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抄録：[目的] 本研究は、製薬企業のニーズが強い遺伝子検査結果や癌のステージ分類・副作用などの患者情報の
抽出技術を確立することで、患者情報の二次利用に向けた抽出技術実現可能性検証を行う。[方法] 宮崎大学医学
部附属病院電子カルテデータが保存されているデータウェアハウスの診療リアルワールドデータの中から癌患者データを用
い、癌患者情報抽出手法として、特徴の異なる、ルールベース（正規表現マッチ）と機械学習（系列ラベリング）の 2 種類の
手法を開発し精度評価を行なった。[結果] ルールベースでは、人によるフラグ確認を踏まえると 100％の正解率で患者情
報を抽出できている。一方、機械学習の精度評価としては、電子カルテ全文を対象とし、教師データ、検証データを作成
した結果、99.74％の正解率で患者情報が抽出できている。[結論] ルールベースと機械学習のより一層の精度評価とその
課題解決が必要であるが、想定した癌患者情報が抽出できることがわかった。
キーワード 診療リアルワールドデータ、電子カルテ、ルールベース(正規表現)、機械学習(系列ラベリング)。
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目的!

製薬企業へのヒアリングを通して、遺伝子検査結
果や癌のステージ分類・副作用などの患者情報の
抽出に強いニーズがあることが判明している。また、
電子カルテのテキスト（診療録など）に患者情報が記
述されていることは確認できたが、そのデータの抽出
技術が確立しておらず、医療分野の研究開発に活
用できていない現状がある。更に、日々の診療を通
して蓄積された医療情報（診療リアルワールドデー
タ）の二次利用に向けた実現可能性検証が十分にさ
れているとはいい難い。本研究は、製薬企業のニー
ズが強い患者情報を抽出する手法の実現性と有効
性を評価することで、当該情報の抽出技術を確立
し、二次利用に向けた実現可能性検証を行う。
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方法!

患者情報を抽出する手法として、特徴の異なる、
ルールベース（正規表現マッチ）と機械学習（系列ラ
ベリング）の 2 種類の手法[1]の実現性・有効性を評
価する。
"% ルールベース（正規表現マッチ）、概要 : 人手で
ルールを書いて処理する、特徴 : 処理がわかりやす

い、処理イメージ例:HER2(+)として、【ルール適用
（例）】、([Hh][Ee][Rr][2])[ \t]*(\(陽性|\(?\+\)?\))
“Her2”や”HER2”は OK、後ろにスペース・タブが
いくつあっても OK、“陽性”もしくは”(+)”や”+”も
OK、\1 と\2 で”HER2”と”(+)”のペアを取得、新たな
ルールに弱い（メンテが必要）。
$% 機械学習（系列ラベリング）、概要 : 教師データを
用意し、そこから正解を導くルールを導出する、特
徴 : 総合的に判断するため、表記ゆれや新たなル
ールにあ る程度対応で きる、処理イメ ージ例:
HER2(+)として、【ルール適用結果（例）】
HER2…検査項目開始、( …検査結果開始、+ …検
査 結 果 途 中 、 ) … 検 査 結 果 途 中 、上 か ら 見 て ”
HER2”と”(+)”のペアを取得。
&% 患者情報の抽出方法!
「患者・文書の特定・抽出」→「患者情報記載箇所
の特定・抽出」→「患者情報の意味付け」→「患者情
報の特定・抽出」の 4 段階で抽出する。
(1) 患者・文書の特定・抽出 : 分析対象患者の $'"(
年 '")'& 月に記載された文書「入院時サマリ」「経
過記録」「退院時サマリ」を特定・抽出する。
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(2) 患者情報記載箇所の特定・抽出 : 患者情報「病
名」「病期分類」「*+, 分類」「遺伝子検査結果」
が記載されている箇所を特定・抽出する。
(3) 患者情報の意味付け : 患者情報記載箇所に対
し、表記ゆれを考慮しつつ、単語と患者情報を対
応付ける。
(4) 患者情報の特定・抽出 : 意味付け情報を基に、2
種類の手法「ルールベース」「機械学習」を用い
て、患者情報を特定・抽出する。
収集する患者情報は、電子カルテおよび医事システ
ムから、患者属性情報：誕生年、性別、疾病情報：疾
病名、入院外来区分、診療基本情報：入退院履歴、
外来受診履歴、処方情報：処方日、入院・外来区
分、処方医 ID、薬剤名、数量、単位、処方期間、診
療行為情報：手術歴情報、検査結果、観察項目、文
書情報：経過記録、看護記録、退院時サマリ、手術
記録、についての医療情報を抽出し分析対象として
いる。
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結果!

正規表現は、2018 年 2 月の電子カルテ（入院時
サマリ、退院時サマリ、経過記録、経過記録
（SOAP））をもとに正規表現を作成し、2018 年 3 月の
退院時サマリで検証した。一方、機械学習では、
2018 年 2 月の電子カルテ(正規表現と同様)をもとに
教師データを作成し、2018 年 3 月の退院時サマリで
検証した。抽出誤り削減のため、形態素解析で区切
るパターンを増加した影響から、プログラム単体の抽
出精度が落ちているが、人によるフラグ確認を踏ま
えると 100%の患者情報が抽出できている。抽出誤り
の改善はされているが、2018 年 3 月には、 2018 年
1 月、2 月に出現していない患者情報が多く出現し、
抽出漏れが多かったことが原因だと考えられる。精
度向上には、網羅性の高い正規表現パターンを用
意する必要がある。
機械学習では、電子カルテ全文を対象とした教師
データ、検証データを作成し、99.74％の患者情報
が抽出できている。原因として、電子カルテの全体
の９割以上は抽出対象外の文字であり、学習モデル
では、基本的には、対象外と認識されていると考えら
れる。抽出対象の患者情報のうち、病名と TNM 分類
は正しく認識割合が多い。割合が高い理由として、
stage や検査名の比較し、文字数が多いことや病名
の場合は漢字が連続しており、TNM の場合はアル
ファベットと数字が交互に存在するなど、他の文字と
比べ特徴が判断しやすいことが考えられる。stage や
検査名の特徴を学習できるようモデルを修正するこ
とが精度向上の鍵である。図 1,2 に、アウトプットイメ
ージを示す。
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(3)! 現状、機械学習は遺伝子検査の ALK のみを対
象としており、対象の拡大が必須。
(4)課題解決を踏まえた実現性や精度・運用の観
点での有効性を評価できていない。!
課題解決方針として、モレを定量的に計測
し、モレが生じる箇所・規模・原因を特定す
る。効果的な手段を見極める。辞書・ルールベ
ース・教師データ（機械学習）
・抽出ロジックな
どをチューニングする。等が必要である。!

考察!

図 1 正規表現アウトプットイメージ

図 2 機械学習アウトプットイメージ
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結語!

宮崎大学医学部附属病院電子カルテデータが保
存されているデータウェアハウスの診療リアルワール
ドデータの中から癌患者データを用い、癌患者情報
抽出手法として、特徴の異なる、ルールベース（正規
表現マッチ）と機械学習（系列ラベリング）の 2 種類の
手法を開発し精度評価を行なった。
正規表現と機械学習のより一層の精度評価とその
課題解決が必要であるが、想定した癌患者情報が
抽出できることがわかった。
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課題や解決方針を以下に示す。
(1)問題リストの途中での改行など、抽出ロジックが対
応しておらず、患者情報記載箇所の抽出にモレが
生じている、モレを定量的に把握できていない。
(2)!病名や遺伝子検査項目の表記ゆれ・複数出現な
ど、ルール（ルールベース）・教師データ（機械学
習）・抽出ロジックが不十分であり、患者情報の抽出
にモレが生じている、モレを定量的に把握できてい
ない。
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