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450万人のCOVID患者の特徴
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Abstract
Purpose: Routinely collected real world data (RWD) have great utility in aiding the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic response. Here we 
present the international Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI) Characterizing Health Associated Risks and Your Baseline 
Disease In SARS-COV-2 (CHARYBDIS) framework for standardisation and analysis of COVID-19 RWD.
Patients and methods: We conducted a descriptive retrospective database study using a federated network of data partners in the United States, 
Europe (the Netherlands, Spain, the UK, Germany, France and Italy) and Asia (South Korea and China). The study protocol and analytical package 
were released on 11th June 2020 and are iteratively updated via GitHub. We identified three non-mutually exclusive cohorts of 4,537,153 individuals 
with a clinical COVID-19 diagnosis or positive test, 886,193 hospitalized with COVID-19, and 113,627 hospitalized with COVID-19 requiring intensive 
services.
Results: We aggregated over 22,000 unique characteristics describing patients with COVID-19. All comorbidities, symptoms, medications, and 
outcomes are described by cohort in aggregate counts and are readily available online. Globally, we observed similarities in the USA and Europe: 
more women diagnosed than men but more men hospitalized than women, most diagnosed cases between 25 and 60 years of age versus most 
hospitalized cases between 60 and 80 years of age. South Korea differed with more women than men hospitalized. Common comorbidities included 
type 2 diabetes, hypertension, chronic kidney disease and heart disease. Common presenting symptoms were dyspnea, cough and fever. Symptom 
data availability was more common in hospitalized cohorts than diagnosed.
Conclusion: We constructed a global, multi-centre view to describe trends in COVID-19 progression, management and evolution over time. By 
characterising baseline variability in patients and geography, our work provides critical context that may otherwise be misconstrued as data quality 
issues. This is important as we perform studies on adverse events of special interest in COVID-19 vaccine surveillance.

概要
目的: 定期的に収集される実世界データ（RWD）は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック対応を支援
する上で大きな有用性を持っている。ここでは、COVID-19 RWDの標準化と解析のための国際的なOHDSI 
Characterizing Health Associated Risks and Your Baseline Disease In SARS-COV-2 (CHARYBDIS, カリュブディス) 
フレームワークを紹介する。
患者と方法: 米国、欧州（オランダ、スペイン、英国、ドイツ、フランス、イタリア）、アジア（韓国、中国）のデータ
パートナーの連合ネットワークを用いて、記述的回顧的データベース研究を実施した。研究プロトコルと分析パッケージは
2020年6月11日に公開され、GitHubを通じて繰り返し更新されている。臨床的なCOVID-19の診断または陽性検査を受け
た4,537,153人、COVID-19で入院した886,193人、集中サービスを要するCOVID-19で入院した113,627人の相互に排
他的ではない3つのコホートを特定しました。
結果: COVID-19患者を説明する22,000以上のユニークな特徴を集約した。すべての併存疾患、症状、投薬、転帰はコ
ホートごとに集計され、オンラインで容易に入手可能である。世界的に見ると、アメリカとヨーロッパでは、診断された女
性は男性より多いが入院した男性は女性より多い、診断された症例の多くは25～60歳、入院した症例の多くは60～80歳と
いう類似点が観察された。韓国は男性より女性の方が多く入院しており、異なっていた。主な合併症は、2型糖尿病、高血
圧、慢性腎臓病、心臓病など。主な症状は、呼吸困難、咳、発熱。単に診断された患者よりも入院した患者で症状データが
より利用しやすかった。
結論: COVID-19の進行、管理、進化の経時的な傾向を説明するために、グローバルな多施設のビューを構築した。患者や
地理的なベースラインのばらつきを明らかにすることで、データの質の問題と誤解される可能性のある重要な文脈を提供す
ることができた。これは、COVID-19ワクチンのサーベイランスで特に関心のある有害事象に関する研究を行う際に重要だ。

論文１
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測定値単位を整合・推定し、統一する(N3C)
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Abstract
Objective: The goals of this study were to harmonize data from electronic health records (EHRs) into common units, and impute units that were 
missing.
Materials and methods: The National COVID Cohort Collaborative (N3C) table of laboratory measurement data-over 3.1 billion patient records and 
over 19 000 unique measurement concepts in the Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) common-data-model format from 55 data 
partners. We grouped ontologically similar OMOP concepts together for 52 variables relevant to COVID-19 research, and developed a unit-
harmonization pipeline comprised of (1) selecting a canonical unit for each measurement variable, (2) arriving at a formula for conversion, (3) 
obtaining clinical review of each formula, (4) applying the formula to convert data values in each unit into the target canonical unit, and (5) removing 
any harmonized value that fell outside of accepted value ranges for the variable. For data with missing units for all the results within a lab test for a 
data partner, we compared values with pooled values of all data partners, using the Kolmogorov-Smirnov test.
Results: Of the concepts without missing values, we harmonized 88.1% of the values, and imputed units for 78.2% of records where units were 
absent (41% of contributors' records lacked units).
Discussion: The harmonization and inference methods developed herein can serve as a resource for initiatives aiming to extract insight from 
heterogeneous EHR collections. Unique properties of centralized data are harnessed to enable unit inference.
Conclusion: The pipeline we developed for the pooled N3C data enables use of measurements that would otherwise be unavailable for analysis.

概要
目的: 本研究の目的は，電子カルテ（EHR）のデータを共通の単位に整合化し，欠落している単位をインプットすることで
あった．
材料と方法: 全国COVIDコホート共同体（N3C）の検査測定データの表～31億以上の患者記録と55のデータパートナーか
らのOMOP共通データモデル形式の19000以上の固有の測定概念～を使用した。COVID-19 の研究に関連する 52 の変数
について、存在論的に類似した OMOP 概念をグループ化し、(1) 各測定変数の標準単位を選択、(2) 変換式を決定、(3) 各
式について臨床評価を取得、(4) 各単位のデータ値を目標標準単位に変換する式を適用、(5) 変数の許容値範囲外の調和値
を削除、という単位調和型パイプラインを構築した。また、あるデータパートナーの検査結果の単位がすべて欠損している
データについては、Kolmogorov-Smirnov検定を用いて、すべてのデータパートナーのプール値と比較した。
結果: 欠損値のない概念のうち，88.1%の値を調和させ，単位が欠落している記録の78.2%について単位をインプットし
た（投稿者の記録の41%は単位が欠落していた）．
考察 本書で開発した整合化および推論手法は，異種EHRコレクションから洞察を引き出すことを目的とした取り組みのリ
ソースとなり得るものである．一元化されたデータのユニークな特性は、単位の推論を可能にするために利用される。
結論: プールされたN3Cデータ用に開発されたパイプラインは、他の方法では分析に利用できない測定値を使用することが
できる。

論文２
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汎用的なOMOPへのETLフレームワーク
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Abstract
Common data models standardize the structures and semantics of health datasets, enabling reproducibility and 
large-scale studies that leverage the data from multiple locations and settings. The Observational Medical Outcomes 
Partnership Common Data Model (OMOP CDM) is one of the leading common data models. While there is a strong 
incentive to convert datasets to OMOP, the conversion is time and resource-intensive, leaving the research 
community in need of tools for mapping data to OMOP. We propose an extract, transform, load (ETL) framework that 
is metadata-driven and generic across source datasets. The ETL framework uses a new data manipulation language 
(DML) that organizes SQL snippets in YAML. Our framework includes a compiler that converts YAML files with 
mapping logic into an ETL script. Access to the ETL framework is available via a web application, allowing users to 
upload and edit YAML files via web editor and obtain an ETL SQL script for use in development environments. The 
structure of the DML maximizes readability, refactoring, and maintainability, while minimizing technical debt and 
standardizing the writing of ETL operations for mapping to OMOP. Our framework also supports transparency of the 
mapping process and reuse by different institutions.

概要
共通データモデルは、健康データセットの構造とセマンティクスを標準化し、再現性と複数の場所や環境
からのデータを活用する大規模研究を可能にする。OMOP CDMは、代表的な共通データモデルの一つで
ある。データセットをOMOPに変換する強い動機付けがある一方で、変換には時間とリソースがかかるた
め、研究コミュニティはデータをOMOPにマッピングするためのツールを必要としているのが現状です。
我々は、メタデータ駆動でソースデータセットに依存しない汎用的な抽出、変換、ロード（ETL）フレー
ムワークを提案する。このETLフレームワークは、SQLスニペットをYAMLで整理した新しいデータ操作
言語（DML）を使用しています。このフレームワークには、マッピングロジックを含むYAMLファイルを
ETLスクリプトに変換するコンパイラが含まれています。ETLフレームワークへのアクセスはWebアプリ
ケーション経由で可能で、ユーザーはWebエディタ経由でYAMLファイルをアップロードして編集し、開
発環境で使用するETL SQLスクリプトを入手することができます。DMLの構造は、可読性、リファクタリ
ング、保守性を最大限に高め、技術的負債を最小限に抑え、OMOPにマッピングするためのETL演算の記
述を標準化します。また、マッピングプロセスの透明性を高め、異なる機関による再利用をサポートする
フレームワークです。

論文３
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放射線CDMのための管理システムとデータ品質評価
ツールを開発し評価した。
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Abstract
Background: The Observational Medical Outcomes Partnership-Common Data Model (OMOP-CDM), a distributed research network, has low clinical 
data coverage. Radiological data are valuable, but imaging metadata are often incomplete, and a standardized recording format in the OMOP-CDM is 
lacking. We developed a web-based management system and data quality assessment (RQA) tool for a radiology_CDM (R_CDM) and evaluated the 
feasibility of clinically applying this dataset.
Methods: We designed an R_CDM with Radiology_Occurrence and Radiology_Image tables. This was seamlessly linked to the OMOP-CDM clinical 
data. We adopted the standardized terminology using the RadLex playbook and mapped 5,753 radiology protocol terms to the OMOP vocabulary. An 
extract, transform, and load (ETL) process was developed to extract detailed information that was difficult to extract from metadata and to 
compensate for missing values. Image-based quantification was performed to measure liver surface nodularity (LSN), using customized Wonkwang 
abdomen and liver total solution (WALTS) software.
Results: On a PACS, 368,333,676 DICOM files (1,001,797 cases) were converted to R_CDM chronic liver disease (CLD) data (316,596 MR images, 228 
cases; 926,753 CT images, 782 cases) and uploaded to a web-based management system. Acquisition date and resolution were extracted accurately, 
but other information, such as "contrast administration status" and "photography direction", could not be extracted from the metadata. Using WALTS, 
9,609 pre-contrast axial-plane abdominal MR images (197 CLD cases) were assigned LSN scores by METAVIR fibrosis grades, which differed 
significantly by ANOVA (p < 0.001). The mean RQA score (83.5) indicated good quality.
Conclusion: This study developed a web-based system for management of the R_CDM dataset, RQA tool, and constructed a CLD R_CDM dataset, with
good quality for clinical application. Our management system and R_CDM CLD dataset would be useful for multicentric and image-based 
quantification researches.

概要
背景: 分散型研究ネットワークであるOMOP-CDMは、臨床データのカバー率が低いのが現状である。放射線データは貴重であるが，
画像メタデータは不完全であることが多く，OMOP-CDMにおける標準的な記録形式が欠如している．我々はradiology_CDM
（R_CDM）のためのウェブベースの管理システムとデータ品質評価（RQA）ツールを開発し、このデータセットを臨床的に適用する
ことの可能性を評価した。
方法: Radiology_OccurrenceとRadiology_Imageのテーブルを持つR_CDMを設計した。これはOMOP-CDMの臨床データとシーム
レスにリンクされている。RadLex playbook を用いて標準化された用語を採用し、5,753 の放射線プロトコル用語を OMOP 語彙に
対応させた。メタデータから抽出することが困難な詳細情報を抽出し、欠損値を補正するために、ETL（抽出・変換・ロード）プロセ
スを開発した。画像ベースの定量化は、カスタマイズされたWonkwang abdomen and liver total solution（WALTS）ソフトウェア
を用いて、肝表面結節（LSN）を測定するために実施された。
結果: PACS上で、368,333,676枚のDICOMファイル（1,001,797例）をR_CDM慢性肝疾患（CLD）データに変換し（MR画像
316,596枚、228例;CT画像926,753枚、782例）、Webベースの管理システムへアップロードしました。撮影日や解像度は正確に
抽出できたが、「造影剤投与状況」や「撮影方向」など、その他の情報はメタデータから抽出できなかった。WALTSを用いて、造影
前軸面腹部MR画像9,609枚（CLD197例）をMETAVIR線維化グレード別にLSNスコアを割り当てたところ、ANOVAにより有意差が
認められた（p<0.001）。RQAスコアの平均値（83.5）は良好な品質を示すものであった。
結論: 本研究では，R_CDMデータセットを管理するためのWebベースのシステム，RQAツールを開発し，臨床応用に適した質の高い
CLD R_CDMデータセットを構築することができた．本研究で開発した管理システムおよびR_CDM CLDデータセットは，多施設共同
研究および画像を用いた定量化研究において有用であると考えられる．

論文４
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放射性ヨウ素治療後の二次悪性腫瘍のリスク評価
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Abstract
Purpose: Risk of second primary malignancy (SPM) after radioiodine (RAI) therapy has been continuously debated. The aim of this study 
is to identify the risk of SPM in thyroid cancer (TC) patients with RAI compared with TC patients without RAI from matched cohort.
Methods: Retrospective propensity-matched cohorts were constructed across 4 hospitals in South Korea via the Observational Health 
Data Science and Informatics (OHDSI), and electrical health records were converted to data of common data model. TC patients who
received RAI therapy constituted the target group, whereas TC patients without RAI therapy constituted the comparative group with 1:1 
propensity score matching. Hazard ratio (HR) by Cox proportional hazard model was used to estimate the risk of SPM, and meta-analysis 
was performed to pool the HRs.
Results: Among a total of 24,318 patients, 5,374 patients from each group were analyzed (mean age 48.9 and 49.2, women 79.4% and 
79.5% for target and comparative group, respectively). All hazard ratios of SPM in TC patients with RAI therapy were ≤ 1 based on 95% 
confidence interval(CI) from full or subgroup analyses according to thyroid cancer stage, time-at-risk period, SPM subtype (hematologic 
or non-hematologic), and initial age (< 30 years or ≥ 30 years). The HR within the target group was not significantly higher (< 1) in patients 
who received over 3.7 GBq of I-131 compared with patients who received less than 3.7 GBq of I-131 based on 95% CI.
Conclusion: There was no significant difference of the SPM risk between TC patients treated with I-131 and propensity-matched TC 
patients without I-131 therapy.

概要
目的: 放射性ヨウ素治療後の二次悪性腫瘍（SPM）のリスクについては、絶えず議論されている。本研究の目的は、マッチ
ドコホートの甲状腺癌患者におけるSPMのリスクを、RAIを受けた患者と受けていない患者で比較することである。
方法: OHDSIにより、韓国の4病院においてレトロスペクティブ傾向マッチドコホートを構築し、電子カルテを共通データ
モデルに変換した。RAI治療を受けたTC患者を対象群とし、RAI治療を受けなかったTC患者を比較群とし、1対1の傾向ス
コアマッチングを行った。Cox比例ハザードモデルによるハザード比（HR）を用いてSPMのリスクを推定し、HRをプール
するためにメタ解析を行った。
結果: 合計24,318例のうち、各群5,374例を解析した（平均年齢48.9歳と49.2歳、対象群と比較群の女性比率はそれぞれ
79.4％と79.5％であった）。RAI療法を受けたTC患者のSPMのハザード比は、甲状腺癌ステージ、リスク期間、SPMサブ
タイプ（血液型、非血液型）、初期年齢（30歳未満、30歳以上）に応じた完全またはサブグループ解析による95％信頼区
間（CI）に基づきすべて1以下であった。95％CIに基づくと、3.7GBq以上のI-131を受けた患者の対象群内のHRは、
3.7GBq未満のI-131を受けた患者に比べ有意に高くなかった（<1）。
結論: I-131による治療を受けたTC患者と、I-131治療を受けずに傾向をマッチさせたTC患者の間で、SPMリスクの有意差
はなかった。

論文５
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血液腫瘍のOMOPネットワーク
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Abstract
Introduction: There remains a need to optimize treatments and improve outcomes among patients with hematologic malignancies. The timely 
synthesis and analysis of real-world data could play a key role.
Objectives: The Haematology Outcomes Network in Europe (HONEUR) is a federated data network (FDN) that aims to overcome the challenges of
heterogenous data collected from different registries, hospitals and other databases in different countries. It has the functionality required to analyze 
data from various sources in a time efficient manner, while preserving local data security and governance. With this, research studies can be 
performed that can increase knowledge and understanding of the management of patients with hematologic malignancies.
Methods: HONEUR uses the Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) common data model, which allows analysis scripts to be run by 
multiple sites using their own data, ultimately generating aggregated results. Furthermore, distributed analytics can be used to run statistical analyses 
across multiple sites, as if data were pooled. The external governance model ensures high quality standards, while data ownership is retained locally. 
Twenty partners from nine countries are now participating, with data from more than 26 000 patients available for analysis. Research questions that 
can be addressed through HONEUR include assessments of natural disease history, treatment patterns, and clinical effectiveness.
Conclusions: The HONEUR FDN marks an important step forward in increasing the value of information routinely captured by individual hospitals, 
registries and other database holders, thus enabling larger-scale studies to be undertaken rapidly and efficiently.

概要
はじめに: 血液腫瘍患者の治療を最適化し、転帰を改善する必要性は依然としてある。実データをタイムリーに統合し、解
析することが重要な役割を果たす可能性がある。
目的: Haematology Outcomes Network in Europe (HONEUR) は、各国の異なるレジストリ、病院、その他のデータ
ベースから収集された異種データの課題を克服することを目的とした連携データネットワーク（FDN）である。地域のデー
タセキュリティとガバナンスを保ちつつ、様々なソースからのデータを時間効率よく分析するために必要な機能を備えてい
る。これにより、血液学的悪性腫瘍患者の管理に関する知識と理解を深めることができる研究調査を実施することができる。
方法: HONEURはOMOP共通データモデルを使用しており、複数のサイトがそれぞれのデータを使用して解析スクリプトを
実行し、最終的に集計結果を生成することが可能である。さらに、分散型の分析により、データがプールされているかのよ
うに、複数のサイトで統計分析を実行することができる。外部ガバナンスモデルにより高い品質基準が保証される一方、
データの所有権は元の場所に残っている。現在、9カ国から20のパートナーが参加しており、26,000人以上の患者さんの
データが解析に利用されている。HONEUR を通して取り組むことのできる研究課題には、自然な病歴、治療パターン、臨
床効果の評価などがある。
結論: HONEUR FDN は、個々の病院、登録、その他のデータベース所有者によって日常的に 取り込まれる情報の価値を高
め、より大規模な研究を迅速かつ効率的に実施するための重要な一歩と なる。

論文６
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APAC Study
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最近のGlobal OHDSI話題から

■2022年のOHDSI Symposium開催予定
 ・6月 24-46日 European Symposium
・10月14-16日 Global Symposium
・APAC Symposiumも計画中(11月になりそう）

登録
受付中

●APAC Community Call テーマ
March 24  FHIR-OMOP Collaboration
April 7 Workgroup Updates (Medical Imaging, CDM, Data Quality, ATLAS)
April 21 APAC Study Quarterly Updates

●Global Community Call テーマ
Mar. 29: Reproducibility
Apr. 5:   Name That Result
Apr. 12: OHDSI Coordinating Center / Sponsorship Opportunities
Apr. 19: Workgroup Updates
Apr. 26: State of the Open-Source Community

有料化された
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Inside OMOP #2 Database

OMOP
CDMDB管理

ツール

OMOP
CDM

OMOP
CDM

DB管理
ツール

WebAPI

WebAPI
DBsource

source_daimon

ATLAS

tomcat
java

DBMS
PostgreSQL等

pgadmin4等

pgadmin4等

OMOP
CDM

PostgreSQL、SQL Server、Oracle のみ

PostgreSQL, SQL Server, Oracle, 
SQL Server PDW, Amazon Redshift, 
Apache Impala, Google BigQuery

WebAPI
DB

患者データ＆
ボキャブラリ
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DB内の構成

PostgreSQLで説明します。

PostgreSQL ver 1x.x

webapi

cdm

temp

results

vocabulary

同様

person, visit_occurrencre, drug_exposure,...

concept, vocabulary, concept_relationship,...

処理により作られたファイル(achilles等にて)

同じschema実体に入れてよい。
データ更新がなければReadOnly

CDMセット毎の名称

別のCDMセット

OHDSI WebAPI専用データベース

データベース

OHDSI

cdmSynPUF5

cdmEunomia

↑スキーマ

処理途中の一時テーブル

source, source_daimon,...  ATLASで使うためのテーブル類。
 source, source_daimonはCDMセット
の構成に合わせて作成する。

OHDSI

cdmSynPUF5

cdmEunomia

お互いに独立。異なるマシン
に入れても良い

※データベースやスキーマの名称は固定ではなく、
source, source_daimon, WebAPIのsettingsで指定する。

DBMS
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source, source_daimonテーブル

カラム名 source_daimon_id source_id daimon_type table_qualifier priority
行 100 12 0 cdm 0
行 101 12 1 cdm 1
行 102 12 2 results 1
行 103 12 5 temp 0

■source_daimon

■source
カラム名 値
source_id 12
source_name SynPUF 5% ←ATLASで表示される

source_key SynPUF5 ←ATLASで使われる

source_connection jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/cdmSynPUF5?user=xxxxx&p
assword=xxxxx ←接続表現

source_dialect postgresql ←DBMSの種類

↑
一応シーケンシャル

↑
schema実体名

0:cdm
1:vocabulary
2:results
5:temp

※CDMセットが複数あるときは、
sourceは複数行になり、
source_daimonはsource_idで区別する。
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pgadmin4  PostgreSQL管理ソフト


