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「私が選ぶ2枚のグラフ」趣旨
• オープンデータに、まず触れてみる。
• どんなものがあるか、何ができそうか、感触を
つかむ。

• 可視化サイトから、自分の関心に合う図を見つ
けて、共有する。

• 考察を始めてみる。
• 他の人が選んだものをみて、できることの可能
性の広がりを感じる。

• データ・コンペに向けて構想を練りはじめる。
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お名前 対象分野 指標 情報源 OPS 地域 地域粒度 グラフ形

1 Aさん 乳がん罹患率 年齢調整罹患率 全国がん登録 O 全国 都道府県棒グラフ

2 Aさん 乳がん死亡率経年変
化 年齢調整死亡率 人口動態統計 O 熊本県、5県、全国 都道府県折れ線グラフ

3 藤村さん 在宅医療 主要指標セット 厚労省データセット OPS 東京都三鷹市 市区町村箱ひげ図

4 藤村さん 脳卒中リハ 主要指標セット ミックス OPS 東京都三鷹市 市区町村箱ひげ図

5 福地さん 循環器病 標準化死亡比（SMR） 人口動態統計 O 東北2県、関西2県 医療圏 ヒートマップ

6 福地さん 循環器病 病床数 DPC S 青森県、京都府 施設 積み上げ棒グラ
フ

7 二ッ森さん4疾患 患者数 DPC P（ニー
ズ） 横浜南部医療圏 施設 積み上げ棒グラ

フ

8 二ッ森さん循環器病 将来患者数推計 患者調査×人口推計 P（ニー
ズ） 横浜南部医療圏 医療圏 折れ線グラフ

9 平岩さん 在宅医療 看取り×自宅死 NDB×人口動態統計 OP 神奈川県 市区町村散布図

10 平岩さん 在宅医療 訪問診療関係4指標 NDB-SCR P 神奈川県 市区町村箱ひげ図

11 AIさん 脳卒中連携 連携加算指数 NDB-SCR P 宮城県 医療圏 棒グラフ

12 AIさん がん 緩和ケア管理料件数 拠点病院指定要件報告
書 P 宮城県 施設 表

13 岸本さん 救急 救急車搬送入院数 DPC P 東京都区中央部 施設 表

14 岸本さん 救急 運転時間カバーエリア DPC×地理情報 ー 近畿 面的把握地図

15 松田さん がん 職種別医療スタッフ数 拠点病院指定要件報告
書 S 千葉県 施設 表

16 松田さん がん 職種別医療スタッフ数 病床機能報告書 S 千葉県東葛北部 施設 積み上げ棒グラ
フ

17 松本さん 退院支援 再入院率 DPC P/O 広島県尾三・呉医療
圏 施設 積み上げ棒グラ

フ
18 松本さん 周産期医療 新生児集中治療室管理料 NDB-SCR（+病床数） P（+O） 全国 都道府県棒グラフ

19 松浦さん 向精神薬適正使用 ベンゾジアゼピンSCR NDB-SCR（薬剤4桁） P 東京都 市区町村棒グラフ

20 松浦さん 在宅薬剤管理 在宅薬剤管理指導料 NDB-SCR P 東京都 医療圏 棒グラフ

＊名字イニシャル順



お名前 対象分野 指標 情報源 OPS 地域 地域粒度 グラフ形

21 茂木さん 7つの傷病 将来患者数推計 患者調査×人口推計 P（ニー
ズ） 東京都 都道府県折れ線グラフ

22 茂木さん 心疾患 バイパス手術件数 NDB-SCR P 東京都 医療圏 棒グラフ

23 永野さん 在宅医療 自宅死亡率 人口動態統計 O 全国 市区町村棒グラフ

24 永野さん 在宅医療 看取り加算 NDB-SCR P 全国 医療圏 棒グラフ

25 能野さん 医薬品使用量 オプジーボ使用率 NDB-SCR P 全国 都道府県棒グラフ

26 能野さん 人口密度 運転時間カバーエリア 国勢調査×道路データ ー 中四国・九州など メッシュ地図

27 岡村さん 主要疾病死因 標準化死亡比（SMR） 人口動態統計 O 千葉県 市区町村ヒートマップ

28 岡村さん 医療スタッフ 職種別職員数 病床機能報告 S 千葉県千葉医療圏 施設 地図

29 鈴木さん 脳卒中リハ ADL改善率×理学療法士
数

病床機能報告×病院報
告 OS 全国 医療圏 散布図

30 鈴木さん 脳卒中 動脈瘤クリッピング手術 NDB-SCR P 全国 都道府県棒グラフ

31 高田さん 大腸がん 年齢調整罹患率（男女） 全国がん登録 O 全国 都道府県棒グラフ

32 高田さん 糖尿病と歯周病 ー ー ー ー ー ー

33 月崎さん 向精神薬適正使用 ベンゾジアゼピンSCR NDB-SCR（薬剤4桁） P 東京都 市区町村棒グラフ

34 月崎さん うつ治療 治療行為4種のSCR NDB-SCR（診療行為） P 東京都 医療圏 棒グラフ

35 内田さん 主要疾病死因 標準化死亡比（SMR） 人口動態統計 O 神奈川県 医療圏 ヒートマップ

36 内田さん 救急 救急搬送入院数 DPC P 神奈川県 施設 表（地図付）

37 山田さん 10種のがん 将来患者数推計 患者調査×人口推計 P（ニー
ズ） 神奈川県横浜北部 医療圏 折れ線グラフ

38 山田さん 施設ポジショニング 病院疾病別地域占有率 DPC P 神奈川県横浜北部 施設 バブルチャート

39 吉田さん 在宅医療 主要指標セット 厚労省データセット OP 東京都立川市、国立
市 市区町村箱ひげ図

40 吉田さん 主要疾病死因（老
衰） 標準化死亡比（SMR） 人口動態統計 O 東京都（渋谷区） 市区町村ヒートマップ

＊名字イニシャル順
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出典https://public.tableau.com/profile/cancer.policy.summit#!/vizhome/cancerincidenceageadjustedbysiteandpref_/sheet0

私の選んだスライド A①がん罹患率（年齢調整）
（部位別：乳房）（都道府県別）



選んだ理由とコメント①

• がん罹患率の全部位を確認していたところ、乳
がんの罹患率が熊本県の罹患率がとても高かっ
たので選びました。

• なぜ、熊本県だけがこれだけ罹患数が高いのか、
がん検診率、発見経緯などを調査してみたいと
感じました。
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7
出典https://public.tableau.com/profile/cancer.policy.summit#!/vizhome/changesinageadjustedcancermortalitybysiteandprefecture/lungmale

がん部位別：乳房 年齢調整死亡率 推移（都道府県別）私の選んだスライド A②



選んだ理由とコメント②

• 乳がんの死亡率がどの世に推移しているか確認
するため選択しました。

• 罹患率の高い①熊本県、②福岡県、③青森県、
罹患率の低い④島根県、⑤福島県、
死亡率の低い⑥滋賀県を表示しました。

• 罹患率の高い熊本県は全国平均に近いのに対し、
青森県が死亡率が高くなっています。

• 診断時の病期分類、初期治療の内容などを確認
したいと思いました。
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私の選んだスライド 藤村①在宅医療アウトカム・プロセス指標セット（市）

三鷹市

三鷹市

三鷹市

三鷹市

出典 https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/


選んだ理由とコメント
・三鷹市における在宅診療の特徴をこのグラフから見て
みようと思った。
・都内で比較した場合、三鷹市は訪問診療実施件数はそ
れほど高くない。また、自宅死割合16.8％、老人ホーム
死割合6.1％と、ともに低いが、診療所看取り割合は81％
で都内３位。
・診療所については、病床をもつ診療所は市内にないこ
とから、診療所は訪問診療を行うクリニックや医院と考
えてもよいのではないかと推測される。
・以上のことから、相対的にみると、終末期を在宅療養
される患者の中で、最期を在宅で迎える割合は高いので
はないか、と推測される。
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私の選んだスライド 藤村②脳卒中リハビリテーション関係主要指標

北多摩南部

北多摩南部 北多摩南部
北多摩南部

出典 https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/


選んだ理由とコメント
・私が所属している二次医療圏(北多摩南部)の特
徴をグラフ（東京都）から見てみようと思った。

・SMR脳血管総数は、都内13医療圏では一番少
ない。ADL改善率は４位。理学療法士数は３位。
リハ専門医数はデータ見当たらず。
（元データまで当たりませんでした）

・上記のことから、脳血管疾患を発症しても医
療的対応が早く、その後のリハも充実しており、
後遺症も軽く、在宅生活に対する障害も軽い
ケースが多いのではないかと推測した。

12



私の選んだスライド 福地①疾病・死因別標準化死亡比（SMR）医療県別

出典：
https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/
vizhome/190217SMR/SMR_1

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190217SMR/SMR_1


選んだ理由とコメント

• 塩分摂取量が高血圧を起因し、高血圧が心筋梗
塞や脳梗塞などの循環器病のリスク因子となっ
ていることは周知の事実であるかと存じます。

• では、実際に塩分摂取量が高いといわれている
東北地方と一般的に“うす味”と言われている、
関西地域において、循環器病による死亡者数は
どれほど異なるのかを可視化してみました。

• 塩分摂取量の多い地域における循環器病発生率
は顕著に高いことが明らかになった。



私の選んだスライド福地②厚労省DPC調査H26年

出典：
https://public.tableau.com/profile/kbishikawa
#!/vizhome/H26DPCmhlw/map

https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/vizhome/H26DPCmhlw/map


選んだ理由とコメント

• 循環器病の発症頻度を比較した先ほどの2つの
医療圏における4疾病に対する病床数を比較し
た。

• 人口差を調整できていないが、青森県において
は、京都と比較し、循環器病に対する病床数が
少ない可能性がある。

• また、どちらの地域においても偏在が顕著であ
る。
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私の選んだスライド 二ッ森①4疾病の患者数（医療圏別）

出典：https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/vizhome/DPCH282016/map



選んだ理由とコメント

• 機能評価係数Ⅱの地域医療指数に係る疾病のあ
る、4疾病の患者数を2次医療圏の医療機関と比
較。

• 救急医療入院にも関連する脳卒中や心筋梗塞の
患者がどこに流れているのか可視化され、救急
受け入れの対策に役立つ。

• がんに関しては附属2病院で患者数が多い。す
みわけができているのか、疾病や治療の特色を
ドリルダウンし、確認する必要がある。
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私の選んだスライド 二ッ森②

出典：https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/vizhome/EstPat2016/sheet2

人口・患者数推計 循環器疾患（医療圏別）



選んだ理由とコメント

• 今後の人口動態でどのような疾患が増加するの
か可視化されている。

• まず7領域の疾病で俯瞰し、最も増加が多い循
環器系に注目した。その中でも脳梗塞の増加率
が高かった。

• 自院の受け入れ態勢、病床機能、後方連携など
を整える必要があることが分かった。
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私の選んだスライド 平岩①在宅医療アウトカムプロセス指標セット（神奈川県）

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190526/OP5



選んだ理由とコメント

• 在宅医療のプロセス指標としての在宅療養支援
診療所の看取り実施件数と、アウトカム指標と
しての自宅死の割合の相関性を見ているのが興
味深い。

• ２つの指標に相関性がみられるが、横須賀市と
藤沢市に特異値がみられる。

• 横須賀市は、看取り実施件数に比して自宅死割
合が高く、藤沢市は、看取り実施件数に比して
自宅死の割合が低い。

• 他の指標を見ることで、両市の違いに関する要
因が分かるかもしれない。
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私の選んだスライド 平岩②NDB-SCR外来市町村在宅医療抜粋（神奈川県）

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190618NDB-SCR/4

横須賀市

横須賀市

横須賀市

横須賀市

藤沢市

藤沢市

藤沢市

藤沢市



選んだ理由とコメント

• 1枚目のスライドで、藤沢市は看取り診療所件
数が多いにもかかわらず自宅死が少ないことが
わかった。その要因を探るため、本スライドを
選んだ。

• 横須賀市と藤沢市を比較すると、藤沢市は往診
件数が飛び抜けて多い。また、訪問看護指示、
在宅訪問診療も多い。

• ただし、在宅加算が県内で一番低いのはなぜか。
在宅療養実績加算が、看取りなどの実績のある
在支診を評価する加算であることを考えると、
自宅死が少ないこととも一致する。最終段階で
病院に搬送しているのだろうか。
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私の選んだスライド AI①

＊キャプチャーして添付した場合の画面

出典：https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190816NDB-SCR/sheet0

宮城県の脳卒中地域連携加算の地域差の状況（医療圏別）



選んだ理由とコメント

• 地域医療構想が公開され、病院の機能分担が必
要と感じるが、連携については、医療圏で格差
が生じていること。

• その格差が脳卒中の基幹病院となる病院が一つ
や複数でも関係ないこと。

• 地域の住民の方は回復期リハビリテーション病
棟がないとリハビリテーションが出来ないと思
われることも多いが、実際には回復リハビリ
テーション病床がない医療圏でも連携が進んで
いることが証明できる。
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私の選んだスライド AI②

出典：https://public.tableau.com/profile/cancer.policy.summit#!/vizhome/5376/sheet0

がん患者指導管理料の地域差の状況（東北県、医療圏別）



選んだ理由とコメント
• 国はがんを診断されたときから緩和ケアの実施
とされている。

• 診断時や治療時に医師と看護師が共同で実施す
る指導料１及び医師又は看護師が心理的不安軽
減するための面接等の指導料の算定数において、
がんに関する認定看護師等の配置数が影響して
い。

• 県立病院の多い岩手県と設置主体が異なる宮城
県においても、どちらも算定にバラツキがある。
算定については、病院ごとの取り組みが影響し
ていると推測している。
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私の選んだスライド 岸本①

＊キャプチャーして添付した場合の画面

出典：https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/vizhome/H28DPCmhlwRAamb/sheet0

緊急車搬送入院数（ＭＤＣ別 医療圏別）石川先生



選んだ理由とコメント

• 他の講義（ＳＰＳＳ）で某大学病院の看護師さ
んが真っ先にＤＰＣデータの分析されたのがこ
の救急搬送先の分析でした。

• どこの病院にどのような患者が運べているか可
視化でき、経営戦略的に活用ができます。

• 最新のデータが反映できれば、更に効果的です。
（データは、鮮度が必要！）
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私の選んだスライド 岸本②

＊PowerPointでダウンロードして標準サイズに変換した場合の画面

出典：https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/vizhome/H25DPCmhlw6Dhd/sheet0

運転時間に基づくカバーエリア（都道府県別）石川先生



選んだ理由とコメント

• 石川先生の講義時に地図を使った分析でした。
• どこの地区で急病人が出たとき治療が可能か難
しいか判断でき、交通機関の整備に活用できま
す。

• きめ細かい地図に反映でき良いと考えますが、
最新のデータが反映できれば、更に効果的です。
（データは、鮮度が必要）
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私の選んだグラフ 松田①

＊キャプチャーして添付した場合の画面

出典：https://public.tableau.com/profile/cancer.policy.summit#!/vizhome/5376/sheet0

がん拠点病院 施設別データ集（千葉県）



• 私が選んだ２枚の「グラフ」との事でしたが、
単純に見ていて自施設とそれをとりまく他院の
状況を客観的に見てみたいと思い、このデータ
を選択しました。本来ならばもっと沢山の項目
を見てみたいところですが、サイズの関係もあ
りましたので、ざっくり自分の興味で選択して
います。

• それでも実際データを見て、拠点病院加算や医
師数等の多い少ないは病院の病床数だけでは判
断できないものなのだと感じました。やはりそ
れぞれの病院の特徴もあるのでしょう。しかし
なぜそうなるのかを更に掘り下げてみるにはど
のような事を調べて行けばよいのでしょう
か・・・？
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私の選んだグラフ 松田②

＊PowerPointでダウンロードして標準サイズに変換した場合の画面

出典：https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/vizhome/2017H29-HospFuncSurvey-HospStaff/map

施設の職員数：職種別



• グラフ１と同様、単純にこのエリアの病院のス
タッフはどれくらいなのか？という興味から選
択しました。普段自分たちがよく目にするのは
施設を訪れる、あるいは利用する方々の数やそ
の方々に提供するサービスなどが目につきます
が、それを提供している環境については自分は
あまり目にする事が無かったからです。

• そうやって見てみると、やはりスタッフの割合
は病院の機能（特徴）に直結するのだというこ
とが一目瞭然です。

• ふだんあまり見る事の無いデータであり、とて
も興味深い１枚です。
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私の選んだスライド 松本①

出典：https://medysis.jp/dpcbased-readmission-visualization

広島県尾三医療圏・呉医療圏の病院別再入院率の状況

尾三二次医療圏 呉二次医療圏

https://medysis.jp/dpcbased-readmission-visualization


選んだ理由とコメント
• 在宅医療の４医療機能（退院支援、日常の療養支援、
急変時の対応、看取り）別に、体制整備と医療と介護
の連携が推進されています。

• 「退院支援」のアウトカムは、患者が支障なく生活の
場で暮らしが再開できることで、その指標の一つに
「（予期せぬ）再入院率」が考えられます。

• 広島県の２つの二次医療圏の病院ごとの再入院率を見
てみると、「同一疾患６週以内」の再入院が２０％を
超え、他病院と比べても特に高い病院が見られます。
いずれも看護体制10対1の病院でした。

• 計画的再入院（例えば、がん化学療法や検査入院な
ど）と、疾病管理不足による再入院なのかの判別が出
来ていない、DPC病院のみという限界はあります。

• 入退院支援において課題があるのかどうか、他のデー
タや現場の声から、注意深く観察し、地域での対策を
考えていくことができます。
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私の選んだスライド 松本②

出典：https://medysis.jp/ndboriginated-medicalinterventionscr-visualization

周産期医療体制（NICU）の地域差（都道府県別）

※赤枠と青枠は追記
・赤枠：NICU病床数が
全国の目標値に達して
いない県
・青枠：NICU病床数が
多い６県

https://medysis.jp/ndboriginated-medicalinterventionscr-visualization


選んだ理由とコメント
• 周産期医療の体制に関心があり、指標として、NICU（新生児集中治
療管理室）の入院時に算定される、A302新生児特定集中治療室管理
料のNDB-SCRを見てみました。

• 都道府県別にみると、東北、北陸＋新潟、関東で算定件数が少ない
ことが分かります。

• ストラクチャー指標と合わせ
てみると、病床数が多いほど
算定件数も多いことが分かり
ます。

• ただし、広島県は、病床数が
全国平均よりも少ないが、
算定件数は全国平均よりも高く、
一方、香川県、病床数は全国
平均よりも高いものの、
算定件数は全国の50％以下であ
ることが分かりました。

• SPO指標を並べて関連させてみてみたいと思います。
• 新生児特定集中治療質管理料が指標として適切かどうかの検討も必
要です。 40
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私の選んだスライド 松浦①

＊キャプチャーして添付した場合の画面

ベンゾジアゼピンＮＤＢ－ＳＣＲ（市区町村別）

https://public.table
au.com/profile/ken.
hanioka#!/vizhome
/190830NDB-
SCR429_156782404
42710/NDB-SCR



選んだ理由とコメント

• 依存性があり、国際的にも短期処方のみが、認
められているベンゾジアゼピン系の薬について、
市町村ごとに処方の多寡があることが分かっ
た。我が新宿も多い。原因を探りたい。

• 同じように、認知症薬に関して、全国、医療圏
別、市町村別の処方の傾向が分かるグラフを作
りたい。
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私の選んだスライド 松浦②在宅薬剤管理（東京、２次医療圏別）

https://public.tableau.com/profile/ken.ha
nioka#!/vizhome/190818NDB-
SCR_15661001208860/sheet14



選んだ理由とコメント

• 新宿の所属する都区西部の２次医療圏。訪問看
護など在宅医療は盛んな地域だが、在宅薬剤管
理は、あまりなされていないことが分かった。

• ポリファーマシーの改善などに向けて、住民に
も薬剤師の仕事を知ってもらい、もっと薬局や
薬剤師を活用してもらうことが必要だと感じた。
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私の選んだスライド 茂木①石川さんのサイト（DPC、病床機能報告、将来需要）



選んだ理由とコメント

• 白内障のように加齢とともに罹患率の上がる疾
病を、地域の人口動態を加味しながら、地域の
病院の将来のニーズを予測できるため。

• 厚労省の患者調査のデータ（受療率等）と組み
合わせて、より具体的な疾病で同様なことが表
現できないか試してみたい。



私の選んだスライド 茂木①埴岡先生のサイト（心疾患）

医療計画評価指標（心疾患）（プロセス指標）（NDB-SCR由来分）
（医療圏別）（粒度：診療行為）



選んだ理由とコメント

• 特定の疾病に対して地域ごとにどの診療行為が
行われているのかわかるため。

• 区中央部と区西部が突出していますが、何が要
因（大病院の偏在？）なのか気になりました。
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私の選んだスライド 永野①

出典：https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/1906234/sheet0

自宅死の割合の状況（全国・区市町村別）



選んだ理由とコメント

• 国の施策として、在宅医療を推進（充実）があ
るが、果たして自分の地元は全国に比べてどの
ような状況か、興味があった。その指標の１つ
として在宅死亡率を選択した。

• スクリーンショットしたグラフは、東京都の部
分であるが、東京都は狛江市23.33％～あきる
野市11.08％であった。一方、鹿児島県を見る
と、奄美市13.9％～南九州市4.85％であった。

• 肌感覚で、鹿児島県はまだまだと思っていたこ
とが、データとしてはっきりしたと感じた。
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私の選んだスライド 永野②看取り加算の状況（全国・医療圏別）

出典：https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190816NDB-SCR_15661001208860/sheet14



選んだ理由とコメント

• １枚目のグラフと同様、在宅医療の状況を知りた
いと思い、もう１つの指標として看取り加算を選
んだ。

• やはり、東京都、神奈川県では100以上（青い棒）
であるが、鹿児島県は１つの医療圏以外は全て100
以下（赤い棒）で、在宅医療は進んでいないのだ
ろうと思った。

• 鹿児島県で最も低値の医療圏は県庁所在地を含む
医療圏であった。病院が多く、終末期に入院でき
る環境が整っているからと思われる。

• 次は、在宅医療を行っている診療所数などのデー
タを見てみたい。
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私の選んだスライド 能野

出典：https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190822NDB-SCRH7H292928/sheet3

抗がん剤標準化レセプト出現比（NDB-SCR）（都道府県別）（平成29年）



選んだ理由とコメント
・高額医薬品としてよく聞く名前のオプジーボの使用率に地
域差があるのか興味があったためこのグラフを選びました。

・オプジーボだけを選択してみましたが、そもそも全体的に
使用率が高い県なのかオプジーボだけに特化して使用率が
高い県なのかこれだけだと判別できないため、全体の使用
率か他代表的な抗がん剤と比較しないといけないなと思い
ました。

・元々どういった条件でデータが提供されているのか、出典
元データをきちんと確認して把握していくことが自分で利用
したいデータが加工できるようになる近道なのかなと感じま
した。
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私の選んだスライド（能野）

出典：https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/vizhome/MeshRpop2014/sheet0

運転時間圏域人口2014
（中国、四国、九州、沖縄地方+東京都）



選んだ理由とコメント

• 医療提供を分析する要因の一つとして人口密度があ
りますが、人口密度を構成する移動手段・交通網にも
注目できることに気付かされました。

• 「運転時間による診療圏」等、運転時間に着目して
データをまとめたものもありましたが、その基礎となる
データだと思われたためこのグラフを選びました。

• 地域別の比較は地図と組み合わせて可視化するのが
やはり直感的に分かりやすいと感じました。
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私の選んだスライド 岡村①千葉県の疾病・死因別 標準化死亡比（市町村別）



選んだ理由とコメント

• 縦を見ていくことで、当該疾病・死因には地域
差があるのかどうか視覚的に捉えやすい。

• 横を見ていくことで、自市町村の傾向（弱み、
強み）を把握でき、事業の取組に優先順位を付
けやすくなったり、事業の規模を見直す材料に
なる。

市町村の担当者が政策や保健事業の目標を立て
る際、非常に参考になると考える。



私の選んだスライド 岡村②千葉市の施設の職員（職種別）



選んだ理由とコメント

• 職種の種類が多く、地域の医療資源について
様々な切り口での見方が可能。

• 二次医療圏に捉われずに、純粋な地理関係で近
隣の医療資源を共有できるかどうか検討するこ
とが可能。

利用者の考え、閃き次第で多角的な観察が可能
だと考える。
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私の選んだスライド 鈴木①

出典：
https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/OPS_155437854624
70/ADL

脳卒中リハ散布図（都道府県別）

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/OPS_15543785462470/ADL


選んだ理由とコメント

• 一日に患者が受けることのできるリハビリ単位数と、
理学療法士が行う一週間あたりの単位数は決まってい
る。

• 理学療法士の数が全体と比べ少ないにも関わらず、
ADL改善率の高い県が存在している。

• また反対に理学療法士の数が多くともADL改善率が低
い県もある。

• その差がどうして生じたのかとても興味深かったため
。
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私の選んだスライド 鈴木②

出典：https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/__NDB-SCR_/sheet0

医療計画評価指数（脳卒中）（都道府県別）

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/__NDB-SCR_/sheet0


選んだ理由とコメント

• 未破裂脳動脈瘤に対し、クリッピングを行うか
、経過観察とするか、判断は難しいものだと聞
いたことがあったため。

• 未破裂動脈瘤の発生総数、その発生部位という
ものが県別に見られていないため、漠然とはし
ているものの、都道府県別に差がありそうで興
味深かった。
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私の選んだスライド 髙田①

出典：https://public.tableau.com/profile/cancer.policy.summit#!/vizhome/cancerincidenceageadjustedbysiteandpref_/sheet0

がん罹患率（年齢調整）（部位別）（都道府県別）



選んだ理由とコメント

• 食生活の欧米化により、大腸がんが増加してい
るといわれていますが、都道府県でかなり差が
あったので、興味が湧きました。

• 都道府県の差は、単に生活習慣の差だけではな
く、健診の受診率や、医療機関の分布など、別
のファクターが影響している可能性も考えられ
るのではないかと思い、データ分析することで、
次のアクションが決まるのではないかと考えま
した。
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私の選んだスライド 髙田②

出典：http://www.dental-mie.or.jp/hatokutinokenkou/pdf/shikakenshinwoukeyou.pdf

糖尿病と歯周病の相互関係



選んだ理由とコメント

• 歯周病の治療が、糖尿病患者に有効とのデータ
が示されているので、メタボ該当者への歯科検
診の実施等を検討することも、医療費削減に有
効かもしれないと考え、興味を持ちました。
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埴岡先生のベンゾジアゼピン関するスライド医療圏別から ライター月崎時央

出典 https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190822NDB-SCR_15665097160640/sheet0



選んだ理由とコメント

• ベンゾジアゼピンの多剤処方問題を取材しているのでベンゾがど
こで処方されているかが気になっている。

• 東京都で見ると千代田区 中央区 港区、文京区で ダントツの
処方量であることがわかった

(医療圏では東京1301)
・居住地域ではなく、東京の中心部のビジネス街で、ビジネスマン
が働きながら、ビル診と呼ばれる心療内科や内科のクリニックで抗
不安薬、睡眠薬としてベンゾが処方されているのではないか？
・この問題は、従来の精神医療改革とは別の問題と考えたほうがよ
いのではないか？
・それからデータとして利用されているベンゾ３剤の薬剤名はどこ
にあるのでしょうか？



東京でうつ病の治療を受けている人も医療圏1301が多い
が医療圏1303（渋谷・世田谷・目黒）は1306（足立・荒
川 葛飾）も同じくらい多い。

埴岡先生のうつ病罹患者に関するスライドから

出典 https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190822NDB-SCR_15665097160640/sheet0



選んだ理由とコメント
• ベンゾが処方される診断名として多いのはうつ病と予測し
たので、東京の1301医療圏を調べてみた。やはり、 1301
医療圏など都心ではうつ病とベンゾ処方は相関しているよ
うにみえる。都心部では認知行動療法が使われている。

• しかし同じくうつ病の多い医療圏1306（足立・荒川 葛
飾）ではベンゾの処方は多くない。なぜだろう？

• 都内の地域による経済格差が関係しているのだろうか？
• クリニックの数によるものだろうか？
• うつ病に対する電気ショック療法が多用されているらしい
ことにも驚いている。 1303が多いのは都立松沢病院がある
からだろうか？
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私の選んだスライド 内田①

＊キャプチャーして添付した場合の画面

出典：https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190217SMR/SMR_1

神奈川県疾病・死因別 標準化死亡比（医療圏別）

19B14041 

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190217SMR/SMR_1


選んだ理由とコメント

• 同じ県単位でも医療圏別で疾患・死亡に大きな
違いがある

• 自分が思いつく主な要因は年齢、性別、医療機
関の機能などだが他の構成要素も知りたいと感
じた

• このような相対的な分析もしっかり行い戦略に
活かしている施設が生き残るのだと感じた。
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私の選んだスライド 内田②

＊PowerPointでダウンロードして標準サイズに変換した場合の画面

出典：https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/

救急搬送入院数（神奈川県）

https://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/


選んだ理由とコメント

• 急性期施設として生き残るためには救急車の受
け入れが必要

• ただし入院等が不要な軽症の患ばかりを受け入
れていると効率性が落ちる

• どれだけ入院につながる救急患者を受け入れて
いるか、逆に軽症の患者を他に逃がしているか
の戦略がどのように行われているのか知りたい。

• 神奈川県でいうと湘南鎌倉や東海大学は想像通
りだが、みなと日赤や横須賀共済、藤沢市民の
戦略を知りたいと感じた
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私の選んだスライド 山田①神奈川横浜北部の疾患別需給状況



選んだ理由とコメント

• 疾患別の将来の年齢別疾患別の入院患者数増減
状況が理解できる

• DPCの病床調査から、疾患別の現状の病床数が
分かるため、入院患者数予測と一緒にグラフで
見ることで、何の疾患の病床が足りているのか、
不足しているかが分かる

• 病院の疾患の注力を検討する上で、どの疾患に
中注力すべきかが、客観的に判断できる

78



私の選んだスライド 山田②横浜北部済生会東部の2次医療圏内占有率（がん）



選んだ理由とコメント

• 病院ごとに、該当2次医療圏のシェアが分かる
• 件数とシェア％が同時に分かるので、例えば、件
数が多く、シェアが低い場合は、体制さえ整える
ことが出来れば、件数をさらに増やすことが可能
など、病院の戦略が立てられる

• ①で選択した入院患者数予測と需要率予測を組み
合わせることによって、戦略はさらに明確になる

• 東部病院は、肺の悪性腫瘍は件数多いがまだシェ
アは低い、需要率はかなり低いので、ここを伸ば
すことは病院戦略的にはいいのではないか？と予
測した。
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私の選んだスライド 吉田ま

出典：https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190526/OP5

立川市と国立市の在宅医療OP5連箱ひげ図（市区町村別）

出典：https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190526/OP5

立川市 国立市

※一つの図上に２市分をハイライトすることができるのかもしれません
が、私が方法を知らないので、2枚並べることをお許しください

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190526/OP5
https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/190526/OP5


選んだ理由とコメント
• 国立市民の方と医療計画に関する勉強会を行う
中で「お隣の立川市では24時間態勢で在宅看取
りを引き受ける診療所があるらしい」という発
言があったので、データで確認してみたいと思
いました。

• 2市を比較すると、確かに立川市では、在宅/自
宅死亡率、診療所看取り件数ともに、東京都内
でも高い水準です。

• 一方、立川市の往診件数は突出するほど多くな
く、訪問診療件数は国立市のほうがむしろ高い
です。

• 詳細は別途確認の必要がありますが、立川市に
て看取りに特化して対応する診療所の存在が裏
付けられました。
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私の選んだスライド 吉田ま

出典：https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/19018SMR/SMR_1

東京23区の疾病・死因別SMR（市区町村別）

※トリミングして東京23区分のみ表示

https://public.tableau.com/profile/ken.hanioka#!/vizhome/19018SMR/SMR_1


選んだ理由とコメント
• 死因を老衰とするか否かについては主治医の意
識が影響すると聞いていますが、23区という狭
い地域内でも差があるのかみてみました。

• 自分および親族一同の居住区では男女とも「老
衰」のSMRが比較的高かったです。

• 日本呼吸器学会「成人肺炎診療ガイドライン
2017」以降、誤嚥性肺炎であっても老衰と記
載する傾向が高まったと聞きます。肺炎と老衰
のSMRの推移についてもみてみたくなりました。
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