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～課題の発見と解決に役立てる～
第15回（最終回）
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本日の内容
◇ 1. データ活用コンペ結果発表

◇ 2. 全体のふりかえり
「講義スライド、私が選んだ2枚」
講師スライドすべてから2枚を選び、理由を述

べてもらう

◇ 3. 参加者全員 一言コメント
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全体の
ふりかえり
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～課題の発見と解決に役立てる～

オリエン
テーション

データサイエ
ンティストに
なるために

データによる
医療の制御

2次医療圏
データを使
いこなす

Excelででき
るDPCデー
タ活用術

Tableauで地
域を見える

化

無料統計ソ
フトRを使っ
た分析入門

因果関係推
論ことはじ

め

NDB（SCR)
データを活
用しよう

公開データで
地域診断をし
てみよう

がん分野の
データセット
を活用する

参加者データコンペ

ビ
ジ
ョ
ン
編

ス
キ
ル
編

実
践
編
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（受講者による）
「私の選んだ

2枚のスライド」
おおよそ、総論から各論へと

並べてみました
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私の選んだスライド 松本①第5回 吉田さんスライドから



選んだ理由とコメント

• 共生社会の目的は、人々の「Well-being」と示
しておられて、今後2040年に向けてどこを目
指すのか、最も端的に明快に示してくださいま
した。

• 共生社会を達成するために、何を行わなければ
ならないのかも示してくださっています。

• 国からのポンチ絵は、あらゆる主体があり複雑
ですが、このスライドで共生社会が良く分かり
ました。
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私の選んだスライド 鈴木②第5回 吉田さんスライドから



選んだ理由とコメント

• 未来投資会議資料についていました。健康寿命
を2040年までに3歳伸ばし要介護者を減らし介
護医療費の抑制を目的としています。

• そのためのデータヘルス改革の図です。医療・
介護・健康のビッグデータが連結され活用され
ています。

• 科学的介護の実現も目指しています。
• 将来自分もこのような仕組みの中で生きていく
ようになるのだなと思い参考にこのページだけ
別にカラーで大きく印刷して見ていました。

12



私の選んだスライド 白川②第8回 立森さんスライドから



選んだ理由

• 因果関係を確認するときは、交絡因子を検討す
ることが大事。

• 原因と結果は一方向の関係になっているため、
結果や原因に影響を与えているものかどうか確
認する。

• 統計結果で有意差がでた場合、鵜呑みにして喜
んでしまうため、結果の内容を吟味するクセを
つけることの大切さ知った。

以下3点を学ぶことができた
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私の選んだスライド 矢上②第6回 高橋さんスライドから



対照的な２大都市を中心とする医療圏－福岡

• 北九州医療圏について
• 2016年時点で高齢化率30％を突破し、大都市型の中では
全国に先がけて「2025問題」に直面している

• 約100万人の医療圏に200床以上の救急病院が17病院乱立
する超医療過密地域

• 中堅どころの「自称」救急病院は、増え続ける肺炎と転
倒患者のベッドコントロールに奔走

• 福岡医療圏について
• 人口増加数および増加率ともに政令指定都市の中で全国
トップ

• 九大病院は患者数および医療収入増加率が全国大学病院
の中でトップクラス
しかし、いまだに軽症のために受診する地元の高齢者を
「快く」受け入れている
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第4回 石川さんスライドから 私の選んだスライド 田原①
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選んだ理由とコメント

• Tableauを知るきっかけになった最初の入り
口だから。初めて見るツールの機能に、驚きと
ともに感激!わぁ、すごい!!

• 自在に検索できるツールが、たくさんそろって
いる。

• 自分が作ってみたい見える化のヒントが得られ
る。

• この画面を見ると、もう一つ忘れたくない
MedysisさんのNDB データ由来の診療行為別
標準化レセプト出現比【見える化ツール】も、
一緒に思い出すから。
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私の選んだスライド 岸本第4回 石川さんスライドから



選んだ理由とコメント
★他の講義含め一番科学的でビジュアルなスライド

• あらゆる分野で人口減少、少子高齢化の問題は、避けら
れない課題である。疾患・人口問題を視覚化で訴えて
いる。

• 私が大学院に入学した動機は、過去40年間の知識、技術
が5～6年前から通用しなくなり、学び直そうと考えたの
がきっかけです。やはり学び直そうと決断した事が正し
判断であった事が裏付けられた！

• 人口増加時の常識は、人口減少時の現在通じない
例：夢のマイホーム ＝＞ 空き家
「在宅」≠「自宅」
何らか形で「集住」不可避在宅
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私の選んだスライド 清田②第4回 石川さんスライドから



【 選んだ理由とコメント】

• 女性がんを含む10疾病が年代別にその患者数が
１画面に可視化されてグラフで表示されるとは
正に画期的です。

• 是非多くの方々に見てほしい画面です。

• グラフに入院期間、年間の医療費、5年生存率
等を示すと更に説得力のあるデータとなります。
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第4回 石川さんスライドから 私の選んだスライド 前村①

23



選んだ理由とコメント

• 需要量と供給量からの推計から、将来構想を描
く基本をまとめている

• 一見すると、当たり前だが、多くの地域医療構
想、地域医療計画は「供給予測」と「供給量」
から将来構想を描こうとしており、きちんと
「需要量」の予測をしていないケースが多い

• 需要量はいろいろな要因で大きく変動するもの
の、一定の限界のなかで、よりきめ細かい予測
を立てたうえで、将来構想を描く必要性を改め
て実感した
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第9回 吉村さんスライドから 私の選んだスライド 矢上①



治療より予防を

• 生活習慣病の代表格－糖尿病－の治療のため、一人あたり
これほどの医療費を負担しており、地域格差も大きいこと
を知った。

• 個人の心がけで予防できる可能性が大きいのではないか？
• 40歳以上になってからの食生活の改善は難しいため、早期
からの心がけが必要。

• 食品業界、小売業界の対応は？
• 個人的な経験から、残業で遅くなったときにコンビニやスーパー
に行っても安心して食べられる食品の選択肢がほとんどない

• ちなみにフランスのパンはデニッシュ系でも砂糖の含有量は日本
のものより圧倒的に低い。例えばショソンオポム（アップルパ
イ）はリンゴのさわやかな酸味が効いており甘くない
→ ケーキは甘いが、食事として食べるパンにはお砂糖はほとん
ど使わないらしい
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私の選んだスライド 白川①第9回 吉村さんスライドから



選んだ理由

• NDBの解析結果を公開することで、医療制度等
の問題を世間に周知することができる。

• データの解析結果をマニュアルやガイドライン
の改訂に利用できる。

• ビックデータを解析をすることで、医療費の無
駄について気づき、医療資源の有効活用に繋が
ることを学べたスライドであった。

（上記スライド以外に、シップ処方額を国立大学の運営費用と併せ
て提示していたものが印象に残っている。）

以下3点を学ぶことができた
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私の選んだスライド 岸本第9回 吉村さんスライドから



選んだ理由とコメント
★社会的意義のあるスライド

40年前にコンピュータで紙テープから紙のレセプト処理し
ていた時、このような事ができるとは、思っていなかったが、
大阪のO院長は、このような事ができる事を既に予言していた。

• 異常な処方である事が、視覚化されており説得力がある。公
表するだけで異常な処方が減少するスライドである。

• 実数なので推測統計を使用する必要がない

<< 推測統計の手順 >>
1.帰無仮説：差はない（同じ）、関連性はない仮説
対立仮説：帰無仮説と反対の仮説 の設定

2.有意水準（ｐ値）を設定
3.検定統計量の計算と有意点の算出
4.帰無仮説の破棄・採択の判定
＝＞何の事か市民（私も含む）の方にわかり難い
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私の選んだスライド 松本②第9回 吉村さんスライドから



選んだ理由とコメント

• 治療や処方のみならず、ケアの質をどう改善し
ていけば、高齢者のQOLが高まるのか、考えさ
せる集計結果でした。

• データから現場を顧みて質を高める、とても良
い例、お手本を示してくださいました。

• 制御変数を多々考慮した統計解析に頼りすぎる
のではなく、性・年齢別に丁寧に分布をみる大
切さも教えてくださいました。
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第9回 吉村さんスライドから 私の選んだスライド 前村②
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選んだ理由とコメント

• NDBデータの公開は長年の課題だったが、多大な努力
で実現にこぎつけた

• その結果を明確な問題意識に基づき分かりやすく切り
取り、「見える化」した好例

• さらに、新聞記事で一般の人にも分かりやすく伝えた

① 現場の問題意識
② データ分析
③ 実行者（媒体＝メディア）の認知

をつなげ、医療を動かした
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私の選んだスライド 前田①第10回 渡辺さんスライドから



選んだ理由とコメント

•＋消費税
• 消費税率がアップすることを自分の病院の経営
と関連付けて考えたことがなかったので、衝撃
的でした。

• 今務めている病院は、ディスポーザブルの機器
をたくさん採用しており、なおかつ、使用物品
を最小限にとどめようというコスト意識が非常
に低いので、消費税の影響が非常に大きく出て
しまうのではないかと思いました。
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私の選んだスライド 前田②第10回 渡辺さんスライドから



選んだ理由とコメント

• 急性期・高度急性期の医療需要がこれ以上増加
せず減少するとなると、今後の看護師には回復
期や慢性期、生活期の患者を看るスキルがにな
るなと感じました。

• 10年以上高度急性期病棟で働いている身として
は、今後の自分のスキルアップ、キャリアの積
み方を考えるきっかけの一つになりました。

• 今後の看護教育の在り方、看護師の在り方も変
化しなければいけないだろうなと思います。
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私の選んだスライド 鈴木①第10回 渡辺さんスライドから



選んだ理由とコメント

• 前期のゆきさんの乃木坂スクールで精神科病床が
欧米に比べて多く批判されている。退院促進を進
めているが空いた病床を認知症の方を入院させて
埋めていると問題提起されていました。それが本
当だったことを示すグラフだと思いました。

• 医療経営者にとって病棟のベット＝収入＝患者と
考えているように思えます。病院は病気の治療を
するところで生活の場ではないと思います。介護
医療院のことも気になります。

• 障害をもつ人の入所施設問題と同じです。他にも
この課題を可視化できるデータがあるではないか
と思いました。
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私の選んだスライド 清田①第12回 埴岡さんスライドから

5大がん（乳がん、大腸がん、肺がん）の患者の分布状況
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【 選んだ理由とコメント】

• 乳がん、大腸がん、肺がんの患者数の分布状況
が一目でわかる。しかもがんの部位別、地域別
に１画面で分かります。

• 短時間にがん患者の分布状況が可視化されてい
るので北海道地区はがん患者が多く、温かい九
州地区の患者がすくない。

• データが可視化されていので専門知識がなくて
もがん患者の分布状況がわかってよい。

42



第12回 埴岡さんスライドから 私の選んだスライド 田原②
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選んだ理由とコメント

• 見える化するときの流れがまとめてある図なの
で。

• 基本、この流れに沿って作業を進めれば、無駄
のないデータ活用につながり、施策にもつなげ
やすい。

• この作業に付随して、これまで学習したことを
思い出すことができる。たとえば、自主勉協会
リンクサイト一覧やBIツールやRのハンズオン
映像があることを思い出し、おさらいができる。
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まとめ
オリエンテーションと呼応して
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シラバスに記載された趣旨
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地域医療ビッグデータ入門
～課題の発見と解決に役立てる～



本講座のロジックモデル

地域医
療患者
住民ア
ウトカ
ムの均
てん化

どの地
域でも
データ
を使っ
たPDCA
の普及

マルチ
SHによ
るビッ
グデー
タ利活
用

「地域
医療
ビッグ
データ
入門」
の実施

初期
アウトカム

中間
アウトカム

最終
アウトカム

活動
アウトプット

超少子高齢化、2025年問題、地域格差（均てん化の遅れ）

行政や民間・非営利団体等による研修やデータ提供の実施

知恵をもち
よりビッグ
データ活用
を実践する
ことができ
ていない

環境

課題

外の動き
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SH=ステークホルダー



「地域医療ビッグデータ」とは

• ここでは…
• ビッグデータといってもそれほど大きくはなく
パソコンで十分に扱え、

• 政府統計などのビッグデータ由来で「地域別等
に集計加工されたもの」を中心に扱い…

• 探索的なデータマイニングというよりはロジッ
クを仮想して検証するアプローチが主となる
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「課題の発見と解決」とは

• 課題の発見：データからアウトカム指標やプロ
セス指標の地域差、ワースト地域、ホットス
ポットを発見する

• その原因となるプロセス指標やストラクチャー
指標を探す

• 解決策（案）：アウトカム指標を改善する対策
を考察する
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ビジョン：データに基づく政策評価へ

10年前？

今：5合目。展望の
確認と加速の機会

3～5年後？
確立へ

既存統計
DPCデータ
データブック

可視化プロジェクト
NDBオープンデータ

精度不足
項目不足
統合不足
理解力不足

目標、工程、役割
を明確化して加速

精度向上
項目補足
統合化

理解力向上

データに基づく政策評価

枠組みメド
工程にメド
活用法にメド
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本講座の基本的構図

51

社会・地域の課題・問題

みなさん（データ活用ナビゲーター）
マルチステークホルダーの

強みの持ちより／弱点の相互補完

講師陣

さまざまなデータセット

データセット

さまざまなデータベース それぞれの先端性、専門性

ハンズオンマニュアルと
活用例

さまざまなソフト／ツール



データを活用する5段階

①課題、問題意識、仮説、興味を出す

②関連しそうなデータを収集

③収集したデータを分析

④知見を追加、分析を高め、人智を寄せて検討

⑤施策の形成
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チームで相互補完

問題意識を持つ
人

データセットを
持つ人

データ分析スキ
ルを持つ人
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データ・ナビゲーター？
• データ・ナビゲーター（案内する）
• データ・サイエンティスト（理系知・文系知併
せて科学する）

• データ・デザイナー（構想する）
• データ・アドボケート（政策提言する）
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コーディネーターの反省と抱負

• 体系性・構成・バランスを高めたい
• 敷居を下げ、難しいことも平易にできるように
したい

• 自主勉強会も、より実践的に改善したい
• ハンズオンマニュアル、テキストを作りたい
• （チーム研究、グループワークを工夫したい）
• BI、統計Rをもっと勉強しなくては
• 発表会は半日ぐらいかけてやりたいもの
• みなさまの教え合い・共有カルチャーに感謝

昨年から再掲・一部改変
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みなさまの
「学び合い・共有」
のカルチャーに感謝



　                                        2019年度･前期 乃木坂スクール　講座案内

※日程・内容は変更する場合がございます。最新情報はホームページをご覧ください

　2018年度に策定された「医療計画」と「がん計画」の実施・運用が、2019年度に入り本格化します。計画・実施計画の目標設定や施策がどうなっているのか、進捗管理
と2020年度の中間評価に向けた準備はどうなっているのかを、各地の好事例や最新の動向から学んでいきます。講師は、行政担当者、研究者、医療提供者、コンサル
タントなど、一線で活躍している方々。シリーズを通して、計画のPDCA（策定、実施、評価、改善）を効果的なものにするロジックモデルの活用法が身に付くような15回
シリーズ構成といたしました。素材は県や市の医療計画とがん計画ですが、その領域に限らず広く医療福祉あるいはその他の計画や活動のPDCA（計画・実行・評価・
改善）サイクル管理に役立つとことでしょう。活動の成果を高める効果があるとされる「魔法のツール：ロジックモデル」をこの機会に学んでおくことで、地域の政策評価
から自分の活動のブラッシュアップまで、いろんな局面で活用できるようになることが期待されます。

★開催日時 4月12日開始/金曜19:45～21:15

コーディネーター 埴岡 健一 教授（医療福祉ジャーナリズム分野）

#12 「医療計画」と「がん計画」のPDCAを高める～魔法のツール「ロジックモデル」を活用して～
（地域医療福祉ジャーナリズム特論）

★講座名
（大学院授業名）

★受講会場 東京赤坂キャンパス他

次回シリーズ（予告）

ともに、学び続けていきましょう
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