




中分類 指標名 区分 川崎北部

虚血性心疾患 急性心筋梗塞に対するカテーテル治療 入院 88.47

虚血性心疾患 急性心筋梗塞に対する心臓血管手術 入院 114.11

虚血性心疾患 狭心症に対するカテーテル治療 入院 75.91

虚血性心疾患 狭心症に対する心臓血管手術 入院 50.62

虚血性心疾患 虚血性心疾患に対するカテーテル治療（全体） 入院 75.6

虚血性心疾患 虚血性心疾患に対する心臓血管手術（全体） 入院 58.88

虚血性心疾患 冠動脈ＣＴ撮影（入院） 入院 106.88

虚血性心疾患 冠動脈ＣＴ撮影（外来） 外来 103.39

虚血性心疾患 冠動脈造影（入院） 入院 74.05

虚血性心疾患 冠動脈造影（外来） 外来

不整脈 心筋焼灼術 入院 117.75

不整脈 ペースメーカー 入院 83.05

不整脈 植込型除細動器 入院 131.74

その他 大動脈内バルーンパンピング法 入院 112.08

その他 心大血管疾患に対するリハビリテーション（入院） 入院 100.41

その他 心大血管疾患に対するリハビリテーション（外来） 外来 32.62

川崎北部における急性心筋梗塞関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）の比較（平成28年度NDBデータ）

・急性心筋梗塞関連のレセプト出現比は概ね全国平均程度であるが、狭心症、虚血性心疾患のカテーテル治療や血管手術に関するレセプト出現比は低い。

＜ＳＣＲとは＞
・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数（全国の平均像に対する比）
・SCR＝Σ年齢構成別レセプト数×100／Σ年齢階級別人口×全国の年齢構成別レセプト出現率（※年齢は、原則５歳刻みで計算）
・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、少なければ抑制的に提供又は提供過少を意味する（100は全国平均）
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川崎南部における急性心筋梗塞関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）の比較（平成28年度NDBデータ）

・急性心筋梗塞関連のレセプト出現比は全国平均を上回る。

＜ＳＣＲとは＞
・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数（全国の平均像に対する比）
・SCR＝Σ年齢構成別レセプト数×100／Σ年齢階級別人口×全国の年齢構成別レセプト出現率（※年齢は、原則５歳刻みで計算）
・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、少なければ抑制的に提供又は提供過少を意味する（100は全国平均）

31

中分類 指標名 区分 川崎南部

虚血性心疾患 急性心筋梗塞に対するカテーテル治療 入院 149.05

虚血性心疾患 急性心筋梗塞に対する心臓血管手術 入院 210.17

虚血性心疾患 狭心症に対するカテーテル治療 入院 206.92

虚血性心疾患 狭心症に対する心臓血管手術 入院 122.01

虚血性心疾患 虚血性心疾患に対するカテーテル治療（全体） 入院 216.29

虚血性心疾患 虚血性心疾患に対する心臓血管手術（全体） 入院 138.13

虚血性心疾患 冠動脈ＣＴ撮影（入院） 入院 170.27

虚血性心疾患 冠動脈ＣＴ撮影（外来） 外来 139.92

虚血性心疾患 冠動脈造影（入院） 入院 211.74

虚血性心疾患 冠動脈造影（外来） 外来

不整脈 心筋焼灼術 入院 104.04

不整脈 ペースメーカー 入院 136.33

不整脈 植込型除細動器 入院 142.6

その他 大動脈内バルーンパンピング法 入院 150.4

その他 心大血管疾患に対するリハビリテーション（入院） 入院 168.13

その他 心大血管疾患に対するリハビリテーション（外来） 外来 217.4











川崎北部における脳卒中関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）の比較（平成28年度NDBデータ）

・くも膜下出血の一部手術を除き、脳卒中関連のレセプト出現比は全国平均を下回る。

＜ＳＣＲとは＞
・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数（全国の平均像に対する比）
・SCR＝Σ年齢構成別レセプト数×100／Σ年齢階級別人口×全国の年齢構成別レセプト出現率（※年齢は、原則５歳刻みで計算）
・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、少なければ抑制的に提供又は提供過少を意味する（100は全国平均）

中分類 指標名 区分 川崎北部

脳卒中 超急性期脳卒中加算 入院 41.81

脳卒中 脳卒中ケアユニット入院医療管理料（SCU）（再掲） 入院

脳卒中 脳卒中のtPA 入院 38.52

脳卒中 脳卒中のtPA以外の薬物療法 入院 55.84

脳卒中 脳卒中の経皮的脳血管形成術等 入院 64.48

脳卒中 脳卒中の動脈形成術等 入院 44.99

脳卒中 脳卒中に対する急性期リハビリテーション 入院 74.56

脳卒中 脳卒中に対するリハビリテーション（入院） 入院 66.06

脳卒中 脳卒中に対するリハビリテーション（外来） 外来 77.61

脳出血 脳出血の脳室ドレナージ等 入院 84.52

脳出血 脳出血の脳血管内手術等 入院 81.31

くも膜下出血 くも膜下出血の脳血管内手術 入院 65.21

くも膜下出血 くも膜下出血の穿頭脳室ドレナージ術等 入院 113.46

くも膜下出血 くも膜下出血の脳動脈瘤流入血管クリッピング等 入院 51.96

脳動脈瘤 未破裂動脈瘤の脳血管内手術 入院 92.28

脳動脈瘤 脳血管内手術（全体） 入院 83.29

脳動脈瘤 未破裂動脈瘤の脳動脈瘤流入血管クリッピング等 入院 55.76

脳動脈瘤 脳動脈瘤流入血管クリッピング（全体） 入院 41.31

36

川崎南部における脳卒中関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）の比較（平成28年度NDBデータ）

・脳卒中に対するリハビリテーション（入院・外来）を除き、脳卒中関連のレセプト出現比は全国平均を上回る。

＜ＳＣＲとは＞
・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数（全国の平均像に対する比）
・SCR＝Σ年齢構成別レセプト数×100／Σ年齢階級別人口×全国の年齢構成別レセプト出現率（※年齢は、原則５歳刻みで計算）
・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、少なければ抑制的に提供又は提供過少を意味する（100は全国平均）

36

中分類 指標名 区分 川崎南部

脳卒中 超急性期脳卒中加算 入院 281.54

脳卒中 脳卒中ケアユニット入院医療管理料（SCU）（再掲） 入院 167.37

脳卒中 脳卒中のtPA 入院 200.99

脳卒中 脳卒中のtPA以外の薬物療法 入院 143.92

脳卒中 脳卒中の経皮的脳血管形成術等 入院 360.81

脳卒中 脳卒中の動脈形成術等 入院 240.22

脳卒中 脳卒中に対する急性期リハビリテーション 入院 131.23

脳卒中 脳卒中に対するリハビリテーション（入院） 入院 85.76

脳卒中 脳卒中に対するリハビリテーション（外来） 外来 56.73

脳出血 脳出血の脳室ドレナージ等 入院 184.58

脳出血 脳出血の脳血管内手術等 入院 191.68

くも膜下出血 くも膜下出血の脳血管内手術 入院 198.45

くも膜下出血 くも膜下出血の穿頭脳室ドレナージ術等 入院 205.04

くも膜下出血 くも膜下出血の脳動脈瘤流入血管クリッピング等 入院 154.95

脳動脈瘤 未破裂動脈瘤の脳血管内手術 入院 235.85

脳動脈瘤 脳血管内手術（全体） 入院 205.95

脳動脈瘤 未破裂動脈瘤の脳動脈瘤流入血管クリッピング等 入院 349.62

脳動脈瘤 脳動脈瘤流入血管クリッピング（全体） 入院 249.86
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KG12 千葉県

神奈川県における糖尿病患者の自己完結率
（平成28年度NDBデータ：外来）

・72.90％の患者が外来医療を圏域内で完結している。流出超過。 38
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神奈川県における糖尿病患者の自己完結率
（平成28年度NDBデータ：外来）

・89.15％の患者が外来医療を圏域内で完結している。流入超過。 38



川崎北部における糖尿病関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）の比較（平成28年度NDBデータ）

39・糖尿病足病変に対する管理（入院）、血糖自己測定（入院）を除き、糖尿病関連のレセプト出現比は全国平均を下回る。

中分類 指標名 区分 川崎北部

糖尿病 糖尿病の総合的な治療管理体制 外来 83.12

糖尿病 在宅インスリン治療 外来 77.75

糖尿病 糖尿病足病変に対する管理 外来 165.54

糖尿病 糖尿病透析予防指導管理 外来 8.27

糖尿病 糖尿病網膜症手術（入院） 入院 85.7

糖尿病 糖尿病網膜症手術（外来） 外来 72.75

糖尿病 糖尿病の人工透析（入院） 入院 90.56

糖尿病 糖尿病の人工透析（外来） 外来 85.42

糖尿病 糖尿病の人工透析の導入（入院） 入院 76.55

糖尿病 糖尿病の人工透析の導入（外来） 外来 68.8

糖尿病 血糖自己測定（入院） 入院 110.39

糖尿病 血糖自己測定（外来） 外来 81.84

糖尿病 HbA1c検査（入院） 入院 55.63

糖尿病 HbA1c検査（外来） 外来 75.38

糖尿病 内服薬による治療（入院） 入院 73.74

糖尿病 内服薬による治療（外来） 外来 69.97

糖尿病 インシュリンによる治療（入院） 入院 97.8

糖尿病 インシュリンによる治療（外来） 外来 75.05

＜ＳＣＲとは＞
・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数（全国の平均像に対する比）
・SCR＝Σ年齢構成別レセプト数×100／Σ年齢階級別人口×全国の年齢構成別レセプト出現率（※年齢は、原則５歳刻みで計算）
・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、少なければ抑制的に提供又は提供過少を意味する（100は全国平均）

39

川崎南部における糖尿病関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）の比較（平成28年度NDBデータ）

39・糖尿病透析予防指導管理、糖尿病の人工透析を除き、糖尿病関連のレセプト出現比は全国平均を上回る。

＜ＳＣＲとは＞
・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数（全国の平均像に対する比）
・SCR＝Σ年齢構成別レセプト数×100／Σ年齢階級別人口×全国の年齢構成別レセプト出現率（※年齢は、原則５歳刻みで計算）
・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、少なければ抑制的に提供又は提供過少を意味する（100は全国平均）

39

中分類 指標名 区分 川崎南部

糖尿病 糖尿病の総合的な治療管理体制 外来 162.4

糖尿病 在宅インスリン治療 外来 142.29

糖尿病 糖尿病足病変に対する管理 外来 548.76

糖尿病 糖尿病透析予防指導管理 外来 83.87

糖尿病 糖尿病網膜症手術（入院） 入院 129.83

糖尿病 糖尿病網膜症手術（外来） 外来 125.53

糖尿病 糖尿病の人工透析（入院） 入院 95.7

糖尿病 糖尿病の人工透析（外来） 外来 109.29

糖尿病 糖尿病の人工透析の導入（入院） 入院 138.86

糖尿病 糖尿病の人工透析の導入（外来） 外来 102.04

糖尿病 血糖自己測定（入院） 入院 160.16

糖尿病 血糖自己測定（外来） 外来 160.37

糖尿病 HbA1c検査（入院） 入院 118.44

糖尿病 HbA1c検査（外来） 外来 119.5

糖尿病 内服薬による治療（入院） 入院 107.36

糖尿病 内服薬による治療（外来） 外来 103.36

糖尿病 インシュリンによる治療（入院） 入院 164.42

糖尿病 インシュリンによる治療（外来） 外来 133.52







川崎北部における救急関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）の比較（平成28年度NDBデータ）

・夜間休日救急搬送（外来）を除き、救急医療関連のレセプト出現比は全国平均を下回る。

＜ＳＣＲとは＞
・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数（全国の平均像に対する比）
・SCR＝Σ年齢構成別レセプト数×100／Σ年齢階級別人口×全国の年齢構成別レセプト出現率（※年齢は、原則５歳刻みで計算）
・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、少なければ抑制的に提供又は提供過少を意味する（100は全国平均）

中分類 指標名 区分 川崎北部

救急 救急医療の体制【２次救急】 入院 61.26

救急 救急医療の体制【３次救急】（再掲） 入院 82.06

集中治療 集中治療室等の体制（再掲） 入院 46.72

救急搬送 夜間休日救急搬送（入院） 入院 58.77

救急搬送 夜間休日救急搬送（外来） 外来 108.36

救急搬送 救急搬送（入院） 入院 64.43

救急搬送 救急搬送（外来） 外来 18.69

42

川崎南部における救急関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）の比較（平成28年度NDBデータ）

・救急搬送（外来）を除き、救急医療関連のレセプト出現比は全国平均を上回る。

＜ＳＣＲとは＞
・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数（全国の平均像に対する比）
・SCR＝Σ年齢構成別レセプト数×100／Σ年齢階級別人口×全国の年齢構成別レセプト出現率（※年齢は、原則５歳刻みで計算）
・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、少なければ抑制的に提供又は提供過少を意味する（100は全国平均）

42

中分類 指標名 区分 川崎南部

救急 救急医療の体制【２次救急】 入院 167.24

救急 救急医療の体制【３次救急】（再掲） 入院 151.98

集中治療 集中治療室等の体制（再掲） 入院 231.33

救急搬送 夜間休日救急搬送（入院） 入院 161.48

救急搬送 夜間休日救急搬送（外来） 外来 190.72

救急搬送 救急搬送（入院） 入院 199.64

救急搬送 救急搬送（外来） 外来 65.53







川崎北部における在宅医療関連の医療的行為に関する

・在宅医療関係のレセプト出現比は、施設支援がかなり高いほか、患家における他職種間カンファレンス、訪問診療、ターミナルケア、看取り等は高いが、退院時カンファレンス、ケ
アマネジャーとの連携、在宅療養中の患者受入れ等は低い。
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川崎南部における在宅医療関連の医療的行為に関する

・在宅医療関係のレセプト出現比は、退院時カンファレンスや患家における他職種間でのカンファレンス、訪問診療、ターミナルケアや看取り、在宅療養中の緊急入院受入等が高く、
在宅と入院の連携が比較的良好であることが伺える。
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