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OHDSI Japanのミーティング種類

■ OHDSI Japan face-to-face(F2F)
- 顔を合わせて開く会合。Web中継はしない。
- 30名程度の参加者相互に顔が見えるサイズ。
- 会場は今のところ国際医療福祉大学の東京赤坂キャ

ンパス（地下鉄 赤坂見附駅近く）
- 海外からの訪問者による発表が多いが、国内からの

発表者を増やして行きたい。

■OHDSI Japan mini-meeting（ミニ勉強会）
- 90分をMAXとする勉強会、あるいは会合。
- OHDSI Japanの運営会議も兼ねる。
- 現地F2F会合だけでなくWebExによる参加ができる。
- 国内のみの発表者を想定。

※F2Fとmini-meetの通算で、月１回以上開催する。 2



今後の予定

● OHDSI Japan face-to-face
- イギリスからEHDENの方の来日に合わせて、

2月17日に予定。@国際医療福祉大 東京赤坂キャンパス

- 詳細はいまから（EHDENの方は午前中のみ）
- 関連して

● OHDSI Japan mini-meeting（ミニ勉強会）
- Book of OHDSI関連で当面、頻繁に開催？
- ２週間に１回程度？
- 日程調整は、

(1)発表者の都合で候補日選定
(2)複数候補日あれば、調整くんで選ぶ。
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European OHDSI Symposium 2020
MAR 27-29, 2020 － Oxford, UK



韓国シンポジウム速報

● 2019/12/12 – 2019/12/14
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https://search.naver.com/search.naver?sm=tab_hty.top&where=news&query=Georg
e+Hripcsak&oquery=peter+rijnbeek&tqi=UQkD4dp0JywssApV%2FzRssssssZV-169652

Bitly-URL   https://bit.ly/36FbZtI

報道記事：韓国語なのでChromeを使って「日本語に翻訳」してください。

https://search.naver.com/search.naver?sm=tab_hty.top&where=news&query=George+Hripcsak&oquery=peter+rijnbeek&tqi=UQkD4dp0JywssApV%2FzRssssssZV-169652


Book of OHDSIの翻訳

●3つのリソースをもとに、作成ができる

- 英語版のGoogle翻訳

- 韓国語版のGoogle翻訳

- 英語の原文

●岡田先生資料参照

- 韓国語版のGitのGoogle翻訳が日本語きれいなので、それを元に

英語版を確認しながら手修正して日本語を作る。

- 用語の統一、日本語スタイルの統一などはどうするか。

→まずはどこかの章をやってみて、全員で主要なポイントを検討す

る。細かな点は、その後翻訳を進めながらで良いでしょう。
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Book of OHDSIの翻訳
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OHDSI Japan当面の重点項目

●Atlasを使ったデモンストレーション

●実データは、科研ネットワークを中心に、OKがだせる大学で。

●科研のテーマに沿うよう、PheValuatorも動かす。(テスト#1)

●実データのみだと、その病院でしか作業できないので、

共同作業には疑似データ（合成データ）を使う。”Synthea”

●ETLツールと同じ環境でうごかせる、VirtualBox版の

OHDSI-in-a-boxを使いたい。

●JOMOPie対応で。
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実データで動くテストベッドを作る。



OHDSI-in-a-box（VirtualBox版)

⚫OHDSI-In-A-Box is a virtual machine containing the full 
OHDSI Technology Stack as well as several of the OHDSI 
tools. It was constructed as a resource to supplement 
tutorials held during the 2016 OHDSI Symposium. It also 
functions as a learning aid and sandbox environment for 
those who want hands-on experience with OHDSI.

⚫ The OHDSI-In-A-Box virtual machine is intended for 
demonstration and educational purposes only.
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https://www.ohdsi.org/web/wiki/doku.php?id=documentation:
software:ohdsi-in-a-box

ローカル環境のVirtualBOXで動くもの。少し古い？



OHDSI-in-a-box（AWS版)

⚫ Virtual Machine containing SynPUF data in OMOP CDM, a RDBS 
including query client, WebAPI, ATLAS, R and Python.

⚫ Quickly deploy a single instance implementation of OHDSI tools and 
sample data for personal learning and training enviroments. If you are 
looking to deploy a enterprise, scalable OHDSI architecture then check 
out the OHDSIonAWS project.
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https://github.com/OHDSI/OHDSI-in-a-Box

https://github.com/OHDSI/OHDSIonAWS


OHDSIonAWS

Automation code and documentation for standing up the OHDSI 

toolstack in an AWS environment
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https://github.com/OHDSI/OHDSIonAWS



Synthea

■合成データをつくる無償ツール
https://synthetichealth.github.io/synthea/

- 12の疾患の患者群データを合成できる。
- OSIM2からの流れなのではないか。

■SyntheaのCSVをOMOPに変換するツール
https://github.com/OHDSI/ETL-Synthea

日本ではSyntheaのCSVから、レセプト等に逆
向きの変換があると良いのではないか。
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Forumでの自己紹介の仕方

https://forums.ohdsi.org/c/ohdsi-in-japan

（Book of OHDSI準拠）

(1) アカウントにサインアップします。

(2) フォーラムアカウントを取得したら、日本Forum「こんにちは」の
スレッドで自己紹介をお願いします。

(3) 自己紹介をお願いします。日本フォーラムでは日本語です。
・自己紹介をして、自分のやっていることについて少し教えてください。
・コミュニティでどのように活動したいか教えてください
（例：ソフトウェア開発、研究の実施、研究論文の執筆など） 。

(4) これで旅の仲間になりました。
(5) その後は、他の日本トピックで議論に参加することをおすすめします。
※OHDSIコミュニティでは、フォーラムを使用して質問したり、新しいア
イデアについて話し合ったり、共同作業したりすることができます。
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