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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

分担研究報告書 

 

医療の質の評価を実施するための諸条件及び導入手法等に関する研究 

 

研究分担者 矢崎 義雄  国立病院機構 理事長 

研究要旨 

 国立病院機構は、全国 145 の病院からなる我が国最大の病院ネットワークであるとともに、共通

の理念に基づいて医療サービスを行なう法人である。病院機能を評価する上で、財務の観点、経営

的な観点からの評価指標はいくつもあり、病院機能の改善に向けた根拠として運用されてきたが、

医療そのものの質の定量的な評価が病院グループとして行われることはわが国ではなかった。国立

病院機構は 2006 年度から 26 の項目の臨床評価指標を策定し、146（当時）の NHO 病院でその指標

を計測し、医療のプロセスや、提供された医療によってどれだけの健康に関する利益が生まれたか

をもって評価し、病院間で良質でばらつきの少ない医療の均てん化に向けた方略に資するために結

果を公開してきた。 

 2006 年度から 2007 年度まで、2007 年度から 2008 年度の二年間の推移を検定し評価した。た

だし、2008 年度で測定病院数が大幅に増加したり、欠損値が多く二年間の成績の比較の妥当性に

問題があるものが、一部の指標において認められた。 

2008 年度に良好な改善を示した指標は 8 項目（前年は 6 項目）。二年間とも良好な改善を示し

ている指標は、3 項目。一年目は不変あるいは悪化したものが二年目に良好な改善を示している指

標は、5 項目であった。2008 年度に大きな変化を示していない指標は、20 項目（昨年は 23 項目）。

一年目が良好な改善を示したが、二年目は不変となった指標は、2 項目。二年間とも大きな変化を

示していない指標は、17 項目。一年目が悪化したが、二年目が不変であった指標は 1 項目であっ

た。2008 年度で悪化した指標は 5 項目（2007年度は 4 項目）。一年目が良好な改善を示したが、

二年目は悪化した指標は、1 項目。一年目が不変であったが、二年目に悪化した指標は、3 項目。

二年とも悪化した指標は、1 項目であった。 

指標の基となるデータの収集に欠損値が多いものがあること、データの得られた施設が年度ごと

に異なるなど検証の妥当性に問題がある点が課題と考えられた。今後は、これらの課題を解決する

ために DPC データ、レセプトデータ等から抽出できるデータ収集と臨床評価指標の策定が望まれ

る。 

研究協力者 

伊藤 澄信 国立病院機構本部 医療部研究課長 
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Ａ．研究目的 

国立病院機構は、全国 145の病院からなる我が

国最大の病院ネットワークであるとともに、共通

の理念に基づいて医療サービスを行なう法人で

ある。病院機能を評価する上で、財務の観点、経

営的な観点からの評価指標はいくつもあり、病院

機能の改善に向けた根拠として運用されてきた

が、医療そのものの質の定量的な評価が病院グル

ープとして行われることはわが国ではなかった。

国立病院機構は 2006年度から 26の項目の臨床評

価指標を策定し、146（当時）の NHO 病院でその

指標を計測し、医療のプロセスや、提供された医

療によってどれだけの健康に関する利益が生ま

れたかをもって評価し、病院間で良質でばらつき

の少ない医療の均てん化に向けた方略に資する

ために結果を公開してきた。 

臨床評価指標の策定時は予備的に選定した 38

項目について実施可能性を検討するために、数施

設でパイロット的に実施した上で計測方法のブ

ラッシュアップなども行い、最終的に 26 項目を

選定した。2007 年春より毎年、前年度の臨床評価

指標を測定した。 

本分担研究では、国立病院機構で測定した臨床

評価指標の経年変化について考察し、過去 3年に

渡って集積した臨床評価指標の問題点について

検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

 2006 年度分（2007 年 5 月にデータ収集）から

毎年、国立病院機構臨床評価指標を収集しており

2008 年度分は 2009年 4 月に収集した。2008 年度

分収集データを2006年度、2007年度と比較した。

臨床評価指標収集に当たっては「国立病院機構臨

床評価指標 2009 計測マニュアル」に従って、入

力にあたっての施設間差がないようにした。収集

した臨床評価指標以下の 26 項目である。 

1 原発性肺がん入院中死亡率（切除例） 

2 肺がん切除例の5年生存率（StageⅠ,Ⅱ） 

3 乳がん切除例の5年生存率 （StageⅡ） 

4 大腸がん切除例の5年生存率（StageⅢ） 

5 胃がん手術：平均術後在院日数 

6 大腸がん手術：平均術後在院日数 

7 うつ病：平均在院日数 

8 C型慢性肝炎入院患者に対するIFN治療率 

9 急性心筋梗塞：平均在院日数 

10 急性心筋梗塞の重症度別死亡率 

11 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは

翌日のアスピリン投与率 

12 脳血管障害：平均在院日数 

13 脳梗塞患者における早期リハビリ開始率 

14 脳梗塞患者における初期少量アスピリン投与

率 

15 低出生体重児（1000～2500ｇ未満）死亡率 

16 出産予定妊婦の帝王切開率 

17 大腿骨頭置換術：平均術後在院日数 

18 白内障手術：平均在院日数 

19 超重症児（者）受け入れ率 

20 重症心身障害児（者）短期入院受入れ率 

21 結核入院患者DOTS実施率 

22 排菌陽性結核患者の平均在院日数 

23 全入院患者中のHIV陽性率 

24 退院患者中の褥瘡（Ⅱ度以上）の院内発生率 

25 75歳以上の入院患者における入院中の骨折率 

26 病院職員のインフルエンザワクチン接種率 

Ｃ．結果 

今回の臨床評価指標の調査結果は 2006 年度、

2007 年度、2008 年度の 3 点間で測定され、2006 

年度から 2007 年度まで、2007 年度から 2008 年

度の二年間の成績の変化を示した。この二年間の

推移を検定し評価した。ただし、2008 年度で測

定病院数が大幅に増加したり、欠損値が多く二年

間の成績の比較の妥当性に問題があるものが、一

部の指標において認められる。 

○ 2008 年度に良好な改善を示した指標は 8 項

目（昨年は 6 項目）。二年間とも良好な改善を示

している指標は、3 項目。一年目は不変あるいは

悪化したものが二年目に良好な改善を示してい

る指標は、5 項目であった。 

○ 2008 年度に大きな変化を示していない指標

は、20 項目（昨年は 23 項目）。一年目が良好な

改善を示したが、二年目は不変となった指標は、

2 項目。二年間とも大きな変化を示していない指

標は、17 項目。一年目が悪化したが、二年目が

不変であった指標は 1項目であった。 

○ 2008 年度で悪化した指標は 5 項目（昨年は 4 

項目）。一年目が良好な改善を示したが、二年目

は悪化した指標は、1 項目。一年目が不変であっ

たが、二年目に悪化した指標は、3 項目。二年と

も悪化した指標は、1 項目。 

2 個別項目 

2007 年～2008 年度までの一年間で改善傾向が

みられたものは以下のものがある。 

・ 急性心筋梗塞（AMI）の重症度別死亡率（重症

度 C）は減少した。 

・ 脳梗塞における早期リハビリ開始率は一年目

の不変から 2008 年度は増加し改善している。 

・ 外来における白内障手術は 2008 年度に改善を

示したが、欠損値が多くデータ収集の改善を図る

必要がある。 

・ 超重症児（者）受け入れ率は一年目も改善し

たが、2008 年度にかけてさらに改善した。 

・ 結核入院患者DOTS 実施率は2 年連続で増加。
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ほとんどの施設で 100%になっている。 

・ 全入院患者中の HIV 陽性率は 2007 年度から

2008 年度にかけて増加している。 

・ 退院患者中の褥瘡（Ⅱ度以上）の院内発生率

は一年目の不変から 2008 年度は減少し改善が認

められた。 

・ 病院職員のインフルエンザワクチン接種率は 2 

年連続で増加している。 

2008 年度に悪化した指標として以下の項目があ

る。 

・ C 型慢性肝炎入院患者に対する IFN 治療率は、

2008 年度で低下した。 

・ 低出生児体重児（1000-1500mg 未満）の死亡

率は微増した。 

・ 重症心身障害児（者）短期入院受け入れ率は、

2 年連続減少した。 

・ 排菌陽性結核患者の平均在院日数は、2008 年

度増加した。 

・ 75 歳以上の入院患者における入院中の骨折率

は、2008 年度に微増した。 

D. 考察 

臨床評価指標の基となるデータの収集に欠損

値が多いものがあること、データの得られた施設

が年度ごとに異なるなど検証の妥当性に問題が

ある点が課題と考えられた。今後は、これらの課

題を解決するために DPC データ、レセプトデータ

等から抽出できるデータ収集と臨床評価指標の

策定が望まれる。 

E. 結論 

  国立病院機構は、全国 145 の病院からなる我が

国最大の病院ネットワークであるとともに、共通

の理念に基づいて医療サービスを行なう法人で

ある。病院機能を評価する上で、財務の観点、経

営的な観点からの評価指標はいくつもあり、病院

機能の改善に向けた根拠として運用されてきた

が、医療そのものの質の定量的な評価が病院グル

ープとして行われることはわが国ではなかった。

国立病院機構は 2006年度から 26の項目の臨床評

価指標を策定し、146（当時）の NHO 病院でその

指標を計測し、医療のプロセスや、提供された医

療によってどれだけの健康に関する利益が生ま

れたかをもって評価し、病院間で良質でばらつき

の少ない医療の均てん化に向けた方略に資する

ために結果を公開してきた。 

 2006 年から 2007 年まで、2007 年度から 2008 

年度の二年間の推移を検定し評価した。ただし、

2008 年度で測定病院数が大幅に増加したり、欠

損値が多く二年間の成績の比較の妥当性に問題

があるものが、一部の指標において認められた。 

2008 年度に良好な改善を示した指標は 8 項目

（前年は 6 項目）。二年間とも良好な改善を示し

ている指標は、3 項目。一年目は不変あるいは悪

化したものが二年目に良好な改善を示している

指標は、5 項目であった。2008 年度に大きな変

化を示していない指標は、20 項目（前年は 23 項

目）。一年目が良好な改善を示したが、二年目は

不変となった指標は、2 項目。二年間とも大きな

変化を示していない指標は、17 項目。一年目が

悪化したが、二年目が不変であった指標は 1項目

であった。2008 年度で悪化した指標は 5 項目

（2007 年度は 4 項目）。一年目が良好な改善を示

したが、二年目は悪化した指標は、1 項目。一年

目が不変であったが、二年目に悪化した指標は、

3 項目。二年とも悪化した指標は、1 項目であっ

た。 

指標の基となるデータの収集に欠損値が多いも

のがあること、データの得られた施設が年度ごと

に異なるなど検証の妥当性に問題がある点が課

題と考えられた。今後は、これらの課題を解決す

るために DPC データ、レセプトデータ等から抽出

できるデータ収集と臨床評価指標の策定が望ま

れる。 

F.健康危険情報  

 特になし。 

G.研究発表  

 2006 年度以降の臨床評価指標については国立

病 院 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.hosp.go.jp/7,0,61.html）で公開

している。 

H.知的財産 

 特になし 

 

添付資料 

1） 国立病院機構臨床評価指標 2009 

2） 臨床評価指標 2006～2008 の成績変化一覧 

3） 国立病院機構臨床評価指標 2009 計測マニュ

アル 

 


