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要約
研究を目的として収集されていない診療情報を用いた研究の報告において，論文の読者が研究の結論や限界
を正しく理解できるように何を論文中に記載するべきかといった明確な基準は示されていなかった．そこ
で，研究者，利害関係者らの国際的なグループは，日常的に収集されている診療情報を用いた研究の報告基準
RECORD を作成した．本稿では，作成者らの許可を得て，RECORD の日本語訳を行った．RECORD は，観
察研究の報告基準である Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology（STROBE）を
基盤とし，STROBE の基準を拡張するような形となっている．今後，我が国で日々の診療情報を用いた研究
を行う研究者に RECORD 基準が広く周知され，研究報告の質が向上することを期待する．
キーワード：ガイドライン，診療情報，観察研究，標準化
Abstract
There has been no established standards that indicate what should be described in a report of studies that
uses health data collected routinely for the non-research purposes. With a hope that such criteria facilitates
the readers to understand the strength and weakness of the study, the REporting of studies Conducted using
Observational Routinely-collected health Data (RECORD) was developed by an international group of researchers
and stakeholders. We translated the RECORD into Japanese with the permission from the RECORD co-chairs.
RECORD extended the STROBE statement that set the standard for a general observational studies. We hope that
the RECORD standards guide researchers in conducting studies that uses routinely collected health data, and
also improve the quality of the reports of such studies.
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Ⅰ．はじめに

近年，日々の診療情報を用いた研究が増加している．

階では，医療研究者だけでなく，医師，学術雑誌編集者等，
医療に関する様々な利害関係者に対し，修正デルファイ
法を用いて日々の診療情報を用いた研究の報告基準に含
めるべき事項に関して意見収集が行われた．集まった意

しかしながら，研究を目的として収集されていない診療

見は 11 のテーマに分類され，更にこのテーマの中で何

情報を用いた研究の報告において，論文の読者が研究の

が報告基準として重要かについて調査が行われた．これ

強みや弱みを正しく理解できるように何を論文中に記載

ら二つの調査結果を踏まえ，第 3 段階として専門家らに

するべきかといった基準は，これまで明確に示されてい

よる対面式の会議が行われ，RECORD チェックリスト

なかった．そこで，研究者，利害関係者（ステイクホル

の初稿が作成された．その後，第 4 段階として開発に関

ダー），雑誌編集者らの国際的なグループは，日々観察

わった作業委員らによって作成された RECORD につい

されて集められている診療情報を用いた研究の報告基準

て，公開フォーラムを行い参加者らからの意見を聞いた

「The REporting of studies Conducted using Observational

あと，最終的な RECORD チェックリストが公表された．

Routinely collected health Data（RECORD）」 を 作 成 し

第 5 段階として，現在ドイツ語や中国語などへ翻訳が行

た ．筆者らは，この RECORD を日本の研究者らに紹

われ翻訳版が公表されている 1, 5, 6）．

1）

介するために Benchimol 博士，Langan 博士らの許可を
得た上で RECORD の日本語訳を行ったので，ここで報
告する．

Ⅱ．RECORD とは何か ?

Ⅳ．RECORD 日本語版の作成
筆者は，Benchimol 博士，Langan 博士らのご厚意に
より RECORD の日本語への翻訳について許可を頂いた
上で翻訳を行った．翻訳は，まず筆者が日本語へ訳した

RECORD は，医療における管理情報，疾患登録とい

のち，日本語訳に関わっていない英語翻訳の専門家が英

った日々集められている診療情報を用いた研究の「報告」

語へと逆翻訳を行った．その後，日本語訳と逆翻訳した

ガイドラインであり，診療情報を用いて行う研究の「方

RECORD を原作者である Benchimol 博士，Langan 博士

法」に関するガイドラインではない ．この報告ガイド

らに示し，翻訳の内容が適切であるか確認いただいた．

ラインの目的は，診療情報を用いた研究の報告の質を向

彼らの同意が得られたので，ここで RECORD の日本語

上させることであり，論文の読者がその研究の内的・外

訳を報告する．

1）

的妥当性を評価し，研究結果を正しく理解するのに必
要な情報を論文中に記載することを促すものである 2-3）．
RECORD は，観察研究の報告基準である Strengthening

Ⅴ．RECORD

the Reporting of Observational Studies in Epidemiology

RECORD 日 本 語 版 チ ェ ッ ク リ ス ト を 資 料 2 に 示

（STROBE）を基盤とし，STROBE の基準を拡張するよ

す．RECORD は，STROBE 報告基準の拡張版として，

うな形で，日々の診療情報を用いた研究の報告において

STROBE 報告基準の項目に対応するように作られてい

特に論文中に記載するべき点を追加として記述してい

る．ここでは，RECORD 声明に基づき，RECORD チェ

る．

ックリストについて簡単な説明を行う．詳細な説明は，

Ⅲ．RECORD の開発過程
RECORD は，The EQUATOR（Enhancing the QUAlity

英語の原文である報告をご覧いただきたい 2）．

１．タイトルと抄録（アブストラクト）
RECORD1.1：タイトルまたは抄録（アブストラクト）

and Transparency Of health Research）ネットワークが

において，使用したデータの種類を明示

推奨している報告基準の作成のプロセスに従って開発さ

すべきである．可能であれば，使用した

れた ．第 1 段階では，研究者や利害関係者（ステイク

データベースの名前を含めるべきであ

ホルダー）らは，まず報告ガイドラインが日々集められ

る．

4）

ている診療情報を用いた研究の透明性の確保や報告の質

RECORD1.2：該当があれば，タイトルまたは抄録（ア

の向上のために必要かどうかについて議論した．第 2 段

ブストラクト）の中で，研究が行われた
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明をするべきである．
RECORD6.2：参加者（対象）の選択に用いたコードあ

すべきである．
RECORD1.3：研究のためにデータベース間の結合（リ

るいはアルゴリズムの妥当性研究は，引

ンケージ）を実施したならば，タイトル

用文献に含めるべきである．もし妥当性

または抄録（アブストラクト）の中で明

について研究の中で実施され，かつ他に

確にこれ（結合）について記述すべきで

公表されていない場合は，詳細な方法と

ある．

結果を提供するべきである．
RECORD6.3：もしデータベースの結合（リンケージ）

今のところ文献検索データベースにおいて，日々観察

をした研究であれば，各段階でデータに

されて集められている診療情報を用いた研究を特定す

結合（リンク）された個々の対象数を含

るための適切な MeSH 用語（Medical Subject Heading）

めデータ結合（リンケージ）の過程を実

がない．そのため他の研究者らが，日々の診療情報を用

証するためにフローダイアグラムあるい

いた研究であることがすぐにわかるようにタイトルや抄

はほかの図表的な表示を用いることを考

録（アブストラクト）において，使用したデータについ

慮する．

て記述することが重要である．字数の制約もあるが，可
能であるならば使用したデータがカバーする地理的範囲

日々の診療情報を用いた研究の透明性を示すために，

もタイトルまたは抄録（アブストラクト）の中で報告す

研究対象集団を特定するために用いたコードやアルゴリ

るべきである．更にデータベース同士を結合（リンケー

ズムの妥当性を報告することが重要である 2）．また，コ

ジ）した研究については，タイトルあるいは抄録（アブ

ードやアルゴリズムを提示することは，他の研究者に対

ストラクト）のなかで何のデータベースと結合（リンケ

して，研究の外的・内的妥当性を示すことにもつなが

ージ）した研究なのかを明記するべきである．

る 2）．フローダイアグラムを用いることで，
より結合（リ
ンケージ）の過程を分かりやすく読者に伝えることがで

２．諸言（Introduction）

きるであろう．

ここでは，STROBE の項目に加えて，RECORD に特
別に追加するべき項目はない．STROBE の基準にある

５．方法（変数，variables）

ように，研究目的，どういった研究仮説を検証するため

RECORD7.1：曝露，アウトカム，交絡因子，効果修飾

に研究を行ったのかを明確に記述することが重要であ

因子を分類するために用いたコードやア

る．

ルゴリズムの完全なリストを提供するべ
きである．もしこれらが報告できない場

３．方法（セッティング，setting）

合は，説明をするべきである．

「セッティング，実地場所のほか，基準となる日付
に つ い て は， 登 録， 曝 露， 追 跡， デ ー タ 収 集 の 期 間

研究の再現性や評価，また他の研究と比較するために，

を含めて明記する」という STROBE の項目に加えて，

RECORD 開発者らは研究に用いたすべての診断，手順，

RECORD への特別な追加項目はない ．但し，論文の

薬剤，あるいはその他のコードのリストを本文中かオン

著者らは，読者に研究結果を広く母集団に当てはめるこ

ラインの付表，外部のサイトのすべてまたはいずれかで

とができるか否かを判断できるように，例えば選択基準

提供することを推奨している 2）．もしこうした公表が著

といったデータベース集団と母集団との関係性について

作権等の問題から困難である場合は，論文著者らはコー

も記述するべきであるとしている ．

ドのリストの提供ができない理由を説明するか，または

2）

2）

これらのリストについて情報を得るための連絡先を記述

４．方法（対象者）

するべきである．

RECORD6.1：参加者の母集団（対象母集団）の選定方
法，例えば対象者を特定するために用い

６．方法（統計・分析方法）

たコードやアルゴリズムを詳細に記載す

RECORD12.1：著者らは，研究対象を作成するために用

べきである．これができない場合は，説

いたデータベースへ研究者がどの程度ア
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クセス権をもっていたのかを記述するべ

誤分類によるバイアス，測定できなかっ

きである．

た交絡因子，欠損データ，時間を超えて

RECORD12.2：著者らは，研究で用いたデータクリーニ
ング方法の情報を提供するべきである．

変化する適確性についての議論を含める
こと．

RECORD12.3：研究が，個人レベル，施設レベル，ある
いは 2 つ以上のデータベースと結合（リ

研究における潜在的なバイアスとして，①研究対象，

ンク）されたデータなのかどうかを述べ

結果，交絡因子，効果修飾因子を特定するためのコード

ること．結合（リンケージ）の方法や結

やアルゴリズムについての誤分類バイアス，②欠損して

合（リンケージ）の質の評価方法は，提

いる変数に関する測定できなかった交絡因子，
③欠損値，

供されるべきである．

そして④時間経過により変化する適格性があげられる．
論文の著者は，こうしたバイアスについて議論するべき

データ分析者がどの程度のデータにアクセスができた

である．日々の収集されている情報の根底にある理論的

のかを記述するべきである．つまり，データ分析者がデ

根拠は，研究疑問を調べるためのデータの質や適応性に

ータクリーニングを行っていない元のデータベースを用

影響を与えるかもしれないため，こうした点をきちんと

いることができたのか，あるいはなんらかの方法でデー

検討する必要がある．

タへのアクセスが制限されていたのかといった情報を論
文中に記述することが重要である．更に，データクリー

９．その他の情報

ニング方法は，研究結果や研究の再現性に影響を与える

RECORD22.1：著者らは研究計画，生データあるいはプ

可能性があるため明確に記述することが重要である ．

ログラムのような追加情報に対して，ど

論文の読者が，結合（リンケージ）エラーの影響や関連

の程度アクセスできるかについての情報

するバイアスを判断するために，データ結合（リンケー

を提供するべきである．

7）

ジ）の方法について記述することが重要である ．
8）

これらの情報は，査読者や読者が研究結果の妥当性を

７．結果（対象者）

評価するのに有用であるので，追加情報を得るための方

RECORD13.1：データの質に基づくフィルタリング，デ

法について記述することが重要である．

ータの利用可能性，結合（リンケージ）
を含め，研究に含めた個々の選定プロセ
ス（例えば，研究対象の選定プロセス）

6．まとめ

を詳細に記述するべきである．対象に含

RECORD は，日々収集されている診療情報を用いた

まれた選定プロセスは，本文と研究フロ

研究の報告の質を向上させるために作成された．研究論

ーダイアグラムの両方またはいずれか一

文を報告する時には，研究論文を読んだ読者が，研究結

方によって記述できる．

果の強み，限界を理解できるように記述することが大切
である．日々収集されている診療情報を用いた研究結果

論文の読者が，研究成果の適用可能性について判断で

を報告する時には，RECORD に述べられている点を論

きるように，用いたデータベース集団からどのように研

文中に明確に記載することで，読者はより研究成果を正

究対象を選定したのかを明確に記載する必要がある ．

しく理解できると考えられる．翻訳者らは，RECORD

フローダイアグラムは研究対象の選定プロセスを記述す

の日本語版をここで報告することにより，我が国で日々

るのに有用であろう．

収集されている診療情報を用いた研究を行う研究者や雑

2）

誌査読者らに，この報告基準が広く周知されることを期

８．議論（限界）

待する．そして，こうした研究の報告の質が向上し，研

RECORD19.1：特定の研究疑問に答えるために作られた

究成果の活用が進むことを期待する．

または収集されたわけではないデータを
用いる影響について議論すること．報告
されている研究に付属するものとして，

416

医療の質 ･ 安全学会誌 Vol.12 No.4（2017）

論
引用文献

説

5 ）Benchimol EI, Smeeth L, Guttmann A, Harron K,
Hemkens LG, Moher D, Petersen I, Sørensen HT,
von Elm E, Langan SM, and the RECORD Working

1 ）RECORD. Repor ting of studies Conducted using

Committee. Das RECORD-Statement zum Berichten

Observational Routinely-collected Data. http://www.

von Beobachtungsstudien, die r outinemäßig

record-statement.org/（2017 年 4 月 21 日確認）

gesammelte Gesundheitsdaten ver wenden.

2 ）Benchimol EI, Smeeth L, Guttmann A, Harron K,

Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im

Moher D, Petersen I, Sørensen HT, von Elm E,

Gesundheitswesen 2016; 115-116: 33-38.

Langan SM; RECORD Working Committee. The

6 ）Benchimol EI, Smeeth L, Guttmann A, Harron K,

REporting of studies Conducted using Observational

Hemkens LG, Moher D, Petersen I, Sørensen HT,

Routinely-collected health Data (RECORD)

von Elm E, Langan SM, and the RECORD Working

statement. PLoS Med. 2015; 12(10):e1001885.

Committee. 使 用 常 规 收 集 卫 生 数 据 开 展 观 察 性

3 ）Glasziou P, Altman DG, Bossuyt P, et al. Reducing

研 究 的 报 告 规 范 -RECORD 规 范 . Chinese Journal

waste from incomplete or unusable repor ts of

of Evidence-Based Medicine 2017; 17(4): 475-87.

biomedical research. Lancet 2014; 383(9913):267-76.

(http://www.hxyx.com/article/10.7507/1672-2531.

4 ）Nicholls SG, Quach P, von Elm E, Guttmann A,

201702009)

Moher D, Petersen I, Sørensen HT, Smeeth L,

7 ）Van den Broeck J, Cunningham SA, Eeckels R, et al.

Langan SM, Benchimol EI. The REporting of Studies

Data cleaning: detecting, diagnosing, and editing data

Conducted Using Observational Routinely-Collected

abnormalities. PLOS Medicine 2005;2(10)e267.

Health Data (RECORD) Statement: Methods for

8 ）Bohensky MA, Jolley D, Sundararajan V, et al. Data

Arriving at Consensus and Developing Reporting

linkage: a power ful research tool with potential

Guidelines. PLoS One. 2015; 12;10(5):e0125620.

problems. BMC Health Serv Res 2010;10:346.

日々の診療情報を用いた研究報告の質向上への提案

417

