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基礎的検討（集計表利用）におけるコードリスト作成手順等について 

 

平成 31 年２月５日 

一部改定 令和３年４月１日  

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

医療情報活用部 MID-NET運営課 

 

基礎的検討（集計表利用）は、利活用の初期段階において、一定範囲での抽出・集計条

件に限った集計表を利活用することにより、必要とする情報が統合データソースに十分に

蓄積されているか確認し、利活用の継続の可否、調査・研究計画の具体化に向けた検討等を

行うものであり、その実施については、「MID-NET の利活用の初期段階における基礎的検

討の実施要綱について」（平成 30年 4月 1日薬機発第 0401004号独立行政法人医薬品医療

機器総合機構理事長通知）において定めているところです。本文書では、基礎的検討（集計

表利用）の実施を検討する上で必要な情報及び利活用申出時に必要となるコードリストの

作成手順等について説明します。 

 

 

１．基礎的検討（集計表利用）に関する用語の定義 

（１） 設定区分 

基礎的検討（集計表利用）では、MID-NETで利用可能なテーブルのうち SS-MIX2デー

タ（電子カルテデータ）の来院等情報テーブル、傷病情報（病名オーダ）テーブル、処方・

注射オーダテーブル及び検体検査情報テーブルを対象に、独立行政法人医薬品医療機器総

合機構（以下「PMDA」という。）が提供する基礎的検討（集計表利用）用 SASプログラム

を用いて、定型化された抽出・集計条件（表 1に定める設定区分）に基づく集計を実施する

ことができます。 

なお、集計を実施するための処理依頼は 1 利活用につき原則として 1 回（調査実施計画

書の内容に変更が生じない軽微な修正による最小限のやり直しを除く）としますが、1回の

処理依頼において複数の抽出・集計条件を設定することができます。 
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表１．基礎的検討（集計表利用）の設定区分 

設定区分 
集計対象の 

コード分類※ 
集計の内容 

設定区分① 医薬品 A 
・医薬品 Aを処方された患者人数及び医薬品 Aを新規に処方

された患者人数 

設定区分② 傷病 A 

・傷病 Aと診断された患者人数及び傷病 Aと新規に診断され

た患者人数 

・傷病 Aと診断された患者の連続通院期間 

設定区分③ 
傷病 A 

医薬品 A 

・傷病 Aと診断された患者のうち、医薬品 Aを処方された患

者人数（処方と診断の時間的前後関係は問わない） 

・傷病 Aと最も早く診断された日†以降に、医薬品 Aを処方さ

れた患者人数及び医薬品 Aを新規に処方された患者人数 

・傷病 Aと診断された患者の連続通院期間 

設定区分④ 
傷病 A 

傷病 B 

・傷病 Aと診断された患者のうち、傷病 Bと診断された患者

人数（各傷病の診断の時間的前後関係は問わない） 

・傷病 Aと最も早く診断された日†以降に傷病 Bと診断された

患者人数及び傷病 Bと新規に診断された患者人数 

・傷病 Aと診断された患者の連続通院期間 

設定区分⑤ 
傷病 A 

検査 A 

・傷病 Aと診断された患者のうち、検査 Aを実施された患者

人数及び検査 Aの実施件数（診断と検査の時間的前後関係

は問わない） 

・傷病 Aと最も早く診断された日†以降に検査 Aを実施された

患者人数及び検査 Aの実施件数 

・傷病 Aと診断された患者の連続通院期間 

※コード分類の定義 

医薬品 A：調査対象とする医薬品 

傷病 A ：調査対象とする医薬品の適応疾患に係る傷病。疑い病名フラグの有無（＝１又は null）

を選択可能。詳細は詳細情報 A-01を参照。 

傷病 B ：調査対象とするアウトカムに係る傷病。疑い病名フラグの有無（＝１又は null）を選択

可能。詳細は詳細情報 A-01を参照。 

検査 A ：調査対象とするアウトカム定義に含める予定の臨床検査項目 

†分析用データセットの SS-MIX2データ傷病情報（病名オーダ）テーブルに格納される「開始日」 

 

 

（２） 連続通院期間、連続通院判定期間 

基礎的検討（集計表利用）用 SASプログラムでは、利活用者が指定するデータ期間の始

点日から終点日までを一定期間（連続通院判定期間）毎に分割し、当該期間毎に SS-MIX2

データ来院等情報テーブルの開始日が１件以上存在する場合には当該期間に通院があるも

のとみなすこととしています。連続通院期間とは、通院があるものとみなされた連続通院判

定期間が連続している期間のことをいいます（図 1）。 

連続通院期間は、傷病 Aにかかる設定区分②③④⑤の集計を実施する際に、傷病 Aを有

する患者を対象に、当該患者毎に連続通院期間の合計日数及び最大日数が算出されます（図

2）。集計表には、医療機関別に合計日数及び最大日数の最頻値（但し一意に決定される場

合）、中央値、最大値、最小値が出力されます。 
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利活用者は、連続通院期間を算出する際に用いる連続通院判定期間について、30 日、90

日、180日、360日より選択することができます。 

 

 

 
図１．連続通院判定期間に基づく連続通院期間の定義 

 

図２.集計表に出力される連続通院期間 

（３） 新規患者確認期間 

医薬品の新規の処方、又は傷病の新規の診断を特定する際に用いる期間を新規患者確認

期間とします。データ期間における医薬品の最も早い処方日（処方・注射オーダテーブルに

格納される「開始日」）、又は傷病の最も早い診断日（傷病情報（病名オーダ）テーブルに格
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納される「開始日」）について、当該日付からデータ期間の始点日まで一定の期間（新規患

者確認期間）以上を有する場合に、それぞれ新規の処方、新規の診断と定義します（図 3）。 

利活用者は、新規患者確認期間について、90 日、180 日、360 日より選択することがで

きます。 

 

 
図３．新規患者確認期間に基づく新規患者の定義 

 

（４） パラメータ番号 

パラメータ番号とは、基礎的検討（集計表利用）用コードリストに記載された医薬品コー

ド、傷病コード及び臨床検査コードについて、個々の抽出・集計条件において参照するコー

ドを識別するため、基礎的検討（集計表利用）用コードリストにおいて各抽出・集計条件の

パラメータ（医薬品 A、傷病 A、傷病 B、検査 A）毎に利活用者にて付与する識別番号です。 

 

（５） 集計対象 

集計対象とは、基礎的検討（集計表利用）用コードリストに記載された医薬品コード、傷

病コード及び臨床検査コードについて、「調査対象とする医薬品」、「調査対象とする医薬品

の適応疾患に係る傷病」、「調査対象とするアウトカムに係る傷病」又は「調査対象とするア

ウトカム定義に含める予定の臨床検査項目」のいずれに対応するかを識別するもので、それ

ぞれ医薬品 A、傷病 A、傷病 B又は検査 Aと定義します（表 1）。 

 

（６） コード体系 

コード体系とは、医薬品コード、傷病コード又は臨床検査コードとして利用するコードの

付番規則を表すものです。基礎的検討（集計表利用）においては次のコード体系を利用可能

です。 
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 医薬品コード：個別医薬品コード（YJコード） 

 傷病コード：国際疾病分類第 10版（ICD10コード）（2003年版及び 2013年版）又は

病名交換用コード 

 臨床検査コード：臨床検査項目分類コード第 10版（JLAC10コード） 

 

（７） 抽出・集計条件番号 

抽出・集計条件番号とは、複数の集計を実施する際に、個々の集計結果を区別するため、

基礎的検討（集計表利用）用コードリストにおける各設定区分の抽出・集計条件毎に機械的

に付与する識別番号です。 

  

２．基礎的検討（集計表利用）の実施 

基礎的検討（集計表利用）を実施する際の基本的な流れは図 4のとおりです。 

 

図４．基礎的検討（集計表利用）の実施の流れ 

 

３．基礎的検討（集計表利用）の事前準備 

（１） 集計を行う設定区分の選択 

利活用の継続の可否、調査・研究計画の具体化に向けた検討等を行う上で必要となる情報

が取得できるよう、基礎的検討（集計表利用）で実施する集計の設定区分を選択してくださ
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い。 

設定区分を選択する際には、当該区分における集計で必要となるコード分類と、それに含

める医薬品コード等をあわせて検討してください。 

 

【具体例】 

利活用事例：○○○症治療薬と有害事象×××との関連評価 

 ＜曝露定義＞ ○×錠、××錠、△□錠のいずれかの処方 

 ＜アウトカム定義＞ □×病又は□□病の診断、若しくは☆☆検査結果が基準値未満 

 

基礎的検討（集計表利用）の目的： 

 利活用の継続の可否を検討するため、次の情報を取得する。 

 １．曝露定義に用いる医薬品毎の処方患者人数 

 ２．曝露定義に用いる医薬品の適応疾患を有する患者人数 

 ３．曝露定義に用いる医薬品の適応疾患を有する患者における当該医薬品の処方患者人数 

 ４．曝露定義に用いる医薬品の適応疾患を有する患者におけるアウトカム定義に用いる傷

病の診断を有する患者人数 

 ５．曝露定義に用いる医薬品の適応疾患を有する患者におけるアウトカム定義に用いる臨

床検査が実施された患者人数 

 

設定区分の選択： 

 上記の各目的に対する集計として、次の設定区分の集計を実施する。 

□目的１に対する集計 

 設定区分 コード分類 指定するコード 

設定区分① 医薬品 A ○×錠に関する医薬品コード 

設定区分① 医薬品 A ××錠に関する医薬品コード 

設定区分① 医薬品 A △□錠に関する医薬品コード 

設定区分① 医薬品 A ○×錠、××錠、△□錠に関する医薬品コード 

 

□目的２に対する集計 

 設定区分 コード分類 指定するコード 

設定区分② 傷病 A ○○○症に関する傷病コード 

 

□目的３に対する集計 

 設定区分 コード分類 指定するコード 

設定区分③ 傷病 A ○○○症に関する傷病コード 

医薬品 A ○×錠に関する医薬品コード 

設定区分③ 傷病 A ○○○症に関する傷病コード 

医薬品 A ××錠に関する医薬品コード 

設定区分③ 傷病 A ○○○症に関する傷病コード 
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医薬品 A △□錠に関する医薬品コード 

設定区分③ 傷病 A ○○○症に関する傷病コード 

医薬品 A ○×錠、××錠、△□錠に関する医薬品コード 

 

□目的４に対する集計 

 設定区分 コード分類 指定するコード 

設定区分④ 傷病 A ○○○症に関する傷病コード 

傷病 B □×病に関する傷病コード 

設定区分④ 傷病 A ○○○症に関する傷病コード 

傷病 B □□病に関する傷病コード 

設定区分④ 傷病 A ○○○症に関する傷病コード 

傷病 B □×病、□□病に関する傷病コード 

□目的５に対する集計 

 設定区分 コード分類 指定するコード 

設定区分⑤ 傷病 A ○○○症に関する傷病コード 

検査 A ☆☆検査に関する臨床検査コード 

 

 

４．基礎的検討（集計表利用）用コードリストの作成手順 

次ページ以降に示す各シートの入力手順を踏まえ、基礎的検討（集計表利用）用コードリ

ストを作成してください。基礎的検討（集計表利用）において利用可能なコードは次のとお

りです。コードの選定にあたっては、該当する標準コードマスタを必ず参照してください。 

 医薬品コード：個別医薬品コード（YJコード） 

 傷病コード：国際疾病分類第 10 版（ICD-10 コード）（2003 年版及び 2013 年版）

又は病名交換用コード 

 臨床検査コード：臨床検査項目分類コード第 10版（JLAC10コード） 

提供されている基礎的検討（集計表利用）用コードリストの様式において、行数が不足す

る場合には、MID-NET運営課にご相談ください。 

利活用申出を行う際には、作成した基礎的検討（集計表利用）用コードリストを利活用申

出書に必ず添付してください。申出書に添付されたコードリストに基づき、PMDA におい

て基礎的検討（集計表利用）用 SASプログラム及びデータ抽出スクリプトファイルを作成

します。 
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＜基礎的検討（集計表利用）用コードリスト「コードリスト様式」シートの入力手順＞ 

① 「データ期間」、「連続通院期間」及び「新規患者確認期間」等の入力 

項目名 説明 入力例 

提出日 本コードリストを提出する日付を記載します。 2018/10/1 

リサーチクエ

スチョン No. 

利活用の区分が製造販売後調査の場合であって、複数の

リサーチクエスチョンを対象とする利活用の場合には、

（別紙様式３）利活用申出書Ⅵのリサーチクエスチョン

No.に対応する番号を全て記載します。 

1、2、3 

調査・研究計

画書の標題 

利活用の区分が製造販売後調査の場合であって、複数の

リサーチクエスチョンを対象とする利活用の場合には、

リサーチクエスチョン No.との対応が分かるようリサーチ

クエスチョン No.を併記します。 

1) ○○に関する

○○の調査 

2) ××に関する

××の調査 

利活用番号 
利活用の承認後に本コードリストを使用する場合は、承

認通知書の利活用番号を記載します。 
2018-001 

データ期間

（年月日） 

任意の期間を最大３年間の範囲内で指定してください。 

 

自 

至 

2018/1/1 

2018/8/31 

連続通院判定

期間（日） 

連続通院期間を決定するために利用する連続通院判定期

間（日）を選択します。 
30 

新規患者確認

期間（日） 

新規患者を特定するために利用する新規患者確認期間

（日）を選択します。 
90 
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② マスタ情報の「バージョン番号」の入力 

項目名 説明 入力例 

マスタ管理

番号 

「標準コードマスタ」又は「コードリスト作成用マスタ」

の種別ごとに振られた管理用のコードです。入力できま

せん。 

  

マスタ種別 
「標準コードマスタ」又は「コードリスト作成用マスタ」

の種別を表す名称です。入力できません。 
  

バージョン

番号 

コードリスト作成に使用した「標準コードマスタ」又は

「コードリスト作成用マスタ」のバージョン番号を、マ

スタ種別ごとに入力します。（依頼時に使用しないマス

タ種別は、空欄にしてください。） 

「標準コードマスタ」又は「コードリスト作成用マスタ」

のファイル名は次のような構成です。利用する各種マス

タのバージョン番号（8桁の数字）を確認し、入力してく

ださい。 

 

「標準コードマスタ」又は「コードリスト作成用マスタ」

のファイル名の構成： 

・標準コードマスタ管理番号_標準コードマスタ（マスタ

種別）_バージョン番号.xlsx 

（例）MID002-1_標準コードマスタ（病名（基本））

_20200101.xlsx 

・コードリスト作成用マスタ管理番号_コードリスト作

成用マスタ（マスタ種別）_バージョン番号.xlsx 

（例）MID002-1_コードリスト作成用マスタ（病名（基

本））_20200101.xlsx 

20200101 

 



10 

③ コードの入力 

項目名 説明 入力例 

パラメータ番

号 

抽出・集計条件を設定する際に各抽出・集計条件番号に

対応するパラメータ（医薬品 A、傷病 A、傷病 B、検査

A）として参照するコードを識別するため、各抽出・集計

条件番号のパラメータ毎に番号を選択します。番号が不

足する場合は、MID-NET運営課にご相談ください。 

1 

集計対象 

（別紙様式３）利活用申出書５.（３）④抽出条件（抽出

スクリプトの条件）の説明との関連を明確にするため

に、「集計対象」には該当する分類を「医薬品 A」、

「傷病 A」、「傷病 B」、「検査 A」から選択してくださ

い。 

検査 A 

集計対象が指

すもの 

パラメータ番号に対応する集計対象の具体的な内容を記

載してください。記載例としては、医薬品 Aの場合は該

当する医薬品名、傷病 A・Bの場合は該当する傷病名、

検査 Aの場合は該当する検体検査項目名を入力してくだ

さい。 

肝機能検査 

利用するコー

ド体系 

「YJコード」、「ICD10コード_完全一致」、「ICD10

コード_前方一致」、「病名交換用コード」、「JLAC10

コード」から選択してください。なお、ICD10コードを

3桁又は 4桁で省略記載する場合には、「ICD10コード_

前方一致」を選択してください。 

YJコード  

指定する標準

コード 

指定する標準コードを入力します。 

＜医薬品の標準コード＞ 

 

設定区分①「医薬品 A」を指定する場合、YJ コードは 7

桁、8桁、9桁又は 12桁（全桁）の何れかで指定してくだ

さい。 

設定区分③「傷病 A×医薬品 A」を指定する場合にのみ、

YJコードは上記以外の桁数の指定も可能です。 

上記の何れの場合も指定した桁数で集計されることに留

意してください。 

＜傷病の標準コード＞ 

ICD-10は 3桁、4桁又は全桁、病名交換用コードは 4桁

（全桁）で指定してください。 

＜検体検査の標準コード＞ 

3A01500000

2327101 
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項目名 説明 入力例 

JLAC10は 17桁（全桁）で指定してください。 

疑い病名フラ

グの入力有無 

指定する標準コードに ICD10コード又は病名交換用コー

ドを選択する場合にのみ、「疑い病名を含まない集計

（疑い病名フラグ=null）」又は「疑い病名フラグの入力

内容によらない集計」を選択してください。 

疑い病名を含

まない集計

（疑い病名フ

ラグ=null） 

標準コードが

指すもの 

指定する標準コードに対応する標準名称を記載します。

各種マスタに記載の標準コードに対応する名称（「病名

表記」、「商品名」又は「一般名」）を入力してくださ

い。なお、YJコード又は ICD10コードで全桁以外の桁

数を指定する場合、或いは JLAC10コードを指定する場

合は、対応する任意の名称（医薬品の場合は一般名等）

を入力してください。 

一般名（アセ

トアミノフェ

ン） 

肝疾患 

アルブミン 
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＜基礎的検討（集計表利用）用コードリスト別添１「条件設定」シートの入力手順＞ 

① 「データ期間」、「連続通院期間」及び「新規患者確認期間」等の確認 

「コードリスト様式」シートで入力された内容が自動的に表示されます。正しく表示され

ていることを確認してください。 

 

② 抽出・集計条件の入力 

項目名 説明 入力例 

リサーチクエ

スチョン No. 

「コードリスト様式」シートにおいてリサーチクエスチ

ョン No.を複数記載している場合は、リサーチクエスチョ

ン No.との対応が分かるよう関連するリサーチクエスチョ

ン No.を記載します。全てのリサーチクエスチョン No.と

関連する場合は、0又は全ての番号を記載してください。 

1、3 

抽出・集計条

件番号 

設定区分を選択することで先頭行から順に連番が自動的

に表示されます。 
  

設定区分 
基礎的検討の実施要綱を参考にして、設定区分を選択し

ます。 

設定区分⑤：

傷病 A×検査 A 

パラメータ番

号 

選択した設定区分に応じて、指定が必要なパラメータ(医

薬品 A、傷病 A、傷病 B、検査 A)の入力欄が黄色に変わ

ります。コードリスト上で割り当てたパラメータ番号が

選択肢として表示されるので、使用する番号を選択しま

す。 

1 

 


