとは？
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•クオリティの維持

-異常な値をなくす: ルールを決めて、外れる値を削除

-その結果、傾向をもった(ランダムでない)欠損値を生まないように注意

›削除前後とも値の分布を確認することが重要

•トレーサビリティの確保

-元データを修正することは禁止

-元データからどのような加工をしたかは、すべて再現可能な形で残す

› 「中間ファイル」 を作成せずに、元データからの加工を１つのスクリプトで
完結させる、もしくはファイル間依存関係解決ツールを併用する

データを解析に送る前に実施すること
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•不自然な下限・上限値へのデータ集中

-元データ入力時の不適切なロジカルチェックにより、
不自然な分布が発生することがある

•傾向を持った欠損値・異常値が発生しやすい

-元データの病院ごとに異なった単位が用いられる、実施検査項目が違うなど

•同じはずの情報が複数の場所に記録され、微妙に異なるときがある

-会計データとカルテデータにおける、最終来院日など

データベースでとくに起こりやすいエラー
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•電算処理されており、かつ標準規格・標準コードに厳密に従っているデータは、
単純な異常値はほぼない

-レセプトデータ, DPCデータ, 医事会計システムデータ

-ただし、抽出時の条件や匿名化処理にともない、情報が欠損している場合もある

データベースで起こりにくいエラー

テーブルA

テーブルB

テーブルC
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•そもそもデータが大きすぎてオンメモリで処理できなくなる

•例外的な状況が起こったときだけ発生するエラー

-絞り込み処理などで特定の場合に合致する症例数がゼロになった

-集計しようとした測定値がすべて欠損値だった

•デバッグが難しく、エラーの再現にも実行時間が長くかかる

•和暦の処理ができるライブラリは少ない

データベースの情報を処理するプログラムで起こりやすい問題

db %>% 

mutate(elderly = age >= 65) %>%

group_by(history) %>%

summarize(nold = sum(elderly))
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• 複数施設の電子カルテ由来の検査値データ

• 一見しただけでは単位が１通りしかないように見える場合でも、ごく一部の
データに限って10倍, 100倍, 1/10, 1/100などの単位が使われている場合
がある。

• 記述統計をとると、最大値、最小値の異常が検出できるが、データ入力上
のヒューマンエラーによる値であるのか、系統的に利用している単位が異
なる医療機関があるのかは区別できない。

• ヒストグラムをとるとある程度わかるが、集計単位の範囲が広いと見つかり
にくい

DB研究のデータマネジメント問題の実例 -検査値の単位不統一

N 2074370

欠測数 38318

最小値 0.1

25%ile 49

中央値 68

平均値 867.5

75%ile 107

最大値 15020

実際の経験をもとに再現した
架空の白血球数データの
記述統計
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全体のヒストグラム

Rのデフォルト設定のヒストグラム 0.1きざみで集計する設定
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２つの山を拡大してヒストグラムを作成

X < 220 だけを拡大 1000 < X < 10000 だけを拡大
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• 結果的に、白血球数に3種類の単位( x1000/ ul, 

x100/ul, /ul )が混在していた

さらに拡大

単位 例数

count / ul 328509

x 100 count / ul 1623237

x 1000 count / ul 75823

X < 20 だけを拡大

• 単位混在に気付かず、同一単位と仮定して
外れ値を削除するような処理をしてしまうと
誤りとなる

• 精度が異なるデータの混在により、櫛の歯状
のヒストグラムが出ている
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•データソース側のコード不統一

-厚労省コードで収録されている仕様のデータに、一部施設だけYJコードでの記載がある

-プロトコルではWHO ATCコードで定義をしているのに、データがEphMRA ATCコードで
記載されている

-治験薬を記録する方法が施設によって異なる

-不明・欠測等をあらわす”999”や”99.9”などの値は仕様書に書かれていない場合がある

•マスターファイル側で起こる重複や誤り

-手作業で加工をした際に混入するコピー&ペーストミス

-既存マスターからの抽出条件設定ミス

DB研究のデータマネジメント問題の実例 - マスター・仕様関連
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•データベースのデータマネジメントでは手作業は非現実的, 再現可能性の点からも、
データマネジメント業務 = プログラミングである

•一度開発したプログラムをさまざまな研究で共通して再利用したい

•効率化だけではなく、専門的ノウハウの蓄積、品質管理上も有利

•データベース構造 + マスター を標準化すれば可能

-どのデータベースでも同じ変数名、同じ文字コード、同じファイル形式

-すべての病名コード、薬剤コード、検査コードを通じて統一されたコード

データマネジメントの標準化
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•観察研究での利用を前提として

• (CDISCに比べると)単純なデータモデルを採用

•語彙は外部の階層構造を持ったもの(SNOMED, LOINC, RxNorm) を利用

• OMOP CDMデータモデルに準拠したデータに対してそのまま利用できるオープン
ソースソフトウェア、ライブラリ(主にR言語)

•規格利用者のコミュニティ(Observational Health Data Sciences and 

Informatics, OHDSI)がボランティアで規格とソフトウェアの開発を実施。成果は
オープンソースに。

•日本では国際医療福祉大学 平松先生が主導されてOHDSI Japanとして活動中

The Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model 
(OMOP CDM)



15

•右の表で全部

•研究で収集されるデータは
Standardized Clinical data

•標準の語彙は, OHDSI Athena 

http://athena.ohdsi.org/にて閲
覧、検索可能

•電子カルテやレセプトのデータ
ベースをこの形に変換して利用
する

•コードは標準の語彙にマッピン
グする

OMOP CDM

http://athena.ohdsi.org/
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• CDMデータを解析するためのRパッケー
ジ群

•データベースサーバに置かれる非常に大
きいデータも、基本のR文法とSQLを知っ
ていれば解析できる。

• Population/Exposure/Outcomeの定義
はこの関数を呼び出すRスクリプトとして
実施できる

•あるいはWebツールのATLASで定義する

HADES( OHDSI Methods Library)



17

ATLAS

• データベーススタディの基礎となる、コ
ホート定義からデータマネジメント、解析
まで、OHDSIのツールへの統合された
Webインターフェース

• OMOP CDM準拠データであればプロ
グラミング不要で対話的にデータ処理
が可能

• 作成したコホートに対する記述統計や
特性の視覚化、一般的なデータの妥当
性検査、基本的な解析、処理のRスクリ
プトでのエクスポートなどの機能をもつ

http://www.ohdsi.org/web/atlas/#/home

http://www.ohdsi.org/web/atlas/#/home
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• OMOP CDMデータ

ベースに対してあらか
じめ設定したデータ品
質チェック(SQL)を実

行し、結果を可視化
するWebアプリケー
ション

• 一般的な品質チェック
項目はあらかじめ
パッケージ中に収録
( https://github.com/

OHDSI/DataQuality

Dashboard/ ) されて
いる

Data Quality Dashboard

https://github.com/OHDSI/DataQualityDashboard/
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•データベース研究のデータマネジメントでも、通常の研究と同じように、データのク
オリティとトレーサビリティを確保することが必要

•元データの性質によって、起こりやすい問題、起こりにくい問題、必要になるテク
ニックが異なる

•ノウハウの蓄積、品質管理、効率化のため、データマネジメントプログラムはできる
だけ再利用したい

•元データをOMOP CDM形式に標準化することで、データマネジメントプロセスを大
きく効率化でき、同時にノウハウの蓄積、品質の向上が期待できる

まとめ


