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医療行為をするとレセプトが発生。行為ごとに点数（値付け）がされている
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拡大図。これは個別のレセプト。日本中の全レセプトのデータを集めて整理分類すると



医療行為の項目数は数千件。総額は40兆円。項目解説は分厚い本に。その情報が開示
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項目の意味はウェブ検索で、すぐに知ることができます（検索サイト例）

出典：http://shirobon.net/



6

レセプトデータを分かりやすく加工したデータが公表された！
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可視化サイトもできた。患者・住民も使える

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

患者、住民、社会に役立つデータ公表に感謝です



SCRの見方はシンプル

120 100       80
多い 普通 少ない

性別、年齢構成で標準化されているので100を中心に多い少ないがすぐ把握できます
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○アンダーユース（不足）、オーバーユース（過
多）、ミスユース（過誤）の観点
①地域で少なすぎる医療がないか
②地域で多すぎる医療がないか
③地域で間違った医療がないか（これは無理？）

○クオリティ（質）、アクセス（利便性）、コスト
（費用）の観点
④地域の医療の質の低さを示していないか
⑤地域の利便性の低さを示していないか
⑥地域の医療費高の原因になっていないか

NDB-SCR活用の可能性 10カ条①

2017年8月26日スライド再掲 9



○SPO指標（ストラクチャー・医療資源の状態、プロ
セス・医療行為の状態、アウトカム・患者の健康
状態）の観点

⑦ストラクチャー；医療資源不足が医療行為不足を
招いていないか。医療資源過多が医療行為過多を
招いていないか

⑧プロセス；医療の実施状態を見る良い指標になら
ないか

⑨アウトカム；患者の健康状態が悪い地域の場合、
SCRが低いことが原因でないかどうか。患者の健
康状態が良い地域の場合、SCRが高いことが理由
ではないかどうか。

○総合して
⑩地域の医療の診断と、医療構想・医療計画などの

作成・評価の材料や指標の一部にならないか。

NDB-SCRの可能性 10カ条②

2017年8月26日スライド再掲 10



①査定のわな（地域ごとの支払い基金の方針によっ
て、査定の程度が異なる）

②請求条件のわな（準ずる医療が行われても、請求
条件を満たさないと請求されず、現れない）

③流出入のわな（医療機関住所地データであり、患
者住所地ではない。指数なので合算できない）

④カットオフのわな（件数が少ない数値は現れない。
人口が少ない地域では、データ項目が減る）

⑤有意性のわな（統計学的に処理されているわけで
はないので、人口が少ないエリアで102が多い、
98が少ないと断定はできない）

⑥セット項目のわな（「主・従項目セット」「松・
竹・梅セット」において、個別項目だけみると
誤る。種項目、松項目から見ていく）

NDB-SCRを活用する際の留意点（限界） 10カ条（試作版）①
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⑦名称のわな（名前は美しくても、多ければいいと
いうわけではない項目もありそう）

⑧範囲のわな（生活保護、自費診療などは入ってい
ない。医療全体を示すのではない）

⑨地域単位の粒度のわな（県単位であっても医療圏
単位でない項目、医療圏単位であっても市町村
単位でない項目があり、ズームインに限界があ
る）

⑩データだけで判断するわな（歴史と文化と地域特
性の観点も必要。一定合理的な経緯がある場合
もありえる。データだけで判断せず、データで
スクリーニングした上で、地域の関係者や当事
者とディスカッションし、診断と対策を見極め
る必要あり）

NDB-SCRを活用する際の留意点（限界）10カ条（試作版）② 事例・詳細は次パートで
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その上で、ありえるスタンス

• 限界に留意しつつ、限界の解決を期待しつつ

• 確度の高い部分、問題の大きそうな部分に関し
ては、全体の完全整備を待つことなく、声を上げ、
ディスカッションを始める

• 共同検証や問題提起をはじめる。地域医療構想
会議、医療計画策定会議などの場に、議題をな
げかける

• NDB-SCRを含めたデータ全体の読解力を高める
努力を継続する

• 異なる立場を超えて、共に課題を解決していく
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セクション１ 医療計画
評価指標

1
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医療行為の動向を見てみよう

•アンダーユース、オーバーユースの両面が考えられる
•患者団体が重要と考えている医療行為に関して、アン
ダーユースはないか?

•専門的技量の必要性から、むしろ地域差が発生（拡
大）していないか?

•ここでは、医療計画の評価指標のプロセス指標で列挙
されている項目を、NDB-SCRで見てみよう

•みなさんの関心領域における関心医療行為について
チェックしてみてください
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地域医療計画において、がん、脳卒中、心疾患など分野別に指標例が提示されている

出典：厚生労働省課長通知付表

がん
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出典：厚生労働省課長通知付表

脳卒中
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出典：厚生労働省課長通知付表

心疾患
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出典：厚生労働省課長通知付表

在宅医療
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出典：厚生労働省課長通知付表

まず、がん分野から見てみよう



手術療法系
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肺がん（開腹手術）
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肺がん（胸腔鏡下手術）
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肺がん（開胸手術）（医療圏）
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肺がん（開胸手術）（胸腔鏡）
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肺がん（胸腔鏡下・区域）
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肺がん（胸腔鏡下・肺葉）
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乳がん（乳房全摘術）
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乳がん（乳房再建術）
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乳がん（部分切除、腋窩郭清無）
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乳がん（部分切除、腋窩郭清有）
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食道がん手術
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食道がん（開腹）
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食道がん（胸腔鏡下）
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35出典：がん研有明病院ウェブサイト



化学療法系
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外来化学療法加算
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がん患者指導管理料
抗がん剤治療説明（外来）
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特異物質治療管理料（入・外）
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免疫染色病理組織標本作成（入・外）
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遺伝子標本作成（入・外）
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遺伝子標本（PD-L1タンパク）（入・外）
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放射線療法系
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放射線（管理料・IMRT）（入・外）
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放射線（照射・IMRT）（入・外）
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放射線（密閉小線源治療）（入・外）
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相談・緩和等
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がん患者指導管理料
医師・看護師の方針説明（入・外）
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がん患者指導管理料
心理的不安緩和（入・外）
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がん治療連携管理料（外来）
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連携計画策定料（入・出）
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セクション２ 医薬品

5
2



薬剤使用量の動向を見てみよう

•薬剤についても、アンダーユース、オーバーユースの
両面が考えられる

•患者団体が重要と考えている薬剤に関して、アンダー
ユースはないか?

•ドラッグラグが解消ぎみといっても、市販後ラグは発
生していないのか?

•薬剤の高額化、専門的技量の必要性から、むしろ地域
差が発生（拡大）していないか?

•ここでは、平成28年度新規承認薬（新薬効成分含む）
の平成29年におけるNDB-SCRを見てみよう

•みなさんの関心薬剤をチェックしてみてください
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H29 都道府県別【薬剤】SCR 初期画面

54



平成28年度新規承認薬・新有効成分含有
（NDB-SCR検索可能分）
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分野 承認日 No.
販　　売　　名

(　会　社　名、　法　人　番　号)
承認

成  分  名
(下線:新有効成分)

備　　　考

第１ H28.12.19 10 リンゼス錠0.25mg
(アステラス製薬㈱、5010001034966)

承　認 リナクロチド 便秘型過敏性腸症候群を効能・効果とする新有効
成分含有医薬品

第２ H28.7.4 16 プラルエント皮下注75mgペン
　　　同　　皮下注150mgペン
　　　同　　皮下注75mgシリンジ
         同      皮下注150 mgシリンジ
(サノフィ㈱、7011101037279)

承　認
承　認
承　認
承　認

アリロクマブ（遺伝子
組換え）

家族性高コレステロール血症、高コレステロール
血症（ただし、心血管イベントの発現リスクが高
く、HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な場
合に限る。）を効能・効果とする新有効成分含有
医薬品

第２ H28.9.28 20 ウプトラビ錠0.2mg
　　同　　錠0.4mg
(日本新薬㈱、2130001012236)

承　認
承　認

セレキシパグ 肺動脈性肺高血圧症を効能・効果とする新有効成
分含有医薬品
【希少疾病用医薬品】

第３
の１

H28.7.4 28 ビムパット錠50mg
　　同　　錠100mg
(ユーシービージャパン㈱、9011101063273)

承　認
承　認

ラコサミド 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないて
んかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含
む）に対する抗てんかん薬との併用療法を効能・
効果とする新有効成分含有医薬品

第３
の１

H28.12.19 31 テクフィデラカプセル120mg
　　  同　　 カプセル240mg
(バイオジェン・ジャパン㈱、
7010401046394)

承　認
承　認

フマル酸ジメチル 多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑
制を効能・効果とする新有効成分含有医薬品
【希少疾病用医薬品】

第３
の１

H29.3.30 34 インチュニブ錠1 mg
　　　同　　錠3 mg
(塩野義製薬㈱、9120001077430)

承　認
承　認

グアンファシン塩酸塩 小児期における注意欠陥／多動性障害（AD/HD）
を効能・効果とする新有効成分含有医薬品

第３
の２

H29.3.30 38 ナルサス錠2 mg
　  同 　錠6 mg
　  同 　錠12 mg
　  同 　錠24 mg
ナルラピド錠1 mg
　　同　　錠2 mg
　　同　　錠4 mg
(第一三共プロファーマ㈱、8010001103636)

承　認
承　認
承　認
承　認
承　認
承　認
承　認

ヒドロモルフォン塩酸
塩

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛
を効能・効果とする新有効成分含有医薬品

第４ H28.9.28 42 グラジナ錠50mg
(MSD㈱、2010001135668)

承　認 グラゾプレビル水和物 セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎
又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
を効能・効果とする新有効成分含有医薬品
【優先審査】

出典：独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
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第４ H28.9.28 42 グラジナ錠50mg
(MSD㈱、2010001135668)

承　認 グラゾプレビル水和物 セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎
又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
を効能・効果とする新有効成分含有医薬品
【優先審査】

第４ H28.9.28 43 エレルサ錠50mg
(MSD㈱、2010001135668)

承　認 エルバスビル セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎
又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
を効能・効果とする新有効成分含有医薬品
【優先審査】

第４ H28.12.19 48 ベムリディ錠25mg
(ギリアド・サイエンシズ㈱、
9010401102864)

承　認 テノホビル　アラフェ
ナミドフマル酸塩

B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認
されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの
増殖抑制を効能・効果とする新有効成分含有医薬
品
【優先審査】

第５ H28.9.28 56 オビドレル皮下注シリンジ250μg
(メルクセローノ㈱、7010701015140)

承　認 コリオゴナドトロピン
アルファ（遺伝子組換
え）

・視床下部-下垂体機能障害に伴う無排卵又は希発
排卵における排卵誘発及び黄体化
・生殖補助医療における卵胞成熟及び黄体化
を効能・効果とする新有効成分含有医薬品

第６
の１

H28.7.4 62 ルミセフ皮下注210mgシリンジ
(協和発酵キリン㈱、7010001008670)

承　認 ブロダルマブ（遺伝子
組換え）

既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾
癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症を効能・効果とす
る新有効成分含有医薬品

第６
の１

H28.9.28 64 デザレックス錠5mg
(MSD㈱、2010001135668)

承　認 デスロラタジン アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮
膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒を効能・効果
とする新有効成分含有医薬品

第６
の１

H28.9.28 65 ビラノア錠20mg
(大鵬薬品工業㈱、1010001021927)

承　認 ビラスチン アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮
膚炎，皮膚そう痒症）に伴うそう痒を効能・効果
とする新有効成分含有医薬品

第６
の１

H28.12.19 69 オテズラ錠10mg
　  同 　錠20mg
　  同 　錠30mg
(セルジーン㈱、4010001106378)

承　認
承　認
承　認

アプレミラスト 局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾
癬を効能・効果とする新有効成分含有医薬品

出典：独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
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抗悪 H28.7.4 87 カイプロリス点滴静注用10mg
       同        点滴静注用40mg
(小野薬品工業㈱、7120001077374)

承　認
承　認

カルフィルゾミブ 再発又は難治性の多発性骨髄腫を効能・効果とす
る新有効成分含有医薬品
【希少疾病用医薬品】

抗悪 H28.9.28 92 キイトルーダ点滴静注20mg
        同        点滴静注100mg
(MSD㈱、2010001135668)

承　認
承　認

 ペムブロリズマブ
（遺伝子組換え）

根治切除不能な悪性黒色腫 を効能・効果とする新
有効成分含有医薬品
【希少疾病用医薬品】

抗悪 H28.9.28 93 エムプリシティ点滴静注用300mg
　　　同  　　 点滴静注用400mg
(ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱、
9011101044273)

承　認
承　認

エロツズマブ（遺伝子
組換え）

再発又は難治性の多発性骨髄腫を効能・効果とす
る新有効成分含有医薬品
【希少疾病用医薬品】

抗悪 H28.9.28 94  アイクルシグ錠15mg
(大塚製薬㈱、7010001012986)

承　認 ポナチニブ塩酸塩 前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血
病、再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽
性急性リンパ性白血病を効能・効果とする新有効
成分含有医薬品
【希少疾病用医薬品】

抗悪 H29.3.30 104 ザルトラップ点滴静注100mg
　　　同　　点滴静注200mg
(サノフィ㈱、7011101037279)

承　認
承　認

アフリベルセプト
ベータ（遺伝子組換
え）

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌を効
能・効果とする新有効成分含有医薬品

抗悪 H29.3.30 106 ニンラーロカプセル2.3mg
　　同　　カプセル3mg
　　同　　カプセル4mg
(武田薬品工業㈱、2120001077461)

承　認
承　認
承　認

イキサゾミブクエン酸
エステル

再発又は難治性の多発性骨髄腫を効能・効果とす
る新有効成分含有医薬品
【希少疾病用医薬品】

エイ
ズ

H28.6.17 107 ゲンボイヤ配合錠
(日本たばこ産業㈱、4010401023000)

承　認 エルビテグラビル/コ
ビシスタット/エムト
リシタビン/テノホビ
ル アラフェナミドフ
マル酸塩

HIV-1感染症を効能・効果とする新有効成分含有
医薬品・新医療用配合剤
【希少疾病用医薬品】

エイ
ズ

H28.11.22 108 プレジコビックス配合錠
(ヤンセンファーマ㈱、4010001089128)

承　認 ダルナビル エタノー
ル付加物/コビシス
タット

HIV感染症を効能・効果とする新有効成分含有医薬
品・新医療用配合剤
【希少疾病用医薬品】

出典：独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

そのうち、まず抗悪性腫瘍薬を見てみる



キイトルーダ（悪性黒色腫など…）

58
医薬品解説リンク→https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066513



キイトルーダ（沖縄県医療圏）

59



キイトルーダ岩手県医療圏
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＊オプジーボ（悪性黒色腫など…）
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医薬品解説リンク→https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00067807

＊オプジーボは従前に承認されているが参照として見る



オプジーボ沖縄県医療圏
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オプジーボ岩手県医療圏
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沖縄県南部医療圏 抗がん剤使用動向
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沖縄県八重山医療圏 抗がん剤使用動向
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沖縄県宮古医療圏 抗がん剤使用動向
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ザルトラップ（大腸がん）

67
医薬品解説リンク→https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066861



エムプリシティ（多発性骨髄腫）

68
医薬品解説リンク→https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066531



カイプロリス（多発性骨髄腫）

69
医薬品解説リンク→https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066386



ニンラーロ（多発性骨髄腫）

70
医薬品解説リンク→https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066857



アイクルシグ（白血病）

71
医薬品解説リンク→https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066524



各立場（ステークホルダー）に期待されること
例：順不同

【国】 【住民・患者】 【医療介護等提供者】
〇NDB-SCRと他のデー
タも集めた地域情報公
表サイトを設置
○地域でのデータ活用
を高める取り組みを支
援する

〇公表されたデータを
読み解く努力をする
〇自分の関心分野で異
常値がないかチェック
〇必要があれば問題提
起を

〇従事分野のデータを
定期チェック
〇要改善点を、公表し
ながら改善活動
〇患者・住民と説明
会・勉強会開催

【都道府県等】 【メディア】 【データ専門家】
〇主要テーマ医療圏別
に指標セットをロジッ
クモデルに沿って住民
に分かりやすく開示
〇均てん化余地の大き
い課題に対策を注力

〇データに強い記者を
育てる
〇地方紙が地域のデー
タ異常値を取材し解明
〇「データ・ジャーナ
リズム」の展開

〇分かりやすい、使え
るデータ公表に努める
〇研修会・勉強会の提
供に努める
〇47県ごとに患者会向
け勉強会開催

722017年8月26日スライド再掲



まとめ
• 患者擁護の観点から、NDB-SCRは有力な医療モ
ニタリング材料となる可能性がある

• 患者関係者も新たなオープンデータに関して勉
強していくことが必要

• その際、医師、専門職、診療情報管理士、薬剤
師などと共に学んでいく必要がある

73
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関心領域の
関心地域に
関するデータ

医療の
・質
・成績

・行われている
医療行為

・使われている
薬剤

存在する
医療資源
・人
・施設

NDB-SCRは
ここのデー
タを補って
くれる

・関心領域に関して、３つの観点のデータをセットにして、見たい
・NDB-SCRは、このうち行われている医療の状況をある程度示すデータ

あなたが関心ある領域、地域は？ 参考になるデータがあるか探してみましょう
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