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はじめに：SS-MIX とは 

 SS-MIX（Standardized Structured Medical record Information eXchange）は、平成１８年

度の厚生労働省標準的医療情報交換推進事業として開始されたプロジェクト名である。医療情報

交換のための国際標準の HL7 形式で、処方、検体検査結果、病名、患者基本情報のデータを出力

可能な病院情報システムであれば、病院情報システムのメーカーに関係なく、これらのデータを

SS-MIX 標準ストレージに蓄積することが可能である。病院情報システムのデータを受信・蓄積

するためのソフトウエアは SS-MIX普及推進コンソーシアム（平成 19年 3 月設立）から無償で提

供されている。2012年 3 月末の段階で、全国で 116 の病院が、この SS-MIX 標準ストレージを装

備している。 

 下図は、SS-MIX 標準ストレージを利用したデータの流れである。メーカー各社の病院情報シ

ステムから HL7 で標準化された処方、検査結果、病名、患者基本情報が標準ストレージに蓄積さ

れる。蓄積されたデータは、報告書作成、紹介状作成、災害時のバックアップ、臨床情報検索シ

ステムへのデータ提供など、さまざまな利用が可能である。 



 

図 SS-MIX標準ストレージを利用したデータの流れ 

HIS=Hospital Information System（病院情報システム）; CDA R2=Clinical Document Architecture 

Release 2（診療文書国際標準）; DICOM=Digital Imaging and Communications in Medicine（医

用画像規格）; JLAC=日本臨床検査医学会（Japanese Society of Laboratory Medicine）が定め

る臨床検査項目分類コード; HOT=医療情報システム開発センター（MEDIS-DC）が定める医薬品コ

ード; J-MIX=MEDIS-DC の定める電子保存された診療録情報の交換のためのデータ項目セット 

 

1. 調査票への記載内容の精度、粒度の向上 

 現在、市販後などに実施される各種の調査では、医師

などが調査票を手書きで作成することが多い。これらの

調査で調査票に手書きで記載されるのは該当薬や併用薬

の処方、検査結果など、実はすでに病院情報システムが

持っている情報であることが多い。モニター画面を見な

がら内容を間違えなく記載する作業は、医師であろうが

スタッフであろうが、無駄であるだけでなく、情報の精

度（原情報との一致性）、粒度（情報のきめ細かさ）を下

げることにつながっている。 

 SS-MIX 標準ストレージの活用が情報の精度向上につながる点については、言を待たない。

SS-MIX標準ストレージには病院情報システムの該当薬や併用薬の処方、検査結果のデータが蓄

積されており、これらの情報を元資料のまま取り込むことができる。各病院が医療情報の取扱い

を厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠して実施している

ことと医師が最終的に調査票の内容を確認することを前提とすれば、現行の市販後の調査で求め

られる情報内容の質は十分に保たれる。治験など、データの妥当性の保証に関するより厳密な基



準が適用される臨床試験における利用については解決されるべき問題も少なくないが、SS-MIX

標準ストレージが臨床試験における情報の精度を保証する基本的な仕組みとして機能しうるこ

とは確実である（詳細は「治験・臨床研究に SS-MIXを活用するための前提条件など」参照）。 

 情報の粒度向上と標準化については、フリー記載をされた所見項目などで期待することができ

る。ただし、これらを計算機処理可能なものにするには、もう一度人間の手を経ることが必要で

ある。例えば、ある施設では判定を（－、±、＋、２＋、３＋）とする項目について、別の施設

では（－、±、＋）が使われているかもしれない。こういった項目に関しては、統一的尺度に基

づく選択肢の使用を求める必要がある。治験の際に紙カルテに貼付し、治験の症例報告書（Case 

Report Form, CRF）に転記するべき内容の記載を求める「カルテシール」はその例である。これ

を電子カルテ画面で実現する

には、電子的シールを標準形式

（Clinical Data Interchange 

Standards Consortium(CDISC） 

の Protocol Representation

（PR）、CDISC-PR）で調査元が

作成、配布し、病院情報システ

ムはこれを受け取って、電子カ

ルテ記述部にシールを表示し、

担当医師が統一的尺度に基づ

く複数選択肢からの選択、また

は Yes-Noの単一選択を出来る

ようにすれば、調査項目は定められた形式で記述され、その内容は症例報告書に取り込まれ、一

方で電子カルテには症例報告書のための追加記述項目込みで内容が記録されることになり、医師

にとって二度手間を避けることができる。 

 

2．災害時の利用 

 SS-MIX 標準ストレージのもう一つの活用が、災害時の医療情報の喪失を最小限にとどめるた

めのツールとしての利用である。病院を襲う災害には、自然災害、停電などライフライン途絶、

システム障害などがあるが、どのような災害時においても、病院が診療の継続という責務を負う

ことには変わりはない。全面電子カルテ化されたために、災害時に目の前の患者の過去の診療内

容がわからないという事態は、何があっても避けなければならない。病院情報システムは、電気、

水、電子カルテシステムサーバ、ネットワークサーバ、ネットワーク端末、端末ＰＣなどがすべ

て揃わないと正常に動作しないが、SS-MIX 標準ストレージからは、そこに電気さえあれば、処

方歴、検査結果など最低限の情報が得られる。さらにネットワークが生きていれば、ブラウザだ

けで各端末からこれらの情報を参照できる。またサーバをクラウド化して、物理的に離れた場所

に置けば、患者情報の全面喪失を避けることが出来る。このような利点があるため、平成 23 年
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度補正予算、24 年度本予算による厚生労働省被災地病院再建事業において、SS-MIX 標準化スト

レージの採用が推奨されている。 

 

3.SS-MIX 標準ストレージによる質の高い製造販売後調査・薬剤疫学研究 

 SS-MIX 標準ストレージは、適切にデザインされた質の高い製造販売後調査・薬剤疫学研究の

実現に役立つことが期待される。 

 現在、厚生労働省によって進められているナショナルデータベース（NDB）と電子化された医

療情報データベースの利活用に大きな期待が寄せられている。しかし、今後相当期間、複数の医

療機関を超えて一括して抽出・集積されるこれらの情報を利用する者が得ることができるのは、

原則として他の情報源との連結ができない個人の情報を連結不可能匿名化したデータのみであ

り、質の高い調査・研究に不可欠な診断の根拠の確認、転院した患者の重要なアウトカムに関す

る追跡調査などは困難な状況が続くと予想される。一方、医療機関の医師などが直接参加・協力

する調査・研究で旧来用いられてきた手書きの調査票や、全項目を手入力する Electronic Data 

Capture （EDC）による調査は非効率的であった。調査に参加する医療機関の医師などが調査票

作成において SS-MIX 標準ストレージを利用して医療機関内の電子的医療情報を直接調査票に取

り込むことを可能とすることにより、質の高い調査・研究の効率的実施が期待される。 

 SS-MIX 標準ストレージの利用はさらに、適切な比較群の設定にも力を発揮することが期待さ

れる。近年、複数の薬を新規に開始した”new user”同士の比較が薬剤疫学研究の標準デザイン

となりつつある。ヒトの手作業によって 2 種類あるいはそれ以上の薬の”new user”を抽出する

作業には多大な時間と労力を要するが、SS-MIX 標準ストレージの利用により、電子的処方情報

から正確・迅速に”new user”を特定することが可能である。 

4.企業からの SS-MIX標準ストレージを活用した製造販売後の調査・臨床研究への期待 

製薬業界の立場から企業が規制当局の指示に基づいておこなう製造販売後調査に関して

SS-MIX標準ストレージの利用に期待するのは、特に以下の 3点である。 

（１） 調査実施期間の短縮 

SS-MIX標準ストレージの利用により、既存のカルテ情報に一部の事項を追加するだけ

で調査票を完成させることができるので、相当数の症例を対象とする後ろ向き研究を迅

速に実施することが可能となる。調査の迅速な実施は安全性の懸案事項に対する意思決

定をより適切化し、薬害防止の一助とも成り得る。 

（２） 多様な調査研究・安全対策をサポート 

SS-MIX標準ストレージを活用することにより、多様な調査が可能となる。例えば、カ

ルテ情報から観察対象群を規定し適切なサンプリングをすることで、限定した症例数で

も全例調査が本来目的とする情報取得が可能かもしれない。このことにより、施設側の

負担が軽減されるだけでなく、現状の調査で一般的に行われている中央登録、連続症例

登録において排除することが困難な症例選択の恣意性を取り除くことが可能となる。こ

のように、SS-MIX 標準ストレージの活用は、より目的に則した効率的かつ適切な調査研



究・安全対策の評価の選択幅を広げる。 

（３） より正確な病態・治療情報取得 

電子カルテ上の臨床検査値や投薬などの項目については全て直接取得することが技術

的に可能であり、より正確な病態や治療情報を得られるものと期待する。 

 

5.SS-MIX 標準ストレージのリスク最小化策評価への応用 

医薬品リスク管理計画指針が 2012年 4 月に発出された。当該指針のリスク最小化活動に関す

る部分では、追加のリスク最小化活動が必要な場合、「当該リスク最小化活動の実施状況及び得

られた結果の評価」が求められている。すなわち、実施状況に関するプロセスの評価と最小化

策により真にリスクが軽減したかの二種類の評価を実施しなければならない。これまで、商業デ

ータベースを利用して臨床検査の実施率を調べることは稀に行われていたが、最小化策により果

たしてリスクが軽減されたかを同時に調べる方策はなかった。 

公衆衛生上、スピード感をもって規制措置の評価と修正を行うことは極めて重要であるが、

SS-MIX標準ストレージを用いることにより、当該薬剤を使用されている患者コホートを特定し、

重要な規制措置が施された前後を比較し、注意喚起が順守されているか（特定の臨床検査の実施

の有無、併用禁忌薬の投与や使用禁忌が新たに追加された合併症を持つ患者への投与の有無）を

迅速かつ網羅的に検索することが可能となる。更にリスク最小化策により減少することが期待さ

れる事象発生に関するデータが同時に得られるので、リスク軽減の有無・程度を検証可能であり、

必要に応じてリスク最小化策の修正につなげることができる。 

SS-MIX 標準ストレージだけで全てのリスク最小化策の評価が可能になるわけではない。例え

ば、医療関係者や患者への種々の教育（薬剤、疾患、リスクなどの知識習得）や、リスク最小化

策の順守に関する最新情報を電話で報告した患者にのみ医薬品の使用を許可するアクセス制限

を含む複合的なリスク最小化策の評価では、サーベイなどの他の方法にも頼らざるを得ない。し

かし、そのような複合的リスク最小化策が必要となる事例は比較的稀であり、重要なリスク最小

化策が施された際の順守状況と実際のリスク軽減の測定において SS-MIX 標準ストレージの利用

は重要な位置づけとなろう。 

 

6.SS-MIX 標準ストレージの治験・臨床研究への応用 

 臨床研究を円滑に進める際に求められている課題の一つは対象疾患を有する患者状況の的確

な把握である。治験では SS-MIX 標準ストレージからのデータ収集については、その真正性の保

証等については議論があるかもしれないが、治験および製造販売後の臨床試験における適格症例

のスクリーニングに関しては、SS-MIX 標準ストレージを直ちに利用することが可能である。従

来、医療施設がもつ疾患を有する患者やその臨床的背景を把握する機能があまりに未完成である

ために、事前調査における適格症例の把握は時に不正確であった。SS-MIX 標準ストレージの導

入により、選択基準及び除外基準に照らして正確かつ迅速に適格症例を把握することができる。 

 SS-MIX 標準ストレージを応用した、適切な研究計画に沿った疾患レジストリーが構築できれ



ば、それ自体ひとつの臨床研究となる。例として、疾患の特性、薬物療法の実態に関する断面調

査、冠動脈造影患者、新規薬剤開始患者及び希少疾患患者等の連続登録を行うことで疾患コホー

トを特定し、コホートの中での有害事象に焦点をあてた症例対照研究、ファーマコゲノミクス

（Pharmacogenomics、PGx）研究、治療法の有効性 /有用性を比較する研究 (Comparative 

Effectiveness Research)などが容易かつ精確に実施が可能となる。 

 課題としてはアウトカムに関する情報の正確かつ効率的な取得であろう。発生までに長期間を

要するアウトカムに関しては、現在、医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会

などで議論されている医療等 ID の導入とその臨床や研究における活用の発展に期待したい。 

 

 

7.治験・臨床試験に SS-MIX 標準ストレージを活用するための前提条件 

研究者が治験実施者となる医師主導治験の増加に伴い、臨床試験の基盤整備は、製薬企業のみ

ならず、産官学が足並みをそろえて検討していかなくてはならない課題になりつつある。  

データ構造の標準化の推進は、治験・臨床試験の発展に大きく貢献する。海外の動向を鑑みる

に、病院情報システム(HIS)や電子カルテ(EHR)の情報を Retrieve Form for Data Capture(RFD）

によって CDISC 標準群を中心としたデータに変換し、HIS/EHRの情報を、人の手による転記を介

することなく電子症例報告書（eCRF）の情報の一部として認める方向に進んでいる。SS-MIX 標

準ストレージの利用は、HIS/EHR の情報を共通の形式のデータとして RFDに橋渡しするために役

立つ可能性が高く、結果的に、治験・臨床試験のデータの標準化を促すことにもつながる。また、

治験中に発現した重篤な有害事象の緊急報告においても治験担当医師の負担を軽減し、正確で迅

速な報告を可能にする、など様々な効果が期待される。 

これらの動きは、病院情報システムから得られる情報の一部を、許容できる範囲で臨床研究へ

応用しようとする考え方（いわゆる”eSource”）と連動しているが、その利点を享受する上で

避けて通れないのが、コンピュータ化システムバリデーション(Computerized  System 

Validation, CSV)である。CSV は臨床試験の「電子化された」データが、適切な教育・管理・運

用が行われているシステムで得られていることを担保するものである。これまで、CSV は

Electron Data Capture (EDC)に対して、つまり治験依頼者（製薬企業）及びそのシステムに対

して実施されていた。SS-MIX 標準ストレージなど、医療機関側が用意するシステムを通じてデ

ータを直接提供した場合、医療機関側に対して CSVが新たに要求される事態も想定される。医療

機関にどのような CSV が要求されるのか、さらにその要求に応えるために必要な医療機関側の人

員の確保や体制の整備・負担については、これまでほとんど議論が進んでいない。現状の我が国

の治験環境では、治験・研究ごとのカスタマイズがおこなわれており、かつ一施設当たりの症例

数が少ないため効率が悪い。これらの問題が SS-MIX標準ストレージの治験や臨床試験への利用

に及ぼす影響ついては、今後、治験環境の基盤整備の問題の一つとしてさらに調査・研究する必

要がある。 

欧米では、治験・臨床研究に用いられるデータ構造の共通の規格として、CDISC 標準が広く用



いられるようになっており、これらの規格を基本とした疾患領域別の標準化の議論も進められて

いる。これに対し、本邦においては、日本製薬工業協会や CDISC 傘下の団体・アカデミアの一部

において、CDISC の利用を推進しているところではあるが、未だ十分に広がってはいない。デー

タ構造規格の標準化についてコンセンサスが得られていないのが現状であり、早急に議論を進め

る必要がある。 

以上のことから、SS-MIX 標準ストレージを治験・臨床試験への活用を実現するためには、そ

の前提条件を明確にする必要がある。SS-MIX 標準ストレージを活用する疫学研究や観察的な臨

床研究などで経験を積み、その知見を踏まえ、行政と連携しながら CSVに関して医療機関に課せ

られる事柄の明確化やデータ構造規格の標準化を慎重に進めていく必要があるだろう。 

 

 

Annex. 提言まとめ 

 

・SS-MIX 標準ストレージの普及を図ること 

・SS-MIX 標準ストレージを市販後調査など、薬剤安全性情報収集に利用すること 

・日本におけるオーダエントリの普及率の高さを国際的優位とするべく、CSV(Computerized 

System Validation)耐え得るシステム、運用の構築を産官学協力して図ること 

・その上で、治験、臨床研究の病院情報システム基盤での推進を図ること 

 


