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研究要旨  

 

目的：質指標（QI）の測定に対する医療機関の認識・現状、必要な資源、また QI を公

開することに関する意識を調査する 

 

方法：研究デザインは、質問紙を使った横断研究。対象は、日本病院会会員のうち病床

100 床以上：約 2,000 施設と全国の大学病院：約 150 施設、合計 2170 施設の病

院管理者。質問内容は、病院の規模などの特徴、医療の質評価に対する意識・関

心、Quality indicator（QI）測定に必要な資源について、QI公開について、QI

測定や公開を全国医療機関に導入することについての意見、また、実際に医療の

質を測定しているかどうかとその内容についての実施状況など、合計 15 問とし

た。意識については、Likert-scale で測定し、それぞれの割合や 95%信頼区間を

計算した。 

 

結果：回答数は 472 施設(一般病院：432 施設・大学病院：36施設、回収率 22%)であっ

た。全医療機関の 65.5%が、医療の質評価に“とても関心がある”と答え、“す

こし関心がある”を含めると、全体の 9 割以上（94.3%）が医療の質を評価する

ことに関心を示した。関心がない、ほとんどないと回答した割合は全体の 2.1%

のみであった。全体の 77%がなんらかの医療の質評価活動を行っており、そのう

ちの 35.1%（115 施設：全医療機関の 25%）が実際に QIを測定して医療の質を評

価していた。それらの結果を一般公開しているのは 39%（45 施設：全医療機関の

9.7%）であった。全医療機関の半数以上（52%）が“全国の医療機関に QI測定を

導入するべき”と回答し、導入の形式は 69%の医療機関が自由参加にするべきで、

全病院参加（28％）を上回った。また、63%の医療機関が“QIを測定しその結果

を一般公開することは質の高い医療を提供するために有用”であると回答した。 

 

結論：本研究に回答した全医療機関の 9 割以上が医療の質評価に関心を示し、約１/4

の 100 以上の医療機関で実際に QI 測定を行っていた。また、6 割以上の医療機

関が、“QIを測定しその結果を一般公開することは質の高い医療を提供するため

に有用と考えており、QI 測定・一般公開による病院の質評価を全国の医療機関

に導入するための議論を始める時期に来ているかもしれない。 



Ａ．目的：質指標（QI）の測定に対する医

療機関の認識・現状、必要な資源、また QI
を公開することに関する意識を調査する 
 
Ｂ．方法 
研究デザインは、質問紙を使った横断研究。

対象は、日本病院会会員のうち病床 100 床

以上：約 2,000 施設と全国の大学病院：約

150 施設、合計 2170 施設の病院管理者。質

問内容は、病院の規模などの特徴、医療の

質評価に対する意識・関心、 Quality 
indicator（QI）測定に関する資源について、

QI 公開について、QI 測定や公開を全国医

療機関に導入することについての意識、ま

た、実際に医療の質を測定しているかどう

か、その内容などの実施状況、合計 15 問と

した。意識などについては、Likert-scale
で測定し、それぞれの割合やその 95%信頼

区間を計算した。統計ソフトは SPSS Ver. 
18 (SPSS, Tokyo, Japan)を用いた。この研

究は、聖路加国際病院の研究審査委員によ

って承認された。  
 
Ｃ．結果 
回答数は 472 施設(一般病院：432 施設・大

学病院：36 施設、回収率 22%)であった。

病院の特徴として、規模は一般病院では

100 床以上から 300 床未満が最も多く全体

の約半数（50.5%）を占め、大学病院は 700
床以上の病院が全体の 63.9％であった。医

療の質測定に必要と思われる、電子カルテ

は全病院の 45%が使用しており、大学病院

（75%）のほうが一般病院（42%）より高

かった (P<0.01)。医療情報部あるいは医療

情報を専門に扱うスタッフについても、大

学病院（97%）のほうが一般病院（68%）

よりも割合が高く(P<0.01)、DPC 参加率も

同様の傾向であった（大学病院：97%、一

般病院：59%）(P<0.01)。 
 医療の質評価への関心度は、全体の

65.5%が“とても関心がある”と答え、“す

こし関心がある”を含めると、全体の 9 割

以上（94.3%）が関心を示した。関心がな

い、ほとんどないと回答した割合は全体の

2.1%であった。“とても関心がある”と回答

した割合は、大学病院中 83.3％で一般病院

（64.3%）を上回った（P=0.02）。 
 医療の質評価の実施状況は、全体の 77%
がなにかしらの活動を行っており、そのう

ちの 95％が患者満足度調査（312 施設：全

医療機関の 67%）で、35.1%（115 施設：

全医療機関の 25%）が実際に QI を測定し

ていた。それらの結果を実際に一般公開し

ているのは、患者満足度調査では 34%（104
施設：全医療機関の 22.2%）、QI 測定結果

は 39%（45 施設：全医療機関の 9.7%）で

あったが、全医療機関の約半数（47.9%）

が“QI の結果を院外に一般公開するべき”

で、全医療機関の 63%の医療機関が“QI
の結果を一般公開することは質の高い医療

を提供するために有用”であると回答した。 
 QI 算出の為の資源として利用可能な項

目に関して、“診療データベースの後利用”

は全体の 78.6%の医療機関で利用可能であ

り、大学病院（97.1%）が一般病院（77.1%）

を上回った（P=0.02）。QI 活動の為の人材

（28.9%）・資金（6.6%）はあまり利用され

ていなかった。これらの項目については大

学病院と一般病院間では差がなかった。 
 “全国の医療機関に QI 測定やその結果の

一般公開を導入するべきか”どうか 
については、それぞれ、全医療機関の 52%、

42%で導入するべきと回答し、導入の形式

については、どちらも導入するべきと回答

した医療機関の約 70%（QI 測定：69%、一

般公開：71%）が、自由参加にするべきと

し、全病院参加（28%）を上回った。“QI
測定の結果に対して経済的インセンティブ

が必要”と回答した割合は全体の 48%であ

り、一方“わからない”の割合が 35%と比



較的高かったことは興味深い。これらの項

目については大学病院と一般病院間では差

がなかった。 
 各 QI の測定状況・測定可能状況に関して

は、現在測定している割合の最も高い項目

は、褥瘡有病率（62%）で、転倒・転落発

生率（55%）・死亡退院患者率（50%）と続

き、もっとも測定されてない項目は、予防

的抗菌薬投与率（9%）、2 番目は糖尿病患者

の血糖コントロール（12%）であった。測

定されている割合に加えて、測定可能を加

えると、ほとんどの項目で 90%以上の医療

機関が測定もしくは可能と回答した。糖尿

病患者の血糖コントロールの項目が、測定

困難（23%）と回答した割合が最も多かっ

た。これらの項目については大学病院と一

般病院間では差がなかった。 
 
Ｄ．考察  
本研究は、医療の質を評価することにつ

いての全国医療機関の調査としては、はじ

めてと考えられ今後の医療の質評価・一般

公開を我が国に導入するかどうか検討する

場合に貴重な基礎情報になると思われた。 
本研究より、全医療機関の 9 割以上

（94.3%）が医療の質評価に関心を示し、

25%の 115 施設で実際に QI 測定を行って

いることが分かった。また、60%以上の全

医療機関が QI を算出・一般公開することは

質の高い医療を提供するために有用と考え

ており、全医療機関の約半数が全国医療機

関に QI 測定を導入するべきと回答してい

ることより、我が国の医療の質を向上させ

るために QI を算出・公開を全国医療機関に

導入するべきかどうかの議論の必要性があ

ると考える。 
しかし、全国医療機関に導入する場合、

QI 活動に必要な人材、資金が十分に提供で

きなければ医療機関に大きな負担になる可

能性が示唆される。我々の研究で、QI 測定

に高い関心をもち、有用であると認識して

いる医療機関においても、実際に QI を測定

する割合は低く、これらの課題を議論しな

ければ医療機関に導入する場合の障害にな

ると考える。また、導入を促進する方法の

一つとして、pay-for performance などの経

済的インセンティブの導入が、英国をはじ

め米国でも始まっている。効果についての

強いエビデンスはないが、我が国において

も検討する必要があるかもしれない。 
本研究における limitation のひとつは、

回答率が 22%とやや低く日本全国の医療機

関にこれらの結果を一般化することは困難

であり、医療の質に関心の高い医療機関が

調査票を回答した可能性が高い。しかし、

440 以上の医療機関が医療の質の評価・公

開に関心を持ち、100 以上の医療機関で実

際に QI 測定を行っていることが明らかと

なったことは貴重な情報である。また、本

研究では 100 床以上の病院を対象にしてお

り、診療所など 100 床未満の医療機関につ

いては調査されていないことにも注意する

必要がある。日本の医療の質を向上させる

ためには、かかりつけ医の 6 割以上を担っ

ている診療所の質の評価は重要であり今後

検討する必要があるだろう。 
 
Ｅ．結論 
 全医療機関の 9 割以上が医療の質評価に

関心を示し、約１/4 の医療機関で実際に QI
測定を行っていることが分かった。また、

60%以上の医療機関が QI の測定・一般公開

することは質の高い医療を提供するために

有用であり、約半数が全国医療機関に QI
測定を導入するべきと回答した。今後、QI
の項目数・内容、導入する場合に必要な資

源について議論する必要があるであろう。 
Ｆ．研究発表  特になし 
G. 論文発表  特になし 



“ 病 院 の 医 療 の 質 を 測 る ” Quality Indicator に関する調査 集計結果（全体） 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 



 
“病院の医療の質を測る”Quality Indicator に関する調査 集計結果（一般病院） 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 
“病院の医療の質を測る”Quality Indicator に関する調査 集計結果（大学病院） 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


