
自治医科大学で行っている地域医療データバンク事
業についてご説明します。
全国の地域医療の現状を把握・分析し、地域医療を
体系化したものを「地域医療データバンク」に構
築して、自治体に対して情報提供することにより、
地域医療の向上・発展へ向けた地域医療行政の支援
を目指すとともに、今日の社会の多様なニーズに対
応するため、保健、医療、福祉の各領域を従来の専
門性の枠を乗り越え情報を統合することのできる環
境を作り出すことを目指しています。
地域医療学センター地域医療情報学部門では、地域
医療データバンクの構築・管理・運営、　地域医療情
報 の 解 析・ 研 究、GIS（Geographic Information 
System）、IMES（Indoor MEssaging System）を活
用した地域医療支援システムの開発を行っています。

1）ASP 型電子カルテシステム（フェニックス）の開発
2）救急医療支援システムの開発
3）e- ホームヘルスケアの開発
4）位置情報システムサービス（病院安心システム、

ポチットな）の開発
5）医療情報提供端末（メディカルフォン）の開発

【研究目的】医療機関までの距離、医療機関の特性
等、患者が医療機関を選択する理由はきわめて多彩
であり、患者は必ずしも近隣の医療機関を受診して
いない。そのため、医療計画等の策定においても、
住民の受療動向を把握することは重要である。
本研究の目的は、地域医療データバンクのデータか
ら都道府県及び市町村における5疾病の受療動向を
比較し、地域による受療行動に差異があるかを明ら
かにした。
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地域医療データバンクからみた患者の受療動向における地域特性分析
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全国の地域医療の現状を把握・分析し、地域医療を体系化したものを「地域医療データ

バンク」に構築して、自治体に対して情報提供することにより、地域医療の向上・発展へ

向けた地域医療行政の支援を目指すとともに、今日の社会の多様なニーズに対応するた

め、保健、医療、福祉の各領域を従来の専門性の枠を乗り越え情報を統合することのでき

る環境を作り出すことを目指しています。 

∗ 国民健康保険団体連合会及び後期高齢者医療広域
連合１４県の2010年度5月期患者調査レセプトデータか

ら、各保険者ごとの患者受療医療機関を５疾病ごとに
抽出し、受療動向の分析およびGISによる空間統計分
析の分布指向性分析（Directional Distribution）を行っ
た。 
 
∗ 分布指向性分析：平均中心からの X 座標と Y 座標の標準偏差が算

出されて、楕円の軸が定義。患者の受領動向（トレンド）が明確に示さ
れる特徴を持つ。 
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方 法 

地域医療データバンクから見た患者の受領動向に
おける地域特性分析 

 
2012年10月6日 第52回全国国保地域医療学会 

自治医科大学地域医療学センター 
藍原雅一、岡山雅信、中村剛史、大嶽浩司、梶井英治 

∗ 医療機関までの距離、医療機関の特性等、患者が医
療機関を選択する理由はきわめて多彩である。 

∗ 医療計画等の策定においても、住民の受療動向を把
握することは重要である。 

∗ 本研究の目的は、地域医療データバンクのデータから
都道府県及び市町村における5疾病の受療動向を比

較し、地域による受療行動に差異があるかを明らかに
した。 
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【方法】国民健康保険団体連合会及び後期高齢者医
療広域連合14県の2010年度5月期患者調査レセプ
トデータから、各保険者ごとの患者受療医療機関を
5疾病ごとに抽出し、受療動向の分析および GIS に
よる空間統計分析の分布指向性分析（Directional 
Distribution）を行った。
分布指向性分析：分布指向性分析：平均中心からの
X 座標と Y 座標の標準偏差が算出されて、楕円の
軸が定義。患者の受領動向（トレンド）が明確に示
される特徴を持つ。
県別比較　脳卒中

　群馬県と茨城県を対比すると群馬県は前橋・高崎
市を中心としたほぼ丸い円内に脳卒中の受療患者は
集中しているが、茨城県は北茨城から東京都心まで
一直線に受療が並び、県により受療の動向の差が確
認された。

　広島県と岡山県を比較してみると両県とも県内で
の受療がほとんどを占めているが、広島県は姫路か
ら下関、岡山県は大阪から広島と広域に広がっては
いるが、対象地区はずれていた。

都道府県内の疾病比較

5疾病の患者動向を比較すると、疾患により受療範
囲が明確に変化することが確認された。これは、県
全体の患者動向だけでなく、市町村における患者の
受療動向でも同じことがいえた。

【結論】地域医療データバンクを活用し、大規模な
定量的なデータを可視化することにより、広域的な
患者の受療動向を分析できた。
同一圏域であっても、疾患によって受療する医療機
関に変化があることが確認された。今後の研究では、
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都道府県 疾病比較 
悪性新生物 

脳卒中 

∗ 地域医療データバンクを活用し、大規模な定量的なデータを可視
化することにより、広域的な患者の受療動向を分析できた。 
 

∗ 同一圏域であっても、疾患によって受療する医療機関に変化があ
ることが確認された。今後の研究では、施設単位の患者受領動向
や、隣接県を含めた広域的な解析を行う予定である。 
 

∗ 地域医療のデータを可視化することにより、医療資源の効率的利
用方法や適切な地域医療圏の設定等の医療政策立案に貢献で
きると考える。 
 
 
 
 

∗ 本研究はJSPS科研費 基盤研究(A)23249027の助成を受けたものです。 
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結 論 
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県別比較 脳卒中 

群馬県 茨城県 
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市町村 ５疾病比較 

脳卒中 

悪性新生物 

精神疾患 
糖尿病 

急性心筋梗 
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県別比較 脳卒中 

岡山県 

広島県 
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上天草市は平成16年3月4町が合併し誕生しました。
人口31,262人、高齢化率は31.2% です。

　国民健康保険の被保険者数は11,022人で全世帯
の47.1% です。

上天草市役所  健康福祉部 保健課 
          健康づくり推進室  
    舩元 惠美子 
      
 

上天草市におけるＣＫＤ対策
について 

～医療費分析、透析患者訪問から
みえた課題～ 

上天草市の概況 
 ～人と海のふれあうまち～ 

○平成１６年３月３１日上天草市誕生             

 （大矢野、松島、姫戸、龍ヶ岳の４町が合併）            

 ♦面積   １２６.１４㎞２ 

 ♦人口：３１，２６２人   

 ♦高齢化率：３１．２％   

 ♦医療機関：市立総合病院（１）、内科等医療機関（１７）                            

         歯科医院（９）    

2 

国民健康保険について 
 

○被保険者数 １１，０２２人（全人口の ３５．６％） 
 

○世帯数     ５，７４９世帯（全世帯の４７．１％ ） 
          ※平成２４年３月３１日現在 
 
○平成２３年度総額療養費用３９億８,１７９万６,９３３円 
○１人あたり年間療養費用３５万２,７７７円 
   
  

3 

上天草市の実態について 
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上天草市における CKD対策について
～医療費分析、透析患者訪問からみえた課題～

発　表　者 舩元　惠美子 熊本県　上天草市健康福祉部保健課健康づくり推進室

共同研究者 藤川　直子、中田　智子、桑畑　昭子、鍬田　志保、林　笑佳、寺　美有希、
村田　幸子、横山　佳奈、白川　淑恵

施設単位の患者受領動向や、隣接県を含めた広域的
な解析を行う予定である。
地域医療のデータを可視化することにより、医療資
源の効率的利用方法や適切な地域医療圏の設定等の

医療政策立案に貢献できると考える。

本研究は JSPS 科研費　基盤研究（A）23249027の
助成を受けたものです。
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