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OHDSI内では、実名での活動になります。
Zoom参加時も「名前は実氏名で」お願いします。
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傷病名マッピング

傷病名コード OMOP Standard Concept ID

【目的】

【方法】

レセプト
電算コード

ICD10

OMOP Conceptの種類
• Standard
• Non-standard
• Classification

OMOP Standard
Concept ID

傷病名マスターにある OHDSI Athena から

ICD10

完全一致がない場合は
上位コードで比較する。

第11回国際医療福祉大学学会学術大会「傷病名コードの医療情報国際規格への対応」
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【結果】

傷病名マスター中の傷病名数 26,310

対応が得られた傷病名数 26,089 99.2%

対応評価スコア*（ランダム200傷病名） 平均 2.05 SE=0.09

（評価スコア内訳）

3 一致 28.0%

2 近上位傷病名 50.0%

1 遠上位傷病名 20.5%

0 誤り 1.5%

99%以上の傷病名に自動対応が得られた。
そのうち78%がサンプル評価により一致または近上位傷病名
対応が得られなかった傷病名(0.8%)の多くは、RまたはZコー
ドのICD10（Athenaに該当ICD10コードが含まれない）

対応が得られた先は、すべてSNOMED-CTからのコード

【考察】

第11回国際医療福祉大学学会学術大会「傷病名コードの医療情報国際規格への対応」

今後

遠上位傷病名・誤りへの対応
重要な傷病名に対して一致を
増やす

病名交換コードをMEDISコード
とのpivotとして用いる

傷病名マッピング
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Pubmedで”OHDSI or OMOP”を検索

全期間累計:10月216本→11月225本

pubmed.ncbi.nlm.nih.govにて作成
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EHRデータ再利用のためにデータ操作を定義する
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Abstract
Reuse of EHRs requires data extraction and transformation processes are based on homogeneous and 
formalized operations in order to make them understandable, reproducible and auditable. This work aims to 
define a common framework of data operations for obtaining EHR-derived datasets for secondary use. Thus, 
21 operations were identified from different data-driven projects of a 1,300-beds tertiary Hospital. Then, ISO 
13606 standard was used to formalize them. This work is the starting point to homogenize ETL processes 
for the reuse of EHRs, applicable to any condition and organization. In future studies, defined data operations 
will be implemented and validated in projects of different purposes.

概要
 EHRを再利用するためには，データの抽出と変換のプロセスを，理解可能，再現可能，監査可能にするために，均質で

形式化された操作に基づいて行う必要がある。
 この研究の目的は、EHR由来のデータセットを二次利用するためのデータ操作の共通フレームワークを定義することで

ある。
 そこで、1,300床の第三次病院の様々なデータ駆動型プロジェクトから21の操作を特定した。
 そして、ISO13606 規格を用いてそれらを公式化した。
 この研究は、どのような状況や組織にも適用できるように、EHRを再利用するためのETLプロセスを均質化するための

出発点となる。
 今後の研究では、定義されたデータ操作を様々な目的のプロジェクトで実施し、検証していく予定である。

論文１
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データ共有のFAIR原則
Findable（見つけられる）、Accessible（アクセスできる）、
Interoperable（相互運用できる）、Reusable（再利用できる）

ドイツの医薬品データをOMOPに変換する
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Abstract
Generating evidence based on real-world data is gaining importance in research not least since the COVID-
19 pandemic. The Common Data Model of Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) is a research 
infrastructure that implements FAIR principles. Although the transfer of German claim data to OMOP is 
already implemented, drug data is an open issue. This paper provides a concept to prepare electronic health 
record (EHR) drug data for the transfer to OMOP based on requirements analysis and descriptive statistics for 
profiling EHR data developed by an interdisciplinary team and also covers data quality issues. The concept 
not only ensures FAIR principles for research, but provides the foundation for German drug data to OMOP 
transfer.

概要
COVID-19パンデミック以降、実世界のデータに基づいてエビデンスを生成することは、研究において
重要性を増しています。OMOPは、FAIR原則を導入した研究インフラである。ドイツの請求データの
OMOPへの転送はすでに実施されているが、薬剤データは未解決の課題である。本論文では，学際的な
チームによって開発されたEHRデータのプロファイリングのための要求分析と記述統計に基づいて，
OMOPへの移転のために電子カルテ（EHR）の薬剤データを準備するコンセプトを提供し，データ品質
の問題もカバーしている。このコンセプトは、研究におけるFAIRの原則を確保するだけでなく、ドイツ
の医薬品データをOMOPに転送するための基盤を提供するものである。

論文２
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OMOPからREDCapへデータ転送
「セマンティックを扱うフレームワーク」を開発
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背景・目的
EHR→eCRFを、EHR→OMOP→eCRFで実現する。
eCRFとしてREDCapを想定する。

方法
(1)セマンティック・アノテーションのフレームワーク

・REDCapの変数メタデータへJSON形式で追加する
a) 対応するOMOP Conceptはなにか
b) 変換時の規則

- 時間に依存する要素（例:検査値）に関連する基準日
- 時間的許容範囲（例:基準日±1日）
- 依存する要素（例:分岐論理ルール）の処理方法
- 単一または複数の変数のデータ転送試行を実行する実際の順序

(1) アノテーションを参照しながら実際に転送するソフトウェア
→Javaで実装した。

結果・評価
OMOPデータベースも保持しているItalian Registry for Severe Asthma Patients (SANI)
でテストした。

論文３
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OMOPデータをFHIRで連携する
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「CAPABLE Data Platform」を開発中。これはCAPABLE (CAncer PAtient Better Life 
Experience)プロジェクトのすべての患者関連情報を保存して プロジェクトのすべての患
者関連データを保存・取得する永続的な層を提供するもの。

永続性と交換フォーマットにそれぞれOMOP-CDM とHL7-FHIRを選択した。
・OMOPを選択した理由は、「標準化された臨床データ」テーブル、同じコードシステムに
集約された国際標準の用語集である「標準化された語彙」にある。
・FHIRは、データをウェブサービスで安全に交換するため。臨床エンティティを相互に組
み合わせることができる「コンポジション・アプローチ」をとっているため。

OMOPonFHIRをカスタマイズして実装した。重要な改善点は３つ。
(1) 他のすべてのリソースで使用されているFHIR Codingリソースの管理を容易にする。
(2) FHIR Codingをその標準的なOMOP同義語（存在する場合）に自動的に翻訳するオプ
ションにより、FHIRで直接異なる用語間の相互運用を可能にする。
(3)すべての制約が順番に評価されるフラットな検索モデルを超えて、階層的なクエリ・モ
デルを導入することが可能。

・そのほか、複数のOMOPドメイン（Observation、Measurement、Procedure、
Condition Occurrenceなど）に対応する概念を表すことができるFHIR Observation 
Resourceに関する改善を行ったも。否定のObservationや、スケールやグレードによって
さらに特定されたりする可能性があることも考慮したきめ細かい管理を実装した。
・CTCAE（Common Terminology Criteria for Adverse Events）をOMOP ボキャブラリ
に追加する作業も進行中である。

論文４
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COVID-19重症化のリスクかもしれない
少数派の性的指向（ゲイ、レズビアン、バイセクシャル等）
をEHRから取得できるか
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Abstract
Purpose: The Veterans Health Administration (VA) is the largest single integrated healthcare system in the US and is likely the largest healthcare 
provider for people with minoritized sexual orientations (e.g., gay, lesbian, bisexual). The purpose of this study was to use electronic health record 
(EHR) data to replicate self-reported survey findings from the general US population and assess whether sexual orientation is associated with 
diagnosed physical health conditions that may elevate risk of COVID-19 severity among veterans who utilize the VA.
Methods: A retrospective analysis of VA EHR data from 10/01/1999-07-01-2019 analyzed in 2021. Veterans with minoritized sexual 
orientations were included if they had documentation of a minoritized sexual orientation within clinical notes identified via natural language 
processing. Veterans without minoritized sexual orientation documentation comprised the comparison group. Adjusted prevalence and prevalence 
ratios (aPR) were calculated overall and by race/ethnicity while accounting for differences in distributions of sex assigned at birth, age, calendar 
year of first VA visit, volumes of healthcare utilization, and VA priority group.
Results: Data from 108,401 veterans with minoritized sexual orientation and 6,511,698 controls were analyzed. After adjustment, veterans with 
minoritized sexual orientations had a statistically significant elevated prevalence of 10 of the 11 conditions. Amongst the highest disparities 
observed were COPD (aPR:1.24 [95% confidence interval:1.23-1.26]), asthma (1.22 [1.20-1.24]), and stroke (1.26 [1.24-1.28]).
Conclusions: Findings largely corroborated patterns among the general US population. Further research is needed to determine if these disparities 
translate to poorer COVID-19 outcomes for individuals with minoritized sexual orientation.

概要
目的:退役軍人健康管理局（VA）は、米国最大の統合医療システムであり、少数派の性的指向（ゲイ、
レズビアン、バイセクシャルなど）を持つ人々にとって最大の医療機関であると考えられる。本研究の
目的は、電子カルテ（EHR）データを用いて、米国の一般集団における自己申告による調査結果を再現
し、VAを利用する退役軍人において、性的指向がCOVID-19重症化のリスクを高める可能性のある診断
された身体的健康状態と関連しているかどうかを評価することであった。
方法:10/01/1999-07/01/2019のVA EHRデータを2021年に分析した。マイノリティの性的指向を持
つ退役軍人は、自然言語処理で特定された臨床ノート内にマイノリティの性的指向の文書がある場合に
含まれた。マイノリティの性的指向に関する文書がない退役軍人を比較群とした。出生時に割り当てら
れた性別、年齢、退役軍人の初診暦、医療利用の量、退役軍人の優先順位グループの分布の違いを考慮
して、全体および人種・民族別に調整済み有病率および有病率比（aPR）を算出した。
結果:性的指向がマイノリティである退役軍人108,401人と対照者6,511,698人のデータを分析した。
調整後、少数派の性的指向を持つ退役軍人は、11の症状のうち10の症状の有病率が統計的に有意に上昇
していた。中でも、COPD（aPR:1.24［95％信頼区間:1.23-1.26］）、喘息（1.22［1.20-
1.24］）、脳卒中（1.26［1.24-1.28］）は、最も高い格差が認められた。
結論:調査結果は、米国の一般人口におけるパターンとほぼ一致していた。これらの格差が、少数派の
性的指向を持つ人のCOVID-19の転帰を悪くするかどうかについては、さらなる研究が必要である。

論文５

VA EHR→nightly→VA CDW(DWH) →分析するときOMOP
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OMOP-CDMによるRWE：
抗VEGF薬投与後の眼内炎の発生率
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Abstract
Objectives: To evaluate the real-world incidence of endophthalmitis after intravitreal anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) injection 
through the Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) Common Data Model (CDM).
Methods: Patients with endophthalmitis developing within 6 weeks after intravitreal anti-VEGF injections were identified in three large 
OMOP CDM databases.
Results: We identified 23,490 patients who received 128,123 intravitreal anti-VEGF injections. The incidence rates of endophthalmitis 
were 15.75 per 10,000 patients and 2.97 per 10,000 injections. The incidence rates of endophthalmitis for bevacizumab, ranibizumab, 
and aflibercept (per 10,000 injections) were 3.65, 1.39, and 0.76, respectively. The annual incidences have been below 5.00 per 10,000 
injections since 2011 although the number of intravitreal anti-VEGF injections have been increasing. Bevacizumab presented a higher 
incidence rate for endophthalmitis than ranibizumab and aflibercept (incidence rate ratio = 3.17; P value = 0.021).
Conclusion: The incidence of endophthalmitis after intravitreal anti-VEGF injections have been stabilized since 2011 despite the explosive 
increase of anti-VEGF injections. The off-label use of bevacizumab raised more endophthalmitis significantly. The OMOP CDM, which 
includes off-label uses, laboratory data, and scalable standardized database, could provide a novel strategy to reveal real-world evidence 
especially in ophthalmic fields.

概要
目的:血管内皮増殖因子（VEGF）注射後の眼内炎の実際の発生率を、OMOP-CDMを通じて評価する。
方法:3つの大規模なOMOP-CDMデータベースで、抗VEGF注射後6週間以内に眼内炎が発症した患者を
特定した。
結果:128,123回の抗VEGF注射を受けた23,490人の患者を同定した。眼内炎の発生率は、患者1万人あ
たり15.75人、注射1万回あたり2.97人であった。また、ベバシズマブ、ラニビズマブ、アフリベルセプ
トの眼内炎発生率（注射1万回当たり）は、それぞれ3.65、1.39、0.76でした。2011年以降、抗VEGF
剤の注射回数は増加しているものの、年間の発症率は10,000回あたり5.00を下回っていました。また，
ベバシズマブは，ラニビズマブやアフリベルセプトに比べて，眼内炎の発生率が高かった（発生率比＝
3.17，P値＝0.021）。
結論: 2011年以降，抗VEGF注射の爆発的な増加にもかかわらず，抗VEGF注射後の眼内炎の発生率は
安定していた。ベバシズマブの適応外使用は，より多くの眼内炎を有意に増加させた。OMOP-CDMは、
適応外使用、実験室データ、スケーラブルな標準化されたデータベースを含んでおり、特に眼科領域に
おけるリアルワールドエビデンスを明らかにするための新たな戦略となり得る。

論文６
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複数のレジストリをOMOP-CDMに変換
することで希少疾患に対応
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Abstract
Background: The Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) Common Data Model (CDM) can be used to transform observational health data to a common 
format. CDM transformation allows for analysis across disparate databases for the generation of new, real-word evidence, which is especially important in rare disease 
where data are limited. Pulmonary hypertension (PH) is a progressive, life-threatening disease, with rare subgroups such as pulmonary arterial hypertension (PAH), for 
which generating real-world evidence is challenging. Our objective is to document the process and outcomes of transforming registry data in PH to the OMOP CDM, and 
highlight challenges and our potential solutions.
Methods: Three observational studies were transformed from the Clinical Data Interchange Standards Consortium study data tabulation model (SDTM) to OMOP CDM 
format. OPUS was a prospective, multi-centre registry (2014-2020) and OrPHeUS was a retrospective, multi-centre chart review (2013-2017); both enrolled patients 
newly treated with macitentan in the US. EXPOSURE is a prospective, multi-centre cohort study (2017-ongoing) of patients newly treated with selexipag or any PAH-
specific therapy in Europe and Canada. OMOP CDM version 5.3.1 with recent OMOP CDM vocabulary was used. Imputation rules were defined and applied for missing 
dates to avoid exclusion of data. Custom target concepts were introduced when existing concepts did not provide sufficient granularity.
Results: Of the 6622 patients in the three registry studies, records were mapped for 6457. Custom target concepts were introduced for PAH subgroups (by combining 
SNOMED concepts or creating custom concepts) and World Health Organization functional class. Per the OMOP CDM convention, records about the absence of an event, 
or the lack of information, were not mapped. Excluding these non-event records, 4% (OPUS), 2% (OrPHeUS) and 1% (EXPOSURE) of records were not mapped.
Conclusions: SDTM data from three registries were transformed to the OMOP CDM with limited exclusion of data and deviation from the SDTM database content. Future 
researchers can apply our strategy and methods in different disease areas, with tailoring as necessary. Mapping registry data to the OMOP CDM facilitates more efficient 
collaborations between researchers and establishment of federated data networks, which is an unmet need in rare diseases.

概要
背景:OMOP-CDMは，観察された健康データを共通のフォーマットに変換するために使用できる．CDM変換により，異
なるデータベース間での分析が可能となり，新たなリアルワードエビデンスの創出が可能となる。これは，データが限ら
れている希少疾患では特に重要である。肺高血圧症（PH）は、進行性で生命を脅かす疾患であり、肺動脈性肺高血圧症
（PAH）のような稀なサブグループがあり、実世界のエビデンスを生成することは困難である。我々の目的は、PHのレジ
ストリデータをOMOP CDMに変換するプロセスと結果を記録し、課題と我々が考えている解決策を明らかにすることです。
方法: 3つの観察研究が、CDISCのSDTMからOMOP-CDMフォーマットに変換されました。OPUSはプロスペクティブな
多施設登録（2014年～2020年）、OrPHeUSはレトロスペクティブな多施設のチャートレビュー（2013年～2017年）で、
いずれも米国で新たにマキテンタン治療を受けた患者が登録されています。EXPOSUREは、ヨーロッパとカナダで新たに
セレキシパグまたはPAHに特化した治療を受けた患者を対象とした前向き多施設コホート研究（2017年～継続中）です。
最近のOMOP-CDM語彙を用いたOMOP-CDMバージョン5.3.1を使用しました。データの除外を避けるために、欠落して
いる日付に対してインピュテーションルールを定義し、適用した。既存の概念では十分な粒度が得られない場合は、カス
タムターゲット概念を導入した。
結果: 3つの登録研究の6622人の患者のうち、6457人の記録がマッピングされた。PAH サブグループ（SNOMED 概念の
組み合わせまたはカスタム概念の作成）および世界保健機関（WHO）の機能クラスについて、カスタムターゲット概念を
導入した。OMOP-CDM の規約により、イベントがない、または情報がないという記録はマッピングされなかった。これ
らの非イベント記録を除くと、4％（OPUS）、2％（OrPHeUS）、1％（EXPOSURE）の記録がマッピングされなかった。
結論: 3つのレジストリから得られたSDTMデータは、データの除外やSDTMデータベースの内容からの逸脱を抑えて、
OMOP-CDMに変換された。将来の研究者は、必要に応じて調整しながら、我々の戦略と方法を異なる疾患領域に適用する
ことができる。レジストリデータをOMOP-CDMにマッピングすることで、研究者間のより効率的な共同研究や、希少疾患
におけるアンメットニーズである連携データネットワークの構築が促進されます。

論文７
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麻酔記録をOMOP-CDMに変換する
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Abstract
Background: Electronic health records (EHRs, such as those created by an anesthesia management system) generate a large amount of data that can notably be reused for 
clinical audits and scientific research. The sharing of these data and tools is generally affected by the lack of system interoperability. To overcome these issues, 
Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI) developed the Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) common data model (CDM) to 
standardize EHR data and promote large-scale observational and longitudinal research. Anesthesia data have not previously been mapped into the OMOP CDM.
Objective: The primary objective was to transform anesthesia data into the OMOP CDM. The secondary objective was to provide vocabularies, queries, and dashboards 
that might promote the exploitation and sharing of anesthesia data through the CDM.
Methods: Using our local anesthesia data warehouse, a group of 5 experts from 5 different medical centers identified local concepts related to anesthesia. The concepts 
were then matched with standard concepts in the OHDSI vocabularies. We performed structural mapping between the design of our local anesthesia data warehouse and 
the OMOP CDM tables and fields. To validate the implementation of anesthesia data into the OMOP CDM, we developed a set of queries and dashboards.
Results: We identified 522 concepts related to anesthesia care. They were classified as demographics, units, measurements, operating room steps, drugs, periods of 
interest, and features. After semantic mapping, 353 (67.7%) of these anesthesia concepts were mapped to OHDSI concepts. Further, 169 (32.3%) concepts related to 
periods and features were added to the OHDSI vocabularies. Then, 8 OMOP CDM tables were implemented with anesthesia data and 2 new tables (EPISODE and 
FEATURE) were added to store secondarily computed data. We integrated data from 5,72,609 operations and provided the code for a set of 8 queries and 4 dashboards 
related to anesthesia care.
Conclusions: Generic data concerning demographics, drugs, units, measurements, and operating room steps were already available in OHDSI vocabularies. However, most 
of the intraoperative concepts (the duration of specific steps, an episode of hypotension, etc) were not present in OHDSI vocabularies. The OMOP mapping provided here 
enables anesthesia data reuse.
Keywords: Observational Medical Outcomes Partnership; anesthesia; common data model; data reuse; data warehouse; reproducible research.

概要
背景 電子健康記録（麻酔管理システムで作成されるようなEHR）は，臨床監査や科学研究に再利用できることが注目され
る大量のデータを生成する。これらのデータやツールの共有は，一般にシステムの相互運用性の欠如によって影響を受け
る。これらの問題を解決するために，OHDSIは，EHRデータを標準化し，大規模な観察研究や縦断的研究を促進するため
に，OMOP-CDMを開発した。麻酔のデータはこれまでOMOP-CDMにマッピングされていなかった。
目的 麻酔データをOMOP-CDMに変換することを第一の目的とした。副次的な目的は，CDMによる麻酔データの利用と共
有を促進する可能性のある語彙，クエリ，およびダッシュボードを提供することである．
方法 5つの医療センターの5人の専門家からなるグループが，我々の地域の麻酔データウェアハウスを用いて，麻酔に関連
するローカル概念を特定した。そして，その概念をOHDSI語彙の標準的な概念と照合した．我々は、ローカル麻酔DWH
の設計とOMOP-CDMテーブルとフィールドの間の構造マッピングを行った。麻酔データのOMOP-CDMへの実装を検証す
るために、一連のクエリとダッシュボードを開発した。
結果 麻酔ケアに関連する522の概念を特定した。これらは，人口統計，単位，測定，手術室での手順，薬剤，興味のある
期間，特徴に分類された。セマンティックマッピングの結果，353（67.7％）の麻酔コンセプトがOHDSIコンセプトに
マッピングされた．さらに、期間と特徴に関連する169（32.3%）の概念がOHDSI語彙に追加された。そして，8つの
OMOP-CDMテーブルに麻酔データを実装し，2次的に計算されたデータを格納するために2つの新しいテーブル
（EPISODEとFEATURE）を追加した。5,72,609件の手術のデータを統合し、麻酔治療に関連する8つのクエリと4つの
ダッシュボードのコードを提供した。
結論 人口統計、薬剤、単位、測定、手術室での手順に関する一般的なデータは、すでにOHDSIの語彙に含まれていた。し
かし，術中の概念のほとんど（特定のステップの時間，低血圧のエピソードなど）はOHDSI語彙には存在しなかった．こ
のOMOPマッピングにより、麻酔データの再利用が可能となった。
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Abstract
The ASH Research Collaborative is a nonprofit organization established through the American Society of Hematology's commitment to 
patients with hematologic conditions and the science that informs clinical care and future therapies. The ASH Research Collaborative 
houses two major initiatives: 1) the Data Hub and 2) the Clinical Trials Network (CTN). The Data Hub is a program for hematologic diseases 
in which networks of clinical care delivery sites are developed in specific disease areas, with individual patient data contributed through 
electronic health record (EHR) integration, direct data entry through electronic data capture, and external data sources. Disease-specific 
data models are constructed so that data can be assembled into analytic datasets and used to enhance clinical care through dashboards 
and other mechanisms. Initial models have been built in multiple myeloma and sickle cell disease using the Observational Medical
Outcomes Partnership (OMOP) Common Data Model (CDM) and Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) standards. The Data Hub 
also provides a framework for the development of disease-specific Learning Communities and the testing of healthcare delivery strategies. 
The ASH Research Collaborative CTN is a clinical trials accelerator that creates efficiencies in the execution of multicenter clinical trials and 
has been initially developed for sickle cell disease. Both components are operational, with the Data Hub actively aggregating source data 
and the CTN reviewing study candidates. This manuscript describes processes involved in developing core features of the ASH Research 
Collaborative to inform the stakeholder community in preparation for expansion to additional disease areas.

概要
ASH Research Collaborativeは、米国血液学会が、血液疾患の患者さんと、臨床治療や将来の治療法に
役立つ科学への貢献を目的として設立された非営利団体です。ASH Research Collaborativeには、1）
データハブ、2）CTN（Clinical Trials Network）という2つの主要な取り組みがあります。

データハブは、血液疾患を対象としたプログラムで、特定の疾患領域において臨床医療提供施設の
ネットワークを構築し、電子カルテ（EHR）の統合、電子データキャプチャによるデータの直接入力、
および外部データソースを通じて個々の患者データを提供します。疾患に特化したデータモデルを構築
することで、データを分析用データセットにまとめ、ダッシュボードなどを通じて臨床治療の向上に役
立てることができます。初期のモデルは、OMOP-CDMおよびFHIR規格を用いて、多発性骨髄腫と鎌状
赤血球症で構築されました。また、データハブは、疾患に特化した学習コミュニティの構築や、医療提
供戦略の検証のためのフレームワークを提供します。

ASH Research Collaborative の CTNは、多施設での臨床試験を効率的に実施するための臨床試験ア
クセラレータで、鎌状赤血球症を対象に開発されました。

データハブはソースデータを積極的に集約し、CTNは研究候補を審査するなど、両コンポーネントが
稼働しています。この原稿では、ASH Research Collaborativeの中核的な機能を開発する過程を説明し、
新たな疾患領域への拡大に備えて、関係者のコミュニティに情報を提供しています。
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