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はじめに

本研修では、医療情報を⼆次利⽤したデータ
ベース研究を計画する際の留意点等について
お話しします。
PMDAのMIHARI Projectにおけるデータベー
ス研究の経験を踏まえてお話しをさせて頂き
ますが、全ての場合において適⽤可能な事例
ではないことをご了承ください。
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• データベース研究の計画書の記載⽅法と特に留意す
べきポイントを抑える

• データベースの特徴を理解する
• データベースから対象集団を定義する⽅法を知る
• データベースから曝露、イベントを定義する⽅法を
知る

⽬的
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⾮定型抗精神病薬
A薬発売

副作⽤報告の集積により、
A薬で糖尿病のリスク↑

⾮定型抗精神病薬の糖尿病発
⽣リスクを定型抗精神病薬と⽐
較するデータベース研究を計画

MID-NET®MID-NET®

レセプトDBレセプトDB

架空のシナリオ

糖尿病の副作
⽤はクラスエ
フェクト？？
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計画書に含める内容
11.対象集団の定義
12.曝露の定義
13.イベントの定義、

バリデーション
14.共変量の定義
15.統計解析
16.研究の限界
17.結果の公表の有無、

公表⽅法
18.個⼈情報保護と倫理
19.利益相反と透明性の確保
20.参考⽂献

1. 標題
2. 更新履歴
3. ⽤語の定義
4. ⽬的
5. 背景・先⾏研究
6. 研究実施体制
7. 研究期間
8. データソースの選択、

データソースの⼊⼿⽅法
9. 研究デザイン
10.サンプルサイズ、検出⼒
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1.標題
• 研究の内容が端的に理解できる標題を付けること

ポイント
○注⽬する曝露やイベント、研究デザインを標題に含
めること

○⽐較対照を設定する場合は、標題に含めること
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コホートデザインを⽤いた定型抗精神病薬

に対する⾮定型抗精神病薬処⽅後の

糖尿病発⽣リスクの評価

研究デザイン

注⽬曝露

イベント

1.標題 記載例

⽐較対照薬
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2.更新履歴

• 研究実施計画書を確定した⽇付を記載すること
• 変更過程を記録するため、更新⽇、変更の理由

と内容を記載すること

ポイント
○計画段階で想定していた解析と、研究の途中で追加
する解析とは明確に区別することが重要であり、都
合のいい解析を⾏わないように計画書の変更管理は
適切に⾏うこと
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ver 確定⽇・
更新⽇ 変更理由 変更内容

1 2016.08.01
2 2016.08.07 疫学研究に関する倫理

指針に準拠するため
以下の章を追加
・19章．個⼈情報保護と倫理
・20章．利益相反、透明性の確保

3 2016.08.20 処⽅継続期間の定義の
変更による結果の頑健
性を確認するため

以下の章を追加
・16-5章．感度解析5

2.更新履歴 記載例

更新履歴
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3.⽤語の定義
• 計画書内で使⽤する重要な⽤語を定義すること

ポイント
○⽤語の定義は“本⽂中”に明記し、計画書内で⽤語は
⼀貫性を持って使⽤する
特に留意すべき⽤語：観察期間、リスク期間など
（後述）

○さらに、計画書冒頭で⼀覧表を⽰すことが望ましい
○略語も定義する
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3.⽤語の定義 記載例

• 観察期間の定義

観察期間とは患者がデータベース内で観察可能な期間
をいう。観察期間開始を“「健保加入月」または・・・

• 統計解析
・・・相対リスク（粗発生率比）と95%信頼区間（CI：
Confidence Interval）を推定する。

11



3.⽤語の定義 記載例

⽤語 定義
観察期間 各個⼈が、データベース内で観察可能な期間
リスク期間 観察期間内で、対象のイベント発⽣を追跡す

る期間

⽤語の定義

略語
略語 正式名称
CI Confidence Interval 信頼区間
PMDA Pharmaceuticals and Medical Devices Agency

独⽴⾏政法⼈ 医薬品医療機器総合機構
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4.⽬的
• 研究⽬的、具体的な⽬標、論理的根拠を⽰すこと

ポイント
○研究⽬的
 研究で評価されるべき仮説、研究から得ようとする知⾒を

述べる。リサーチクエスチョンとしてどのような知⾒を得
たいのか疑問⽂として⽰してもよい
 主要⽬的と副次⽬的は記載を分ける

○具体的な⽬標
 研究において使⽤するデータソース、研究デザイン、注⽬

する曝露とイベント、最終的に評価する指標値を記載する
 主要な⽬標とそれ以外は記載を分ける

○論理的根拠
 具体的な⽬標の達成がどのように研究⽬的の実現につなが

るのかを論理的に説明 13



• 研究⽬的
⾮定型抗精神病薬の糖尿病発⽣リスクが、定型抗
精神病薬と⽐較して有意に増加していないことを
検証することを主⽬的とする。

• 具体的な⽬標
健康保険組合のレセプトデータにコホートデザイ
ンを適⽤し、⾮定型抗精神病薬における糖尿病の
発⽣率を定型抗精神病薬と⽐較した調整ハザード
⽐を推定する。

4.⽬的 記載例
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• 論理的根拠
糖代謝異常は⾮定型抗精神病薬A薬の副作⽤として
知られているものの、⾮定型抗精神病薬のクラス
エフェクトであるかを定量的に評価した研究はほ
とんど実施されていない。そのため、本研究より
得られる定型抗精神病薬と⽐較した⾮定型抗精神
病薬の糖尿病発⽣リスクに関する情報は、⾮定型
抗精神病薬全体に対する追加の安全対策の必要性
を検討する上で重要な情報となることが期待され
る。

4.⽬的 記載例
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5.背景・先⾏研究

• 研究を実施する背景となった事項を記載すること
• 先⾏研究がある場合には、結果や⽅法に関して問

題と考えられる点を記載すること

ポイント
○なぜこの研究を⾏うのかを明確にする
○注⽬する医薬品の市販後の使⽤状況、臨床現場での
位置付け等も記載する

○同種同効薬の状況についても記載する
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• 背景
⾮定型抗精神病薬は、統合失調症治療
における第1選択薬として位置付けら
れている。定型抗精神病薬と⽐較して、
錐体外路系、鎮静・⾃律神経系副作⽤
が少ない特徴がある。⼀⽅、内分泌・
代謝系副作⽤については、⾮定型抗精
神病薬の⼀つであるA薬において糖尿
病のリスクが知られている。しかし、
このリスクは、⾮定型抗精神病薬のク
ラスエフェクトであるかは分かってい
ない。

注⽬する医薬品
等の臨床上の位
置付け

なぜこの研究
を⾏うか
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5.背景・先⾏研究 記載例



• 背景（続き）
⾮定型抗精神病薬と糖代謝異常に注⽬
した研究として、英国の⼀般開業医の
診療録データを⽤いたケースコント
ロール研究がある。本研究では、定型
抗精神病薬の調整オッズ⽐よりも⾮定
型抗精神病薬の調整オッズ⽐のほうが
⾼い値を⽰されているが、イベントは
糖尿病の病名の有無等で定義していた
ことから、⽐較的軽度の糖代謝異常が
含まれると想定され、本研究で注⽬し
たい中等度から重度の糖尿病の発⽣リ
スクを評価した研究はない・・・
（略）

先⾏研究
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5.背景・先⾏研究 記載例



6.研究実施体制

• 研究の実施に関与する全ての⼈員とその役割、責
任を記載すること

ポイント
○研究の⼀部または全部を委託する場合は、委託先も
含む
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役割 担当者
総括責任者 総括責任者と

しての業務を
⾏う

独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総
合機構
機構太郎

研究責任者 研究責任者と
しての業務を
⾏う

独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総
合機構
機構次郎

データ解析責
任者

データ解析責
任者としての
業務を⾏う

独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総
合機構
機構三郎

… … …

6.研究実施体制 記載例

研究実施体制
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7.研究期間

• 研究実施計画書作成開始から報告書作成終了ま
でのおおよそのスケジュール、マイルストーン
を⽰すこと

ポイント
○例えば、研究実施計画書作成完了、倫理委員会申請、
作業開始、作業終了、報告書や論⽂完成、投稿
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予定⽇ マイルストーン
2016年8⽉ 研究実施計画書作成完了
2016年10⽉ 倫理委員会申請
2016年11⽉ データ解析開始
2017年5⽉ データ解析終了
2017年8⽉ 報告書作成
2017年8⽉ 公表あるいは投稿

7.研究期間 記載例
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研究期間



8.データソースの概要、選択理由

• 研究に使⽤するデータソースの概要を説明する
こと

• 研究に使⽤するデータソースが適切である理由
を記載すること

ポイント
○データの種類（レセプトか病院情報）を記載する
○データの⼊⼿⽅法を記載する
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8.データソースの概要、選択理由
ポイント
○本来どのような⽬的で収集されたデータであるか、また、

データの特徴を説明する
• 規模
• 期間（いつからいつまでのデータが格納されているか）
• 追跡性（追跡性が担保されているか）
• 対象者（患者集団の特性（年齢等）に明らかな偏りがあ

るか）
• データ項⽬（⼆次利⽤可能な全てのデータ項⽬を記⼊す

る）
○研究の限界につながり得るデータの特徴がある場合には、

予め説明する
○他の疫学研究への利⽤実績（知り得る範囲）で記載する
○研究⽬的や仮説に照らして、研究に使⽤するデータソース

とデータ期間が適切である理由を記載すること
24



8.データソース 記載例
• データソースの概要
●社より入手した健康保険組合のレセプトデータベースを使用す
る。本データソースは、複数の健康保険組合のレセプトデータを
クリーニング、統合し、名寄せ作業を実施しているため、組合員
が当該健康保険から離脱しない限り、複数の医療機関にまたが
る保険診療の情報を個人単位で追跡することが可能である。本
研究で用いるデータベースには、2005年1月から2015年12月ま
でに発行された約●万人分の医科レセプト（入院・入院外）、調
剤レセプトが含まれる。本研究で用いるデータ項目とテーブルの
構成は図1に示す通りである。なお、組合員は定年退職に伴い健
康保険組合から離脱するため、このデータベースに含まれる65
歳以上の高齢者の割合（●％）が、日本の一般人口における高
齢者の割合（●％）と比較して著しく少ないことは利用に際し考慮
すべき点である。
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8.データソース 記載例
• データソースの選択理由
抗精神病薬の処方者数と糖尿病の発現者数が解析可能な程度に存

在すると見込まれたことから、既に●社より入手し解析可能な環境が

整っている健康保険組合のレセプトデータをデータソースとして選択し

た。データ期間については、最も新しい抗精神病薬の販売開始が2015
年5月であることから、現在入手している全てのデータ期間（2005年1月
から2015年12月まで）を利用することとする。なお、本研究の対象集団

が罹患していると考えらえる統合失調症は思春期から青年期で発症す

ることが多く、また、本研究では、抗精神病薬を新規に処方された患者

を調査対象とするため、対象集団には統合失調症を発症してまもない

若年者集団が多いと想定される。従って、高齢者の割合が一般集団よ

り低いという限界によって糖尿病の発生率を過小評価する可能性は低

いと考えている。

26



9.研究デザイン

• 選択した研究デザインを明記すること
• 研究⽬的や仮説に照らして、選択した研究デザ

インの使⽤が適切である理由を記載すること

ポイント
○よく知られた研究デザインではない場合は、研究デ
ザインについて説明する

○研究の限界につながり得る研究デザインの特徴があ
る場合には、予め説明する

○研究デザインに関し、「前向き」、「後向き」とい
う⽤語が使⽤されることがあるが、使⽤は可能な限
り避けること。
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代表的な研究デザイン
• Cross-Sectional study
• Cohort study
• Case-Control study
• Nested Case Control study
• Case Cohort study
• Self Controlled study

• Case-Cross Over design
• Self-Controlled Case Series
• Self-Controlled Risk Interval
• Sequence Symmetry Analysis

それぞれのデザインの特徴と留意事項を理解し、研究
の⽬的や仮説毎に最も適切なものを選択されるべき
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• コホートとは
• ある期間追跡される、特定の⽬的のために選ばれ
た個⼈の集まり

• コホート研究とは
• ⼀つないしそれ以上のコホート内で起こる疾病の
発⽣を測定するもので、全ての疫学研究の原型

Cohort study

• 観察の⽅向は「曝露」→「イベントの発⽣」

薬A使用薬A使用

薬A非使用薬A非使用

イベント発生イベント発生

イベント発生イベント発生

コホート

時間

29



Cohort study
• 曝露群と⾮曝露群におけるイベント発⽣の頻度を⽐較

• 頻度が割合の場合に算出される効果指標
• リスク差（Risk difference）＝ a/N1 – c/N0
• リスク⽐（Risk ratio）＝ (a/N1) / (c/N0)

イベント
発生（人）

イベント
非発生（人）

合計 発生割合

曝露群 a b N1(=a+b) a/N1

非曝露群 c d N0(=c+d) c/N0
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Cohort study

イベント
発生（人）

総リスク期間
（人年）

発生率

曝露群 a T1 a/T1
非曝露群 c T0 c/T0

• 曝露群と⾮曝露群におけるイベント発⽣の頻度を⽐較

• 頻度が率の場合に算出される効果指標
• 発⽣率差（Rate difference）＝ a/T1 – c/T0
• 発⽣率⽐（Rate ratio）= (a/T1) / (c/T0)
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• 研究デザイン
コホートデザインを⽤いる。注⽬薬剤である⾮定型
抗精神病薬の曝露集団における糖尿病発⽣リスクと、
定型抗精神病薬の曝露集団における糖尿病発⽣リス
クを⽐較する。
本研究では、⼈時間法を⽤いて、⾮定型抗精神病薬
及び定型抗精神病薬の曝露集団における糖尿病の発
⽣率を推定するため、コホートデザインを選択した。

9.研究デザイン 記載例
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前向き研究、後向き研究
• 何が「前向き」で「後ろ向き」？

• 研究の時間的順序？
• 因果の⽅向性？

現在

時間の流れ
過去 未来

曝
露 因果

後ろ向きの前向き
研究？

前向きの後ろ向き
研究？

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

曝
露 因果

イ
ベ
ン
ト

「前向き」「後向き」という⽤語の使⽤は可能
な限り避けること。 33



10.サンプルサイズ、検出⼒

• 研究実施に必要なサンプルサイズ、または使⽤
するデータソースによって得られる検出⼒（算
出⽅法）を、必要に応じて記載すること

ポイント
○現時点では、利⽤可能なデータベースが限られてお
り、データベースに含まれるデータの全てを使うこ
とが通常であることから、サンプルサイズは計算さ
れないことが多い。
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11.対象集団の定義

• 全ての対象集団の定義を明確にすること
• 定義が適切である理由を述べること

ポイント
○通常、対象集団の属性、場所、時間によって適格基
準、除外基準を⽰す
除外基準については、設定理由を説明する必要
がある

○データ期間内で、観察期間の定義を明記する
○対象集団の定義に、リスク期間の開始⽇以前に⼀定
期間以上の観察可能な期間（Look back period）
を必要とする場合には、明記する
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11.対象集団の定義

ポイント
○リスク期間（打ち切り条件等を含む）の定義を明記
する

○コホートデザインの場合は、曝露群及び対照群、
ケースコントロールデザインの場合はケース、コン
トロールの定義を明記する

○マッチング等の⽅法により対象集団の絞り込みを⾏
う場合には、マッチング因⼦やマッチング⽅法を具
体的かつ詳細に⼿順を記載すると共に、それらを使
⽤する理由を記載する

○対象集団の選択のフローチャートを⽰すことが望ま
しい
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• [例1]健康保険組合のレセプトデータを⽤いた場合
の観察期間の定義
• 観察開始時点：健保加⼊⽇かDB開始⽇のうち遅

い⽇
• 観察終了時点：健保退会⽇かDB終了⽇のうち早

い⽇
DBに含まれる期間

Aさん

Bさん

Aさんの観察期間

Bさんの観察期間

健保
退会⽇

健保
加⼊⽇

DB
開始⽇

DB
終了⽇

健保
加⼊⽇
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観察期間とは『各個⼈がデータベース内で観察可能
な期間』



• [例2]病院が保有するデータを⽤いた場合の観察期間
の定義1
当該病院への最初の受診⽇と最後の受診⽇の間を観
察期間とする。ただし、死亡⽇がある場合は打ち切
りとする。

⼊院⽇ 退院⽇受診⽇

DB
開始⽇

受診⽇

観察期間

Aさん

DBに含まれる期間

観察期間
開始⽇

観察期間
終了⽇
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• [例3]病院が保有するデータを⽤いた場合の観察期間の定義2
注⽬する医薬品の処⽅⽇を起点⽇とし、以下の条件に当てはまる期
間を観察期間に含める。
①起点⽇から直前、直後の受診⽇、⼊院⽇、退院⽇までの間隔が”

予め定める⼀定期間”以内であれば、継続した通院期間とする
②⼊院⽇と退院⽇の間は⼊院期間とする
③データベースに含まれる期間の末端で、退院⽇あるいは⼊院⽇の

いずれか⼀⽅しかない場合は、それぞれデータベースの開始⽇及
び終了⽇までを⼊院期間とする

④死亡⽇がある場合は観察期間を打ち切る

抗精神病薬
の処⽅

退院⽇ 受診⽇⼊院⽇

DB
開始⽇

⼊院期間

② ① ① ①

通院期間 通院期間

⼊院⽇
通院期間 ⼊院期間

死亡⽇

③

④

観察期間

Aさん

DBに含まれる期間

観察期間
開始⽇

観察期間
終了⽇
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終了⽇



Look back periodは、以下の⽬的で対象集団の条件
として設定されることが多い
• 既往歴等の患者の背景情報や交絡因⼦等の共変量

を測定するための期間を確保するため
• 医薬品の新規使⽤を確認するための期間を確保す

るため

Aさん

抗精神病薬
の初回処⽅

観察期間

Look back period

糖尿病の既往
→除外する
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リスク期間（at risk期間）とは『観察期間内で、対象のイベ
ント発⽣を追跡する期間』

• コホートデザインの場合
• リスク期間の開始（t0）：観察期間中の何らかの⽇

＊何らかの⽇の例：注⽬する医薬品の初回処⽅⽇等
• リスク期間の終了（tend）：t0以降のイベント発⽣⽇、打

ち切り条件の⽇、観察期間終了⽇のうち早い⽇
＊打ち切り条件の⽇の例：曝露期間（後述）の終了⽇、
別のクラスの治療薬への切り替え等

Aさん リスク期間

抗精神病薬
の初回処⽅ 糖尿病の発⽣

観察期間
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• コホートの定義

[適格基準]
以下の条件を全て満たす場合を適格条件とする。
• 観察期間中に⾮定型または定型抗精神病薬のいずれかを新

規に処⽅された⼈
• 抗精神病薬の初回処⽅⽇（t0）以前に180⽇以上の観察期間

を有する⼈

11.対象集団の定義 記載例
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• コホートの定義

[除外基準]
以下のいずれかを満たす場合は、コホートから除外する。
• t0の以前に糖尿病治療薬が処⽅された⼈、糖代謝異常の病

名が付与され栄養⾷事指導を受けた⼈
【理由】イベントは新規の糖尿病の発症とし、糖尿病の既往がある⼈を
除外するため

• 観察期間中にスルピリドの処⽅がある⼈
【理由】スルピリドは、統合失調症だけでなく、うつ病・うつ状態や胃
潰瘍・⼗⼆指腸潰瘍の治療にも⽤いられることから、他の抗精神病薬と
同等にリスクを評価するのは困難であるため

• 観察期間中にアルツハイマー型認知症治療薬の処⽅あるい
は認知症の診断がある⼈
【理由】抗精神病薬は適応外であるものの、認知症による⾏動異常の治
療薬として使⽤されることがある。対象集団を統合失調症に限定するた
め

11.対象集団の定義 記載例
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• 観察期間の定義
観察期間開始を“「健保加⼊⽉」または「データ開始⽉」の
うちのより遅い時点”、観察期間終了を“「健保退会⽉」、
「データ終了⽉」または2015年12⽉のうちのより早い時
点”と定義する。

• リスク期間の定義
抗精神病薬の初回処⽅⽇（t0）をリスク期間開始時点とし、
観察期間の終了、注⽬クラスの薬剤の処⽅継続期間の終了、
イベント発⽣、別のクラスの薬剤への切り替えまたは別のク
ラスの薬剤の追加（厳密には、切り替えまたは追加を⾏った
⽇の前⽇）のうち、最も早い時点をリスク期間終了時点とす
る。
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• 曝露群・対照群の定義
コホートに含まれる患者のうち、⾮定型抗精神病薬が新規に
処⽅された患者を曝露群とし、定型抗精神病薬を新規に処⽅
された患者を対照群とする。

• 解析対象集団の定義
最終的に解析に⽤いる曝露群、対照群は、傾向スコアを⽤い
てマッチングを⾏う。
(傾向スコアの推定⽅法や、マッチングの詳細については本
資料では割愛)
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データソース

1. データ期間中に非定型抗精神病薬または定型抗精神病
薬（スルピリド除く）の新規処方がある

2. 初回処方日（t0）以前に180日以上の観察期間あり

青枠：適格基準
赤枠：除外基準

コホート

曝露群 対照群

1. t0以前に、糖尿病治療薬の処方がある
2. t0以前に、糖代謝異常の病名が付与され、かつ栄養食

事指導の診療行為がある
3. 観察期間内にスルピリドの処方がある

4. 観察期間内にアルツハイマー型認知症治療薬の処方が
ある

5. 観察期間内に認知症の病名の付与がある

傾向スコアマッチング
曝露群：対照群=1:1

曝露群 対照群

解析対象集団

非定型抗精神病薬の新規処方
あり

定型抗精神病薬（スルピリド除
く）の新規処方あり

解析対象集団選択のフロー 46



12.曝露の定義
• 研究において注⽬する全ての曝露の定義を明記

すること
• 定義が適切である理由を述べること

ポイント
○曝露の定義の⽅法を記載する
医薬品の新規使⽤者に限定する場合は、新規使⽤の定義

を明記する
曝露期間を定義する
医薬品のクラス毎に解析をする場合は、同⼀クラスの別

の医薬品への切り替えた場合の扱いについて記載する
○曝露の定義に使⽤するコードリストを⽰す
○必要に応じて図を⽰すとよい
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• 新規使⽤者の定義：初回処⽅⽇の前に⼀定期間以上の観察期
間があること等で定義することが多い

• 曝露期間の定義：処⽅継続期間を算出することが多い
• 処⽅継続期間：注⽬する医薬品の処⽅が継続しているとみ

なす期間。Gap periodやGrace periodを⽤いて定義する
• Gap period：次回処⽅が前回の処⽅期間か推測された

時にある⼀定期間内であれば、処⽅継続とみなす期間
• Grace period：薬剤の飲み残しや中⽌した医薬品の効

果が持続する期間を考慮した猶予期間

Aさん 処⽅期間 処⽅期間
Gap Grace 

period

4/1 4/154/8 4/30 5/30

処⽅継続期間

1年間
処⽅なし

観察期間

初回処⽅⽇ 処⽅⽇

Gap period 30日 Grace period 30日の場合
曝露期間
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• 曝露の定義
曝露は、⾮定型抗精神病薬または定型抗精神病薬の新規処⽅
と定義する。新規処⽅は、抗精神病薬の初回処⽅⽇以前に
180⽇以上の観察期間があることとする。⾮定型抗精神病薬、
定型抗精神病薬のそれぞれで処⽅継続期間を算出し、曝露期
間とする。処⽅継続期間の集計⽅法は、処⽅⽇に処⽅⽇数を
加えた⽇付を処⽅終了⽇とし、処⽅⽇から処⽅終了⽇までを
処⽅期間とする。続いて、処⽅期間の終了⽇から次の処⽅期
間の開始⽇までの⽇数が30⽇以内であれば、継続した処⽅期
間とみなし、その間の期間を含めて処⽅継続期間とする。処
⽅期間の終了⽇から次の処⽅開始⽇までの⽇数が30⽇を超え
る場合には、最後の処⽅期間の終了⽇に30⽇を加えた時点を
処⽅継続期間の終了⽇とする。このみなし継続期間の設定は、
データベース内で抗精神病薬を継続的に処⽅されている⼈に
おける平均処⽅間隔が（●⽇）であったことを考慮して設定
した。

12.曝露の定義 記載例
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13.イベントの定義・バリデーション
• 研究において注⽬する全てのイベントの定義を明

記すること
• 各種定義の適切性、バリデーションスタディにつ

いて実施の有無（予定を含む）を明記すること

ポイント
○使⽤するデータソースに含まれる情報の中から⼯夫してイベ

ント定義を設定
傷病名のみでなく、必要に応じて、治療に使⽤される医薬品、

検査、処置などの情報を組み合わせて定義する
○イベントの発⽣⽇（index date）の定義を⽰す
データを組み合わせた場合、どの時点をイベントの発⽣とする

か
初回発⽣のイベントに限定するか、複数回の発⽣を測定するか
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13.イベントの定義・バリデーション

ポイント
○イベントの定義に使⽤するコードリストを⽰す
○定義の適切性を⽰す⽅法として、バリデーションス
タディを実施することが推奨される
バリデーションを実施する場合は計画書を、実施しない

場合は、理由を記載する
既存のバリデーションスタディの結果を参照する場合は、

その結果を利⽤することが適切な理由の記載と参考とし
た資料を添付する
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有害事象を特定するイベント定義の作成
• 客観的指標である検査値で確定診断される有害事象

⇒検査値でイベント定義を作成

• 検査値だけでは確定診断が難しい有害事象
⇒臨床介⼊情報の組合せによりイベント定義を作成

• 原因薬の中⽌
• 代替薬の処⽅
• 有害事象に対する治療薬の処⽅
• 有害事象に対する診療⾏為（⼿術、輸⾎等）の実施
• 有害事象に対する傷病名の付与

• ⾎⼩板減少・・・⾎⼩板数○○未満
• 低Ca⾎症・・・⾎清Ca濃度○○未満

• 間質性肺炎(例): 「ステロイド処⽅、⾎液検査値、CT検査実施、傷病名の付与」のAND条件
• 悪性腫瘍(例)：「抗がん剤処⽅、癌摘出⼿術の実施、傷病名の付与」のAND条件
• ⼤出⾎(例):「本剤中⽌、代替薬の処⽅、⼈⾚⾎球の処⽅、輸⾎診療⾏為の実施、傷病名の付

与」のAND条件

この場合、バリデーショ
ンスタディ実施が必要
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 バリデーションスタディが必要とされる理由（1）
• 医療情報のデータは、研究⽬的で集められたもの

ではないため、あるイベント（疾患）を特定する
ために作成された定義が、臨床的な観点でどの程
度正しいかを評価する調査（バリデーションスタ
ディ）を実施することが、研究結果を解釈する上
で重要である

• 海外で実施されているMini-SentinelやOMOPにお
いても、バリデーションスタディが多数実施され
ており、データベース研究の質を担保している
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 バリデーションスタディが必要とされる理由（2）
• イベント定義の例

脳卒中の症例をデータベースから特定する場合
① 脳卒中の病名コードを使って特定する
② 脳卒中の病名コードと脳卒中に対する治療薬のコードの両⽅を

もつ⼈を特定する
– 病名を使ってデータベースからある疾患をもっている

ケースを特定しようとした場合、病名の中には診療報酬
請求のために付与されているものがあるため、その患者
の真の臨床状態を表していない可能性がある

データベースから脳卒中の病名を
使って特定された集団（⾚枠）

CTやMRIの検査⽬
的のために病名が

付与された。
臨床的には脳卒中

ではない病名の記録とし
ては脳卒中の病
名は付与されな
かったが、臨床
的には脳卒中。

データ
ベース
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 バリデーションスタディとは（1）
• データベースに⽤いられるイベント（疾患等）の

定義について、ゴールドスタンダードとする情報
源（診療録を評価した結果等）と照らし合わせて、
その定義がどの程度正確であるかを評価するもの

ポテンシャルケース

（データからはイベントが発現したと推
測される症例）

データベースデータベース

判定
基準

イベント定義に従って、
データ抽出

判定基準に従って個々の
ケースを判定

真のケース その他のケース

多くの場合、
陽性的中度を算出 55



 バリデーションスタディとは（２）
• 多くのバリデーションスタディでは、陽性的中度

（Positive Predictive Value, PPV）を算出
– 陽性的中度とは、データベースからイベント定義に該当する者とし

て抽出された対象者のうち、臨床的な判断で真と判定される対象者
の割合

– 陽性的中度（%）＝A／（A+B）×100で計算される

 感度※1も求めることが望ましいが、感度を求めるためには、真の状態
が格納されているデータソース（レジストリ等）が必要であり、この
ようなデータソースを⽤意することは困難であることが多いため、実
施可能性の観点から多くの場合、陽性的中度しか求められない
※1：真にイベントがある⼈のうち、イベント定義で特定される⼈の割合

– 感度（%）=A／（A+C）×100

ゴールドスタンダードとする情報
（真の状態）

イベントあり イベントなし 合計

DBに適

用され
る定義

定義で特定
されるケース

True positive
A人

False positive
B人 A+B人

定義で特定
されなかった
ケース

False negative
C人

True negative
D人 C+D人

合計 A+C人 B+D人
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• イベント定義
曝露期間中の糖尿病治療薬の初回処⽅と定義し、糖尿病治療
薬の初回処⽅⽇をイベント発⽣⽇（index date）とする。
コードリストは別紙1に⽰す。

• 定義の妥当性
本研究に⽤いるデータソースは、匿名化処理が施された後
に提供される。匿名化対応表は⼊⼿し得ないため、ゴール
ドスタンダートとする情報源との突合は不可能であり、本
研究で⽤いたイベント定義の妥当性を評価できない。代替
⼿段として、病院が保有するレセプトデータを⽤いて、本
イベント定義のバリデーションスタディを実施する。バリ
デーションスタディの計画書は別紙2に⽰す。

13.イベント定義・バリデーション 記載例

抗精神病薬の種類 ⼀般名 YJコード（先頭7桁）
糖尿病治療薬 グリベンクラミド 3961003
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14.共変量の定義
• 共変量として測定する因⼦を全て明記すること
• 使⽤するデータソースにおいて測定が困難であ

るが重要と考えられる共変量が存在する場合、
研究デザインや解析における対処⽅法（例えば、
感度解析の実施等）を記載すること

ポイント
○共変量の例として、曝露とイベント以外の患者の基本情報、

交絡因⼦、効果修飾因⼦、マッチング因⼦等
○共変量の定義に使⽤するコードリストを⽰す
○重要な未測定の共変量が存在するが、対処⽅法がない場合

は、研究の限界として記載する
○共変量の定義の項を設けるのではなく、対象集団の定義や

統計解析の項において記載する場合もある 58



• 共変量の定義
患者背景の集計を⾏う共変量を以下に⽰す。コードリスト
は別紙2に⽰す。

• 抗精神病薬の初回処⽅⽇ (t0) 時点の年齢区分、性別、抗精
神病薬の初回処⽅年

• ⾼カロリー輸液、副腎⽪質ステロイド（内服・注射）、イ
ンターフェロン製剤、サイアザイド系利尿薬及びその合剤、
β遮断薬、免疫抑制薬、ガチフロキサシン、ペンタミジン、
フェニトイン、抗うつ薬、脂質代謝異常⽤薬（t0の前1か⽉
以内の処⽅の有無）

• ⾼⾎圧、脂質代謝異常 、甲状腺機能亢進症、クッシング症
候群、慢性肝炎、肝硬変、慢性膵炎、原発性アルドステロ
ン症、先端巨⼤症、膵癌、肝癌、褐⾊細胞腫、ヘモクロマ
トーシス、グルカゴノーマ、ソマトスタチノーマ（t0以前
の病名の有無）

• 統合失調症、気分障害、神経症性障害、上述の糖代謝異常
のリスク因⼦以外の癌 （t0以前の病名の有無）

14.共変量の定義 記載例
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15.データマネジメント、統計解析
• データクリーニング、データチェック、データ

セットの作成から解析（モデル、効果指標、共
変量の扱い⽅等）、予め計画した全てのデータ
の取扱いの内容と⽅法を記載すること

ポイント
○主要解析と副次解析、感度解析等は明確に区別する
○主要解析の前に予備的な解析を⾏う場合は、その内
容も明記する

○結果のイメージを⽰す
○解析に使⽤する統計ソフトウェアがあれば、その
バージョン、製造販売元や⼊⼿元を⽰す
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15.統計解析 記載例
• 統計解析
解析はSAS 9.3（SAS institute, Cary, NC）を⽤いて実施する。

• 主要解析
• 解析対象集団の患者背景の⽐較
解析対象集団の曝露群、対照群について、総リスク期間、
14. 共変量の定義に記載した共変量の分布を確認する。

曝露群 対照群
⼈数（⼈）
総リスク期間（⼈年）

⼈数
（⼈）

割合
（%）

⼈数
（⼈）

割合
（%）

性別 男性
⼥性

年齢
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15.統計解析 記載例

• 統計解析
• ⼈時間法による発⽣率及び発⽣率⽐の推定
⼈時間法を⽤いて曝露群、対照群の糖尿病の発⽣率を
推定し、各クラスの対照群に対する曝露群での相対リ
スク（粗発⽣率⽐）と95%信頼区間を推定する。

• マッチングを考慮した相対リスクの推定（略）

イベント数 総観察⼈年 発⽣率
（件/1000⼈年） 95%CI 発⽣率⽐ 95%CI 

対照群 t PTt t/PTt reference
曝露群 a PTa a/PTa
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16.研究の限界

• 計画時点で想定される研究の限界については記
載する

ポイント
○研究の限界が結果の内的妥当性、⼀般化可能性（外
的妥当性）にどの程度影響するか記載する
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16.研究の限界 記載例

• 研究の限界
本研究で⽤いるデータセットは⼀般集団と⽐較し、
⾼齢者の割合が少ない点については留意する必要
がある。ただし、統合失調症は思春期から⻘年期
で発症することが多く、抗精神病薬を新規に処⽅
された患者を調査対象とするデザインを⽤いてい
るため、対象集団には統合失調症を発症してまも
ない若年者集団が多いと想定される。従って、糖
尿病の発⽣率を過⼩評価する可能性は低いと考え
る。
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17.結果の公表の有無、公表⽅法

• 結果の公表⽅法と公表先
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17.結果の公表の有無、公表⽅法 記載例

• 結果の公表
本研究で得られた結果は、学術論⽂、学術集会、
医薬品医療機器総合機構ホームページ等を通じ公
表予定である。
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18.個⼈情報保護と倫理
•個⼈情報の使⽤の有無を記載すること
•⼈を対象とする医学系研究に関する倫理指針の対
象となるか記載すること

•倫理審査委員会に付議する場合には、委員会名及
び委員会が設置されている組織を記載すること

ポイント
○個⼈情報を取り扱う場合はセキュリティ⾯の対応⽅
法の概要

○個⼈情報に関する項⽬が取り除かれたデータソース
を使う場合にはその旨

○研究の過程でデータソースから個⼈情報に関する項
⽬を取り除く処理がなされる場合は、主な処理内容 67



• 倫理指針
本研究は、⼈を対象とする医学系研究に関する倫理指針
（平成26年⽂部科学省・厚⽣労働省告⽰第3号、平成26年
12⽉22⽇）を遵守して⾏う。

• 倫理審査委員会
本研究の実施にあたっては、医薬品医療機器総合機構倫理
審査委員会の承認を得るものとする。研究計画の内容を変
更する場合は、改めて同委員会の承認を得ることとする。

• 個⼈情報の保護
本研究で⽤いるデータを取り扱うのは本研究に参加する研
究者のみとし本研究以外の⽬的には使⽤しない。本研究で
⽤いるデータは、匿名化処理が施された後に提供される。
匿名化対応表は⼊⼿し得ないため、本研究で個⼈が特定さ
れることはない。また、データの利⽤及び結果の公表に際
しては、個⼈が特定されることのないよう⼗分配慮する。

18.個⼈情報保護と倫理 記載例
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19.利益相反、透明性の確保

• 研究に関与する全ての⼈員の利益相反状況を記
載すること

• 利益相反が存在する場合は、研究の透明性を確
保する⼿段を記載すること

ポイント
○研究に係る資⾦源があれば記載する。
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19.利益相反、透明性の確保 記載例

• 当該研究に係る資⾦源
本研究の実施にあたっては、研究費の獲得は⾏わ
ない。

• 利益相反
本研究の研究代表者、全ての研究分担者は、研究
対象となる医薬品の製造販売業者との間に申告す
べき利益相反を有していない。
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20.参考⽂献

• 研究実施計画書の作成に際して参考とした⽂献を
記載する
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1. Mamdani M, Sykora K, Li P, et al. Reader's 
guide to critical appraisal of cohort studies: 2. 
Assessing potential for confounding. Bmj. 
2005 Apr 23;330(7497):960-2. 

2. ・・・

20.参考⽂献 記載例
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おわりに

研究実施計画書には、研究を実施する
上で必要となる情報を正確に
不足なく記載することが重要

研究実施計画書には、研究を実施する
上で必要となる情報を正確に
不足なく記載することが重要
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