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らの情報を活用するにあたっては，健康関連の倫理的調査

1.ビッグデータの定義
医療におけるビッグデータという用語は，デジタルの医

のためのプライバシー保護と信用保全の基盤を築くため

療データセットとの関連性が高い．これらのデータセット

に，HIPAA
（医療保険の相互運用性と説明責任に関する法

は大きく複雑ではあるが，一般的なソフトウエアとハード

律）
および IRB
（治験審査委員会）
が求める個々の要件を満

ウエアおよび通常のデータ管理ツールにより管理できるも

たすことが前提条件である．プライバシーとデータ保護の

のである 1）．問題となるのはデータの量ではなく，多岐に

課題に対して対応がなされたら，電子カルテなどの医療関

わたるデータの種類であり，ビッグデータを操作するとき

連のビッグデータは，重要な臨床情報の収集や患者の疾患

に必要とされるスピードである 1）．Boyd ら 2）が示している

パターンの的確な把握に関して絶大な力を発揮すると思わ

ように，ビッグデータで重要なのは，収載できるデータの

れる 8）．たとえば Lin ら 10）はある大規模病院から ICD‑09

量ではなく，巨大なデータを検索，集約，相互参照・比較・

のコードを使って選択された約 210 万件の健康医療電子

分析する能力である．ビッグデータを異なる 2 つの観点

記録を使用した．その結果，臨床的に関連があり有効な

2）

から定義した Boyd ら によると，ビッグデータは技術的

SDT
（症状 ─ 疾患 ─ 治療）において，7 つの個別の健康状

にはコンピュータ処理のスピードとアルゴニズムの正確さ

態
（癌や感染症，慢性疾患など）
に関連性があることが明ら

に関する概念であり，分析的には経済的，技術的，社会的，

かになった 10）.

法的な還元を得るために，巨大なデータからいくつかのパ

3. 医療におけるビッグデータ解析の 4つの V

ターンを見つけ出すことである．医療におけるデータソー

1）
量
（Volume）

ス と し て は， コ ン ピ ュ ー タ に よ る オ ー ダ ー エ ン ト リ ー

ビッグデータの解析には，3 つの基本的な特徴が存在す

（CPOE）システム，臨床的判断支援システム
（医師による

る． す な わ ち， 量（volume）
， 速 さ（velocity）
，多様性

診療録や処方箋，医用画像，調剤記録，検査記録，保険お

（variety）
である 5）．膨大な量の医療データに含まれている

よび他の管理的データ）
，電子カルテ，機器生成データ
（バ

ものとしては，各患者のカルテ，エックス線画像，臨床試

イタルサインのモニタリングなど）
，ウエアラブル端末や

験データ，ヒトゲノム解析や集団ゲノム解析があげられ，

3）

スマホアプリからのデータ，ブログ ，ソーシャルメディ

最近では 3D 画像やゲノミクス，生体センサー測定値と

アへの投稿
（ツイッターやフェイスブック，ウェブページ

いった重いデータも含まれる 5）．

4）

および他のソーシャルメディアのプラットフォーム） ，

2）
速さ
（Velocity）

さらに患者の関与の低い救急医療のデータ，ニュースの記

ビッグデータ解析の速さとは，解析結果に基づいて意思

事や医学誌論文 5）がある．McKinsey の報告によると，
ビッ

決定を行う際に，データの獲得，保存，操作，分析，比較

グデータが医療の効率と質を改善するためにすべて有効活

がリアルタイムにできることをいう 5）.

用されたとしたら，米国の医療業界に 3, 000 億ドル以上

3）
多様性
（Variety）

の利益をもたらし，医療関連の支出は 8％以上縮小される
6）

集められたデータは構造化，非構造化，半構造化された

としている ．

ものがあり，その形式は多岐におよぶのがデータの多様性

2.ビッグデータのソース

の特質である．構造化および半構造化データとしては，医

7）

Miller は医療のビッグデータを 2 つの主要なソースに

療機器の表示記録や，紙媒体の記録から電子媒体の健康医

よって分類している．1 つはゲノミクス主導型のビッグ

療記録へと段階的に変換されることで蓄積されたデータな

データで，遺伝子型決定やジーンシークエンシング
（遺伝

どがある一方で，非構造化データには，院内保管のカルテ，

子配列解析）
，遺伝子発現解析などがあり，もう 1 つは保

医師や看護師による手書きの記録，紙媒体の処方箋やエッ

険者主導型のビッグデータで，
一連の電子カルテや処方箋，

クス線写真などが含まれる 5）．健康医療電子記録
（EHR）
や

患者のフィードバックおよびレスポンス，さらには保険記

電子カルテ
（EMR）の構造化データでは，患者の氏名，生

録などが含まれる．Chen ら 8）は，長期間にわたって蓄積

誕時の記録，住所，担当医の氏名，病院名，治療コードと

された年齢，性，教育歴など社会属性データや治療予後と

償還コードの他に，自動化されたデータベースによって容

いった診療録
（カルテ記録）
や検査値からなる数十万規模の

易に管理できる関連情報の入力項目がある 5）．医療におけ

患者データとして保険者 ‑ 医療機関のカテゴリーを記述し

るビッグデータの巨大な容量は，従来のデータ形式と新し

9）

ている．Gelfand によると，医療関連のビッグデータか
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いデータ形式を個人と集団の両方のレベルで結合すること

によって得られる．

用することは，保険制度の特性に左右される．1 つの決定

4）
正確さ
（Veracity）

因子はそのシステムが医療機関の診療報酬のためにさまざ

臨床家や研究者によって導入されているビッグデータ解

まなレベルで要求するデータの範囲であり，支払いの質が

析の 4 つめの特徴は正確さであり，データの確実性，信

保証されているかどうかである．たとえば，登録された患

頼性，有効性が求められている 5）．人が介入し治療方針を

者につき医療機関に定額が支払われる人頭払い制では，治

決定しなければならない分野では，正確で高品質な情報が

療内容ごとに支払われるシステム
（行ったすべての治療の

必要なことは自明である．非構造化データセットでは低品

詳細を記載する必要がある）
に比較して，診療報酬請求書

質なデータがたびたび見受けられ，不完全な手書きの処方

に記載が求められる臨床データはより少ないと考えられ

箋を不正確に 解釈 することでデータの内容が間違ってい

る．

ることがある 5）．データの信頼性と品質を確保するために，

口腔保健におけるビッグデータ活用の実例

生データは必ずしも公正，確実，正確ではないことを念頭
に置き，データマイニングや統計処理，アルゴリズムおよ
び視覚化技術といったデータ解析モデルや解析技法により
5）

正確さを検討する必要がある ．

口腔保健医療の分野では，一般的に記録と診療報酬の両
方の目的で電子データが収集されている．
口腔保健の調査では，確立された市場経済において過去
60 年間に口腔保健の改善が認められたことを報告してい

ビッグデータの 4 つの V の他に視覚化
（Visualisation）

る．多くの調査において WHO の基準が測定指標として

と価値
（Value）が加えられ，理解を助けるためにビッグ

使用されている 15）．このような調査は，臨床データや診

データを視覚的に表示することの重要性が強調されてい

療報酬請求書のデータからは得られないデータを収集する

る．現在入手できるビッグデータの量が重要な意味をもつ

のに有用であり，
患者の履歴や嗜好性を調べるのに役立ち，

のは，それが有用かつ信頼できるデータを提供できる場合

さらには疾患の関連性を特定し，仮説を立てることも可能

に限られており，しかもそのデータは最終的には患者に価

である．調査の有効性は被験者の抽出法によって影響を受

値を付加できるように分析・解釈されるものでなければな

ける．母集団の中から代表的な被験者を無作為に抽出する

らない．

必要があり，しかも被験者からは参加の同意を得なければ

口腔保健医療に関するデータ

ならないので，その確保は容易ではない．

口腔保健医療の分野でも，以下に示すようなさまざまな

さまざまな調査が蔓延している現代においては，口腔保

ソースから大量の電子データが集積されている．

健の調査で高い返答率を得ることは困難である．さらに，歯

健康医療電子記録
（EHR）

科医院を訪れないような人々が口腔保健の調査に参加する

2004 年以降，米国における最近の法改正により，健康

とは考えにくい．一定の母集団における口腔保健を評価する

医療電子記録
（EHR）の採用とその有効利用が推し進めら

ための別の補助的な手段は，行政のデータベースや診療報

れている

11）

．その結果，米国では 90％以上の病院と 70％

酬請求書のデータベースからデータを引き出すことである．

以上の地域医療サービスが EHR を活用し 12），米国の歯科

アイルランドにおいて Guiney ら 16）は，あまり裕福では

関連のデータ蓄積量はこの期間で増大している

13）

．

ない成人の被験者において，国の疫学調査で推定された治

歯科患者の電子記録は情報システムのデザインによって

療ニーズを，その後同じ母集団に対して行われた治療のレ

異なるが，一般的に従来の紙媒体で記録されていた氏名，

ベルと比較した
（治療は第三者機関が出資した保険制度に

住所，年齢，性別といった人口統計的情報と，医科的既往

より提供されたものである）
．Guiney らは，被験者が抽

歴，現在および過去のデンタルチャート
（残存歯，齲窩や

出された母集団に対して提供された治療に対する診療報酬

修復の状況，要治療歯，歯肉の状態など）
，さらにはエッ

請求書のデータベースを利用して，実際の治療レベルを算

クス線写真，メモや覚書が含まれる．治療の詳細の他に，

出した．その結果，調査では高い治療ニーズが見込まれた

処方箋や歯科技工指示書も記録される．

にもかかわらず，その後実際に行われた治療とはかなりの

有効かつ適切に構成された患者の電子記録は，医療の質
と費用対効果を改善するのに有用な手段である 11）．
診療報酬請求書のデータ

格差があったことが明らかになった．
別の分析において Guiney ら 17）は，成人就業者の保険制
度における 1997〜2008 年の治療傾向について調査して

診療報酬請求のために利用されるデータセットは，国あ

いる．12 年間の診療報酬請求書のデータベースを遡って

るいは地域の保険加入者のデータから入手したものから，

調査した結果，患者 1 人あたりの平均治療数はこの期間

特定の疾患を有する個人のデータに基づくものまで多岐に

で 2％減少しており，残存歯数の増加と修復歯数の減少が

わたる 14）．

認められ，行われた検査および予防処置は毎年増加してい

診療報酬請求書のデータベースはきわめて多様であり，

た．
このようなデータは医療の 現実的な 評価基準となり，

以下に関する事項の一部もしくはすべてを含んでいること

口腔保健医療の策定の変革が，提供される治療や処置にど

が多い 14）
（ICD のコード
（ICD‑CM）
を利用した診断的情報，

のような影響を与えるかをモニタするのに有用であり，口

診療報酬のコード，患者および医療提供者の人口統計的情

腔保健の動向を示すものとして活用することが可能であ

報と歯科技工指示書および処方箋の情報）
．

る．さらにこれらのデータから，今後の調査に役立つ仮説

研究と目標の立案のために診療報酬請求書のデータを活

を立てることもできる．
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断された患者と，2005 年に歯周疾患と診断された患者

のデータは，公正さをチェックする目的で収集されること

（2004 年 に 歯 周 治 療 を 受 け て い な い 患 者 に 限 る ）の

もあり，Lucarotti ら 18, 19）と Burke ら 20, 21）はこれらのデー

338, 891 人の診療報酬請求書に基づいている．しかし，

タを分析して，修復物の耐用期間に影響をおよぼす因子に

歯周治療群の試験対象患者基準により，治療介入群は全身

ついて調査した．その結果，患者が歯科医師を替えた場合

疾患を有する患者の約 1％に限定された．

や，患者の齲蝕リスクが高く歯科医院に頻繁に通った場合

しかし，Jeffcoat らの研究 23）は，健康的な生活態度や

には，修復物の耐用期間が短くなることが明らかになっ

全身疾患の治療に対するコンプライアンスについての情報

た 18, 19, 21）．しかし，診療報酬請求書のデータを用いて治療

が不足しているので，改善された結果をもたらした真の交

結果を分析することには，問題がないわけではない．Lu-

絡因子を除外できていないことを意味している．治療介入

carotti ら 18）は，患者の診療報酬請求書を一定期間追跡す

群と定義された 1％の患者は，1 年間に 4 回の歯周治療の

ることには，以下のような限界が存在することを指摘して

ための通院を完遂した患者であるので，みずからの病気を

いる：追跡期間中の患者の氏名変更，自費診療の選択，患

コントロールするにあたり生活態度や行動を改善するため

者の移住あるいは死亡，紙媒体の請求書からデータベース

の動機づけや治療コンプライアンスがきわめて高い群であ

へ変換する際のミス，観察期間中における患者の転院もし

ると考えられる．試験対象患者基準である歯周治療の完遂

くは通院中止．診療報酬請求書のデータ分析では，一定期

は，メインテナンス治療に対して良好なコンプライアンス

間の治療結果を実証するのにレトロスペクティブな観察ア

を示す患者のマーカー
（目印）
となっていた可能性があり，

プローチが利用されるが，治療結果に影響を与える他の要

これが医療費と入院の低減に寄与していたかもしれない．

因については，データ解釈において考慮されない．Lucar-

Jeffcoat らの研究 23）に基づく仮説を精査するには，さらな

otti ら 18）が指摘した前述の要素の例としては，歯科医師と

る研究が必要である．

医療提供者との相互作用のために生じる治療介入の選択，

Fellows ら 24）は DPBRN
（歯科診療に基づく研究ネット

臨床的技能，口腔衛生状態や食事といった患者側の要素な

ワーク）
において，572, 606 名のヘルスプランメンバーの

ども含まれる．

電子保険請求を利用し，顎骨壊死とビスホスホネート
（BP）

口腔保健医療のデータベースは，治療介入の影響が医療

製剤使用およびその他のリスク因子との関連性について調

従事者の行動におよぼす影響を調べるためにも利用されて

査した．コホートのうち 21, 164 名が経口 BP 製剤の治療

いる．Rindal ら 22）は PBRN
（診療に基づく研究ネットワー

を受けた．全群の中で 23 例が顎骨壊死を発症し，そのう

ク）
の参加者および非参加者の診療パターンの変化につい

ち6例
（35. 3％）が経口 BP 製剤を服薬していた．単変量

て調査した．彼らが注目した結果の 1 つは，PBRN への

解析によると，経口 BP 製剤使用患者は非使用患者より顎

参加が最新のエビデンスの導入に影響を与えるかどうかで

骨 壊 死 の 罹 患 率 が 15. 5 倍 高 か っ た（ 信 頼 区 間 6. 0〜

あった．歯科の電子カルテと行政のデータベースを組み合

24）
38. 7）
．これらの結果により，経口 BP 製剤による顎骨

わせて使用したところ，PBRN への参加は日常の診療にエ

壊死の絶対リスクは低いことが明らかとなった．

ビデンスを広く導入するのに効果的であり 22），PBRN に

これらの結果を解釈するには注意が必要であり，関連性

より深くかかわっている医療従事者ほどその傾向が顕著で

を明確にするためにはさらなる研究が必要と思われる．と

あることが明らかになった．

いうのは，著者らも指摘しているように，顎骨壊死症例が

口腔保健との関連性の調査を目的として，多くの研究が

少ないために回帰分析の結果が限定され，適応による交絡

ビッグデータ
（あるいはビッグデータベース）
を活用するた

を排除することが困難だからである．また彼らは，将来的

めに進められている．これらの研究は，Jeffcoat ら 23）が指

な研究は 2007 年の新しい ICD コード 無菌性骨壊死，顎

摘しているように，口腔の健康と全身の健康との関連性な

骨 を導入することで促進されるであろうと述べている．

どに関する新たな仮説を立てるのに有効である．たとえば

この新しいコードは顎骨壊死症例を特定するのに有用であ

23）

は，注意深く抽出されたコホートにおける口

るが，将来的には発症年月日，リスクへの曝露，治癒期間

腔保健医療と全身保健医療の保険に関するデータをリンク

の情報管理も顎骨壊死の決定因子に関する理解を深めるた

させ，2005〜2009 年の期間において，ベースライン時の

めに重要となる．

Jeffcoat ら

歯周治療が，5 つの全身疾患に関連する医療費および入院

後者の 2 つの例では，口腔保健と全身保健の保険デー

とどの程度関連性があるのかについて推定した．歯周治療

タの潜在的価値と現時点での限界がわかりやすく示されて

群は，ベースライン時の 2005 年に歯周疾患と診断され 4

いる．関連性と因果関係を調べる際にはこれらのデータ

回の歯周治療を受けた群と定義された．対象となった全身

セットの限界を明確にすることが，将来のデータベースの

疾患は，II 型糖尿病，冠動脈疾患，脳血管障害，関節リウ

設計と開発に役立つはずであり，疾患の決定因子と治療の

マチ，妊娠への影響である

23）

．その結果，歯周治療群では，

II 型糖尿病，冠動脈疾患，脳血管障害，妊娠への影響にお
いて医療費および入院が有意に低減した
（ ＜0. 05）
が，関

影響に関する重要な疑問に答えを出せるようになることが
期待される．
モバイル機器のデータを歯科患者の電子カルテと組み合

節リウマチでは影響は認められなかった 23）．この分析は，

わせて利用することで，患者の診療を改善できると考えら

2005 年に全身疾患あるいは妊娠への影響のうち 1 つを診

れている 12）．近年では歯科機器メーカーが電動歯ブラシ
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と連携したアプリを開発しており，ブラッシング時のデー

るものであり，患者中心の総合的な口腔保健システムのた

タを活用してブラッシングの技術を向上させることがで

めの有益な提言が導き出され，歯科医師，為政者，患者，

き 25），患者のケアの改善にきわめて有用であることが示

保険会社，さらには社会全体にとってプラスとなる影響を

されている．
このようなデータの活用は，
患者に直接フィー

およぼすことが期待されている．

ドバックすることにより，口腔衛生の予防策を導入するプ
ロセスを支援すると思われる．
口腔保健のデータが幅広く電子化されると同時に，膨大

ADVOCATE プロジェクトは EC のホライゾン 2020 研
究・イノベーションプログラムの助成を受け委託研究契約
635183
（http：//advocateoralhealth.com.）に基づいて実

なデータベースの処理能力が向上している現状を背景とし

施されている．

て，現在使用可能な口腔保健システムのデータを活用して
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のプロジェクトが，ヨーロッパの研究者によって展開され
ている．
ADVOCATE プロジェクト
ADVOCATE
（Added Value for Oral Health）プロジェ
クトは EC のホライゾン 2020 プログラムの助成を受けて
おり，より患者本位でエビデンスに基づいた予防的な口腔
保健医療システムへ移行するためのストラテジーを創出す
ることを目的としている 26）．このプロジェクトは EU 加盟
諸国との協力関係を基盤として，各大学，民間保険会社，
ドイツ・デンマーク・ハンガリー・オランダ・アイルラン
ド・英国の公立医療機関，スコットランドのバイオ医療情
報科学会社である Aridhia との共同研究により，患者への
動機づけとなるフィードバックや経済的評価および政策提
言を通じて，各加盟国における口腔保健医療システムを評
価し，口腔保健医療の成果の評価基準を提示し予防的アプ
ローチを促進することを目的としている 26）．
ADVOCATE プロジェクトにおけるビッグデータの活用
プロジェクトの全体的な目標は，予防を重視した患者中
心の口腔保健システムへいかにして移行するかを検討する
ことにあり，そのための手段として，2 つのデータソース
の調査と分析が必要である．1 つは行政の健康保険のデー
タであり，もう 1 つは歯科診療時に携帯電話やタブレッ
トのアプリを使って患者が自己申告する電子質問票のデー
タである 26）．この分析により，提供された歯科医療とそ
の成果が評価され，GDP へのダッシュボードとして可視
化されることで，他の患者と比較してどのような医療がど
の程度提供されたかがフィードバックされ，予防を重視し
た処置を行って患者の口腔保健を改善するために，患者の
内的動機づけを高めることができる 27）．EU 加盟 6 か国の
健康保険データの別の分析により，外的動機づけの理論を
踏まえて，予防的な口腔保健医療の医療機関支払い制度と
患者自己負担制度が評価されるようになると考えられ
る 26）．この考え方は，さまざまな経済的報酬や支払い制
度
（診療内容ごとの料金や人頭払い制など）
を最も効率よく
組み合わせて，医療の質を向上させ効率的・効果的な疾患
予防を推進する方法を明らかにしようとする試みであ
る 28, 29）．ADVOCATE プロジェクトの核心は歯科医師に
もっと予防的な処置を患者に提供するよう促すことなの
で，EU 加盟 6 か国との共同研究を通じて口腔保健医療に
長期的な好影響を与えることが見込まれている．それは健
康増進のみならず，より低侵襲の治療によってもたらされ
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