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この研究疑問をDB研究でどうやって実施しますか？

素朴な疑問
2020年のCovid-19の入院患者数と
入院患者に処方された治療薬とその予後を明らかにする

ちょっと構造化
期間：2020年１月１日～１２月３１日の退院日
セッティング：病院
対象患者：covid-19

（を契機とした?、主な医療資源の?、とにかく病名記載がある？）

治療薬：？
予後：？
明らかに⇒統計解析

◼ 統計解析部分については勉強の場や書籍がたくさんあり、論文中にも詳細が書かれる
◼ 定義は研究実施前に妥当であることが求められるが、詳細な定義(マスタ/データセット)の妥当性を担保することは難しい
◼ DB研究実施の推奨では定義の公開が求められているが…

Berger ML et al: Value Health. 2017 Sep;20(8):1003-1008.
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マスタの課題

• DBからデータを切り出し分析の要となるのが臨床コードセット(病名,医薬品,手技,診療報酬等)

• RWD研究の妥当性は、対象集団、疾患状態、曝露、治療および転帰を定義するために用いられる臨床
コードセットの妥当性に依存し、それらは信頼性が高くなければならない

• 「特定の患者集団を正確に同定できる程度は？」

• 作成・管理・共有・改訂方法についてのコンセンサスが無い

• 臨床コードセットの妥当性に関する研究が少ない

• データ固有の課題「コードが無ければ疾患が無いのと同じ」

• 一般的な有害事象が省略され（E16.2低血糖症）、まれな事象のコードが採用される傾向（T88.3麻酔に
よる悪性高熱）

• 最終的な臨床コードセットは専門家パネルによってレビューされるべき

Hohl, Corinne M, et al. Journal of the American Medical Informatics Association 21, 3 : 547–57

再生性・再
現性がない

Richard Williams, et al, Journal of Biomedical Informatics,Volume 70:1-13,2017.



このセッションのフォーカス

◼データベース研究におけるマスタの重要性
◼マスタの種類
◼マスタを作成するには

医療用標準マスターの歴史
医療情報システムにおける標準化や相互運用性の確保は極めて重要な課題だった。我が国では診療報酬請求
用と電子カルテ用の二系統のマスタが使われていたため、2001年に公表された「保健医療情報分野におけ
る情報化に向けてのグランドデザイン」のなかで、診療情報の「医療用語・コードの標準化」を含んだ基盤
整備がアクションプランに盛り込まれ、 一般財団法人医療情報システム開発センター) が９分野の標準マス
ターを開発した。

（一財）医療情報システム開発センターの提供する標準マスターの概要と使い方第19版 http://www.medis.or.jp/7_kikaku/hanbai/file/DL_master%5Ever19_202007.pdf



DB研究の成分

研究デザイン

重要さが認識されている

学ぶ機会が多い

論文中に概ね書かれる

統計解析

重要さが認識されている

学ぶ機会が多い

論文中にも書かれる

マスタ
DB研究の根幹の一つだが重要さが認

識されていない

論文中には書かれない(100%正しい

ことが前提)

マスタをどのように作ったらいい？

ハンドリング

重要さが認識されていない

学ぶ機会はあまりない

論文中に書かれない



DB研究でマスタの役割は重要

データ処理の基本となる（ファイルやデータベース中の）データのこと。例として、商品マスタ（商
品の基本情報）、給与マスタ（給与計算のための基本情報）など。 https://ja.wikipedia.org/wiki/マスター

研究対象患者はどう定義される？ Codiv-19とは？治療薬とは？

マスタがデータ抽出の指示の基本
なのにマスタのミスは何れの段階でも発見が困難！

DB

Covid-19の入院患者



主な標準化マスタの種類

◼ 病名マスター（ ICD10 対応標準病名マスター）
「病名くんhttp://www.byomei.org/」などフリーソフトで閲覧可

◼ 手術・処置マスター Kコード関連 外保連試案
◼ 臨床検査マスター（生理機能検査を含む）
◼ 医薬品 HOT コードマスター
◼ 医療機器マスター
◼ 看護実践用語標準マスター（看護行為編、看護観察編）
◼ 症状・所見マスター（身体所見編）
◼ 画像検査マスター
◼ 医療機器データベース
◼ 歯科マスター（病名、手術・処置）

レセプト・DPCデータを用いるようなDB研究では、臨床コードが主にレセプ
ト電算コードとして一覧化されていることが必要。



そもそも…目的別にたくさんの種類 -医薬品の場合-

分析の目的によって自分で作成するマスタに採用するコード体系を決める



薬価基準収載医薬品コード

医療用医薬品として官報に告示されている（薬価基準に収載されている）品目(約1万4千程
度)のリストに関する英数12桁のコード。薬価基準の収載が統一名収載（一般名称で薬価収
載）のものは、複数の商品が存在していても成分、剤形、規格および薬価が同一の一般名
称に対して1つのコードが付与される。

https://www.data-index.co.jp/knowledge/detail1-1.html



レセプト電算処理システム用コード

https://www.data-index.co.jp/knowledge/detail1-1.html

審査支払機関を通った後のデータを扱うDB研究で最もよく使われる。電子レセプトを提出
する際などに使用する9桁のコード。薬価基準に収載されている医薬品が対象。レセ電算
コード、レセコンコード、請求コード、支払い基金コードとも呼ばれる。1桁目は医薬品区
分を示す「6」、2～9桁目は医薬品ごとに重複しない数字が付与される。



日本標準商品分類

日本標準商品分類（JSCC）は、統計調査の結果を商品別に表示する場合の統計基準として、
昭和25年3月に設定されたもの。総務省が管理。平成２年に改定された。薬価収載医薬品
コードにおける上４桁の薬効分類と対応している。

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/syouhin/2index.htm



まとめると

https://www.data-index.co.jp/knowledge/detail1-1.html



医薬品マスタの作り方-準備編-

あると便利な道具一式

◼ MEDISのHOTコードマスター（分析年度に合わせる）などのソースデータ
◼ 厚生労働省『薬価基準収載品目リスト及び後発品に関する情報について』
◼ 厚生労働省保健局『診療情報提供サービス』http://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/

◼ 日本標準商品分類 中分類87医薬品及び関連製品
◼ 市販の医薬品集（一般名や分類の参考に）
◼ 添付文章や診療ガイドライン、論文等
◼ Excelなど(作業用)

※代表的なソースデータである①MEDIS、②社会保険診療報酬支払基金、③厚生労働省の薬価収載基準品リ
スト及び後発医薬品に関する情報について、の３つはマスタの中に記載されている項目が異なります。共通
しているのは薬価基準収載医薬品コードと商品名、使用区分の３点のみなので、分析するにあたり、HOT
コードが必要、薬価が必要、成分が必要、後発品フラグが必要、薬価収載日が必要…という点を考慮して医
薬品マスタのソースを決める必要があります。



MEDIS標準マスター

https://www.medis.or.jp/



医薬品マスタの作り方-実践編-

大前提として研究計画が完成している必要性がある。また、誰かが別の
目的で作ったマスタが、自分の研究目的と完全に合致することは稀。

① 大分類マスタ：抽出用マスタを作成するためのガイドとなるもの
② 抽出用マスタ：対象となる医薬品コードの一覧
③ 手順書：大分類マスタと抽出用マスタをどのデータからどのように作成したかを記録したもの

①大分類マスタを作成します。医薬品の注意事項をメモ的に記載するのも良し
抽出用マスタを作成するためのガイドとなるもの

例）抗うつ薬のマスタが作りたい
抗うつ薬の対象範囲は？

⇒剤形は？
抗うつ薬の成分は？
⇒後発医薬品ある？
⇒日本語名は？英語名は？

分析で使う抗うつ薬の分類は？



大分類マスタの例

後発品で分析 向精神薬を複数の粒度で分析

解析で使うための独自のコード(分類)、報告書と論文で記載するための名称を付与。
大分類マスタを共同研究者等にチェック依頼→抽出用マスタのミスを発見することは困難なため
これをもとに抽出用マスタを作成します。



医薬品マスタの作り方-実践編-

②抽出用マスタを作成：ベースはMEDISのHOTコードマスタ等

成分から抽出

✓ HOTコードの薬価収載医薬品コードの上４桁から当該成分を選択⇒飛び地に注意
✓ 薬価基準収載品目リストの成分から当該成分を選択し薬価収載医薬品コードのリストを作

る⇒HOTコード 合剤注意！
NG：品目名からそれっぽいものを選択(対象とする医薬品が片手ほどしかなければ可）



抽出用マスタの例

ダウンロードしてきた標準マスタの形式は崩さずに、大分類マスタの情報を付加する
（私の場合は）この抽出用マスタをSQLに登録し、分析用データと突合して解析します



医薬品マスタの作り方-実践編-

③手順書を作成：手順書はすべてのマスタ作成で必須
３年経ったら自分が何をやったかは完全に忘れてしまう(><)

◼ 作成概要
◼ データソースの名称、日付、URL
◼ 手順を詳細に記載
◼ マスタに何らかの操作（例:一日あたり処方量）

を行った場合は特に重要
◼ マスタ作成のためにあまり使わないソフトを
使った場合はソフトの作業手順も記載

◼ マスタ作成後、ミスを指摘された場合は手順書に
変更点を記載



医薬品マスタ作成の課題

◼ ある時点でのマスタしかダウンロードできず、過去に遡って医薬品を収載したマスタが存
在しない。 ⇒分析対象期間に存在していた薬剤の抽出が困難

◼ 名称変更等に伴い医薬品コードが変更になってしまった場合、同一薬剤を同定することが
容易ではない。HOTコードで辿れるのは一部

◼ 審査支払等の観点から必要な項目が収載されているため分析に必要な情報が十分でない
✓ 薬価収載医薬品コードの上７桁が同一でも、異なる成分を含む場合がある
✓ 成分の情報が完全ではないため、成分単位で薬剤を括った解析が困難
✓ 成分情報のみからでは成分量が算出できない場合がある
✓ 複数の剤型や規格が存在する薬剤における数量分析の場合等、成分量に換算した分析

ニーズは多いが成分量に関する項目はない
◼ 販売されているマスタでも対応できない項目がある

https://www.mhlw.go.jp/topics/2020/04/tp20200401-01.html



コード毎の特性を知る：相互運用できない場合も

JLAC10 臨床検査項目コードJapan Laboratory Code

コーディング（付番）
臨床検査項目にJLAC10のコードを付けること。現在、日本臨床検査医

学会項目コード委員会で行っている。
マッピング（採番）
各施設で、自施設実施の検査に合うJLAC10コードをコード表から採番

し、施設内コードとJLAC10コードを連結させること。
ガバナンス（整合）
各施設でマッピングされたJLAC10コードを集めて整合させること。
MID-NET構築のため、検査値利用を考慮した採番になるように調整す
る。

標準コード（JLAC10）が普及しない/使われていても、各医療機関のJLAC10コードに差異が生じている



院内では複数のコードを使用

診療報酬点数
区分番号

オーダーエントリ・電子カル
テ・検査部門システム
※複数コード

医事会計

診療行為コード

Ｄ００５-５

末梢血液一般検査
白血球数 160008010

末梢血液一般検査

赤血球数 ※外来迅速検体検査加算など他の加算

血色素測定（Hb）

ヘマトクリット値（Ht）

血小板数

「JLAC10」（日本臨床検査医学会）と「臨床検査マスタ」（MEDIS-DC）がある。
MEDISはJLAC10を改編したもの。保険収載項目を主としているため、臨床検査マスタに
存在しないコードがある

https://www.medis.or.jp/



Q.どのくらいマッチングしなかったか?

九州大学がセンチネルに協力して、6大学のJLAC10のマッピングをガバナンス。

① データ共有化可能

② 九大で訂正したコードがあるが、訂正後データ共有可能

③ 九大でコードを再設定するなど標準化が必要

第21回保健医療情報標準化会議.臨床検査項目コードJLAC：現状と普及への展望

他施設の院内データ(電子カルテ等)の解析は、データの標準化の難易度は高い



検査名は同じでも検査値は同等でない

第21回保健医療情報標準化会議.臨床検査項目コードJLAC：現状と普及への展望

基準値が標準化されていないため試薬・機器による違いがある。10～12秒程度のことが多い。ワルファリン
服用者についてはinternational normalized ratio (INR)による結果標記を用いる。（日本血栓止血学会）

今後も起こりうる例：アルカリフォスファターゼ(ALP)

現行：日本臨床化学会標準法
2020年から：標準法をIFCC法に移行。測定値が30％に低下。アイソザイムの活性測定が肝型中心に



傷病名マスタ

◼ 傷病名だけなら作成は容易(ICD-10)
◼ DPCは病名の記載数が限られており、特異度は高く感度は低くなる
◼ 疾患の重症度等によって感度に差がある
◼ より重症な患者に病名がつけられる傾向
◼ 処方・処置・検査等と組み合わせる
◼ 外来レセプトの病名の妥当性は不明



診療行為マスタ

◼ 行為名だけなら作成は容易(レセ電算コード)
◼ 手術や侵襲の高い検査などは比較的正しく入力されている
◼ 診療報酬に影響しない処置は記録されないことも
◼ DPCは処置の記録数に制限がなく、軽微な処置も感度は高いが、呼吸心
拍監視と酸素飽和度測定は記録されないこともあった

◼ 検査値、病名、処置による疾患の特定はSS-MIX導入病院のデータなら
可能
➢ 重症敗血症は、Angusの方法では51例（8.6%）、Martinの方法では38例（6.4%）でそれぞれ特

定
➢ 検査値は重症敗血症は212例（35.6%）、DICは81例（13.6%）
➢ 処置は、重症敗血症は269例（45.2%）、SIRSは290例（48.7%）、DICは214例（36.0%）

Yamana H, et al. J Epidemiol 27:476–82. 2017.



医療機関マスタ

◼ 医療機関毎、分類毎、病床数毎…などの分析を行いたいときに必須
◼ NDBでは医療機関毎の分析は認められていないが、医療機関を分類した分析を

することは可能。申請者が医療機関マスタを作成する必要がある
◼ 新設・廃止が多いため、複数年の解析には複数のマスタ作成が必須
◼ ソースとなる医療機関一覧のデータは地方厚生局が毎月csvデータで公開してい

るが、当月分以外の過去分はwebからは取得できない⇒2021年に2020年の
データが安価に入手したければ、情報公開請求のみ

◼ 公開されているcsvデータは整然化されておらず、面倒な加工が必要
◼ 医療機関を時系列で分析する際には、医療機関の統合・(遠隔地への)移転等が

起こると医療機関コードが変わるため、医療機関コードのみで経年のマスタを
連結することはできない

◼ 公開されている他のデータソースと厚生局データの連結をしたい場合、医療機
関コードが他のデータに欠落していることが多く、簡単な連結は難しい



まとめ

 マスタはDB研究の根幹をなす重要なポイントの一つ

 臨床やコーディング、診療報酬体系などの理解が必要なため、作成には専門性が問

われる場合が多々あり、機械的に作成できない場合も多い

 『一覧だからどこかでただで入手できるだろう』というのは妄想です

 いかに作成時のミスを減らすかが鍵⇒コピペ作業をやめる

 作成を委託する場合、作られたマスタは必ず確認する

 マスタが間違っていても、データ抽出後に自分でミスに気が付くことは困難

⇒もちろん他人もわからない

 気が付くレベルであれば、データ抽出からやり直しレベルの大きなミス

 論文投稿時には可能であればレポジトリなどで公開


