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第１章 医療介護情報連携システム 

第１節 医療介護情報連携システムの運用 

第１ 運用状況についての報告 

 

 令和元年１月 14 日現在で健康カードの利用登録者は 2320 人 。 

 また、健康カードに利用にあたっては、10 月～12 月にかけて、継続的にお薬をもらわれ

ている方の利用が目立っています。 

 うち 802 人が調剤時に「健康カード」を利用され、使用薬剤の支払額合計は、6,415,222

円となっています。（一人あたり 7,999 円：後発品使用割合 61.1％） 

  

第２ 健康カード登録者数の推移 

 

【全体数の推移】合計 2307 人（令和元年 12 月末現在） 

 

※今後、市民講演会などで更なる市民周知を行いますので、引き続き各参加事業所からの

声かけ等もお願いします。 

 

 

第３ オンライン資格確認の協議進行状況について 

 

 オンライン資格確認は、マイナンバーカードの IC チップまたは健康保険証の記号番号

等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。 

 オンライン資格確認は、令和 3 年 3 月から始まる予定であり、準備を今年 8 月頃から始

めるようにと厚生労働省ホームページで確認できます。 

 また、「医療情報化支援基金」（国予算 300 億）については、国が社会保険診療報酬支払

基金へ交付。基金は、交付金を基金化し、電子カルテ他機器の購入に補助するとのことで

す。詳細は次頁及び別紙国資料にてご説明いたします。 

87
263

629

996
1253

1819

2112
2247 2307

0

500

1000

1500

2000

2500

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

人数 新規登録者数



3 
 

 

 

 

 

第２章 NPO 法人の運営 

  

第１ 市民講演会について 

  

前回より協議しておりました市民フォーラムについて、下記の通りディスカッション用

のシナリオを作成しましたのでご確認ください。 

  

 〔当日の進行〕 日時 令和 2 年 3 月 1 日（日）午後 2 時～4 時（会場午後 1 時 30 分） 

 

 〔進行スケジュール〕 

① 開会あいさつ（NPO 法人丹波医療介護連携推進機構 理事長 石井 敏樹様） 

                                 5 分 

② 来賓挨拶  （丹波市副市長 鬼頭 哲也様：依頼済み）       5 分 

③ 医療介護情報連携システムの概要説明                15 分 

      （丹波市健康課係長 北野 博史） 

④ パネルディスカッション                                         90 分 

⑤ 質疑                               5 分 

 



4 
 

市民講演会シナリオ（１月２３日現在案）    

質問事項 回答項目 予想回答者 

１．コーディネ

ータ挨拶 

 理事           ２分 

２．ちーたんネ

ットの特色につ

いて 

 

①多数の医療・介護機関の

参画 

 

 

②ニーズの高い薬剤情報を

中心としたシステム 

 

③救急医療への情報の活用 

 

④市の予防接種カードをベ

ースに開発 

 

 

 

⑤自立運営（会費徴収）、官

民共同 

（回答要旨）：石井会長 

①  医師会 68％、歯科医医師会 84％、薬剤

師会 85％と高い参加。 

（介護事業所 25％と低く、課題） 

 賛助会員からの期待 

② 各団体を通じたアンケート調査を実施。

薬剤情報の共有のニーズが高く、その方針を

決定。 

 

③ 救急時における調剤情報は、速やかな救

急処置に寄与する。 

④㋐ 他医療ネットワークのように外部イン

ターネットではなく、予防接種ネットワーク

と予防接種カードをベースにすることで、費

用を抑制している。 

 ㋑ 市民の参加・登録が得やすい。   

⑤ 市に運用費用を委ねるのではなく、医療

介護事業者が自ら会費を負担することによ

り、主体的に運営を行う。 

（他地域の医療ネットワークは、補助金終了

時に運用の方針が定まらない団体が多い。） 

               ５分／７

分 

３．予防接種実

施判定システム

を発展させて、

本システムが開

発された経緯お

よびその利点に

ついて 

① 予防接種実施判定シス

テムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

（回答）：市 

① ㋐医療機関に予防接種カードを提示。専

用タブレットでカード読み込むと過去履

歴と読み込んだ当日の接種可能な予防接

種を表示。 

接種台帳の簡略化、請求事務の簡素化に

寄与。 

㋑予防接種カードは、0 歳～15 歳、65 歳以

上で既に約 34,000 人が所有しています。こ

の基盤を生かすことで、0 歳～一生涯の薬剤

情報が可能となっているため。 
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② 登録者が参加しやすい

（移行できる？） 

 

 

 

③医療機関にカードを提示することになれて

いる。カードの重複利用でカードの利便性を

上げる。健康カード機能を予防接種カードに

付与することで 1 枚のカードで運用が可能。 

 

③開発費が廉価？ 

 

④県補助金の活用 

③ 予防接種ネットワークの拡大のため、医

療機関側の機器費、通信回線は抑えられ

ている。 

④ ひょうご地方創生活性化交付金（１ /２補

助） 

                ３分 /10

分 

 

４．全国的なシ

ステムの開発動

向 

① 全国の医療情報システ

ムの状況 

 

 

 

（回答）：薬剤師会 

① 全国 200 程度の地域医療ネットワークが

運用されている。その多くは、大病院の電子

カルテシステムを中核としたシステム。 

 ⇒ａ 参加者が限られている。 

ｂ 維持費が高い。 

② 丹波市システムの特

徴・強み 

② ａ 医療関係者の多くが参加している 

  ｂ （予防接種カードシステムの発展形

で）安価な維持費 

ｃ 国が今後開発するシステムとの連携

を踏まえたシステム 

    （2021 年には、薬剤情報の共有を国

は進めようとしている。） 

      ⇒ 難しいのはシステムではな

く、市民・事業者の参画が得

られるかどうか。 

③ 国は、２０２１年３月からマイナンバー

カードを健康保険証として利用できるよ

うにする。このシステムも、この変更に対

応できるようにしていくことが重要と考

えており、現在のシステムが無駄にならな

いようにしていく。 

                  ３分／１３分 

５．薬剤情報を

中心としてシス

テム開発された

狙い、期待する

(1) 歯科治療における薬

剤情報共有化の重要性 

（回答）：歯科医師会 

・抜歯時での調剤情報の重要性 

・糖尿病患者への対応 

・全国的にも歯科医師が参加しているネット
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効果について ワークは多くなく、全国的にも先進事例とな

るよう取り組む           ３分

／１６分 

(2)① 基幹病院（鑑別診

断、手術） 

② 救急医療（本人に意

識がない場合の情報収

集） 

（回答）：県丹医セ 

① 常用として服用している薬を把握するこ

とで疾病の特徴、副作用の把握や手術時

の適切処置の想定がおこなえる。 

 

②救急時には、持病等で飲まれている薬がわ

かると処置判断も早く、かつ間違いなくでき

る。 

      ３分／１９分 

(3) 入所者の健康確保お

よび容態悪化時の対応 

（回答）：介護保険サ 

・入所者の健康管理に活用 

・管理医師等の情報として有効 

          ３分／２２分 

(4) ポリファーマシー（多

剤併用） 

  

（回答）：医師会 

・高齢者は、免疫力の弱まりにより、多剤併

用すると、害が出やすいと報告されている。 

・2017 年の厚生労働省の調査では、5 種類以

上のお薬を使っている方の割合は、65 歳以上

で約 30％、75 歳以上になると約 40％と言わ

れている。 

・多剤服用が全て悪いわけではないが、医師

は、薬を処方する時に留意する必要がある。

本システムにより患者の飲用している薬剤を

知ることができれば、ポリファーマシーの弊

害を防ぐことができる。  

           ３分／２５分 

(5) かかりつけ薬局とし

て、調剤情報を確認しでき

ること 

（回答）：薬剤師会 

・調剤時に患者にアドバイス 

・お薬による禁忌情報の登録や確認 

          ３分／２８分 

 

６．その他薬剤

情報の共有以外

に期待されるこ

と 

(1) 先進的な治療研究を

行うのに適した地域とし

て、大学からの期待されて

いる 

（回答）：県丹医セ 

・地域でどのような薬剤が使われているかな

ど、基礎的な医療・薬剤データが整備されて

いる地域は、治験など先進的な医療に取組む
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 のに適した地域と大学から期待されている。 

・国レベルでは、ポリファーマシー対策、医

療費の適正化に取り組みがされており、その

中で、薬剤情報の統計及び医療費の適正化に

取り組む丹波市が注目されている。（ジェネリ

ック医薬品等の使用割合が順次把握できる） 

          ３分／３２分 

(2) 介護保険事業所間の

情報伝達、医療介護情報の

共有 

（回答）：介護保険サ 

・医師との連絡調整を本システムで代用でき

れば、かなりの情報連携にかかる時間が短縮

される。（患者中心のカンファレンスの事前資

料送付、確認など） 

・入所者情報だけでなく、様々な介護保険情

報の介護施設間での情報共有の手段として活

用していく 

     ３分／３５分 

(3) 生活情報への発展 

  ⇒生活情報支援サイト

の構築 

（回答）：市 

・運営協議会の中でも、宅配依頼などの情報

伝達として活用できないか、意見を聞いてい

る。 

市内高齢者の生活支援のための情報伝達手

段としての活用について、検討していきたい。 

            ３分／３８分 

７．課題 (1) 国、県のシステム開発

動向との連携 

（回答）：医師会 

・国は電子カルテ同士の連携を進めるべく

「保健医療情報基盤」の整備を協議しており、

県医師会でも帝人ファーマのシステム導入を

進めている。 

・しかし、県医師会導入のシステムは、かか

りつけ医師、訪問看護師間の連携はあるが、

他の医療関係者との連携がなく、横のつなが

りがない。その点、丹波市のシステムは縦と

横の情報連携が可能である。 

・しかし、今後、国や県レベルで進められる

システムとの整合性や情報のやり取りが可能

となるようなシステムにしていくことが必要 

         ３分／４１分 

(2) 市民登録者数の拡大 （回答）：歯科医師会 

・高齢になると、誰も歯科医の診察を受ける
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時がくる。 

・このため、歯科医としては、是非、全市民

にこのシステムに登録頂き、安心・安全な歯

科治療を受けてもらいたい。 

・まだまだ市民登録者数は少ないので、是非

多くの市民に登録頂きたい。 

          ３分／４４分 

(3) 多くの診療科がある

丹波医療センターの課題

（院内調整） 

（回答）：県丹医セ 

・電子カルテとの連携 

・院内医師会、看護師等の意識醸成 

        ３分／４７分 

(4) 在宅医療での利用促

進 

（回答）：介護保険サ 

・丹波市においても、今後、在宅医療・介護

を充実させていく必要がある。 

 例えば、・・・・のような利用が可能になれ

ば、非常に有益なシステムとなる。 

是非、在宅医療・介護に利用できるシステ

ムとなるように取組む必要があると考える。 

       ３分／５０分 

(5) 個人情報保護の留意 （回答）：市 

・予防接種情報と情報共有 

 ⇒MVNO 回線にて外部標的には強い 

・医療介護情報については、NPO 情報 

 ⇒市同様のネットワーク規約 

 ⇒国の医療情報ガイドラインに準拠 

 ⇒予防接種カード、健康カードなど同意者

の情報のみ閲覧が可能な仕組み 

            ３分／５３分 

９．最後に一言 ・このシステムへ期待する

こと 

（回答）：医師会 

歯科医師会 

薬剤師会 

県丹医セ 

介護保険サ 

市 

３分×６人     １８分／７１ 
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10．会場からの

質問（想定） 

(1) 健康カードはどこで

もらえるのか（手続方

法） 

 

 

 

(1) 市  

参加事業所であればどこでも可能。個人情報

共有同意書に必要事項を記載の上、提出。健

康カード、予防接種カードともその手続きが

必要。 

 

(2) お薬手帳は持たなく

ていいのか？ 

 

 

(2) 薬剤師会 

現状は電子お薬手帳としての取り扱いではな

いため、紙のお薬手帳との併用となります。 

  

(3) マイナンバーカード

を健康保険証として利

用する場合、チータン

ネットの利用は何が変

わるのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市  

・マイナンバーと使ったオンライン資格確認

は、既存システムとは切り離し、保険証の確

認だけに利用されるシステムである。このこ

とからちーたんネットには大きな影響はな

い。 

 ⇒オンライン資格確認とは、マイナンバー

を医療機関設置端末のカードリーダに置き、

社会保険診療報酬基金へアクセス。⇒PIN が

帰ってくるため、その PIN を医療従事者へ連

絡。医療従事者は PIN を検索システムへ入力

し、本人の保険が何かの回答を確認するシス

テム。 

 

(4) 私のかかりつけ医は、

チータンネットに参加して

いないようだが、どうすれ

ば良いか？ 

 

 

 

 

 

 

(4) 医師会  

・個々の診療所がこのシステムに参加するか

どうかは、義務付けることはできず、自由で

ある。 

・患者さん、すなわち市民の方の多くがこの

市システムに登録頂き、患者さんからの要望

が多くなれば、現在参加されていない診療所

も参加されるはずである。 

・その意味でも、是非、市民の方の参加もよ

ろしくお願いしたい。 
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(5) 市民にとってのメリ

ットを、再度、簡潔に説

明して頂きたい。  

(5) 薬剤師会 

 一言で言えば、自らの健康を守るためであ

る。医療関係者も、患者さんの情報が無けれ

ば適切な診療ができない。高齢者のポリファ

ーマシー問題も、救急医療の場合も然りであ

る。 

 医療関係者と市民が、自らの健康状態およ

び服薬情報について共有化を図り、市民が適

切な医療を受けられるようにすることが目的

である。 

 

３分×５人    １５分／８７

分 

    全体合計 ８７分 ≒ ９０分 

 

 

（MEMO） 
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第２ ポスター（チラシ）案 

 

市民フォーラムを開催するにあたり、市民及び参加事業所への周知用ポスター（チラシ）

を作成しました。現時点での作成案については、下記に示しているとおりとなります。作

成したチラシは、各参加事業所及び自治会長あてに送付する予定としており、3500～4000

部程度の印刷を予定しています。 

 

【ラクスルでの印刷発注の場合（4000 部）】 

 商品単価（税別）6,210 円 + 消費税 621 円 ＝ 6,831 円（概算） 

  

（ポスター案） 

 

 現時点での作成案です

が、本日の議事の中で承認

を得ることができれば、発

注を行い配布する予定と

しております。 

 また、チラシの下段以降

には賛助企業ならびに後

援の掲載欄を設けていま

す。作成案では賛助企業の

４社、後援においては丹波

市、丹波市医師会、丹波市

歯科医師会、丹波市薬剤師

会、丹波市介護保険サービ

ス事業者協議会、丹波市社

会福祉協議会の名称を掲

載させていただいており

ます。作成案ということで、

イメージを持っていただ

くために許可なく掲載し

ておりますが、先日（１月

21 日付け）賛助企業の掲載

及び後援の承諾依頼文書

を送付させていただきま

した。下記に送付した文書

を添付しています。 
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賛助企業 後援案内 

・・・・・・・・・・・・・・・・・1 枚目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

                        NPO 法人丹波医療介護連携推進機構 

                              理事長 石井 敏樹 

 

   医療介護連携にかかる市民フォーラムの開催における後援について 

 

 平素は、地域医療行政にかかる当法人の活動にご支援ご協力を賜り誠にありがとうござ

います。 

 当法人の活動も平成 30 年 9 月設立から起算して 1 年半が過ぎ、官民協働事業として実

施された「医療介護情報連携システム」につきましても、運用から半年が経過したところ

です。 

 上記システムについては、お薬情報を中心として、患者中心の医療介護情報の共有に取

り組んでおり、利用者についても、順調に増えておりますが今回、さらに医療機関、薬局、

介護事業所、市民を対象としたフォーラムを実施することでさらなる事業展開の周知を図

る次第です。 

 つきましては、下記の日程にて「市民フォーラム」を開催いたしますので貴団体の後援

をいただきたくお願いをする次第です。 

 なお、後援名義の承諾につきまして、別紙の回答用紙により 2 月 7 日（金）までに、ご

回答いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 １．日  程    令和 2 年 3 月 1 日（日）午後 2 時～4 時 

 ２．場  所    ゆめタウンポップアップホール 

   ３．内  容    パネルディスカッション形式フォーラム 

   ４．対  象    医療・介護従事者及び一般市民 

   ５．後援依頼団体  丹波市、丹波市医師会、丹波市歯科医師会、丹波市 

薬剤師会、介護保険サービス連絡協議会、丹波市社 

会福祉協議会、賛助企業 

   ６．連絡先     特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構 

              ちーたんネット事務局  

電話 0795-88-5930 FAX0795-88-5931 

                          

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 枚目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【医療介護情報連携システム 市民フォーラム内容（案）】 

〔進行内容〕 

１．開会挨拶       NPO 法人丹波医療介護連携推進機構 

               理事長 石井 敏樹 
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２．来賓挨拶       丹波市長 谷口 進一 様（ご依頼） 

 

３．概略説明（15 分）   医療介護情報連携システムの構築経緯、内容 

             丹波市健康課係長 北野博史様 

 

４．パネルディスカッション（90 分） 

  「あなたの健康をより安全・安心に確保できる取り組みを紹介します」 

① コーディネーター   丹波市地域包括ケア担当理事 井上鉄也様（承諾済） 

② 登壇者        丹波市医師会長 石井敏樹様（承諾済） 

丹波市歯科医師会長 臼杵哲男様（承諾済） 

           丹波市薬剤師会長 浅原慶一様（承諾済） 

           丹波市介護保険サービス連絡協議会  

代表 植木直子様（承諾済） 

           県立丹波医療センター 情報担当部長 丸尾原義様（承諾済） 

           丹波市健康部次長 大槻秀美様（承諾済） 

 

※医療介護連携を実施するにあたって、各団体でどのように取り組みを行い現在に至

ったのかを、丹波市井上理事をコーディネーターとして実施いたします。 

 

５．質疑応答（約 10 分） 

 

６．閉会 

〔連絡事項〕 

   後援の依頼をご承諾いただいた場合を想定し、ポスター（案）を添付しております

のでご確認ください。また、後援名義使用にかかる費用負担等は発生しないことを申

し添えます。 

   当日、貴社の既存のパンフレット等で参加者向け（約 300 人）に配布が可能なパン

フレットや粗品がございましたらご提供いただければ幸いです。ご提供いただける場

合は、予め事務局までご連絡いただければ、事務局より配布させていただくか、専用

ブースを設けさせていただきます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・案内文終了  

 

 承諾依頼書の回答期限を２月７日（金）までとしておりますが、発注から納品までの日

数、配布の準備等を考慮した場合に十分な周知期間を確保したいという想いもありますの

で、今月中にご回答をいただければ幸いです。 

 あわせて賛助企業様におかれましては、上記添付資料中の連絡事項にも記載していると

おり、貴社の既存のパンフレット等で配布可能なものがありましたら、ご提供のほどお願

いします。 

 配布の方法としては、事務局より配布する方法と賛助企業の専用ブースを設置し配布す
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る方法の２通りがあります。事務局より配布する場合には、事前に配布資料をいただく必

要がありますので、ご連絡をいただいたうえで調整させていただきます。 

また、賛助企業専用ブースを設置する場合についても、事前の協議及び準備をさせてい

ただく必要がありますので、ご連絡をお願いします。 

 

 

第３ 準備物 

  

 市民フォーラム開催にあたり、下記の通り準備を進めております。 

項 目 内 容 状 況 

会場 ポップアップホール 

控室 

付帯設備 

63,000 円（税込） 

予約済み 

 

 共催、後援案内 フォーラム開催の後援依頼 

・丹波市及び各団体 

・賛助企業（4 社） 

1 月 21 日付けで発送済 

周知方法 参加事業所及び市民向け周知 

・ポスター  約 10,000 円  

・参加事業所向け参加依頼 

・防災行政無線 

・広報たんば 

 

・外部発注予定 

・2 月上旬案内通知 

・前日夜等 

・2 月号掲載 

参加者粗品 名入れボールペン 

@99 円×300 本程度他 

     約 34,945 円（税込） 

発注済み 

（2 月中旬納品予定） 

パネルディスカッシ

ョン参加者用弁当 

@1,500 円×20 個  

約 30,000 円 

喫茶タカへ発注予定 

交通費 @2,000 円×６名 

約 12,000 円 

 

 

 

開催案内 参加事業所（各事業所 2 名） 

市内自治会長（約 290 名） 

2 月上旬に発送予定 

会場スタッフ  ※全体で 5 名程度 

 ※会場スタッフについては、健康課でも数名協力者を募りますが、各団体で 1 名の確保

をお願いします。 
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第４ 事前打合せ予定 

 

 現在、進行スケジュールに沿ったシナリオを作成中であり、パネルディスカッションの

大枠だけでなく詳細な内容についても完成しつつある状況です。これらの内容について、

先生方の意見とのすり合わせを行いたく、事前打合せを実施したいと考えております。 

 パネラーの先生方、コーディネーターの井上理事、事務局が一堂に集まって実施したい

と考えておりますので、２月 27 日（木）の午後３時から５時頃までを予定しております。

27 日は第８回の運営協議会と重なりますので、この日は運営協議会ではなく市民フォーラ

ムの事前打合せということで参集していただきたいと思います。 

 当日の打合せについては、午後０時（正午）から実施する予定にしています。 

 

第５ 事務局体制 

 

 昨年の 12 月をもって、事務局の職員２名が退職したことに伴い、ハローワークを通じ

て職員を募集していました。先日２名（男性１名、女性１名）に対して面接を実施し、２

月１日付で採用することとなりましたので、報告させていただきます。 

 採用させていただいた２名の氏名等の情報については、下記に添付しています労働者名

簿のとおりとなっています。２月１日より勤務開始となりますので、１か月間の空白期間

が生まれましたが、２月以降については事務局体制の充実が図られることとなります。 
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第６ 今後の予定 

 

次回開催は、翌年２月２７日（木）午後 3 時からとなります。 

協議内容については、市民フォーラムの事前打ち合わせとなります。 

 

出席対象：パネルディスカッション参加者及び事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗率 段階 期日 曜日 時間・内容等

100% ネットワーク運営協議会第16回 平成31年4⽉25⽇ 木 午後3時〜　於︓医師会館2階　法⼈事務所　決算状況報告
100% ＮＰＯ法⼈理事会 令和1年5⽉23⽇ 木 午後3時〜　於︓丹波市医師会館２階　　総会準備
100% ＮＰＯ法⼈　　総会 令和1年6⽉27⽇ 木 午後3時〜　於︓丹波市医師会館２階　　総会開催
100% ＮＰＯ法⼈理事会（第１回運営協議会） 令和1年7⽉25⽇ 木 午後3時〜　於︓丹波市医師会館２階　　運⽤開始状況
100% ＮＰＯ法⼈理事会（第２回運営協議会） 令和1年8⽉22⽇ 木 午後3時〜　於︓丹波市医師会館２階　　運営状況の確認
100% ＮＰＯ法⼈理事会（第３回運営協議会） 令和1年9⽉26⽇ 木 午後3時〜　於︓丹波市医師会館２階　　システム利⽤状況
100% ＮＰＯ法⼈理事会（第４回運営協議会） 令和1年10⽉24⽇ 木 午後3時〜　於︓丹波市医師会館２階　　システム利⽤状況
100% ＮＰＯ法⼈理事会（第５回運営協議会） 令和1年11⽉28⽇ 木 午後3時〜　於︓丹波市医師会館２階　　講演会内容他
100% ＮＰＯ法⼈理事会（第６回運営協議会） 令和1年12⽉26⽇ 木 午後3時〜　於︓丹波市医師会館２階
0% ＮＰＯ法⼈理事会（第７回運営協議会） 令和2年1⽉23⽇ 木 午後3時〜　於︓丹波市医師会館２階
0% 市⺠フォーラム事前打ち合わせ会 令和2年2⽉27⽇ ⾦ 午後3時〜　於︓丹波市医師会館2階

ＮＰＯ法⼈の活動予定と運営協議会日程(毎⽉第４⽊曜日を主に開催予定） 午後3時〜午後4時30分
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参考資料：統計資料（12 月受診分） 

〔使用薬剤統計 データ総数 1388 件 男 481 人 女 907 人〕 

※下記データの表記については、12 月 1 日～31 日までについてはデータの表記の都合に

より非表示しております。 

 

※一調剤当たりの薬価合計は 6415222 円。一人当たりの調剤費は 4,621 円（11 月 4,292

円）。 

 ジェネリック医薬品の調剤割合は、61.1％となっている。 

 

【回数、調剤、日分】（地域別） 

 

 

【調剤数量】（男女別） 

 

 

 

 

 

 

行ラベル 合計 / 地域（氷上） 合計 / 地域（⻘垣） 合計 / 地域（春日） 合計 / 地域（山南） 合計 / 地域（市島） 合計 / 地域（市外） 合計 / 地域（住所未登録）
回分 71 5 16 73 62 9 459
調剤 6135 0 2027 377 2107 6 47150
日分 7645 156 1720 2991 1050 79 23174

総計 13851 161 3763 3441 3219 94 70783

行ラベル 合計 / 調剤数量 合計 / 性別（男） 合計 / 性別（女）
Ｃ 47434 457 1504
ｇ 50056 1017 2628
mL 3944 185 250
Ｔ 549626 6107 22429
カプセル 4808 54 160
ｷｯﾄ 38 14 24
キット 11 3 8
ｷﾄ 23 10 13
管 6 6 0
個 45853 13790 31551
錠 125648 2045 3338
瓶 561 70 128
包 3458 48 124
本 19701 7880 11821
枚 1095 368 727
総計 852262 32054 74705
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【後発品で調剤数の多かった医薬品】 

 

 

 

 

行ラベル 合計 / 調剤数量
後発品 434614
マグミット錠３３０ｍｇ 52875
マグミット錠２５０ｍｇ 18775
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 10220
マグミット錠５００ｍｇ 9975
バイアスピリン錠１００ｍｇ 9810
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 9084
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 8595
レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 7300
アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 6570
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 5436
アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 5172
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 4930
センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 4791
テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 4512
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 4260
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 3730
メチコバール錠５００μｇ ０．５ｍｇ 3710
レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 3544
シンバスタチン錠５ｍｇ「ＳＷ」 3542
ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 3295
ビオフェルミン錠剤 3016
アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 2940
ビオフェルミンＲ錠 2708
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サンド」 2576
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 2286
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 鉄５０ｍｇ 2271
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 2184
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 2180
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」 2163
エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 2156
ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 2065
ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 2040
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイヨー」 2016
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 1980
テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 1968
テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 1944
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【薬価合計の高い順】（本資料以降は省略） 

 

 

 

行ラベル 合計 / 薬価
ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ５ｍｇ１０ｇ 2455606
ペチジン塩酸塩 2138972
エディロールカプセル０．７５μｇ 2026230
メマリーＯＤ錠２０ｍｇ 1301832
エンシュア・Ｈ 1178000
ネキシウムカプセル２０ｍｇ 909846
エリキュース錠２．５ｍｇ 873327
マグミット錠３３０ｍｇ 809400
グラクティブ錠５０ｍｇ 802679
イグザレルト錠１５ｍｇ 790704
サインバルタカプセル２０ｍｇ 643427
タシグナカプセル１５０ｍｇ 618912
ジャヌビア錠５０ｍｇ 487814
ベネット錠７５ｍｇ 465298
テネリア錠２０ｍｇ 453291
エリキュース錠５ｍｇ 451724
ゼチーア錠１０ｍｇ 423742
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 413856
プラザキサカプセル１１０ｍｇ 412340
マイザークリーム０．０５％ 410358
トラゼンタ錠５ｍｇ 404064
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 368942
サムスカ錠７．５ｍｇ 354491
タケキャブ錠２０ｍｇ 349398
マグミット錠２５０ｍｇ 347130
アミティーザカプセル２４μｇ 329888
ビーソフテンクリーム０．３％ 327938
セレコックス錠１００ｍｇ 296700
トラクリア錠６２．５ｍｇ 282852
ラコールＮＦ配合経腸用液 278604
エフィエント錠３．７５ｍｇ 260253
モビコール配合内用剤 ６．８５２３ｇ 257040
サインバルタカプセル３０ｍｇ 237600
シムビコートタービュヘイラー６０吸入 237412
アジルバ錠４０ｍｇ 231220
リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 231151
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【糖尿病ごと患者の人数】（適応病名は下記以外にも抽出可能） 

 

 

【糖尿病類の患者数】（適応病名は他抽出も可能）            （単位：人数） 

 

 

【1 型糖尿病 患者分布】                    （単位：人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95～99歳 100歳以上 合計/男性 合計/女性

１型糖尿病 2 7 13 20 29 18 12 5 1 0 45 64

２型糖尿病 7 11 24 32 51 39 28 23 3 0 87 135

総計 9 18 37 52 80 57 40 28 4 0 132 199

行ラベル 合計 / 年齢（75
〜79歳）

合計 / 年齢（80
〜84歳）

合計 / 年齢（85
〜89歳）

合計 / 年齢（90
〜94歳）

合計 / 年齢（95
〜99歳）

合計 / 年齢（100
歳以上）

１型糖尿病 36 19 14 4 0 0

１型糖尿病性血管障害 31 16 12 4 0 0

１型糖尿病性神経痛 32 16 13 4 0 0

１型糖尿病性腎症 35 19 12 4 0 0

１型糖尿病性腎不全 41 21 26 17 5 0

１型糖尿病性白内障 31 16 9 4 0 0

総計 206 107 86 37 5 0
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【歯にかかる疾病分布】                     （単位：人数） 

 
 

【高血圧症 患者分布】 
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