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要約：医療の質の評価は、高度な知識に基づく行為を評価の対象とする。評価基準を作成す

るためには臨床専門家の主体的な参加は必須であり、評価を改善に結びつける意図を共有で

きなければ、逆に医療の質を落とすことにもなりかねない。医療の質評価を過程評価で行う

か、結果評価で行うかは、それぞれの長所短所を十分検討して決定すべきである。 
また、評価活動そのものが医療従事者に引き起こす影響を常に視野に入れた上で仕組みを作

っていく必要がある。さらに、医療の質に関する正確なデータ収集するためには、担当者の

作業負担が膨大となるので、そのバランスをどのようにとるのかも大きな課題である。 
 
A. 研究目的 
医療技術的な診療の質を評価する際には、

留意すべき点が多くある。診療の質評価とし

て、誤差が大きい評価が行われた場合、質の

高い医療を行っている医療提供者が不当な

評価を受ける問題があるばかりでなく、評価

活動そのものによって医療提供者の行動が

望ましい方向とは違う方向へ影響され意図

せざる結末（Unintended Consequence）が

引き起こされることが考えられるからであ

る。本分担研究は、そのような留意点をまと

めて今後の診療の質評価が円滑に行われ、真

に患者の健康と福利の向上に役立つための

基礎資料とするのが目的である。 
 
B. 研究方法 
 我々は、平成 19 年に施行されたがん対策

基本法に定められている、「がん医療の均て

ん化」の進捗を把握する体制を構築するため

に、我が国の診療ガイドラインの作成に携わ

ってきた臨床専門家の協力の下、診療過程の

指標を作成してきた。対象分野はわが国にお

いて主要な位置を占める、乳がん、胃がん、

大腸がん、肺がん、肝がん、緩和ケアとし、

これらの指標の作成は、各がんの診療ガイド

ラインの推奨や先行する海外の診療の質指

標（Quality Indicator）を参考にしつつ、各

臓器の著名な臨床専門家 10 名程度で専門家

パネルを構成し、RAND/UCLA 適切性評価

法（デルファイ変法）とよばれる定まった方

法により行った。本報告においては、これら

の研究班班会議や指標作成会議（専門家パネ

ル会議）において、また、それらを広く臨床

専門家へ紹介していく上で、浮かび上がって

きた関連事項についてまとめる。 
（倫理面への配慮） 
これは過去の研究活動について総括する方

法をとっており、研究対象者に侵襲を与える

研究ではない。また、個人情報を取り扱う研

究でもないため、特段配慮すべき点はない。 
 
C. 研究結果 
（診療の質の定義） 
最初に、指標の作成に関わった臨床家の間で

「診療の質」とは何か、ということが議論に

なった。診療の質は抽象的に考えると、個々

の患者にとって最善の診療が行われている

かどうか、またその程度であり、より正確に
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は米国医学研究所（Institute of Medicine）
の「医療の質とは個人および集団に対する医

療行為が望まれた健康状態をもたらす確率

をあげ、最新の専門知識と合致する度合いを

いう」という定義が存在する。その定義を引

用して議論されることもあったが、やはり抽

象的な定義や概念ではなく、よりわかりやす

い「5 年生存率」などのアウトカムが、質の

最適の指標あるとの意見が多数あった。一方、

アウトカムは病期や併存症などによって大

きく影響されることから、評価結果の解釈に

は適切な統計的調節が必要になる点や、5 年

生存率では 5 年経たないと結果が出ないと

いう点が指摘された。さらに、アウトカムが

良い、悪いと評価されたとしても、医療を改

善するためには原因となっている診療をそ

こからさかのぼって特定しなければならな

いという問題があることも指摘された。この

ような考察から、我々の作成する指標におい

ては、診療プロセス（過程）を直接評価する

ことを目標に、実際の診療における標準診療

を記述して、その対象となる患者における実

施割合をもって診療の質の指標とする方針

をとることとした。 
 しかし、標準診療とは個々の患者の状態に

対応して存在するため、その基準は少数では

診療の一面しか見ないことになる。また、全

ての患者の臨床状況に対して標準が存在す

るわけではない。そのため「診療の質」を網

羅的に検討するためには必然的に数多くの

指標が必要になるが、レセプトやオーダリン

グシステムから抽出可能な電子データだけ

では測定できる範囲が非常に限られる。測定

可能性を考慮すると、データ源を絞る必要が

あるが、絞りすぎて選択された測定結果が全

体を代表しているかどうかを検討すること

ができなくなることは避けなければならな

い。そこで、最初はデータ源を診療録と想定

して、現実的な範囲で測定が可能な限り、指

標を限定することはしない方針をとった。 
 
（指標作成における体制上の留意点） 
指標作成において必要なのは多様な臨床

専門家の意見を集約することである。指標の

作成過程においては幅広い意見を集約でき

るように、指標検討の専門家パネル委員の専

門分野と勤務先の種類、地域的な多様性を確

保するようにつとめた。また、専門的な事項

を検討できるよう基本的に当該臓器の診療

に関わる分野の専門家を中心としつつも、一

部隣接専門家（肝がんの検討に際しての消化

管専門の外科医など）も含めることで専門家

の一方的な立場に意見が限られないように

配慮した。 
また、海外とわが国では疾患構造や診療パ

ターンが異なることも考慮して、海外の先行

研究では QI として確立しているものであっ

ても、そのまま採用せず、まずは「候補」と

して他の QI 候補と同様に検討対象とした。 
 
（指標の性質による注意） 
 過程を評価する QI は、対象患者と、その

ような患者に対して行われるべき診療行為

の記述が基本的な型である。これを、個々の

患者に当てはめて「適合」「非適合」を決め

た上でそれを医療施設の受診患者などの集

団レベルで「適合患者数」÷「全体患者数」

＝「標準実施率（割合）」が計算される。し

かし、どの測定においても、実際に質として

問題ない（「真の適合」）のなかで測定上「適

合」とされる割合（感度）、逆に真に問題が

ある(「真の非適合」)のなかでの測定上「非

適合」の割合（特異度）が 100％とはいえな

い。QI 実施率の数字としての値を比較のた

めのツールとして考えるのであれば、感度、

特異度ともに高くなければならないが、活動
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の手始めとして質評価活動の必要性に説得

力を持たせるための「問題の大きさ」を決定

するため、また、評価結果において許容可能

な質をもって「質が低い」とする弊害を引き

起こさないように慎重を期して、感度を高く

特異度を多少犠牲にして設定することとし

た。また、標準は存在するものの、例外的な

場合に該当する患者が一定割合存在する QI
も多いため、適合の条件として要求する標準

診療行為が行われるか、「あるいは行わない

場合にはその理由を診療録に記載する」こと

として明示的に例外を認めた QI が多数作成

されることを許容した。これら例外的事例は

電子データなどを使った場合には非常に捉

えづらいが、そのことを意識してシステムを

構築しないと標準医療を過度に推し進める

ことになり注意が必要である。 
 
（データ収集の負担） 
採録作業による QI の実測をいくつかの協力

施設を募っておこなった。基本的にファイル

メーカーPro を使用して電子入力フォーム

を作成して手順書を作成、院内がん登録の実

務者に採録作業の担当を依頼した。しかし作

業負担が過大となったため、QI の数を減ら

す必要があると考えられた。一方、適切な評

価のためには DPC などの電子データだけで

は不十分であり、質の評価としては信頼でき

るものにはならないという意見もあった。ま

た、海外の先行研究では請求情報（レセプト

に相当）に出てくる情報で測定できる QI は
カルテからしか測定できない事項に比べて

実施率が高いため、改善に向けた問題点を捕

捉できないという問題も指摘されている

（ MacLean et al, Med Care. 
2006;44(2):141-8.）。そのため、再度臨床専

門家にパイロット測定の結果を提示して、

QI の優先順位付けを行い、優先順位の高い

ものから実地に広く使用する計画となって

いる。 
 
（評価結果の使い方、公開の有無） 
海外では結果を場合により公開し、さらに

一部には良い結果を出した医療機関や医師

に 対 し て 報 酬 を 支 払 う （ Pay for 
performance）という活動が紹介されること

がある。しかし、公開している活動しか我が

国に伝わらないため、全面的に公開されてい

るかのような印象を受けがちな側面も注意

する必要がある。また、公開することによる

影響は事前に検討して可能な限り意図せざ

る結末を避ける必要がある。手術成績を公表

すると重症患者が手術を受けにくくなる、肺

炎で来院から抗生剤投与までの時間を指標

とすると診断前の患者にまで「とりあえず」

抗生剤が使われる（Metersky et al, Chest 
2006;130(1):16-21）、などの弊害も考えられ

るため、段階的に仕組みの構築を進め、当初

の結果はまずは臨床家を含む専門家の間で

検討する必要がある。 
 さらに、結果に対して報酬をつけるとなる

と、測定が十分に高い精度を持っている必要

がある。本来の質ではなく測定結果の成績だ

けを上げることを意図する医療機関や医療

提供者が現れる可能性を念頭に置く必要が

ある。このような現象は監査や取締りをする

などの発想ではいたちごっことなり、最終的

に患者が不利益を被るリスクを大きく含ん

でいるし、また、一旦施策が始まると新しい

利害関係が各者（Stakeholder）に生まれ軌

道修正することが難しくなるため、事前に十

分にその影響を検討する必要がある。 
 
D. 考察 
我々の QI の作成過程は臨床の専門家を中

心に作成してきたものであり、あくまで改善
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を指向した QI となっている。施設間で比較

の上ランキングして患者が病院選びに利用

することを念頭に置いていないため、指標の

内容については医療提供者以外からはかな

り難解・専門的な内容となっている。しかし、

がん医療が高度な専門家が主体となって行

う分野であることを考えると、その診療を改

善するためには評価も専門的にならざるを

得ない。一方、診療の質評価のための指標作

成過程、その使用方法などは、これらの作業

を通じて臨床専門家の中で議論されてきた

ことは学ぶべき点が多い。今後の診療の質を

評価、改善していくためには、段階的な方法

をとり、その都度検討を重ね、最終的に国民

全体に最善の結果をもたらすことを考えて

いかなければならない。 
 
E. 結論 
臨床上専門的な過程評価のための QI を作成

していく上で議論となった事項について概

観した。段階的アプローチにより軌道修正を

しつつ仕組みを構築し、各段階で臨床専門家

の合意形成を図っていくのが、国全体の医療

にとって最善の道であると考えられる。 
 
F. 健康危険情報 
特記すべきもの無し。 
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H. 知的財産権の出願・登録状況 
特許取得：なし 
実用新案登録：なし 
その他：なし 
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