保健医療福祉計画データウェアハウス(DWH)ウェブ版
http://www.jmedicine.com
データウェアハウス(DWH)とは何か
データウェアハウス化とは ,たとえば下左図のようにクロス表で提供されたデータを
縦列に変換したいわゆる「キューブ」形式に変換することにより ,Excel のピボットテ
ーブルのような感覚で自由に集計,処理可能とすることである。
縦列化されたデータ,下右図のように,性・年齢階級別にも,傷病別にも,診療行為別に
もルービックキューブのように自在に操作できることから「キューブ」と呼ばれる。

たとえば患者調査は e-STAT で夥しい統計表が提供されているが ,この中から「3 市町
村を管轄する保健所の 40～49 歳女性の糖尿病の患者数の過去の推移を知りたい」と思
った場合,膨大な統計表から必要となる表を探してダウンロードし ,カット＆ペースト
を繰り返さなければならない。これら表を一括してキューブ化すれば(下左図),Excel
のピボットテーブル機能を用いて自在に集計可能となる (下右図)。さらに,傷病分類の
一部を大分類→中分類→小分類に表示することも可能となる(ドリルダウンと呼ばれ
る。下右図では循環器系疾患が小分類別に表示されている )。
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初期画面
http://www.jmedicine.com を開くと(3 秒後に http://121.101.70.40/に redirect され
るが,近く直に開くようにする )下の初期画面が出現する。
左側がメニューであり,右側に使用法が説明されている。

含まれるデータ
28 年 12 月現在下記の統計データが収録されており逐次追加してゆく。元データは csv
ファイルであり[]はそのファイルサイズである。ファイルサイズがダウンロードに要
する時間の目安となる。
病床機能報告
▷レセプト件数 [2.8MB]
▷回答項目別 [8.3MB]
▷数値データ [都 道 府 県 別 ]
健康増進事業報 告
▷胃がん [108MB]
▷肺がん [291MB]
▷大腸がん [139MB]
▷子宮頸がん [106MB]
▷子宮体がん [8MB]
▷乳がん [107MB]
▷肝炎 [16MB]
地域保健事業報 告
▷予防接種 [59MB]
人口動態統計
▷人口動態総覧 [47MB]
▷母年齢階級別 出 生数 [60MB]
▷性・年齢階級別 死亡数 [117MB]
▷住民基本台帳人 口 [79MB]
介護保険関係
▷在宅ケア見える 化 [11MB]
国民健康保険関 係
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▷被保険者数 [24MB]
▷所得 [3MB]
その他の統計
▷市区町村の指標
▷警察自殺統計 [46MB]

操作法 1:病床機能報告を例に
病床機能 報告は一般病 院及び有床 診療所 (約 2 万 )か らの報告を 都道府県が サイト上に公 表したも のであ
る。 最新の 2015 年 7 月現在 報告を DWH 化 したが ,福島 ,奈良 ,兵庫県 は未公表と なっている。病 床機能
報告 は膨大である ため ,3 部分に 分かれてい る。レ セプト件数 ,回答項 目 (たとえば 救急指定の有無 等 )そし
て病 床数等の数値 データであ る。数値デ ータは都 道府県別のフ ァイルとな っている。 数値デー タをクリ
ック すると右画面 に都道府県 のリストが 表示され る。

都道府県 をクリックす るとデータ のダウンロード が始まり ,ダウンロ ード状況が %で表 示される。ダウン
ロー ドの時間は PC の性能 ,回線 速度による 。ダウン ロードが 100%完 了するとデフ ォルト画面が出 現する 。
都道 府県単位の場 合,デ フォルトで は市町村が行 ,大分類 が列に表示さ れる。
画 面の説 明
下 図の赤い枠が それぞれ行 ,列の 見出しが入る部 分。デフォル トでは ,全国デー タなら行に都道 府県 ,
列に 年を入れてあ るが ,自在に入れ 換えることがで きる。

変 数名の 説明
変数 名のうち以下 のものは共 通である。
DATA…表に表示さ れる数値で ある。 DATA は通常 は,ドラ グドロ ップ等 の操作 は行 なわな い 。
医療 圏…医療計画 にいう二次 医療圏を指 す [2014 年時点 ]。
保健 所…保健所管 轄区域を指 す [2012 年時点 ]。
変 数の操 作
変数名リ ストより表示 したい変数 を行または列に ドラグ＆ドロ ップする。 この場合 ,大分類→中 分類→

3

小分 類,都 道府県→保健 所[又 は医療圏 ]→市町村→ 病院という階 層構造に合 わせてドラ グするこ とが原
則で ある。
たとえば 大分類の内訳 を知りたけ れば「中分類 」を変数名リ ストより列 見出しにド ラグ＆ドロッ プする
。す ると「リハビ リテーショ ンの実施状 況」の 下 に中分類が以 下のように 表示される 。

同様に各 市町村内の病 院を表示さ せたければ「 病院 」を行見出 しにドラグ＆ ドロップす る。する と以下
のよ うに病院ごと に数値が表 示される (なお ,病床 機能報告で は 10 未 満の数値は 非表示となって いるの
で留 意)。

デ ータの 抽出
京都市左 京区の病院の 「医療機器 の台数」を知り たい場合は以 下のように する。
「大分類 」の▼をダブ ルクリック して「医療機器 の台数」を選 択する。
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「市 町村」につい ても同様の 操作を行い 京都市左 京区を選択す る。 すると 左京区内病 院の医療 機関の台
数が 表示される。

操作法 2:健康増進事業報告がん検診を例に
2009 年 度より健康 増進事業報 告の内容が詳 しくな り ,が ん検診につい ては前年度 受診者の追跡調 査も
含ま れるようにな ったのでが ん発見率等 の精度管 理が可能にな った 。2009～ 14 年度 の 6 年間分 の市町村
デー タを収録した 。
がん 検診データに は以下の変 数名が含ま れる。
個別集団… 個 別 検 診 か 集 団 検 診 か の 2 つ の値をとる
初回非初回 … 初 回 (過 去 3 年 以内に受診し ていなか ったという意味で 生まれて初 めてではな い ),非初回 そして不
詳(=総数 -初 回 -非 初回 )の３ つの値をとる (特に初期 では初回非初回を 把握してい ない，不詳 が多い点に 留意 )。
データ型 …偶発症 の有無別人 数，前年度 受診者数そ して要精密検査者 数の３つを とる。
データ項目 … デ ー タ 型 に 含 ま れ る 項 目 。デ ー タ 型＞デ ータ項 目 と い う 関 係 で あ り ，デ ー タ 項 目 は 必 ず データ型の
下に配置し な け れ ば な ら な い 。

デー タ型=要精密検査者 数のデータ 項目は複雑であ る。以下 のように原 発性のがん ,早期が ん,粘膜 内がん
は（ 再掲）と表示 され「がん てあった者 」に含ま れる。よって 合計は（再 掲）とある データ項 目のチェ
ック を外す必要が ある (そのまま合 計すると実数よ り大きくなる )。

大腸 がんを例に説 明する。初 期画面は他 と同様， 行に都道府県 ，列に年と なっている 。
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【 具体例 】個 別検診 か,集団検 診か ,初 回か非初 回かで がん 発見率 に違い はある か ?
この 問題に答える ためには ,以下の ような表 を 6 年間分 全国のデー タで出せば よい。

がんであっ 前年度受 がん発見率
た者(A)
診者数(B) (A/B)
不詳
個別 初回
非初回
不詳
集団 初回
非初回
全国 データを 6 年 分まるまる 用いるので ,まず行 ,列より 都道府県と年 は不要だか ら外す (上の変 数リス
トに ドラグ＆ドロ ップして移 動させる )。
デー タ型は「要 精密検査者 数」と「 前年度受診者数 」の 2 つの みチェック を入れる。また下に来 る「デ
ータ 項目」は「が んであった 者」をチェ ックする とともに 「空 白」もわす れずにチェ ックをい れる。こ
れは データ型が「要 精密検査者 数」の場合はデー タ項目に「がん であった者 」,「未受診」…と いろいろ
なデ ータ項目があ るのに 対し てデータ型 「前年度 受診者数」は データ項目 が無く空白 だからで ある。

その 結果,以下のように ,6 年間 でのべ 4515 万 5020 人が大腸 がん検診を 受け ,10 万 3525 人ががん と診断
され ている。
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発見 率を出すには ,がん であった者 数÷前年度受診 者数を計算す ればよいが ,残念 ながらウェブ版 デー
タウ ェアハウスで は割り算等 の演算がで きないの で ,デ ータを Excel にはりつけ てがん発見率を 算出す
る。 発見率は初回 は非初回よ り高く，個 別検診は 集団より発見 率がやや高 い傾向があ る (下図 は Excel
の「 条件付書式」 で棒グラ フ 表示してあ る)。
(ハ イライトし て Excel への コピペがう まくゆか ない時は ,一旦メモ 帳にはりつ けて ,その後に はりつけ
ると うまくゆこと あり )

不詳
個別 初回
非初回
不詳
集団 初回
非初回

がんであっ 前年度受 がん発見率
た者(A)
診者数(B) (A/B)
5,920,158
18,219
0.3%
4,992,879
20,949
0.4%
12,694,752
20,802
0.2%
3,565,788
9,581
0.3%
3,790,025
13,102
0.3%
14,191,418
20,872
0.1%

棒 グラフ とヒ ートマ ップ表 示
ウェブ DWH は計算機能 は無いが ,棒グラ フやヒー トマップ表示 機能はある 。表示させ るには左 上のプル
ダウ ンメニューを デフォルト は「表」と なってい るのを「バー チャート (棒グラ フ)」「ヒートマ ップ(数
値を 赤色の濃淡で 示したもき 。全体 ,行,列の 3 メニュ ーあり )」にそれ ぞれ変更すれ ばよい。
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