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研究成果の概要（和文）：大規模医療データの二次利用はその重要度を増している。本研究の目的は、NDBを解
析して疫学研究を実施する事、そして、NDBと他のデータベーを連携して解析する事である。
NDBを用いた研究を実施するうえで、そのデータ構造が複雑であるという課題があった。そこで、本研究では研
究者が利用しやすいデータ構造の定義と、NDBから研究データを抽出変換するシステムを独自に開発し、疫学研
究を行った。さらに近年注目されている深層学習等の手法を用い、データベース間をＩＤ連結せずとも解析を行
う手法の開発を行った。さらに、実際にID連結解析したデータベースの構築を行った。

研究成果の概要（英文）：The secondary use of large-scale medical data is becoming more and more 
important. The purpose of this study was to conduct epidemiological research by analyzing the NDB. 
And to analyze the NDB in conjunction with other databases.
In order to conduct research using the NDB, there was a problem that the data structure was 
complicated. Therefore, in this study, we defined a data structure that is easy for researchers to 
use, developed our own system for extracting and converting research data from NDB, and conducted 
epidemiological research. In addition, we developed a method for analyzing the data without linking 
the databases by using methods such as deep learning, which has been attracting attention in recent 
years. In addition, we constructed an actual database with ID-connected analysis.

研究分野： 医療情報・臨床疫学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究により、今まで十分に実施されてこなかったNDBの長期追跡データを用いた疫学研究の実施が可能となっ
た。
さらに、今までは制度上の問題で実施できなかった、データベース間に患者属性が散らばる場合でのデータ解析
を、データベース突合を行わずに実施する方法を考案した。加えて、実際にデータベース間を突合したデータの
取得にも成功した。今後、今回の研究を基盤として、さらなる疫学研究の実施が可能となった。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
近年、大規模な Administrative Claim Database の臨床疫学・経済学分野へ二次利用はその重
要度を増している。 米国では、CMS の有する Medicare Claim database 用いた研究が盛んに
行われ、韓国・台湾では、国民の医療実施レセプトを用いた疫学研究の報告数が増加している。 
本邦では、全国のレセプトと特定健診情報等データベース（National receipt database:NDB）
の研究利用を促す体制が整備され研究利用が開始されている。 また、介護領域の介護保険レセ
プトデータベースを整備したデータベースも整備されつつある。  Administrative Claim 
database を臨床疫学・経済学研究に用いる価値は、その悉皆性と症例追跡力にある。 さらに、
本邦の Administrative Claim Database は診療行為を実施日単位で追跡出来る等、国外のデー
タと比して情報の粒度が細かい。 対して、本邦の Administrative Claim Database の他国と共
通する課題は、あくまで医療・介護実績情報のみが記録されており、患者の重症度に関する情報
は取得不可能である点である。 さらに、本邦では他国と異なり、国民を一意に識別する ID 体
系が整備されていないため、他のデータベースの情報（死亡状況や介護の状況）と情報の突合が
困難である点も重要な課題である。 さらに、保険者毎の被保険者番号と生年月日性別を用いた
ID1 と氏名と生年月日性別を用いた ID2 という不完全な ID を用いた形でしか、個人を識別・
追跡出来ない点に大きな課題が残る。 本邦の Administrative Database の課題を克服するため
には、i)新たな長期追跡 ID 体系を利用した解析を行うこと、ii)他のデータベースと連携した解
析を行う事が重要である。 しかし、現状 NDB には不完全な ID 体系しか作成されておらず、
NDB と他のデータベースを組み合わせて解析も行った事例も未だない。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、1) 新たな長期追跡可能な ID 体系を構築した NDB データを解析して長期追
跡の強みを活かした疫学研究を実施する事、そして、2) NDB と介護保険レセプトデータベー
ス・DPC データベース等を連携して解析する事である。 
 
３．研究の方法 
1) 新たな長期追跡可能な ID 体系を構築した NDB データを解析して長期追跡の強みを活かし
た疫学研究を実施する。 
1-1) NDB を利用するうえで必要となる ID 体系の構築と、それを基にした研究データの抽出 
NDB を用いた疫学研究を実施するためには、まず、DB内の長期追跡 ID 体系を構築する必要があ
る。我々は研究開始時点で、ID1 と ID2 を用い IDの再帰的探索を行うことで、ID0 と呼ばれる長
期追跡 ID 体系を構築することに成功していた。 しかし、NDB はレセプト情報が全 73 テーブル
(医科,歯科,調剤,DPC:18,15,14,26)に格納されており、研究利用を行うには、複雑すぎる構造を
している。 そのため、NDB 本体データから、研究テーマに沿った症例群を抽出し、症例群の情
報を解析しやすいデータ構造に変換する必要があった。 我々は、当該研究期間中に既存の ID0
の構築手法の改善と、構築された ID体系を基盤とした研究データを NDB 本体から抽出するシス
テムを構築した。 
 
1-2-1) 術前口腔ケアの主要癌術後合併症に対する効果（NDB を利用した疫学研究の実践） 
患者の口腔衛生状態を改善することは、口腔や咽頭の分泌物の吸引によって引き起こされる可
能性のある術後の肺炎を予防するための選択肢の一つである。しかし、歯科医による術前の口腔
ケアが術後の合併症を減少させるかどうかについては、まだ議論がある。そこで、大規模ながん
手術を受けた患者を対象に、術前の口腔ケアと術後合併症の関連性を評価するため、NDB データ
を用いたレトロスペクティブコホート研究を実施した [1] 。   
NDB データから、2012 年 5月から 2015 年 12 月の間に、頭頸部がん、食道がん、胃がん、大腸が
ん、肺がん、肝がんの切除術を受けた患者を特定した。主要アウトカムは、術後の肺炎と術後 30
日以内の全死因死亡とした。患者背景は、傾向スコアを用いた治療の逆確率による重み付けで調
整した。 
 
1-2-2) 糖尿病患者における sodium-glucose cotransporter-2(SGLT2 阻害剤)と尿路感染症の
リスクについて- 日本の Administrative Claims Database を用いたターゲット・トライアルエ
ミュレーション（NDB を利用した疫学研究の実践） 
糖尿病における SGLT2 阻害剤の使用に関連する尿路感染症（UTI）の発生リスクを、ターゲット・
トライアルエミュレーションを用いて評価した [2] 。 
NDB を用いて、2014 年 4月から 2015 年 3月の間に SGLT2 阻害薬、dipeptidyl peptidase-4（DPP-
4）阻害薬、ビグアナイドのいずれかを処方された 40歳以上の患者のコホートを構築した。計算
を容易にするために、SGLT2 阻害薬ユーザーの 100％、DPP-4 阻害薬ユーザーの 3％、ビグアナイ
ド薬ユーザーの 20％を無作為に抽出し、抗糖尿病薬の New User を分析した。UTI の intention-
to-treat（ITT）ハザード比（HR）は、その後の治療変更を無視した IPT（inverse probability 



of treatment）加重 Cox の比例ハザードモデルを用いて推定した。治療の重み付けは、患者の性
別、年齢、投薬、病歴、入院歴を用いて計算した。また、非ランダムな治療変更を調整した IPT
および逆打ち切り確率加重 Cox モデルを用いて、per-protocol（PP）HR を推定した。 
2) NDB と介護保険レセプトデータベース・DPC データベース等を連携して解析 
NDB と介護保険レセプトデータベースや DPC データベース等の大規模医療データベースとの連
携解析を行う上で複数の方法を検討した。 
 
2-1) データ・フュージョンを用いた方法(2017 年度公衆衛生学会にて発表) 
複数データベース間を突合する「ID 情報」が存在しない状況で、多重代入法(multiple 
imputation:MI)を用いたデータ・フュージョン(data fusion)により、個人情報の突合を伴わず
に未測定交絡因子の影響を補正できるかどうかを DPC データに適用可能かを検証した。 
PC データを元にしたモンテカルロ・シミュレーション(n =50)を行った。平成 22年 7月-平成 23
年 12 月の DPC データより、COPD の緊急入院症例を抽出した。アウトカムを退院時 ADL、治療を
入院院 48時間以内のリハビリテーション開始とし、年齢と入院時 ADL を交絡因子とした。また、
DPC データから得られる治療実績及び、重症度情報を欠測補完に用いる因子として用意した。ア
ウトカムのみをマスクしたデータ A、交絡因子のみをマスクしたデータ Bを作成した。データ A, 
B を統合し、アウトカムが欠測した行と交絡因子が欠測した行が混在するデータ Cを作成し、欠
測補完に用いる変数を元に多重代入法を実行した。作成された 10 個の代入後データそれぞれか
ら、データ A に由来する行を削除したデータを用いて、治療効果をロジスティック回帰モデル
により解析した。アウトカムをマスクする前のデータ A の治療効果（真値）と、代入後データ
で推定された治療効果（検証値）、およびデータ Cでの結果（偽値）とを比較した。 
 
2-2) 深層学習を用いた方法(2018 年度日本臨床疫学会にて発表,2021 年英語論文投稿中) 
入院時点で推定される患者予後はリスクスコアとして用いることで、臨床疫学研究における患
者のリスク補正を行うことができる。臨床現場において種々のリスクスコアが利用されている
が、近年数多くの臨床疫学研究で利用されているレセプトデータベースにおいては、リスクスコ
ア算出に必要な重症度を把握することが困難であるという強い限界が存在する。近年、深層学習
を始めとする機械学習手法の発達により、大量の予測因子を用いたモデル構築が可能となった。
本研究では、DPC データを用いて、レセプトデータから取得可能な大量の処方情報を用い作成し
たリスクスコアの妥当性を検証し、DPC 様式１に含まれる既存重症度との対応を検討した。 
さらに、既存重症度から算出されるリスクスコアも作成し、二つのリスクスコアの精度を比較し
妥当性を検証した。 
 
2-3) 医療介護連結済みデータベースの構築 
医療と介護と特定健診のデータは地方自治体が国民健康保険を運用するうえで蓄積される大規
模データベースである。今回、革新的研究開発推進プログラム ImPACT 社会リスクを低減する超
ビッグデータプラットフォーム（原田 PM）の一環として、自治医科大学データサイエンスセン
ターで自治体から直接、匿名化した医療介護特定健診連結データベースデータ収集が行われた。 
データ取得と解析を行うためには、取得に必要な匿名化プロセス及び、データベース構造の設計
が必要であった。取得プロセスと、データベースの設計に、本研究の 1-1)で開発された NDB 本
体から研究データを抽出するシステムを継承した。 
医療・介護・特定健診とそれらを連結する自治体国保加入者台帳と複数の ID 体系のデータベー
スを連結するため、1-1)で構築した ID0 を拡張子、新たな ID体系を構築した。 
 
４．研究成果 
 
1-1) NDB を利用するうえで必要となる ID 体系の構築と、それを基にした研究データの抽出 
研究データの構造として、73 テーブルを 15テーブルに集約した。 
研究データの自動抽出過程は、適切なインデックスを参照し処理を逐次的に進めることで、高速
かつ大規模な研究データの取得が可能となるようにシステムを構築した。 
研究者は、研究に必要となる症例を定義するクエリを作成し、研究に用いる情報（必要となる病
名情報と診療プロセス情報）を用意したうえで、必要項目を GUI に入力することで、NDB 本体デ
ータから必要となる研究データを取得するスクリプトを自動生成することが可能となった。 
 
1-2-1) 術前口腔ケアの主要癌術後合併症に対する効果（NDB を利用した疫学研究の実践） 
調査対象となった 509179 名の患者のうち、81632 名（16.0％）が歯科医による術前の口腔ケア
を受けていた。合計 15724 人（3.09％）の患者が術後肺炎にかかり、1734 人（0.34％）が術後
30 日以内に死亡した。潜在的な交絡因子を調整した結果、歯科医による術前の口腔ケアは、術
後の肺炎（3.28 対 3.76%、リスク差-0.48（95%CI:-0.64 to -0.32）%）および術後 30 日以内の
全死亡率（0.30 対 0.42%、リスク差-0.12（-0.17～-0.07）%）の減少と有意に関連していた。 
 
1-2-2) 糖尿病患者における sodium-glucose cotransporter-2(SGLT2 阻害剤)と尿路感染症の
リスクについて- 日本の Administrative Claims Database を用いたターゲット・トライアルエ



ミュレーション（NDB を利用した疫学研究の実践） 
分析対象は、SGLT2 阻害剤の投与開始者 11,364 人、DPP-4 阻害剤の投与開始者 9,035 人、ビグア
ナイドの投与開始者 10,359 人であった。SGLT2 阻害剤投与群とビグアナイド投与群を比較する
と、SGLT2 阻害剤投与群の粗 HR は 1.14（95%CI:1.05-1.24）、ITT HR は 0.94（95%CI:0.86-1.03）、
PP HR は 0.90（95%CI:0.78-1.03）であった。DPP-4 阻害剤の開始者は、粗 HRが 1.13（95%CI:1.04-
1.23）、ITT HR が 0.85（95%CI:0.77-0.94）、PP HR が 0.83（95%CI:0.71-0.95）であった。SGLT2
阻害剤や DPP-4 阻害剤の使用は、ビグアナイド系薬剤の使用と比較して UTI のリスクを増加さ
せなかった。治療法の変更を考慮しても、推定効果に大きな影響はなかった。 
 
2-1) データ・フュージョンを用いた方法(2017 年度公衆衛生学会にて発表) 
DPC データより 14393 症例を抽出した。真値のオッズ比は 0.97(SD: 0.05)であった。検証値・偽
値のオッズ比はそれぞれ 0.85(0.05)・0.80(0.04)で、検証値が真値に近かった。多重代入法を
用いた data fusion により、実データでも未測定交絡因子の解析結果への影響を低減できる可
能性が示唆された 。 
しかしながら、利用できる情報量が少ないと、検証値と真値の間の差が縮まりきらない可能性が
示された。 
 
2-2) 深層学習を用いた方法(2018 年度日本臨床疫学
会にて発表,2021 年英語論文投稿中) 
対象となった患者のうち、2,005,035 人（4.3％）が死
亡していた。モデルの判別能とキャリブレーションは
満足のいくものであった(Fig.1)。Validation data に
おけるモデルの AUC は 0.954（95%CI:0.9537-0.9547）
であった。モデルは、疾患別モデルよりも高い識別能
力を有していた。 
これにより、精度の高い入院時死亡リスクスコアの算
出が可能となった。このリスクスコアは既存のリスク
スコアと同等以上の疾患に対する影響を有している
ことから、このリスクスコアを用いてリスク調整を行
ったうえでレセプト情報のみでも精度の高い臨床疫
学研究が実施可能となった。 
 
2-3) 医療介護連結済みデータベースの構築 
新たな ID 体系により、医療にかかった後の長期的な介
護予後等の新たな臨床疫学研究の実施が可能となった。 
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図 1：キャリブレーションカーブ 
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