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はじめに 

 

このたび、Netherlands Health Care Inspectorate（IGZ）（オランダ医療監督局）より「Basic 

Set of Hospital Performance Indicators（病院のパフォーマンスに関する基本指標）」第 7 版

となる 2009 年版を刊行することとなりました。本書の目的は、IGZ が収集したデータを公

開し、2009 年に期待される結果の概要を明確かつ分かりやすく示すことにあります。 

 

パフォーマンス指標を使った医療の質の評価は、今や品質保証プロセスに欠くことのでき

ない要素です。また、パフォーマンス指標は医療機関の経営に組み込まれています。 

 

とはいえ、パフォーマンス指標の分野では絶え間ない展開がみられます。2008 年版に記載

したとおり、Ministry of Health, Welfare and Sport（VWS）（厚生・福祉・スポーツ省）に

代わり、IGZは政府機関である Zorgbrede Transparantie van Kwaliteit（ZbTK、医療における

質の透明性）を設立しました。ZbTK は、医療選択肢と医療の利用に関する情報を提供す

るために使用する、疾患別指標の作成に主眼を置いています。したがって、これらの指標

は IGZ の査察範囲を超えるものです。これら指標の作成実現に向けて、ZbTK 主導の下、

プロジェクト・運営委員会 Zichtbare Zorg Ziekenhuize（ZZZ）（医療機関における医療の透

明性）が設立されました。今後数年以内に、査察関連指標を含む Basic Set of Hospital 

Performance Indicators は疾患別指標へと展開していくでしょう。 

 

Basic Set of Hospital Performance Indicators は、法により定められた年次報告書の一部であり、

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording（社会的説明責任に関する年次文書）に含ま

れています。関連データはウェブサイト（www.jaarverslagenzorg.nl）より提出してくださ

い。データ入力時に問題が生じた場合は、E メール（jaardocumentmv@minvws.nl）または

電話（+31 70 340 6900）でヘルプデスクに連絡してください。本入力ツール使用にあたっ

ては www.ziekenhuizentransparant.nl と同じ要件が適用されます。 

 

2008 年版からの変更点 

 

2008 年版とは異なり、2009 年版はこれまでより約 6 カ月早く刊行されます。これにより、

遅れることなく、あるいは可能な場合はより早期にデータをご提出いただけます。2008 年

版（2007 年 12 月）と 2009 年版の刊行間隔が短いことから、大きな変更はありません。一

方、2009 年版の早期刊行にあたり、2007 年の実績を盛り込むことはできませんでした。し

たがって、2007 年データに基づく変更は 2010 年版に反映されます。それでもなお、2009

年版では、定義のさらなる明確化、説明の変更、少数の新たな指標の導入などに取り組ん
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でいます。関係者との協議の上、2009 年版で実施可能な変更と、2010 年版で実施する変更

を決定しました。 

 

定義や質問が明確に示されていなければ、解釈の相違が生じる可能性があります。IGZ な

らびに関係者は、このような問題点を指摘ならびに是正する責任を有しています。 

 

初版となる 2003 年版の刊行以降、多様な指標が新しい指標に置き換えられました。これは

すなわち、もはや指標の順序が全く論理的ではないことを意味しています。2010 年版では

2009 年版よりも大きな変更がなされると思われます。したがって、2010 年版では、指標の

順序を入念に吟味し、必要に応じて章番号を変更します。 

 

より早期のデータ提出 

 

2008 年、より早期のデータ提出が決定され、データ提出期限は、報告対象年の次年の 3 月

1 日となりました。したがって、2009 年版については、2010 年 3 月 1 日までに、社会的説

明責任に関する年次文書用にデータをご提出いただく必要があります。 

 

このような決定は、本年より、Basic Set of Hospital Performance Indicatorsの刊行をこれまで

より約 6 カ月早めることによるものです。病院には、データをより早期にご提出いただく

ことになりますが、これにはいくつかのメリットがあります。まず、IGZ がより早期の段

階でデータのクリーンアップを行い、年次文書での発表前にこれらのデータを病院に報告

することができます。このようなアプローチによって、誤っている可能性のある情報が公

表されるのを防ぎます。また、次年の指標の向上に向けた取り組みが可能となります。 

 

正式な発刊日とデータの発表については従来通りです。病院には、2010 年 6 月 1 日に病院

のウェブサイトでデータを発表することが義務づけられます。 

 

2009 年版の 終結果は、Netherlands Health Care Inspectorate（ IGZ）のウェブサイト

（www.igz.nl）および 2010 年末に刊行される「Het resultaat telt 2009（2009 年結果）」に掲

載されます。結果は、Wet openbaarheid van Bestuur（政府情報法）に従ってすべて開示され

ます。 

 

パフォーマンス指標から収集されたデータは、IGZ が監督責任を果たす上で重要な手段と

なります。提供された医療の潜在的リスクを示す指標は、この一年、強制手段としても使

われました。たとえば、IGZ は食道切除術に関する強制手続きに着手し、データ検証を行

いました。当該データ検証において、提出されるべきデータが、実際にはすべて提出され
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ていないことが判明しました。このような状況を受けて、IGZ はデータ検証の対象範囲を

拡大し、ランダムチェックを実施することとしました。 

 

2008 年版においてすでに、2009 年版には専門医の人事考課面談の結果を測る指標、ならび

に病院標準化死亡比（Hospital Standardised Mortality Ratio：HSMR）採用の現状を示す指標

を導入することを示していました。 

 

実際に、2009 年版には専門医の人事考課面談の結果を測る指標が組み込まれています。同

指標は 3 つのパートに分かれており、年次考課面談制度の有無、専門医の個別パフォーマ

ンス評価システムの使用、ならびにパフォーマンスが低下した場合の規定に関する質問で

構成されています。 

 

2009 年版には HSMR の導入に関する指標が組み込まれていませんが、安全性プログラムの

枠内で監視対象となる予定です。また、褥瘡に関する項に皮膚の浸軟を含めるべきか否か

について議論されていますが、IGZ は関連する指標の変更は行わず、2008 年版と同様の対

応を取ることを決定しました。 

 

Dutch Hospitals Association（ NVZ）（オランダ病院協会）が Basic Set of Hospital 

Performance Indicators に関与するのは、2009 年版が 後となります。これまで、NVZ によ

って有益な質問がなされてきました。しかし、現状においては、一部の質問は今も Annual 

Hospital Figures Survey（年次病院データ調査）に含まれていますが、不要となった質問も

あります。 

 

Basic Set of Hospital Performance Indicators は完璧ではありません。定義や質問が明確に示さ

れていなければ、解釈の相違が生じる可能性があります。IGZ ならびに関係者は、これら

の問題点を指摘ならびに是正する責任を有しています。2009 年版に含まれる多数の指標に

ついては再評価を行い、必要に応じて書き直しおよび／または変更を行っています。 

 

2008 年版からの具体的な変更点 

各指標の変更点を説明した付録（107ページ）を参照してください。 

 

全般 

ほぼすべての指標は、登録システムが利用可能であるかについて尋ねています。登録シス

テムとは、該当する指標のデータを自動的に得ることのできるシステムを指します。 
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胆嚢摘出術 

同指標は削除しましたが、別の指標との差し替えは行っておりません。 

 

緊急再手術 

同指標のタイトルを「直腸結腸手術」に変更しました。Dutch Surgical Colorectal Audit

（DSCA）への参加に関する質問を追加しました。 

 

心臓病 

この指標では、初診（FAC）後 1 年以内の死亡率を尋ねています。分母および分子の定義

をより具体的に示しています。心不全外来クリニックの運営に関する質問は削除しました。

ペースメーカーの登録に関する質問を追加しました。 

 

脳血管障害 

病院到着から血栓溶解療法開始までの時間に関する質問では、到着後 1 時間以内、1～2 時

間、2 時間以上後で患者を区別しました。 

 

股関節骨折 

同指標より温存療法を削除しました。 

 

乳癌 

研修方針のデザインに関する質問を削除しました。また、院内情報システムまたは電子カ

ルテにおける、術前・術後の複数科にわたる乳房診察結果報告の可用性に関する質問を追

加しました。 

 

専門医の人事考課 

本指標を新たに導入しました。 

 

説明責任 

これまでの Basic Set of Hospital Performance Indicators と同様に、2009 年版は Netherlands 

Health Care Inspectorate（IGZ）、Dutch Federation of University Medical Centers（NFU）（オ

ランダ大学病院連合）、Dutch Hospitals Association（NVZ）、および Association of Medical 

Specialists（専門医協会）がそれぞれに担当責任を有する下で共同作成されました。IGZ に

とって指標は予防的研究手段であり、リスク評価に基づき監視の優先順位をつけることが

できます。一方、医療部門の機関にとってパフォーマンス指標は、内部管理を行う上で適

切であると同時に、病院の社会的説明責任を果たす上で重要です。 
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プロセス 

データの効率的な入力と解析を円滑にし、それによって登録に要する労力を軽減するため

にも、社会的説明責任に関する年次文書の入力モジュールをご使用ください

（www.jaarverslagenzorg.nl）。同モジュールへのアクセスに必要なログインコードは、別

途文書にてお知らせします。 

 

IGZ はウェブサイト（www.igz.nl）上で、データをご提出いただいた病院のリストを公開

しています。 終的なデータは、政府情報法に従ってすべて開示されます。IGZ は、理事

会ならびに専門家との年次会議において、各病院に個別に結果を報告します。また、収集

されたデータをまとめた報告書を作成します。 

 

基本理念 

以下に記載する 5 つの項目は、病院におけるパフォーマンス指標の基本理念の要素です。 

 

- パフォーマンス指標は、医療の質を示すシグナルです。IGZ はこれらの指標に基づき、

さらなる調査の必要性を判断します。 

マイナスのシグナルが発せられた場合、IGZ は年次会議で質問します。IGZ は公表された

データのみに基づき、個々の病院に関する見解を表明しない点に留意してください。指標

は予防的監督を実施するための情報源であり、他の情報源（主題研究、病院からの報告な

ど）を補足するものです。 

 

- 病院による実績の公開 

パフォーマンス指標は、詳しい説明がない限り、個々の病院における医療の実態を的確に

示すことはできません。たとえば、病院間で患者集団の特性が異なるためです。このよう

な理由から、病院には詳細な説明とともに実績を公開するよう（ Annual Social 

Accountability in Care Document［医療における社会的説明に関する文書］または病院のウェ

ブサイトにて）要請しています。 

 

- 院内の質向上の重要性 

指標は院外に対する説明責任にとどまらず、院内での質向上を目的としたものであり、一

部の指標は質の向上を目的として登録されます。病院が複数の施設で医療を提供している

場合、予想される医療の質の差に関する洞察は、院内における品質保証の面でも監督とい

う面でも重要です。 

 

- 登録業務の負荷はわずか 
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Basic Set of Hospital Performance Indicators の作成にあたっては、大部分の病院では他の理由

から指標がすでに登録されているという状況を勘案しました。そのため、登録に必要な追

加業務はわずかですみます。医療の質向上につながる場合のみ、登録業務の増加を容認で

きます。 

 

- Basic Set of Hospital Performance Indicators は発展途上にあるモデル 

病院などの複雑な部門の指標の開発が完了することはありません。指標の発展は、病院の

反応と結果に部分的に依存しています。時間の経過とともに、関連のない指標、あるいは

誰もが「はい」と回答する指標は、いずれ他の指標と置き換えられることになるでしょう。 
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ユーザーマニュアル 

 

Basic Set of Hospital Performance Indicators は、多岐にわたる医療が提供される、すべての総

合病院、大学病院、ならびに少数の専門病院を対象としています。 

 
提携／診療科 医療の提供 データが個別に報告される

施設数 
複数の個別提携／診療科 複数の施設で包括的医療 2 カ所以上 
合併／協力 複数の施設で包括的医療 2 カ所以上 
合併／協力 2 カ所以上の施設で医療が部

分的に重複 1、包括的な基本

的ケア、特定疾患患者を 1
カ所に集中 

2 カ所以上 

合併／協力 1 カ所以上の施設で医療が部

分的に重複 1、外来診療／日

帰り診療は 1 カ所、包括的

医療 

1 カ所 

合併 医療が完全に重複 1、すべて

の医療を 1カ所で提供 
1 カ所 

 

各指標の対象： 

各指標を記載する前に、指標の対象について概説します。以下にさまざまな対象について

記載しています。 

 

説明 

説明の項では、医療の質に関連する指標の重要性について概説します。多数の特定サービ

ス／施設については、関係専門家グループが重要と判断した特徴について概説しています。

このような特徴の記載は、病院の状況を説明する上で有用です。説明に特徴を含めること

で、病院の回答がより明確になります。さらに、定義を通してより詳細に重要な概念を説

明します。これらの部分に含まれる質問については回答の必要はありません。 

 

指標 

指標に関連する質問が記載されています。質問文は淡色で記載されています。該当する場

合は、すべての質問に答えてください。 

 

                                                        
1 医療が重複する場合、医療の「主要コンポーネント」は 1 カ所で提供されます。たとえば、

も複雑な医療が必要な患者は施設 Aに集中させ、一方、より単純な医療を受ける患者は、施

設へのアクセスや患者の好みに応じて施設 Aまたは Bに振り分けるなどです。 
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割合または比率を記載する必要がある場合は、分母・分子を示し、詳しく説明してくださ

い。ウェブサイトでは割合が自動的に計算されます。 

 

データの報告対象期間は、2009 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年です。登録期間が設

定されているため、フォローアップ期間の長さを問わず、すべての登録を 12 月 31 日で終

了することができます。これにより、年次報告書を適時に作成することができます。分母

の対象期間は常に報告対象年とします。これにより、その他のソースとの比較を行うこと

ができます。 

 

指標の例 
この手術は複数の施設で実施されますか？ はい 

いいえ 
#  

報告対象年について、直腸結腸手術後 30 日以内の再手術率が明らかになっ

ていますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

直腸結腸再手術の登録システムがありますか？ はい 
いいえ 

無作為抽出を行いましたか？ はい 
いいえ 

集団（説明）：  
サンプルサイズ：  
選択基準：  
分子：直腸結腸手術後 30 日以内に実施された再手術件数  
分母：直腸結腸手術（初回）実施件数  
割合（自動計算）： ％ 
説明：  

* 説明してください。 

# 各施設のデータを示してください。 

 

回答欄にアステリスク（*）がある場合は、説明が必要です。その他については、データ

の説明をお勧めします。丁寧な説明を心がけてください。回答欄にシャープマーク（#）

がある場合は、各施設のデータを示してください。本文書ならびにウェブサイトの作成に

あたっては、入念な取り組みが進められていますが、それでも文書とウェブサイト間で不

一致が生じる可能性があります。不一致が生じた場合には、ウェブサイト版

（www.jaarverslagenzorg.nl）が優先します。 
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指標 
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1 褥瘡 

（ICD-9 コード 707.0、ICD-10 コード L89） 

 

褥瘡はかなりの痛みと不自由を伴い、時に命を脅かすことがあります。Dutch National 

Prevalence Survey of Care Problems（LPZ）（医療問題全国調査）により、病院においてし

ばしば褥瘡が発生していることが明らかになりました（調査対象集団における発生率は

2006 年で平均 5.3％）。オランダ国内外の文献により、良好な予防策を講じ、褥瘡が発生

するリスクの高い患者を適時に特定することで褥瘡を回避し、医療の質の大幅な向上を実

現できることが示されています。 

 

褥瘡は、提供される看護の質を示す重要な指標と見なされています。 

 

褥瘡の発生率と程度（褥瘡スコア）の登録は、褥瘡予防策の質を示す指標です。LPZによ

って定義される同スコアは、全国的に収集され、ミラーデータとともに提供されます。 

 

褥瘡登録システムは、褥瘡リスクを抑える上で重要です。したがって、体制に関する指標

では、病院が組織的な褥瘡登録システムを運用しているか否かが問われます。組織的な褥

瘡登録の特徴を以下の表に記載しています。これらの特徴に基づき、病院の組織的な褥瘡

登録について説明します。表を使って説明しても構いません。 

 

組織的な褥瘡登録の特徴： 

‐1 名以上の褥瘡コンサルタントの配置 

‐病院全体の入院患者を対象とした、褥瘡の点有病率の定期的な評価 

‐1 つ以上の特定の患者集団を対象とした褥瘡登録の維持 

‐これらの登録に基づき、必要に応じて褥瘡予防策を変更する委員会または作業部会の設

置 

 

1.1 説明：病院全体の褥瘡の点有病率 

 

点有病率評価結果の登録はアウトカム指標として選択されています。したがって、褥瘡問

題の程度に関する洞察を得ることができます。点有病率評価では、特定の日の特定の時間

に、病院にいる全患者を対象に褥瘡の有無を調べます。結果の信頼性を高めるべく、グレ
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ード 1 の褥瘡は除外します。これは LPZ1登録と一致しています。同指標は入院中に発生し

た褥瘡を対象としているため、入院時にすでに褥瘡が認められた患者は除外します。 

 

点有病率評価が病院全体ではなく、複数の診療科あるいは無作為に抽出した患者を対象と

する場合には、総入院患者数に対する評価対象患者の割合を示し、さらに／または評価対

象集団の選定理由を明示することが重要です。 

 

組み入れ基準： 

‐皮膚の浸軟が認められた患者 

‐入院時に褥瘡が認められ、入院後に新たな褥瘡が発生した患者 

 

除外基準： 

‐入院時、すでに褥瘡症状が認められた患者 

‐外来診療患者 

‐小児科の入院患者および／または短期入院患者 

                                                        
1 LPZプロトコールの 新版は http://www.lpz-um.nl で閲覧可能。 
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1.1 指標：病院全体の褥瘡の点有病率 

 
組み入れられた患者は複数の施設にまたがります

か？ 
はい# 
いいえ 
 

報告対象年の褥瘡発生率が判明していますか？ はい 
いいえ* 
該当せず* 

分子：報告対象年の定点において病院で確認され

た、グレード 2～4の褥瘡が認められた患者数 
 

 # 説明してください。 
 * 各施設のデータを示してくださ

い。 
分子：定点時における褥瘡の有病率評価対象となっ

た入院患者数 
 

評価時点での総入院患者数  
評価実施日時  
実施者： 褥瘡コンサルタント 
 病棟看護師 
 その他（具体的に）： 
組み入れ基準 
‐皮膚の浸軟が認められた患者 
‐入院時に褥瘡が認められ、入院後に新たな褥瘡が

発生した患者 

 

除外基準 
‐入院時、すでに褥瘡症状が認められた患者 
‐外来診療患者 
‐小児科の入院患者および／または短期入院患者 

 

基準 LPZプロトコール 
 独自のプロトコール 
 規定のプロトコールなし 
褥瘡発生率の登録システムがありますか？ はい 

いいえ 
LPZシステムに従って登録していますか？ はい 

いいえ 
「いいえ」の場合、どのシステムに従って褥瘡を登

録していますか？ 
はい 
いいえ 

無作為抽出調査を行いましたか？ はい 
いいえ 

集団（説明）：  
サンプルサイズ： # 
選択基準：  
説明：  
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1.2 説明：均質な患者集団における褥瘡発生率 

褥瘡発生リスクが低い均質な患者集団における発生率により、特定集団に対して提供され

た医療に関する洞察を得ることができます。このような情報を使って、褥瘡管理の観点で

病院を比較することができます。このような理由から、人工股関節全置換術患者を褥瘡発

生率の評価対象としました。均質な患者集団では集団内の差異がより小さいため、病院全

体の褥瘡発生率よりも優れた指標です。 

 

組み入れ基準： 

‐皮膚の浸軟が認められた患者 

 

1.2 指標：均質な患者集団における褥瘡発生率 

 
組み入れられた患者は複数の施設にまたがりますか？ はい# 

いいえ 
 

報告対象年の、人工股関節全置換術患者（CTG コード 038567）
における褥瘡発生率は判明していますか？ 

はい 
いいえ* 
該当せず* 

人工股関節全置換術患者における褥瘡発生率の登録システムが

ありますか？ 
はい 
いいえ 

無作為抽出調査を行いましたか？ はい 
いいえ 

集団（説明）：  
サンプルサイズ： # 
選択基準：  
 # 説明してください。 
 * 各施設のデータを示し

てください。 
  
説明：  
分子：人工股関節全置換術（CTG コード 038567）のために入院

した患者におけるグレード 2～4 の新規褥瘡発生件数 
# 

分母：人工股関節全置換術のために入院した総患者数  
発生率：  
いずれのデータソースを使用しましたか？ LPZ 
 ZIS 
 合併症登録システム

（具体的に）： 
 その他（具体的に）： 

 
説明：  
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2 栄養失調 

 

病院における疾患関連の栄養失調は、長年にわたる問題です。罹患率は高く（成人および

小児で 20～40％）、系統的なスクリーニングが行われない場合、栄養失調が確認されて治

療を受ける患者はわずか半数に留まります。数多くの研究によって栄養失調が招く結果が

示されています。たとえば、栄養失調により、創傷治癒の遅れ、術後罹病率の上昇、入院

期間の長期化、さらには早期死すら生じる可能性があります。そしてこれらの要因は、医

療費の増大につながります。 

 

病気を患うとエネルギー代謝に変化がおこります。そのため、身体がエネルギーを効率的

に使うことができなくなります。また、病気の時は筋肉組織もより多く代謝されるため、

蛋白質の消費量が増大します。代謝による体重減少を回避するためには、栄養不良状態に

ある患者に蛋白質とエネルギーの豊富な食物を摂取させることが重要です。 

 

入院患者の（危険な）栄養失調を迅速に治療することで、食物摂取や栄養状態の改善、体

重の安定化あるいは増加、さらには筋力などの機能転帰パラメータや身体、感情、精神面

での QOL（生活の質）改善がもたらされます。さらに、合併症、入院日数および死亡率の

低減にもつながります。小児の場合、栄養失調は IQ や 終身長の低下を招く可能性があ

ります。 

 

迅速な治療の第一条件は、入院時に栄養失調であるか否かを評価することです。有効な栄

養失調スクリーニング法を系統的に使用することで、栄養失調患者を正確に識別する割合

を 50％から 80％へ上昇させることができます。 

 

栄養失調の効果的な治療の要件として、入院時のスクリーニング、必要に応じて入院後 48

時間以内の治療実施、および入院後 4 日以内の蛋白質およびエネルギー目標量摂取があり

ます。 

 

このパフォーマンス指標は、入院時の系統的な栄養失調スクリーニングがどの程度実践さ

れているのか、また、栄養失調患者が迅速かつ適切な治療を受けているか否かを評価する

ものです。 

 

同指標のデータは、病院全体について収集します。基本的ケアにスクリーニングが組み込

まれていなければ、全患者群における栄養失調罹患率が高くなることから、このようなア

プローチを取っています。さらに、有効な栄養失調スクリーニング法はすべての患者に使

用可能です。 



 20 

 

ここで除外される唯一の患者群は、外来診療患者です。また、0 歳から 18 歳までの小児に

ついては、別途報告する必要があります。小児科では別の方法でスクリーニングが実施さ

れること、および 適の栄養療法の基準が、成人患者群の基準とは異なるためです。 

 

定義 

栄養失調患者： 

‐入院時のスクリーニング結果が SNAQ≧3ポイントまたは MUST≧2 ポイントの成人患者

（＞18 歳）（以下参照） 

‐体重が、年齢に基づく成長曲線の-2 SD 未満の小児（0～1歳） 

‐体重が、年齢に基づく成長曲線の-2 SD 未満の小児（1～18歳）1,2 

 

2.1 説明：病院における栄養失調のスクリーニング 

栄養失調への対応の第一ステップは、入院時に栄養失調またはそのリスクについて各患者

のスクリーニングを行い、必要に応じて治療計画を立案することです。有効なスクリーニ

ング法の例として、SNAQ（Short Nutritional Assessment Questionnaire3）があります。入院

時に、看護師は SNAQ の 3 つの質問を使って患者が栄養失調であるか否かを確認すること

ができます（以下の表参照）。より詳しい検査では、看護師が MUST（Malnutrition 

Universal Screening Tool4）を使って各患者の BMI（体格指数）と体重減少率を算出し、疾

患要因を評価します。小児の場合は体重および身長の測定によるスクリーニングを実施し

ます。また、1 歳以下の乳児については、年齢に応じた体重に基づき評価します。 

 

この Quality Indicator（質指標）の主要アウトカムは、栄養失調のスクリーニングを受けた

患者の割合です。栄養失調の程度に関する詳細（中等度および重度）は、治療計画の作成

にとって重要であり、また、病院が直面している栄養失調関連の問題の程度が明らかにな

ります。 

 

SNAQ スクリーニング法 

 

                                                        
1 成長曲線については www.growthanalyser.org を参照。 
2 Frederiks AM, van Buure S, Burgmeijer RJ et al. Continuing positive growth in the Netherlands 1955-

1977, Pediatr Res 2000; 47:316-323. 
3詳しくは www.snellerbeter.nl/ondervoeding を参照。 
4詳しくは www.snellerbeter.nl/ondervoeding を参照。 
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ダイエットしていないのに体重が減りましたか？ 

過去 6 カ月で 6kg以上？*** 

過去 1 カ月で 3kg以上？** 

過去数カ月、食欲が低下しましたか？* 

過去数カ月に流動食または点滴を受けましたか？* 

 

* 栄養失調ではない、対応無し 

** 中等度の栄養失調、1 日あたり 2回の追加食 

*** 重度の栄養失調、1 日あたり 2回の追加食および栄養士による治療 

 

2.1 指標：病院における栄養失調のスクリーニング 

 
組み入れられた患者は複数の施設にわたりますか？ はい# 

いいえ 
A 成人  
報告対象年の、入院時に栄養失調のスクリーニングを

受けた成人患者の割合は判明していますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

成人患者のスクリーニングにいずれのスクリーニング

法を使用しましたか？ 
SNAQ（Short Nutritional Assessment 
Questionnaire） 
MUST（Malnutrition Universal 
Screening Tool） 
その他（具体的に）： 

成人患者の栄養失調の登録システムがありますか？ はい 
いいえ 

無作為抽出調査を行いましたか？ はい 
いいえ 

  
 # 説明してください。 
 * 各施設のデータを示してください。 
集団（説明）：  
サンプルサイズ：  
選択基準：  
A 2008 年の成人入院患者数  
B 入院時に栄養失調のスクリーニングを受けた成人患

者数 
 

C 「中等度の栄養失調」に分類された患者数  
D 「重度の栄養失調」に分類された患者数  
割合 1（B÷A）：栄養失調のスクリーニングを受けた

成人患者の割合（自動計算） 
％ 

割合 2（C÷B）：中等度の栄養失調に分類された成人

患者の割合（自動計算） 
％ 

割合 3（D÷B）：重度の栄養失調に分類された成人患

者の割合（自動計算） 
％ 
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説明： 

 

除外基準： 

‐外来診療患者 

 

B 小児 

 
入院時に栄養失調のスクリーニングと受けた小児患者の割合は判明し

ていますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

小児患者の栄養失調の登録システムがありますか？ はい 
いいえ 

無作為抽出調査を行いましたか？ はい 
いいえ 

集団（説明）：  
サンプルサイズ：  
選択基準：  
A 2008 年の小児入院患者数  
B 入院時に栄養失調のスクリーニングを受けた小児患者数  
C 栄養失調に分類された小児患者数  
割合 1（B÷A）：栄養失調のスクリーニングを受けた小児患者の割合

（自動計算） 
％ 

割合 2（C÷B）：栄養失調に分類された小児患者の割合（自動計算） ％ 
 

説明： 

除外基準 

‐外来診療患者 

 

* 説明してください。 
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2.2 説明：栄養失調の治療 

 

この指標では、入院第 4 日において、栄養失調患者が規定の蛋白質必要量をどの程度

（％）摂取しているかを示します 5。栄養失調の治療にあたっては、診断後できる限り速

やかに治療を行うことが重要であることから、入院第 4 日を設定しました。 

 

成人ならびに小児の蛋白質摂取基準を以下に記載しています。小児についてはエネルギー

摂取量も記載しています。成人の栄養失調については、推奨蛋白質摂取量が満たされてい

れば、エネルギー必要量も補われます。小児の場合、成人と比較して生理的予備力が低く

なります。そのため、エネルギーの豊富な食物や他の栄養素を追加的に摂取する必要があ

ります。したがって、小児については、蛋白質摂取基準に加えて、エネルギー摂取基準が

設定されています。 

 

この指標は 3 つのパートで構成されます。パート Aのデータは連続評価によって収集しま

す。パート Bおよび Cについては、ポイント評価を行います。 

 

連続評価 

治療方針を評価するために、均質な患者集団（重度の栄養失調の人工股関節全置換術患

者）を対象に、栄養失調治療の連続評価を実施します。同患者集団は、すでに他のパフォ

ーマンス指標の対象として規定されているため、本指標についても対象集団として選択し

ました。さらに、同集団では栄養失調の罹患率が高く、栄養療法の効果も証明されていま

す。 

 

ポイント評価 

すべての栄養失調患者（重度の栄養失調の成人患者および栄養失調の小児患者）を対象に、

年 4 回（四半期に 1 回）の一点評価を実施します。入院第 5 日に、入院第 4 日の蛋白質摂

取量を評価します（小児についてはエネルギー摂取量も評価）。 

 

これらの評価結果より、栄養失調患者の栄養療法が迅速かつ適切に実施されているか否か

が明らかになります。 

 
                                                        
5入院当日を第 1 日とします。入院第 5 日に、栄養士が入院第 4 日の食物摂取状況を確認し、栄

養療法を評価します。たとえば、検査または治療のために、入院第 4 日目に（一時的に）絶食

しなければならない患者の場合は、前日または次の日の食べなかった食事を食物摂取状況の評

価に含めます。 
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定義 

成人および小児の蛋白質必要摂取量：体重 1kgあたり 1.2～1.5g6 

小児のエネルギー 低必要摂取量：Schofield7＋30％まで 

 

2.2 指標：栄養失調の治療 

 
組み入れられた患者は複数の施設にまたがりますか？ はい# 

いいえ 
A 重度の栄養失調の人工股関節全置換術患者における栄養

失調の治療 
 

報告対象年の、入院時に栄養失調のスクリーニングを受け

た成人患者の割合は判明していますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

人工股関節全置換術患者の栄養失調の登録システムがあり

ますか？ 
はい 
いいえ 

無作為抽出調査を行いましたか？ はい 
いいえ 

集団（説明）：  
サンプルサイズ：  
選択基準：  
A. 人工股関節全置換術のために入院した成人患者数  
B 人工股関節全置換術患者で、入院第 5日に重度の栄養不良

が認められた成人患者数 
 

 # 説明してください。 
 * 各施設のデータを示して

ください。 
C 重度の栄養失調の人工股関節全置換術患者で、入院第 4 日

の蛋白質摂取量が十分であった成人患者数 
 

割合 1（B÷A）：人工股関節全置換術患者で、入院第 5 日

に重度の栄養不良が認められた成人患者数（自動計算） 
％ 

割合 2（C÷B）：重度の栄養失調の人工股関節全置換術患

者で、入院第 4 日の蛋白質摂取量が十分であった成人患者数 
％ 

 

説明： 

 

組み入れ基準： 

‐入院日数が 5 日以上の成人の人工股関節全置換術患者（年齢＞18 歳）で、重度の栄養失

調と分類された患者 

 

                                                        
6 BMI が 27 を超える成人については、BMI 27 の体重で計算。 
7 Schofield 式は、小児のエネルギー必要量を算出するための計算式。 
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B 成人の栄養失調の治療 

  
重度の栄養失調患者で、入院第 4 日の蛋白質摂取量が十分であっ

た成人患者数は判明していますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

評価日 1（1～3 月） 年月日 
分子：重度の栄養失調患者で、入院第 4 日の蛋白質摂取量が十分

であった成人患者数 
 

分母：入院第 5 日に重度の栄養失調が認められた成人患者数  
割合（自動計算） ％ 
 * 説明してください。 
評価日 2（4～6 月） 年月日 
分子：重度の栄養失調患者で、入院第 4 日の蛋白質摂取量が十分

であった成人患者数 
 

分母：入院第 5 日に重度の栄養失調が認められた成人患者数  
割合（自動計算） ％ 
評価日 3（7～9 月） 年月日 
分子：重度の栄養失調患者で、入院第 4 日の蛋白質摂取量が十分

であった成人患者数 
 

分母：入院第 5 日に重度の栄養失調が認められた成人患者数  
割合（自動計算） ％ 
評価日 4（10～12 月） 年月日 
分子：重度の栄養失調患者で、入院第 4 日の蛋白質摂取量が十分

であった成人患者数 
 

分母：入院第 5 日に重度の栄養失調が認められた成人患者数  
割合（自動計算） ％ 
 

説明： 

組み入れ基準： 

‐入院日数が 5 日以上の成人の人工股関節全置換術患者（年齢＞18 歳）で、重度の栄養失

調と分類された患者 



 26 

 

C 小児の栄養失調の治療 

 
栄養失調が認められる小児患者で、入院第 4日の蛋白質およびエ

ネルギー摂取量が十分であった患者数は判明していますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

評価日 1（1～3 月） 年月日 
分子 1：栄養失調が認められる小児患者で、入院第 4 日の蛋白質

摂取量が十分であった患者数 
 

分子 2：栄養失調が認められる小児患者で、入院第 4 日のエネル

ギー質摂取量が十分であった患者数 
 

分母：入院第 5 日に栄養失調が認められた小児患者数  
割合 1（自動計算） ％ 
割合 2（自動計算） ％ 
評価日 2（4～6 月） 年月日 
分子 1：栄養失調が認められる小児患者で、入院第 4 日の蛋白質

摂取量が十分であった患者数 
 

分子 2：栄養失調が認められる小児患者で、入院第 4 日のエネル

ギー質摂取量が十分であった患者数 
 

分母：入院第 5 日に栄養失調が認められた小児患者数  
割合 1（自動計算） ％ 
割合 2（自動計算） ％ 
 * Provide explanation 
評価日 3（7～9 月） 年月日 
分子 1：栄養失調が認められる小児患者で、入院第 4 日の蛋白質

摂取量が十分であった患者数 
 

分子 2：栄養失調が認められる小児患者で、入院第 4 日のエネル

ギー質摂取量が十分であった患者数 
 

分母：入院第 5 日に栄養失調が認められた小児患者数  
割合 1（自動計算） ％ 
割合 2（自動計算） ％ 
評価日 4（10～12 月） 年月日 
分子 1：栄養失調が認められる小児患者で、入院第 4 日の蛋白質

摂取量が十分であった患者数 
 

分子 2：栄養失調が認められる小児患者で、入院第 4 日のエネル

ギー質摂取量が十分であった患者数 
 

分母：入院第 5 日に栄養失調が認められた小児患者数  
割合 1（自動計算） ％ 
割合 2（自動計算） ％ 
 

説明： 

組み入れ基準： 

‐入院日数が 5 日以上の、栄養失調が認められる小児患者（0～18 歳） 
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3 医薬品の安全性監視 

 

投薬ミスは、患者の安全に関連する も重大な問題の 1 つです。医薬品の処方、調剤、受

け取り、そして投与という一連のプロセスには、ミスが発生する余地が多くあります。患

者、医薬品、そして当該プロセスに十分配慮した適正な医薬品安全性監視方針を立てるこ

とで、リスクを確認し、適時に対応することができます。 

 

医薬品安全性監視のパフォーマンス指標作成にあたり、医薬品リスクグループとして細胞

増殖阻害薬を選択しました。 

 

細胞増殖阻害薬の製造、調剤、および投与には、かなりのミス発生リスクが存在します。

ミスが発生した場合、患者に多大な危険が及びます。Netherlands Health Care Inspectorate

（IGZ）（オランダ医療監督局）はこれまでたびたび細胞増殖阻害薬の用量ミスを確認し

ており、2005 年 11 月には、投薬ミスの防止策に関する通達 1を発行しました。同通達は、

本パフォーマンス指標作成の土台となっています。 

 

本パフォーマンス指標の目的は、無作為に抽出した細胞増殖阻害薬投与患者を対象に、病

院が通達に記載された依頼書 2 を適切に使用しているか否かを評価することです。細胞増

殖阻害薬の出庫に関する情報も求められます。この点について、IGZ は医薬品の出庫に関

する GMP-z（病院薬剤部の質保証システム）の定義に準拠しています。同ガイドラインは

医薬品の出庫を、製造された医薬品の全ロットが使用に適していることの公式な表明であ

るとしています。GMP-z では、在庫医薬品の出庫は、調剤担当者ではなく、質保証責任を

有する病院薬剤師が行うことと規定されています。細胞増殖阻害薬（随時調剤薬）の出庫

は、同薬の調剤を行った薬剤師とは別の薬剤師が行います。 

                                                        
1 www.igz.nl/publicaties/circulaire/circulaires2005 参照 
2 依頼書毎にカウントします。依頼書 1 件に複数の細胞増殖阻害薬が記載されている場合があ

ります。 
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3.1  指標：細胞増殖阻害薬の依頼に関するデータの完全性 

 
複数の施設で細胞増殖阻害薬の調剤が行われま

すか？ 
はい# 
いいえ 

報告対象年の細胞増殖阻害薬調剤件数  
 # 各施設のデータを示してください。 
依頼書の以下の項目がすべて記載されているこ

との確認： 
 

項目 数値の記載 数値の確認 
患者の体重＋身長または体重＋体表面積：  
用量：  
投与日：  
  
組み入れ基準：  
‐初回クールのみ  
除外基準：  
‐第 2 クール以降  
本指標のデータを自動的に得ることのできる登

録システムがありますか？ 
はい 
いいえ 

無作為抽出調査を行いましたか？ 
 

はい 
いいえ 

集団（説明）：  
サンプルサイズ：  
選択基準：  
説明：  

 

3.2 指標：細胞増殖阻害薬の出庫 

 
細胞増殖阻害薬が薬剤部から持ち出される

前に薬剤師が同薬の出庫を行いますか？ 
はい 
いいえ* 

説明：  
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4 医療 ICT 

 

ICT（情報通信技術）は医療における患者の安全、効果、効率、および患者中心の治療の

向上において重要な役割を担います。IGZ による調査では、近年、病院がさまざまな分野

で大きく前進していることが示されました。しかし、病院間にはいまだかなりの差がみら

れます。 

 

過去数年で、病院には PACS（医用画像情報システム）が普及しました。外来診察室には

ワークステーションが備わり、Medline や Cochrane などの文献データベースや、医学学会

のウェブサイトにアクセスできるようになりました。今や優れた ICT インフラによるサポ

ートなくして効果的な医療を実践することはできません。 

 

4.1  説明：電子データおよびプロセス支援 ICTの利用可能性 

 

a. 外来クリニックおよび看護病棟における電子データの利用可能性（医薬品安全性監視に

ついては病院薬剤部も）：基本管理データ、臨床検査データ、院内の通信、放射線検査報

告書、細菌検査報告書、投薬データ、病理検査報告書、手術報告書、画像（対象はデータ

の閲覧と依頼であり、必ずしもデータ入力ではありません。） 

b. 外来クリニックおよび看護病棟におけるプロセス支援 ICT の利用可能性（医薬品安全性

監視については病院薬剤部も）：医療および／または看護問診の電子的登録、医療および

／または看護クリニカルパス、他の医療従事者に対する電子的報告、オーダーの連絡（オ

ーダーの入力および転帰／結果のフィードバック）、オーダーリスト、電子的計画システ

ムなど（対象は、情報またはオーダーの電子的登録、投薬および栄養スケジュールの計画

支援、および予約の電子的計画です。） 

 

理想的な環境として、プロトコール主導型のオーダー連絡、治療経過のモニタリング、計

画システムおよび患者の電子ファイルで単一のシステムが形成される統合型患者情報シス

テムがあります。これらの高度な ICT 機能を導入している場合は、詳しく説明してくださ

い。 

 

4.1 指標：電子データおよびプロセス支援 ICT の利用可能性 

 

以下の表では、外来クリニックおよび病棟における電子データおよびプロセス支援 ICT

（技術インフラおよび具体的内容）のそれぞれの利用可能性（データへのアクセス可能

性）について説明してください。データの利用可能性が限られている場合は、いずれの診

療科に由来するデータであるかを示してください。 
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貴病院は複数の施設で構成されますか？ はい# 

いいえ 
A 電子データの利用可能性  
電子データの利用可能性 外来クリニック 診療科 
基本管理データ はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
臨床検査データ はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
院内の通信 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
放射線検査報告書 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
細菌検査報告書 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
病理検査報告書 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
手術報告書 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
画像（X線、CT、MRI など） はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
電子データの利用可能性 外 来 ク リ

ニック 
病 院 薬 剤

部 
診療科 

処方された薬剤の投薬データ はい はい はい 
 いいえ いいえ いいえ 
 一部 一部 一部 
外来クリニックで処方された薬剤の投薬データ はい はい はい 
 いいえ いいえ いいえ 
 一部 一部 一部 
他の場所（院外）で処方された薬剤の投薬データ はい はい はい 
 いいえ いいえ いいえ 
 一部 一部 一部 
その他（具体的に）：    

 

・はい：業務に当該情報を必要とする誰もが閲覧可能 

・いいえ：自動的に閲覧することは不可能 

・一部：いずれの診療科／職責が閲覧可能かを説明してください。 
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説明：外来クリニックにおける電子データの利用可能性： 
B プロセス支援 ICT の利用可能性  
プロセス支援 ICTの利用可能性 外来クリニック 診療科 
医療問診の電子的登録 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
看護問診の電子的登録 はい はい 
（看護コンサルテーションを行う手術がある場合のみ） いいえ いいえ 
 一部 一部 
医療クリニカルパスの電子的登録 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
看護クリニカルパスの電子的登録 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
複数の診療科にわたる計画システム、治療経過（説明） はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
検査室へのオーダー連絡 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
処方支援 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
投薬のオーダー連絡 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
外来患者の投薬オーダー連絡 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
放射線科へのオーダー連絡 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
プロトコール主導型のオーダー連絡（説明） はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
他部門に対するオーダー連絡 はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
治療経過の電子的モニタリング（説明） はい はい 
 いいえ いいえ 
 一部 一部 
 

・はい：業務に当該情報を必要とする誰もが利用可能 
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・いいえ：自動的に利用することは不可能 

・一部：いずれの診療科／職責が利用可能かを説明してください。 

 

説明：診療科におけるプロセス支援 ICTの利用可能性： 
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5 院内感染 

 

院内感染は、入院およびインターベンションによる合併症です。時に重度となる院内感染

は、死亡率の上昇、在院期間の延長、ならびにコストの増大を招きます。院内感染は多く

の場合、回避することができます。 

 

患者が院内感染を発症するリスクの程度にはかなりの差があります。院内感染する可能性

は、すべての侵襲的なインターベンション、手術、呼吸管、点滴およびカテーテルに関連

して高くなりますが、患者の疾患重症度、インターベンションの種類、および病院職員を

対象とした衛生管理対策や規則によっても左右されます。起こり得る院内感染の件数と種

類に関する情報を基に、自病院の院内感染予防策を評価し、改善策の実施可能性または必

要性を判断することができます。 

 

文献により、院内感染率は、院内感染に関するデータの登録と解析、およびフィードバッ

ク（すなわちサーベイランス）によって低減できることが示されています。 

 

5.1 説明：院内感染サーベイランス 

 

効果的な日常の感染予防策は、院内感染発生防止に役立ちます。多くの病院は、院内感染

件数の低減に向けた対策に取り組んでいます。その 1 つとして、院内感染サーベイランス

があります。同サーベイランスの目的は、感染予防策の 適化を図り、継続的なサーベイ

ランスを通してその効果を評価することです。特記すべきは、サーベイランスが単に感染

に関するデータの登録に留まらないという点です。院内感染サーベイランスでの代表的な

取り組みとして、手法の立案、データの収集（登録）、データの処理、解析および解釈、

ならびに関係診療科および専門家へのフィードバックがあります。その後、必要に応じて

介入策を実施することができます。 

 

院内感染予防に関する報告書（IGZ、2004 年 5 月）において、IGZ は積極的なサーベイラ

ンス（発見、分析、介入、評価）を感染予防策に盛り込むべきであるとし、病院は、

Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance（PREZIES）（サーベイランスによる院内

感染予防）ネットワークの発生率モジュールのいずれかに年に 1 度以上参加するよう推奨

しています。 
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5.1 指標：院内感染サーベイランス 

 
貴病院は複数の施設で構成されますか？ はい# 

いいえ 
 各施設のデータを示してください。 
貴病院は院内感染のモニタリングを実施し

ていますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

 * 説明してください。 
 
  術後の創

感染 
心 臓 手 術

後 の 創 感

染 

中心静脈

カテーテ

ル関連敗

血症（カ

テーテル

性 敗 血

症） 

人工呼吸器

関連肺炎 
導尿カテ

ーテル関

連感染 

 
発生率評価 

PREZIES      

 独自の発生率評価

（質問 1 参照） 
     

 発生率評価の対象

患者は何例です

か？ 

     

 発生率評価に適格

な患者は何例です

か？ 

     

罹患率評価 PREZIES      
 独自の罹患率評価

（質問 1 参照） 
     

 罹患率評価の対象

患者は何例です

か？ 

     

 罹患率評価に適格

な患者は何例です

か？ 

     

一般 サーベイランスの

結果に基づき何ら

かの介入を行いま

したか？ 

     

 介入によって所期

の結果が得られま

したか？ 

     

 発生率、罹患率の

評価を実施せず

（質問 2 参照） 
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院内感染の定義について、CDC／WIP（疾

病管理対策センター／感染予防作業グルー

プ）の基準を用いていますか？ 

はい 
いいえ 

1 独自の発生率および罹患率評価法を用いた

場合は、サーベイランスの方法について説

明してください。 

 

2 発生率、罹患率の評価を実施しなかった場

合は、具体的なサーベイランスを実施しない

感染予防策について説明してください。 

 

説明：  
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6 合併症の登録 

 

合併症とは、医学的介入の間または後に生じる意図しない、あるいは望ましくない転帰を

指します。合併症は患者の健康に悪影響を及ぼすため、不可逆的な障害を回避するために

医学的介入および／または治療の調節が必要となります。 

 

これらの意図しない、望ましくない転帰は、患者と医療制度双方にとって問題です。合併

症は医療に伴う「一般的な」リスクである一方、ミスによって生じる場合もあります。し

かし、すべての登録が合併症の登録となるわけではありません。患者の特定の合併症や特

徴および／または状態、治療とその結果が登録された場合にのみ、合併症の登録症例とな

ります。これらの要素から、特定の合併症が起こる程度と、合併症が起こる状況に関する

情報を得ることができます。このような情報があることで、専門家はリスクと実行可能な

改善策を検討できると同時に、患者に情報を提供し、教育することができます。オランダ

専門医師会は、統一された合併症の登録データベースを推進すべく、全診療科を対象とし

た全国的な基準を策定しました。これらの基準に基づき、多数の専門医師会が、各専門分

野においていずれの合併症および状況を登録すべきかを決定しました。合併症の登録と当

該情報の使用方法は、外部の専門機関による質保証査察の対象となります。 

 

合併症を登録することにより、医療部門の安全性が向上します。登録されたリスクについ

て効果的かつオープンな議論を行うための前提条件として、以下が可能な環境があります。 

‐合併症の確実な報告 

‐信頼性および安全性の確かなシステムへの合併症の登録 

 

上記の重要な側面として、登録データベースの情報は提携組織または診療科など内部での

み閲覧可能であり、第三者には開示されないという点があります。厳格に言うなら、合併

症の登録は基礎データの収集から始まります。たとえば、合併症の有無、ある場合にはど

の合併症か、などです。しかし、このような合併症の登録のみでは十分ではありません。

望ましくは、合併症登録データベースが、いわゆる質サイクルの中で使われるべきです。

質サイクルでは、合併症に関するデータを収集および解析し、合併症の程度と件数に影響

を及ぼす要因に関する情報を得ることができます。その結果、一連の改善策を実施するこ

とができます。結局のところ、合併症は多岐にわたる要因によって生じます。たとえば、

治療にあたる専門医および／またはチームの対応、あるいは装置の故障によって合併症が

発生する可能性があります。しかし、合併症のリスクはまた、患者自身の健康状態と行動

による影響も受けます。年齢、性別、および／または全般的な健康状態は、合併症の発症

に関与する場合があります。したがって、収集されたデータを解析することで、合併症の

原因を特定できる可能性があります。これにより、医療プロセスのいずれの段階で、どの
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ような改善が必要かを容易に見極めることができます。改善策を実施した後も、合併症の

登録を継続することが重要です。これにより、改善策が有効であったか否かが明らかにな

ります。 

 

合併症は患者に直接的な悪影響を及ぼします。そのため、専門医と患者が直接接触しない

専門分野にとって、合併症の登録は質保証策としての適切性は低くなります。たとえそう

であっても、これらの専門分野において、医療に関連するプロセスの安全性を監視するこ

とは重要です。したがって、6.1 項の表には、すべての医学専門分野が含まれています。 

 

6.1 説明：合併症の登録 

 

関連する専門医師会との協議の末、これら医師会によって立案された、またはこれらの医

師会が支持する具体的な合併症の登録方法を示すことになりました。一部の登録方法につ

いては、現在策定中です。IGZ は全国的に受け入れられる合併症の登録手順の策定を奨励

ならびに促進すべく、本段階で具体的な登録データベース名を公表することとしました。

IGZ は、本リストのさらなる検討の必要性を認識しています。しかしながら、これまでの

経験から、指標の質向上にあたっては、（たとえさらなる進展および検証が必要であって

も）その導入こそが成功の機会となることが示されています。このような検証プロセスの

成功は、概ね指標の実際的な使用にかかっています。そのため、IGZ は専門機関に対し、

今後も本リストの変更要請を奨励します。 

 

以下の表で、各専門分野について回答してください。 

a. 独立した専門分野として診療業務を実施している 1。 

b. 

‐全診療科を対象とした全国的な基準および関連医学学会の専門領域固有の合意事項に従

った合併症登録データベースを維持している。 

‐異なる合併症登録システム（独自または他の全国システム）を使用している（登録シス

テムの構成について詳しく説明）。 

‐合併症の登録は行っていない。 

c. 改善サイクルの体系的な検討において合併症登録を行っている（検討の頻度）。 

 

 

                                                        
1 主要診療科の一部として診療を行う（下位）診療科（たとえば、一般内科の一部としての、

あるいは独立した血液科）は、別途データを提出する必要はありません。 
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6.1 指標：合併症の登録 

 
貴病院は複数の施設で構成されますか？ はい# 

いいえ 
 #各施設のデータを示してください。 
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表 6.1：各専門分野における合併症の登録 
 
貴病院は複数の施設で構成されますか？ はい# 

いいえ 
 
 合併症の登録     
専門分野 

病院で独立した

専門分野として

診療を実施 
全診療科の全国的

基準に従った全国

登録データベース 

その他の登録デー

タベース（具体的

に） 

該当する場合は、登録

データベース名を記載

および／または説明 

チームでの検討に登録デ

ータベースを使用します

か？ 

未登録 

  登録データベース

を記載 
  1＝いいえ 

2＝はい（不定期） 
3＝はい（月 1 回） 
4＝はい（週 1 回） 

 

一般外科 はい いいえ LCHR   1 2 3 4   
麻酔科 はい いいえ LCR NVA   1 2 3 4   
心臓外科 はい いいえ LCHR 

Euroscore 
NICE  1 2 3 4   

心臓科 はい いいえ LRC NVVC*   1 2 3 4   
皮膚科 はい いいえ    1 2 3 4   
透析科 はい いいえ Diamant/Renine   1 2 3 4   
老年医学 はい いいえ LCR NIV   1 2 3 4   
婦人科 はい いいえ LCR 妊孕性 

婦人科学登録デー

タベース 

  1 2 3 4   

血液科 はい いいえ LCR NIV   1 2 3 4   
内科 はい いいえ LCR NIV   1 2 3 4   
集中治療 はい いいえ  NICE  1 2 3 4  
心血管インターベンシ

ョン 
はい いいえ    1 2 3 4   

口腔外科 はい いいえ LHCR   1 2 3 4   
耳鼻咽喉科 はい いいえ CR NV-KNO   1 2 3 4   
小児科 はい いいえ LCR NVK   1 2 3 4   
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臨床化学 はい いいえ    1 2 3 4   
臨床腫瘍学 はい いいえ LCR NIV   1 2 3 4   
臨床病理学 はい いいえ    1 2 3 4   
呼吸器科 はい いいえ LCR 呼吸器科   1 2 3 4   
消化器科 はい いいえ LCR-MDL*   1 2 3 4   
医微生物学 はい いいえ    1 2 3 4   
腎臓病学 はい いいえ LCR NIV     
新生児学 はい いいえ Neosafe   1 2 3 4   
脳神経外科 はい いいえ LHCR   1 2 3 4   
神経学 はい いいえ LCR NVN   1 2 3 4   
核医学 はい いいえ    1 2 3 4   
眼科 はい いいえ LCR NOG* 

CPO 
  1 2 3 4   

整形外科 はい いいえ CR NOV 
ORVECO 

  1 2 3 4   

形成外科 はい いいえ LHCR   1 2 3 4   
精神科 はい いいえ LCR NVvP*   1 2 3 4   
放射線診断学 はい いいえ    1 2 3 4   
放射線治療科 はい いいえ EORTC-RTOG   1 2 3 4   
リウマチ学 はい いいえ    1 2 3 4   
リハビリテーション はい いいえ LCR VRA*   1 2 3 4   
泌尿器学 はい いいえ LCR NVU*   1 2 3 4   
血管外科 はい いいえ LHCR   1 2 3 4   
産科学 はい いいえ VOKS-I   1 2 3 4   
       
その他（具体的に）       
診療科名 登録データベー

ス名 
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* 本専門分野の専門医師会は、オランダ専門医師会との協力の下、合併症登録基準の適用

方法に関する概要を決定しました。当該概要には、関連する専門領域固有の合意事項が組

み込まれました。また、概要では、2006 年以降の取り組み、結果、ならびに方針について

詳述しています。当該概要（オランダ語のみ）は www.orde.nl よりダウンロード可能です。 

 

7 術後の疼痛 

 

疼痛管理は、患者のウェルビーイングと治癒過程において重要です。標準化された疼痛評

価により、患者が経験する疼痛の評価、ならびにその結果として疼痛管理が向上すること

が明らかになっています。術後の疼痛管理に対する組織的な取り組みは、今もなお比較的

新しい取り組みであることから、病院のすべての診療科で同じ規模で実践されているわけ

ではありません。そのため、患者が回復段階にある手術直後、ならびにその後、患者が看

護病棟に戻る術後期における疼痛対策には違いが生じ得ます。 

 

7.1 説明：標準化された疼痛評価を実施した術後患者の割合 

 

オランダ麻酔科学会（NVA）により、術後疼痛管理のガイドラインが作成されました。同

ガイドラインでは、推奨薬ならびに疼痛評価についても検討されています。同ガイドライ

ンに基づき、病院は評価法の使用、評価間隔、および評価対象となる患者の状態に関する

独自の方針を策定することができます。 

 

術後疼痛は、予想される、好ましくない手術の副作用です。術後疼痛は望ましくないだけ

でなく、迅速な回復の妨げとなります。さらに、重度の術後疼痛は術後の慢性疼痛の発現

に関連していると思われます。 

 

ビジュアルアナログスケール（Visual Analog Scale：VAS）、数値的評価スケール

（Numerical Rating Scale：NRS）、あるいは口頭式評価スケール（Verbal Rating Scale：

VRS）を用いた疼痛強度の体系的評価（疼痛スコア）は、効果的な疼痛管理の一助となり

ます。疼痛スコア 4 未満（10 段階評価）、4～7、および 8 以上は、それぞれ許容できる疼

痛、中等度の疼痛、および重度の疼痛を示します。 
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7.1 指標：標準化された疼痛評価を実施した術後患者の割合 

 
対象となる患者は複数の施設にまたがっていますか？ はい# 

いいえ 
報告対象年の、標準化された疼痛評価を実施した術後

患者の割合は判明していますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

術後患者の疼痛評価の登録システムがありますか？ はい 
いいえ 

無作為抽出調査を行いましたか？ はい 
いいえ 

 * 説明してください。 
 # 各施設のデータを示してくださ

い。 
集団（説明）：  
サンプルサイズ：  
選択基準：  
分子 1：回復室で、標準化された疼痛評価が実施され

た手術患者数 
 

分母 1：回復室に入室した手術患者総数（滞在期間）  
割合 1（自動計算）： ％ 
分子 2：看護病棟で、標準化された疼痛評価が実施さ

れた手術患者数 
 

分母 2：看護病棟の手術患者総数  
割合 2（自動計算）： ％ 
  
除外基準：  
7 歳未満の小児  
日帰り手術患者  
組み入れ基準：  
術後患者  
説明：  

  

7.2 説明：術後 72 時間以内に疼痛スコア 7を超える痛みを経験した患者の割合 

 

術後 72 時間以内のいずれかの時点で重度の疼痛スコアを示す患者の割合は、術後疼痛管理

の指標です。日帰り手術患者は追跡が困難であるため、本指標の対象外とします。手術直

後の回復室で過ごす期間と、看護病棟に戻った後の術後期間を区別します。7 歳未満の小

児については、本指標の対象外となりますが、疼痛評価は実施します。その際には修正評

価法を使用します。 
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7.2 指標：術後 72 時間以内に疼痛スコア 7を超える痛みを経験した患者の割合 

 
対象となる患者は複数の施設にまたがって

いますか？ 
はい# 
いいえ 

報告対象年について、術後 72 時間以内のい

ずれかの時点で疼痛スコア 7 を超える痛み

を経験した患者数は判明していますか？ 

はい 
いいえ* 
該当せず* 

回復室での術後疼痛の登録システムがあり

ますか？ 
はい 
いいえ 

看護病棟での術後疼痛の登録システムがあ

りますか？ 
はい 
いいえ 

無作為抽出調査を行いましたか？ はい 
いいえ 

集団（説明）：  
サンプルサイズ：  
選択基準：  
分子：術後 72 時間以内のいずれかの時点で

疼痛スコア 7 を超える痛みを経験した患者

数 

 

分母：体系的な疼痛スコアが評価された総

患者数（1 患者あたり 6 回以上、術後 72 時

間にわたり、等間隔で） 

 

割合（自動計算）  
組み入れ基準： 
体系的な疼痛スコアが評価された術後患者 

 

除外基準：  
7 歳未満の小児  
日帰り手術患者  
説明：  
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8 危険性が高いインターベンションの件数 

 

危険性が高いインターベンションにより、重度の合併症が起きる可能性があります。この

ようなインターベンションとして、腹部大動脈瘤手術や食道癌切除術などがあります。一

般的な手術や腹部大動脈瘤手術や特に食道癌切除術などの技術的に複雑な手術では、手術

件数が多いほど、合併症発生リスクが低いことが明らかになっています。これは執刀医の

みならず、手術適応、手術チーム、麻酔チームならびに集中治療室（ICU）および外科病

棟の医師や看護師の質に関してもいえることです。 

 

8.1 説明：腹部大動脈瘤手術件数 

 

腹部大動脈瘤は高い頻度でみられる疾患であり、欧米諸国ではその発生率が上昇傾向にあ

ります。65 歳以上の男女における推定罹患率はそれぞれ男性で 5～8％、女性で約 2％です。

腹部大動脈瘤の外科的処置には高度な専門技術と知識が求められます。このような手術で

は、時に致命的な不整脈、急性心筋梗塞、失血、腎機能障害や虚血などの合併症が生じる

可能性があります。腹部大動脈瘤手術の実施件数が少ない病院では、実施件数が多い病院

と比較して、患者の死亡あるいは術後合併症のリスクが高いことが文献によって示されて

います。Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie（オランダ血管外科学会）は、腹部大動

脈瘤手術は血管外科医のみが実施すべきであるとの見解を示しています。同手術件数と結

果の関係から、執刀医の経験のみならず、手術チーム全体の専門的知識・技術も関係して

いることがわかります。これは、緊急ならびに非緊急いずれの腹部大動脈瘤手術にもいえ

ることです。 

 

説明では、腹部大動脈瘤に関する病院の具体的な方針（他院への紹介、救急車の手配、血

管内手術などの特定の手術の実施等）の有無を示してください。 

 

8.1 指標：腹部大動脈瘤手術件数 

 
この手術は複数の施設で実施されていますか？ はい# 

いいえ 
報告対象年に実施された腹部大動脈瘤手術（緊急・非緊急を問わず）の

件数 
 

説明：  

# 各施設のデータを示してください。 
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8.2 説明：食道癌切除術件数 

 

オランダにおける食道癌患者の割合は、男性および女性 10 万人あたりそれぞれ 8.5 例およ

び 3.1 例です。毎年およそ 1,100 例の新規症例が報告されています。食道癌の根治治療は外

科的切除です。食道癌切除術には、特定の手術手技における経験とともに、術後ケアにお

ける経験が必要となります。起こり得る合併症として、縫合不全、敗血症、および肺炎な

どがあり、時に死に至る可能性があります。外科的切除を受ける患者の割合は 60～65％で、

死亡率は 2～30％です。米国で実施された試験により、レベル 3（ 高レベル）の集中治

療室（ICU）でのケアが生存に関連していることが示されました。専門病院では、術後合

併症が相対的に少なく、術後死亡率も低くなっています。また、これらの病院では、長期

生存率が高くなっています。執刀医のみならず、手術チームの専門的技術・知識が重要と

なります。したがって、食道癌切除術の実施件数は、医療の質を示す指標となります。 

 

2007 年、IGZは、食道癌切除術の年間実施件数が 3年にわたり 10 件未満の病院に対し、当

該手術は実施せず、患者が地域内の別の病院で手術を受けられるように手配するよう文書

で要請しました。 

 

8.3 指標：食道癌切除術件数 

 
この手術は複数の施設で実施されていますか？ はい# 

いいえ 
報告対象年に実施された食道癌切除術実施件数  
食道癌切除術を実施していない場合：  
食道癌患者をどの病院に紹介していますか？  
2008 年に何人の患者を紹介しましたか？  
説明：  
 # 各施設のデータを示してくださ

い。 
 



 46 

 

10 結腸直腸手術 

 

前回の手術後 30 日以内に、同じ適応に対して行われる手術のほとんどが緊急再手術です。

緊急再手術とは、前回の手術によって生じた合併症に対して行われる、あるいは前回の手

術で所期の結果が得られなかった場合に行われる手術です。常に合併症が生じる可能性が

あるとはいえ、不適切な医療の質（初回手術における手術手技、周術期ケア、または手術

適応が 適以下など）がその原因となる場合があります。 

 

患者の側からすれば、再手術は望ましいことではなく、また、多額の費用がかかります。

再手術率の評価は、質の向上につながる可能性があります。しかし、初回手術と再手術が

別の病院で実施される場合があるため、再手術率の評価は単純ではありません。再手術の

登録は、犯したミスから学ぶプロセスと回避可能な合併症の予防対策実施を促します。本

書では、虫垂切除術を除く結腸直腸手術後の再手術率を示しています。 

 

指標 10.1 の分母集団のサブグループにおける結腸直腸癌手術については、指標 10.2 で扱い

ます。 

 

10.1 説明：結腸直腸手術後の緊急再手術 

 

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde（NVvH）（オランダ外科学会）は、再手術の頻度の

評価対象として、結腸直腸手術を提案しています。 

 

質問は、複雑ではない結腸直腸切除術後 30 日以内に 1 回以上の緊急再開腹手術を受けた患

者数および再手術のために他院に紹介された患者数についてです。 

 

分子の定義： 

複雑ではない結腸直腸切除術後 30 日以内に 1回以上の緊急再開腹手術を受けた患者数。緊

急再手術を受けた患者数には、再手術のために他院に紹介された患者が含まれます。 

 

分母の定義： 

報告対象年に複雑ではない結腸直腸切除術を受けた患者数 

 

* 2007 年、NVvHならびに IGZは、パイロット試験実施後、より詳細に結腸直腸手術の定義

を定めることになっています。 
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・除外基準： 

‐予定されたフォローアップ手術 

‐初回手術時年齢が 18 歳以下の患者 

‐虫垂切除術 

‐他院での初回手術実施 

・組み入れ基準： 

‐他院に紹介された患者 

 

10.1 指標：結腸直腸手術後の緊急再手術 

 
この手術は複数の施設で実施されていますか？ はい# 

いいえ 
報告対象年の、結腸直腸手術後 30 日以内の再手術

率が判明していますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

直腸結腸再手術の登録システムがありますか？ はい 
いいえ 

無作為抽出調査を行いましたか？ はい 
いいえ 

集団（説明）：  
サンプルサイズ：  
選択基準：  
分子：結腸直腸手術後 30 日以内の再手術件数  
分母：初回結腸直腸手術件数  
割合（自動計算）： ％ 
説明：  
 # 各施設のデータを示してくださ

い。 
 *説明してください。 

 

・除外基準： 

‐予定されたフォローアップ手術 

‐初回手術時年齢が 18 歳以下の患者 

‐虫垂切除術 

‐他院での初回手術実施 

・組み入れ基準： 

‐他院に紹介された患者 
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10.2 説明：Dutch Surgical Colorectal Audit（DSCA）への参加 

 

腸切除術は、オランダの病院で一般的に行われる外科手術です。同手術の件数は多い（年

間およそ 10,000 件）ものの、合併症（縫合不全など）のリスクはかなり高く、患者の 7％

は術後に死亡しています（Engel, 2005）。結腸直腸癌の治療には、多様な手法や内視鏡的

手技がますます用いられつつあります。そのため、ケアのプロセスはますます複雑になっ

ています。適切な患者の選択、質的に良好な診断プロセス、適切な外科治療、および良好

な周術期ケアは、短期および長期転帰に影響を及ぼします。 

 

結腸直腸癌治療の転帰について、手術件数が少ない病院と多い病院、ならびに外科専門医

と非外科専門医との間では大きな差があることが報告されています（Birkmeyer 2002, 2003; 

Chowdhury 2007）。医療の質向上を図るためには、好ましい転帰と好ましくない転帰をも

たらすそれぞれの要因についてさらに検討する必要があります。これが、Dutch Surgical 

Colorectal Audit（DSCA）が目指すものです。オランダ内外における転帰の登録は、質向上

に向けた強力な一助となることが証明されています。この質の向上は、チームの各メンバ

ーに結果をフィードバックすることにより、さらに確実なものとなります（Wibe 2003, 

Rowell 2007）。 

 

DSCA により、オランダ国内の各病院は、結腸直腸癌に対し腸切除術を受けた患者の治療

に関連するデータを分かりやすく、かつ国レベルで登録することができます。外科治療の

転帰に関する情報に加え、患者の癌のステージ、年齢および併存疾患などのケースミック

スに関する詳細な情報が得られます。このような情報は定期報告を通して、個々の病院や

治療担当医にフィードバックされます。これにより、同じ患者集団の治療を行っている医

師や病院と自病院の実績を比較することができます（ミラー情報）。 

 

特筆すべきは、各施設における医療の質向上を図るべく、質に関する個別の情報が得られ

る点です。 優良事例の特定と紹介は、質の向上に役立つでしょう。国レベルでは、専門

機関が質に関する問題点を適時に特定し、目標を設定した教育・研修コース、視察、およ

び認証などによる改善策を実施することができます。 
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10.2 指標：Dutch Surgical Colorectal Audit（DSCA）への参加 

 
DSCA に、報告対象年の結腸直腸癌切除術に関す

る情報を提供しましたか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

分子：DSCA にデータを提出した、結腸または直

腸にある癌の外科的切除（原発および再発癌の切

除を含む）件数 

 

分母：結腸または直腸にある癌の外科的切除（原

発および再発癌の切除を含む）件数 
 

割合（自動計算）： ％ 
説明：  
 *説明してください。 
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11 手術のキャンセル 

 

手術のキャンセルは、患者に感情面の問題を引き起こし、健康状態に悪影響を及ぼす可能

性があります。また、手術室の効率的な運用の障害となります。 

 

11.1 待機手術前 24 時間以内の手術キャンセル率 

 
手術は複数の施設で実施されていますか？ はい 

いいえ# 
報告対象年の、待機手術前 24 時間以内にキャンセ

ルされた手術の件数は判明していますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

分子：待機手術前 24 時間以内にキャンセルされた

手術の件数 
 

分母：実施された待機手術とキャンセルされた手

術の合計件数 
 

割合（自動計算）： ％ 
説明：  
 
 

# 各施設のデータを示してくださ

い。 
 *説明してください。 

 

[1] Dutch Federation of University Medical Centers（NFU）（オランダ大学病院連合）の

Central Working Group on Operating Theatres（手術室に関する中央作業部会）と協議の結果、

これまでの報告の分析に基づき、キャンセル理由の区別は 2009 年版では行わないこととしまし

た。 
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12 集中治療 

 

集中治療室（ICU）には、生体機能が不全または著しく低下している患者、および人工呼

吸がしばしば必要となる患者が入室します。ICU のレベルに応じて、状態が複雑ではない

患者には短期的な呼吸または循環補助が、一方、複雑な病態を有する患者に対してはより

集中的な治療が行われます。 

 

集中治療専門医が 1日 24時間常駐し医療の 終責任を負う ICUでは、集中治療専門医が 1

日 24 時間常駐しておらず、ICU 滞在中の患者を担当医が引き続き治療にあたる場合と比較

して、人工呼吸時間と ICU 滞在時間がより短く、死亡率がより低いことが示されています。

ただし、集中治療専門医がすべての ICU に 1 日 24 時間常駐することは必ずしも可能なこ

とではなく、また必要不可欠なことでもありません。これは、ICU に収容された患者の重

症度（すなわちケアの負担）によります2。責任ある医療を提供するためには、ICU が提供

できるケアのレベルが、対象となる患者集団の重症度と複雑さに対応していることが重要

です。 

 
集中治療は複数の施設で提供されていますか？ はい# 

いいえ 
 # 各施設のデータを示してください。 

 

12.1 説明：集中治療のレベル分類 

 

成人 ICU の組織と治療に関する 2006 年ガイドラインでは、集中治療が以下の 3 つのレベ

ルに分類されています。 

 

‐レベル 1：基本的な集中治療です。レベル 1 の集中治療は、重要臓器の機能に障害があ

る患者の監視、看護および治療を目的としています。時に 2～3 日以下の人工呼吸が必要と

なる場合があります。 

 

‐レベル 2：レベル 2 の集中治療は、専門看護師および集中治療専門医による継続的な対

応および／または監視が必要な重篤な患者を対象としています。ただし、特定の高度に複

雑な状態の患者群に対する医療を意図していません。 

 

                                                        
2 Milstein A., Galvin R.S., Delbanco S.F., et al Improving the safety of health care: the Leapfrog Initiative. 

Eff. Clinical Practice. 2000;3;313 
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‐レベル 3： 高レベルの集中治療です。レベル 3 の集中治療は、複数の生命機能が不全

の非常に複雑かつ重篤な患者、ならびに専門看護師および集中治療専門医による継続的な

対応および／または監視が必要な患者を対象としています。 

 

新生児および小児の ICUは、Wet op de bijzondere medische verrichtinge（特殊医療法）に規

定されたレベル分類の対象となります。国際的慣行に従い、レベル 3 は 高レベル、レベ

ル 1 は基本的な ICUと認識されています。 

 

 

12.1 指標：集中治療のレベル分類 

 
貴 ICUはどのレベルですか？ レベル 1（基本的集中治療） 
 レベル 2 
 レベル 3（複雑な患者用の装置を配備） 
 

12.2 説明：院外質保証機関によるレベル分類の認定 

 

ICU 査察の目的とは、対象となる ICU のレベルを認定することです。集中治療専門医（レ

ベル 3）の養成を行う ICU（必ずレベル 3 の ICU）は、研修査察を受ける義務があります。

すべての ICU は、任意の質の査察を受けることができます。まだ査察を受けていない場合

は、（上記ガイドラインの基準に基づき）ICU のレベルを決定した根拠を説明してくださ

い。 

 

12.2 指標：院外質保証機関によるレベル分類の認定 

 
報告した ICU のレベルは、外部機関による質の査察に

より確認されていますか？ 
はい（_____年） 

 いいえ、査察中： 
* 

 査察を受けていません 
* 

 *説明してください。 
 

説明：成人 ICUの組織と治療に関するガイドラインの基準に基づき、貴 ICUのレベルを決

定した根拠を説明してください。 
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12.3 説明：ICUの登録集中治療専門医数（常勤換算） 

 

米国の Leapfrog Group for Patient Safetyは、すべての ICUに集中治療専門医を置き、有効な

オンコールバックアップ体制を整えることで、米国内で年間 大 53,850 人の命が救われる

と推定しています。 

 

登録集中治療専門医とは、集中治療の実践について登録を受けた専門医であり、

Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie（GIC）（集中治療医連合会）の関連専門団体に

よる認定を受けています。 

 

常勤換算（FTE）とは、ICU における患者関連および非患者関連の週間労働時間を常勤職

員に換算した延べ労働人員と定義されます。ICU 担当医については FTE で算出します。手

術部でパートタイム勤務する麻酔医兼集中治療専門医については、集中治療関連業務のみ

について算出します。 

 

当該期間の FTE にばらつきがある場合は、12カ月の平均値を示してください。 

 

12.3 指標：ICUの登録集中治療専門医数（常勤換算） 

 
集中治療に対応できる登録集中治療専門医の FTE：  
この換算方法に基づいた場合、ICUに 1 週間 24 時間体制の集中治療専

門医常駐を達成できていますか？ 
はい 
いいえ 

 

12.4 説明：ICUにおける患者 1人あたりの人工呼吸時間 

 

ガイドラインは、72 時間以上人工呼吸が必要な患者をレベル 1の ICUに収容すべきではな

いと勧告しています。レベル 1 の ICU は、これらの患者に継続的な医療を提供することは

できません。一方、レベル 2 および 3 の ICU については、このような患者の数は、利用可

能な専門技術・知識の評価基準となります。基礎状態（術後、非術後、心臓手術など）は、

人工呼吸の理由を理解する上での手がかりとなります。 

 

‐人工呼吸時間：ICU 入室患者が侵襲的または非侵襲的な人工呼吸を受けている時間。

ICU 以外の場所で人工呼吸が行われる場合は、集中治療専門医による監督の下で行われる

こと。 

‐非術後患者：ICU 入室前に手術を受けていない患者または入室より 7 日以上以前に手術

を受けた患者。患者の所在場所（院内または別の場所）は問わない。 
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‐術後患者：ICU 入室より 7 日前以内に手術を受けた患者。患者の所在場所（院内または

別の場所）は問わない。 

‐心臓手術後患者：入院中に心臓手術を受けた患者 

‐小児：16 歳未満の患者 

 

12.4 指標：ICUにおける患者 1人あたりの人工呼吸時間 
 

人工呼吸時間 

 
 ＜72 時

間 
 72 ～ 120

時間 
 ＞120 時

間 
 

 患者数 総人工呼吸

時間 
患者数 総人工呼吸

時間 
患者数 総人工呼吸

時間 
非術後       
術後（心臓手術を

除く） 
      

心臓手術後       
小児（16 歳未満）       

 
ICUにおける人工呼吸時間の登録システムがありますか？ はい 

いいえ 
無作為抽出調査を行いましたか？ はい 

いいえ 
集団（説明）：  
サンプルサイズ：  
選択基準：  
説明：  

 

12.5 説明：NICEへの参加およびデータの提供 

 

1996 年以降、National Intensive Care Evaluation (NICE) Foundation（全国集中治療評価基金）

によって、オランダ国内の ICU は、ICU に入室した各患者のデータを全国データベースに

提供できるようになりました。その際には、各患者について Minimal Data Set（MDS）を

提出する必要があります。MDS には ICU 入室時の状態および疾患の重症度に関するデー

タが含まれます。治療時間や死亡率などの転帰データ（疾患の重症度に対して補正）も登

録されます。これらのデータはすべて匿名で保存されます。データは公有財産ではなく、

その所有権は各 ICUに帰属します。1997 年以降には、本データベースに、Dutch Society of 

Intensive Care（NVIC）（オランダ集中治療学会）が考案した Quality Indicator を各 ICU が

保存できるようになりました。これにより、時間比較や ICU 間の比較が可能となりました。
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これらの分析結果は各 ICU にフィードバックされ、院内での質向上に向けた方針の立案に

役立てることが可能です。 

 

12.5 指標：NICEへの参加およびデータの提供 

 
貴 ICUは NICE が運営するデータベースにデータを提供していますか？ はい 

いいえ 
提供している場合、そのデータは MDSですか？ はい 

いいえ 
それは NVIC Quality Indicator のデータですか？ はい 

いいえ 
説明：  
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13 妊娠 

 

過去 20 年で、オランダの帝王切開率は 5％から 15％近くまで増加しました。このような増

加は主に、陣痛が進まない健常な女性、および頭位の正常正期産の女性にみられます。こ

のような増加は、早産児または成熟異常児、骨盤位、あるいは患者の重篤な状況による帝

王切開に起因するものではありません。文献により、帝王切開は必ずしも妊婦とその子に

とって 良の選択肢ではないことが示されています。帝王切開は重大な開腹手術の 1 つで

あり、他の手術同様、患者にリスクが伴います。このような理由から、帝王切開の適切性

あるいは帝王切開件数の増加について、国内外で活発な議論が行われています。 

 

13.1 説明：帝王切開率 

 

帝王切開率は国際的な指標として頻繁に用いられますが、二次医療を対象とした Landelijke 

Verloskundige Registratie（全国産科レジストリ）（LVR-2）に登録されており、容易に評価

できます。オランダでは、低リスクの多くの女性が、地域の助産師の立会の下で自宅出産

するため、それらのデータは LVR-2 に保存されません。そのため、LVR-2 の帝王切開率は

他国との比較に適切ではありません。さらに、自宅出産率は地域により異なるため（16～

64％）、国内での比較も同様に適切ではありません。産科方針の有益な評価方法を探るべ

く、オランダ産婦人科学会は Verloskundige Onderlinge Kwaliteits Spiegeling（VOKS）（産科

ピアレビュープロジェクト）を立ち上げました。VOKS では個々の診療所における異常の

発生率を勘案します。VOKS では、診療所の帝王切開率を 15 の因子について補正します。

実際にこの数値（VOKS パーセンタイル）は、全国パーセンタイル表内の該当産婦人科診

療所の位置と、他の診療所が同じ集団に対して行ったであろうことを示しています。たと

えば、あるクリニックが VOKS パーセンタイルで 40 番目にある場合、60％の診療所では

そのクリニックと比べてより頻繁に、40％の診療所でより少なく帝王切開が実施された可

能性を示しています。予測および転帰は、LVR-2 を基に、個々の患者の一連の危険因子を

基に計算されます。 

 

本書では、帝王切開の VOKS パーセンタイルを、妊娠満期（37～42 週）を産科管理方針の

指標として計算しています。これは、大半の出産および帝王切開が行われる期間です。

VOKS パーセンタイルの計算に際しては、一次帝王切開（陣痛開始前に帝王切開が必要か

否かを決定）と二次帝王切開（出産中の問題発生によって帝王切開が必要となる）を区別

します。 
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データ解釈の 適化のために、産科診療所の規模を確認し、周産期センター（妊婦の高度

ケアと新生児 ICU を備えた第三次医療施設）と他の第二次医療施設を区別する必要があり

ます。 

 

13.1 指標：帝王切開率 

 
貴病院には周産期センターがありますか？ はい 

いいえ* 
該当せず* 

報告対象年の、産婦人科医（LVR-2）による総出

産件数 
 

報告対象年の、第一次および第二次帝王切開の

VOKS パーセンタイルが判明していますか？ 
はい 
いいえ* 
該当せず* 

第一次帝王切開 VOKS パーセンタイル：2008 年： 
第二次帝王切開 VOKS パーセンタイル：2008 年： 

 

2007 年のデータを未発表の場合は、以下を報告し

てください。 
 

第一次帝王切開 VOKS パーセンタイル：2007 年： 
第二次帝王切開 VOKS パーセンタイル：2007 年： 

 

説明：  
 *説明してください。 
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14 糖尿病 

（ICD 9 コード 250、ICD 10 コード E10～E14） 

 

オランダ糖尿病連盟（Netherlands Diabetes Federation）とオランダ国立公衆衛生環境研究所

（National Institute for Public Health and the Environment：RIVM）の推定によれば、オランダ

の糖尿病患者数は 475,000～480,000例とされています。RIVM によれば、この数字から、

毎年計 88,800 例の新規患者が発生していることになります。さらに、未診断の糖尿病患者

も多く存在します。今後数年間で、老齢人口や全体的な肥満増加と糖尿病との関係を考慮

すると、糖尿病患者数は増え続けると思われます。糖尿病は、心血管疾患、網膜障害、神

経障害、腎症などの重度の合併症を引き起こす場合があります。このような合併症のリス

クは、早期発見と血糖値の良好なコントロールにより低減します。 

 

糖尿病は代謝性疾患であり、インスリンというホルモンが相対的または絶対的に不足した

状態となります。糖尿病による合併症の性質を考えると、各種医療提供者と医療施設、ま

た一次医療と二次医療との連携がきわめて重要です。糖尿病ケアの質に関与する施設は病

院だけではありませんが、さまざまな組織と医療提供者の 適な連携を実現するためには、

病院が果たす役割は大きなものです。 

 

14.1 説明：糖尿病における平均 HbA1c 値 

 

糖尿病は、重度の合併症を引き起こしうる疾患です。上記のような合併症を発症するリス

クは、血糖値の適切な測定とコントロールにより低減します。血糖値の評価には、HbA1c

値を利用することができます。糖尿病ケアがうまく組織されていると、年間の平均 HbA1c

値に関する情報を得ることができます。 

 

コントロール良好な患者は、心血管疾患や網膜障害などの合併症を発症するリスクが低く

なります。平均 HbA1c 値は、糖尿病患者でコントロールがうまくできているかを知る良い

指標です。院内における平均 HbA1c 値に関する知識は、統合されたケアの直接的な指標で

す。 

 

病院では多数の糖尿病患者の HbA1c 値を測定・記録しているため、この指標は容易に確認

できます。また、疾病・診療分類登録は、臨床検査登録に通常リンクされています。一部

の地域では、HbA1c の登録を含めた組織的な糖尿病ケア施設が、複数区域を統括する組織

や区域外の組織に置かれている場合があります。これに該当し、HbA1c が病院内で測定さ

れていない場合には、その旨を報告するようにします。 
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・除外基準 

 

‐妊娠糖尿病の女性 

 

14.1 指標：糖尿病における平均 HbA1c 値 

 
報告年度の HbA1c 測定データが判明していますか？ はい いいえ 

*  
該当なし 
* 

糖尿病患者の HbA1c 値を登録するシステムがありますか？ はい いいえ  
    
無作為標本調査を実施しましたか？ はい いいえ  

母集団（説明）： 
 

   

標本サイズ： 
 

   

選択基準： 
 

   

A 1 型および 2型糖尿病患者全体の HbA1c 値合計 
 

   

B 1 型および 2 型糖尿病患者の HbA1c 測定回数    
C HbA1c を測定していた 1 型および 2型糖尿病患者数    
測定あたりの平均 HbA1c 値（A/B） 
（自動計算）： 

   

患者あたりの HbA1c 値の平均測定回数／年 
（自動計算）： 
 

   

臨床検査パラメータ（検査室で使用されている正常基準値）：    

 

・除外基準 

‐妊娠糖尿病の女性 

 

説明： 

 

14.2 情報：糖尿病における眼科検診 

 

網膜障害は、糖尿病の合併症として起こることがあり、 終的には失明に至ります。失明

は、定期的なスクリーニングと、異常が認められた場合には適時治療することで予防可能

です。したがって、眼の定期検査は適切な糖尿病ケアの基本要素です。年 1 回のスクリー

ニングが通常ですが、正確な頻度は一連の因子によって左右されます。 
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糖尿病の小児に対する眼科のスクリーニングガイドラインは異なっています。登録を容易

にするため、16 歳未満の全患者は除外されています。眼科スクリーニングは、病院や眼科

診療所、または一般外科医によって実施されます。糖尿病ケアが適切に実施されていれば、

病院はこの検査が実施されているかどうかを知ることができます。 

 

・除外基準 

‐16 歳未満の小児 

 

14.2 指標：糖尿病における眼科検診 

 
報告年度について、定期的な眼科検診を受けている患者数

が判明していますか？ 
はい いいえ 

*  
該当なし 
* 

糖尿病患者の眼科検診を登録するためのシステムがありま

すか？ 
はい いいえ  

    
無作為標本調査を実施しましたか？ はい いいえ  

母集団（説明）：    
標本サイズ：    
選択基準：    

分子：眼底検査または眼底撮影を受けた糖尿病患者数    
    
分母：糖尿病患者数合計    
    
割合（自動計算）：   ％ 

除外基準    

‐16 歳未満の小児    

説明：    
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15 心臓病 

 

心血管疾患は、国民の主要な死因および障害の 1 つであり、過去数十年間にわたり、オラ

ンダにおける第 1 位の死因となっています。治療における医療技術の向上により、10 万人

あたりの死亡率は 1980 年の 478 例から 2000 年の 295 例と大幅に低下しているものの3、以

前として改善の余地があります。 

また生存率が向上したことで、慢性疾患による負荷は増大しています。例えば、2003 年に

は、オランダ国内で約 179,000 人が何らかの心血管疾患を抱えており、この数字はさらに

増加すると予想されています4。 

 

国民の健康における心血管疾患の重要性と、その患者ケアは様々であることを考慮して、

この基本セットには 4 つの指標が含まれています。以下の段落では、次の項目に関する質

問がなされます。心臓外来での初診（：FAC）後 1 年以内の死亡率、急性心筋梗塞

（AMI）による死亡率、心不全外来の体制、そして 後に心不全による再入院率です。 

 

15.1 説明：心臓外来での初診後 1年以内の死亡率 

 

適切な診断と治療はいずれも、健康な生存に寄与しています。したがって、連続した外来

ケアを 適に組織化することが必要です。オランダ心臓協会（［Nederlandse Vereniging 

voor Cardiologie：NVC］）は、心臓専門医を初めて受診した（初診）後 1 年以内の死亡率

を、心血管疾患が疑われるまたは確認された患者に対する外来ケアの質の指標とすること

を提案しています。 

 

この指標は 2 年間を対象とします。 初の年（2008年）には、心臓外来に初診（以前の

「初回外来受診」）した患者が確定し、2 年目（2009 年）の終わりには、国民行政番号

（：BSN）により、初年度に登録されたがそれまでの間に死亡した患者数が特定されます。

BSN は、2008年頃に導入されました。 

 

この指標の対象者は、外来で心臓専門医による予定された診察を受けた 70 歳以上の全患者、

すなわち報告年度に通常ケアの初回 DBC（DBC コード 11）の要件を満たしたすべての患

者です。心血管系の基礎疾患の確定診断は、組み入れ基準または除外基準となっていませ

ん。FAC の定義要件を満たす外来受診は、それが心臓病棟への入院後であった場合や、患

                                                        
3 Koek HL et al. Hart en Vaatzieketen in Nederland 2005, cijfers over risicofactoren, ziekte, behandeling 

en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting. 2005:6-12  
4 Nationaal Kompas Volksgezondheid, see www.nationaalkompas.nl 
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者がすでにその外来を受診していた場合であっても、すべて含める必要があります。例え

ば、既に受診していた患者が、1 年 1 日以上後に再受診した場合などです。 

 

15.1 指標：心臓外来の初診（FAC）後 1年以内の死亡 

 
1 箇所以上の患者が含まれていますか？  はい 

#  
いいえ 

  
外来で心臓専門医による予定された診察（定期的ケア）

（FAC）を受けた全患者の NAW データと受診日が登録さ

れていますか？ 

はい 
いいえ 
* 
該当なし 
* 

  
分子：2008 年に外来で心臓専門医を受診（FAC）し、2009
年に死亡した 70 歳以上の患者数合計。 

 

  
分母：2008 年に外来で心臓専門医を受診（FAC）した 70 歳

以上の患者数合計。 
 

  
· 除外基準：  

‐診察が予定されたものではなかった患者（緊急および急

性患者、蘇生、一般救急部および心臓救急部を受診した患

者）。 

 

‐初診時に 70 歳未満であった患者。  
2008 年の該当なしの割合（自動計算）： ％ 
説明：  
 *説明してください 
 

 

15.2 説明：急性心筋梗塞による入院での院内死亡率 

（ICD 9 コード 410、ICD 10 コード 121） 

 

急性心筋梗塞5は、心血管疾患患者の主な死因となっています。生存の可能性は適時の治療

に大きく左右され、 良の結果が得られるのは、症状発症後 1時間以内に再灌流が実施さ

れた場合です。患者に対する治療の地域差（治療施設に直接紹介されるかどうか）が、

AMI による死亡率に大きな差をもたらす場合があります。患者の年齢も生存の可能性に関

与する要素で、この指標により患者は 65 歳未満と 65 歳以上という 2つのグループに分け

られます。ここでは、死亡率を患者の死因とは独立して扱います。国民行政番号が常に入

                                                        
5 Nationaal Kompas Volksgezondheid, see www.nationaalkompas.nl 
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手できるとは限らないため、病院は退院後の死亡について必ずしも信頼できる情報を得ら

れるわけではありません。したがって、院内死亡率の数字が要求されます。 

 

AMI の定義：心筋梗塞の疑いで入院し、以下の 3つの判定基準の 2 つ以上を満たす患者。 

 

1. 古典的な症状（左肩・左腕に放散するズキズキする胸の痛みまたは息切れ）。 

2. 急性梗塞と一致する、ST上昇などの ECG 異常や Q波出現。 

3. 酵素レベル上昇‐正常値の 2 倍‐（CPK［MB］、ASAT）。 

 

分子には、報告年度に病院で死亡した全患者が含まれ、入院初日が報告年度の開始以前の

場合や、報告年度終了後の死亡も対象とします。 

 

・除外基準： 

1. 初回入院後 2 時間以内に死亡した患者 

2. 他の病院に当初入院したが、心臓の治療処置のために当該病院に紹介され、処

置後 24 時間以内に紹介元病院に戻った患者。 

3. 他の病院から心臓の治療処置のために当該病院に紹介され、その処置中または

直後（24時間以内）に同病院で死亡した患者。 

 

・組み入れ基準： 

1. 他の病院で心臓専門医による治療中であったが、AMI により（疑い例を含む）

当該病院に直接入院した患者。治療処置直後（24 時間以内）に他の病院に再紹

介された場合も含む。 

2. AMI による（疑い例を含む）初回入院先が当該病院であった患者。治療処置の

直後（24時間以内）に他の病院に紹介された場合も含む。 

3. 当該病院に入院したが、一旦他の病院に治療処置のため紹介され、処置後 24

時間以内に当該病院に再入院した患者。 

4. 当該病院に入院したが、一旦他の病院に治療処置のため紹介され、処置後 24

時間以内に死亡した患者。 

5. 原因にかかわらず死亡した患者。 
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15.2 指標：急性心筋梗塞による入院での院内死亡率 

 
1 施設以上の患者が含まれていますか？ はい 

# 
いいえ 

a 入院時に 65 歳未満だった AMI 患者について、報告年度の

院内死亡率が判明していますか？ 
はい 
いいえ 
*  
該当なし 
* 

AMI 患者の院内死亡率を登録するシステムがありますか？ はい 
いいえ  

無作為標本調査を実施しましたか？ 
 

 

母集団（説明）： 
 

 

標本サイズ： 
 

 

選択基準： 
 

 

分子：報告年度に AMI による入院中に死亡した 65歳未

満の患者数 
 

 

分母：報告年度に AMI により入院した 65 歳未満の患者

総数。 
 

65 歳未満の院内死亡率（自動計算）： ％ 
 
b 入院時に 65 歳以上であった AMI 患者について、報告年度

の院内死亡率が判明していますか？ 
はい 
いいえ 
*  
該当なし 
* 

  
無作為標本調査を実施しましたか？ はい 

いいえ 
母集団（説明）：  
標本サイズ：  
選択基準：  
分子：報告年度に AMI により院内で死亡した 65歳以上

の患者数。 
 

分母：報告年度に AMI により入院した 65 歳以上の患者

総数。 
 

65 歳以上の院内死亡率（自動計算）： ％ 
· 除外基準：説明を参照してください。  

説明：  
 *説明してください 
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15.3 説明：ペースメーカー植え込みの評価：体系的なデータ登録への参加 

 

オランダでは、毎年約 10,000 個のペースメーカーが埋め込まれており、このうち 7,000 個

は初回の植え込みです。ペースメーカーの植え込みは、オランダのほとんどの病院で実施

されています。この処置の も一般的な適応は、徐脈または心不全です。 

 

ペースメーカーの植え込みは、植え込んだシステムの感染やペースメーカーリードの移動

や破損など、種々の合併症に関連しています。合併症が生じると、早期の交換や入院の長

期化を招きます。連続したケアにおいては、心臓専門医、ペースメーカー技術者、専門看

護師やその他の医師（研修医など）など、複数の領域が関与しています。合併症のリスク

低減につながるため、連続したケアの調整は極めて重要です。視察団は、ペースメーカー

の植え込みに関するデータの登録および分析が、質の高いケアにとって重要であると考え

ています。 

 

15.3 指標：ペースメーカー植え込みの評価：体系的なデータ登録への参加 

 
ペースメーカーの植え込みについて、ケアの質に関する重

要なデータを登録するシステムが病院にありますか？ 
はい 
いいえ 
* 
該当なし 
* 

  
「はい」の場合、その登録をどのように行っていますか？  
1. DPR による登録6  
2. 外部のガイドラインを利用した独自の登録システム。こ

れに該当する場合、どのガイドラインを利用しています

か？ 

 

3. 院内で開発した独自の登録システム  
  
自分の病院のデータを外部基準と比較してモニタリングし

ていますか？（病院に通知している場合には、モニタリン

グを実施している国立センターへのデータ送付も含まれま

す） 

はい 
いいえ 
* 
該当なし 
* 

説明：  
 *説明してください 
 

                                                        
6 DIPR: Dutch ICD & Pacemaker registry: for information see www.dipr.nl 
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15.4 説明：心不全による再入院（ICD 10コード 150） 

 

以下のガイドラインにより、心不全患者の罹患率および再入院数が低下し、QOLが改善す

ることが期待されます。再入院率は、心不全の治療成功の指標となっています。 

 

心不全の定義：心臓のポンプ機能が不十分となった結果、身体活動に支障をきたし、正常

な機能に障害がある患者（NYHAクラス II～IV）。 

 

分子には、前回も心不全により入院して 12 週間前以内に退院していた、報告年度に心不全

により再入院した全患者が含まれます。これには、退院が報告年度以前であった患者も含

まれます。 

 

分母には、報告年度に心不全により入院した全患者数が含まれます。これは、この患者群

が同一ではないことを意味しています。このため、システム上の障害が生じ、すべての病

院で等しく問題となります。同じ患者が 1 回以上入院した場合、前回の入院から 12 週間以

内の入院をそれぞれ 1 回の再入院として計算します。 

 

・除外基準： 

 

‐心不全の根底にある原因の治療（ペースメーカー植え込み、心臓弁手術、冠動脈手術な

ど）を目的とした、外科的処置またはカテーテル留置のための心不全患者の待期的入院お

よび入院。 
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15.4 指標：心不全による再入院  

 
1 施設以上の患者が含まれていますか？ はい 

#  
いいえ 

a. 報告年度について、心不全により再入院した 75歳未満の患者数が判明

していますか？ 
はい 
いいえ 
* 
該当なし 
* 

b. 心不全による再入院を登録するシステムがありますか？ はい 
いいえ 

無作為標本調査を実施しましたか？ はい 
いいえ 

母集団（説明）：  

 
標本サイズ 調査：  
選択基準：  
分子：75歳未満の患者における退院後 12 週間以内の心不全による再入院数

（過去 12週間が対象）。 
 

分母：入院日が報告年度に当たる、心不全により入院した 75歳未満の患者

総数。 
 

75 歳未満の患者の割合（自動計算）： ％ 
・除外基準：  
‐心不全の根底にある原因の治療（ペースメーカー植え込み、心臓弁手

術、冠動脈手術など）を目的とした、外科的処置またはカテーテル留置の

ための心不全患者の待期的入院および入院。  

 

b 報告年度に心不全により入院した 75 歳以上の患者数が判明しています

か？ 
はい 
いいえ 
*  
該当なし 
* 

標本調査を実施しましたか？ はい 
いいえ 

母集団（説明）  
標本サイズ：  
選択基準：  
分子：75歳以上の患者における退院後 12 週間以内の心不全による再入

院数（過去 12 週間が対象）。 
 

分母：入院日が報告年度に当たる、心不全により入院した 75歳以上の患

者数合計 
 

75 歳以上の患者の割合（自動計算）： ％ 
・除外基準：  
‐心不全の根底にある原因の治療（ペースメーカー植え込み、心臓弁手

術、冠動脈手術など）を目的とした、外科的処置またはカテーテル留置

のための心不全患者の待期的入院および入院。 

 

説明：  
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16 脳血管障害 

 

脳梗塞（脳卒中）または出血の結果として脳血管障害（CVA）が生じることがあります。

オランダでは年間約 3 万人が初めて CVA を発症しています。2002 年には、このために

11,773 人 1が死亡しました。現在オランダでは CVA は死因の第 4 位であり、永続的障害に

至る原因の第 1 位です。その死亡リスクは脳梗塞より脳内出血の方がはるかに高くなって

います。多くの CVA 患者には、脳内の血管が遮断されたことによる脳梗塞がみられます。

脳梗塞を発症して数時間以内に血栓溶解療法を行うことができれば、ADL 機能が改善する

確率は高いものとなります。脳梗塞患者に対する一次救急体制の整備は、死亡率の低下に

つながると考えられます。 

 

16.1 説明：病院到着から血栓溶解療法までの所要時間 

 

血栓溶解療法は脳卒中の有効かつ安全な治療法です。しかし、発症から治療までの時間が

長くなるほど、その効果は低下します。つまり、患者を速く治療できるほど、よい結果に

つながると考えられます。したがってプライマリケア医は、病院への速やかな紹介が必要

であることを念頭におくことが重要です。血栓溶解療法を効率的に行える体制を整備する

こと、言い換えれば、患者が病院に到着してから治療を開始するまでの準備時間（door-to-

needle time「来院から治療までの所要時間」）の短さが、医療の質を示す適切な指標とな

ります。つまり基本的には、効率的な体制の整備により「来院から治療までの所要時間」

は 1 時間未満となります。 近発表されたある論文では、「来院から治療までの所要時

間」を短縮することは安全かつ実施可能であることが示されています 2。どうやら、多く

の臨床医にとっては 3 時間という限度が治療方針として重要なようです。例えば、患者が

速やかに病院に到着しても、「まだ時間の余裕がある」という理由で実際には準備時間が

長くなることがあります。対照的に、3 時間という限度に近づいたとき、突然にスピード

アップされる場合もあります 3,4。この指標を登録するため、入院後の治療時間（1 時間未

満、1～2時間、2時間以上）で患者グループを分けました。 

 
                                                        
1 National Public Health Compass, see www.nationaalkompas.nl 
2 Satrtin JA, Olson SE, Liu L, Raman R and Lyden PD. An Expedited Code Stroke Protocol is feasible 

and Safe. Stroke 2006; 37: 2935. 
3 Saver JL. Number needed to treat estimates incorporating effects over the entire range of clinical 

outcomes: novel derivation method and application to thrombolysis therapy for acute stroke. Arch Neurol 

2004;61:1066-1070. 

4 Hacke W, Donnan G, Fieschi C, et al. Association of outcome with early stroke treatment: pooled 

analysis of ATLANTIS, ECADD and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet 2004;363:768-774. 
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選択基準： 

脳卒中後に血栓溶解療法を受けた患者全員 

（DBC 治療コード 210（211, 212, 213）） 

 

16.1 指標：病院到着から血栓溶解療法までの所要時間 

 
含まれる患者が 2 カ所以上の施設にまたが

っていますか？  
はい いいえ 
# 

脳卒中後に血栓溶解療法を受けた患者の数

が判明していますか？ 
 

血栓溶解療法の準備時間に登録システムが

ありますか? 
 

無作為抽出調査を行いましたか?  
集団（詳しく）：  
症例数：  
選択基準：  
A：入院から 1 時間以内に血栓溶解療法を受

けた脳梗塞患者数 
 

B：入院から 1～2 時間に血栓溶解療法を受

けた脳梗塞患者数 
 

C：血栓溶解療法を受けた脳梗塞患者の総数  
D：梗塞患者の総数  
割合「1」（A/C）（自動計算）： % 
割合「2」（B/C）（自動計算）： % 
割合「3」（C－（A＋B） /C）（自動計

算）： 
% 

割合「4」（C/D）（自動計算）： % 
 # 説明してください。 
 *  各施設のデータを示してください。 
説明 

選択基準： 

脳梗塞後に血栓溶解療法を受けた患者全員 

（DBC 治療コード 210（211, 212, 213）） 



 70 

17 股関節骨折 

（ICD-9 コード 820; ICD-10コード S72.0、S72.1） 

 

股関節骨折は 50 歳未満ではまれで、通常は事故による重大な外傷によるものです。高齢者

（65 歳以上）では、転倒の頻度の上昇に伴って股関節骨折が起きています。2005 年には股

関節骨折により約 18,000 人が入院し、そのうち 15,500 人は 65 歳以上でした。 

 

17.1 説明：股関節骨折後 24時間以内に手術を受けた患者の割合 

 

文献から、入院から骨折手術までの所要時間は、その治療転帰に影響することが明らかと

なっています。入院から手術までが 24 時間以上である場合、深部静脈血栓症、肺塞栓症お

よび褥瘡といった合併症のリスクが増大します。明確な定義された登録を行うため、00.00

時から 24.00 時という「1 暦日」という言葉を選びました。つまり、23.00 時に入院した患

者は 25 時間まで、01.00 時に入院した患者は 47 時間まで手術の延長を認めることとしまし

た。 

 

高齢の股関節骨折患者の大部分に対し迅速に手術を施行する病院は優れた病院で、救急体

制が整っている施設です。骨折から手術までの時間が長いことは、患者の年齢や、関連疾

患の重症度（ASA 分類）が関係している場合があります。Dutch National Association of 

Trauma Centres（LVTC）が National Trauma Register（LTR）の調整を行っています。これ

は緊急入院したすべての外傷患者に関する匿名のデータベースです。実際のところ、すべ

ての股関節骨折患者は緊急入院です。 
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17.1 指標：股関節骨折後 24時間以内に手術を受けた患者の割合 
含まれる患者が 2 カ所以上の施設にまたがっていますか? はい いいえ 

# 
入院後 1 暦日以内に手術を受けた 65 歳以上の股関節骨折

患者の割合が、報告の対象年について分かっています

か？ 

はい いいえ該当せず 
       *    * 

分類が分かっていますか？ はい いいえ 
「はい」の場合：  
  
A：ASAスコアが 1～2 の患者  
分子：来院の 1 暦日以内に手術を受けた 65 歳以上の股関

節骨折患者の数 
 

分母：股関節骨折で来院した 65 歳以上の患者の総数（保

存的治療を含む） 
 

割合（自動計算）： % 
  
B：ASAスコアが 3～5の患者  
分子：来院の 1 暦日以内に手術を受けた 65 歳以上の股関

節骨折患者の数 
 

分母：股関節骨折で来院した 65 歳以上の患者の総数（保

存的治療を含む） 
 

割合（自動計算）：  
 * 説明してください。 
 #  各施設のデータを示してく

ださい。 
「いいえ」の場合：  
C.ASA分類不明の患者  
分子：来院の 1 暦日以内に手術を受けた 65 歳以上の股関

節骨折患者の数 
 

分母：股関節骨折で来院した 65 歳以上の患者の総数（保

存的治療を含む） 
 

割合（自動計算）： % 
  
D.登録システム  
股関節骨折の準備の登録システムがありますか? はい いいえ 
無作為抽出調査を行いましたか? はい いいえ 
集団（詳しく）：  
症例数：  
選択基準：  
  
E.LTR にしたがった登録  
分子：National Trauma Registration（LTR）のガイドライン

にしたがって登録された股関節骨折患者の数 
 

分母：股関節骨折患者の総数  
割合（自動計算）： % 
説明：  
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18 乳癌 

 

癌はオランダで も多い死因の 1 つです。人口の高齢化が進むにつれて、癌の有病率も上

昇しています。また 2010 年以降は、癌が も多い死因になると予想されています。 

 

癌患者の治療は複雑です。オランダでは、あまり有病率の高くない癌や特殊な癌（たとえ

ば造血臓器の癌、脳腫瘍など）は、大病院や特殊医療機関に集中することが多くなります。

一方で、その他の乳癌、前立腺癌、肺癌、大腸癌などは有病率が高く、原則的にはオラン

ダ国内のすべての病院で治療が可能です。効率的で患者中心の治療のためには、癌が疑わ

れる患者に対する治療を組織化することがきわめて重要です。このような治療のためには、

様々な治療法に関する情報を通して、また 終的に勧められる治療に対する賛成／反対意

見を通して、それに必要な診断を迅速かつ友好的に進める必要があります。診断および治

療法は可能な限りまで実現化され、様々な治療法に関する質の保証が守られているべきで

す。また、治療のあらゆる点で調和されているべきです。これを確実にするため、癌患者

（または、癌が疑われる患者）には診断と治療プロセスに関する特別な体制が必要で、関

係する専門家同士の組織的な協力が必須であることを覚えておく必要があります。これは、

集学的診療により可能であり、ときに専門外来も加わることがあります。 

 

癌の外科治療に関する限り、外科医の経験が生存率に大きく影響します。5 件の試験に基

づくあるフランスの総説では、乳癌の場合 低でも 1 人の専門家が 1 年に 20 件の手術を行

うことを提案しています 1。また、127 カ所の病院でほぼ 3 万人の患者を対象とした試験か

らは、病院の規模が生存率大きく関与することが明らかにされています。この研究では、

手術を年間 70 件以上施行している病院では、年間 35 件施行している病院に比べ、5 年生

存率が 7～9％高いという結果が得られました 2。上記に基づき、Association of Surgeons of 

the Netherlands（NVvH：オランダ外科学会）のワーキンググループは、乳癌の外科治療は

2 人以上の専門外科医の協力体制か、外科医 1 人あたりの担当が 大 50％である診療科で

行うべきである、と提言しています。このように医師を集中させる目的は、外科医の数を

制限することで彼らに 大限の経験を積んでもらうことにあります。経験のある医師が 2

人以上いることで、適切な時間内に手術をすることが保証されます。 

 

                                                        
1 l’Ínstituut National du Cancer: L’ínfluence du volume d’activité et de la formation des chirugiens en 

matière de chirugie des cancers. Revue systématique de la littérature. October 2005. 
2 Skinner KA, Helsper JT, Deapen D, Sposto R. Breast Cancer: do specialists make a difference? Ann 

Surg Oncol 2003:10（6）:606-615. 
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Inspectorate は、乳癌に関連して何らかの手術を行える外科医数を報告するよう求めていま

す。例えば、10 人の医師が協力体制をとるとして、4 人は乳癌手術の専門ですが、全員が

報告年度内に 2、3回の手術を行っているとすれば、報告される数は 10 人となります。 

 

18.1 説明：分類方針 

 

外科医に乳癌手術の経験が数回しかないからといって、必ずしも治療の質が劣るわけでは

ありません。これは、多くの手術を経験したからといって、質の高い治療ができるわけで

はないことと同じです。しかし、1 人の医師や研修医が腫瘍手術の経験をどのように積む

か、また、協力体制／診療科が外科医の経験レベルをどのように維持しているかは、医療

の質をみる指標となります。経験レベルの維持の組織化は、病院により様々な方法で実現

することができます。例えば、それぞれの外科医がその専門分野をもっているか、また複

雑な介入に対して共同で取り組んでいるか、などについて分類することで可能となります。

また、それぞれの外科手技について、一人の医師が 終的な責任を負うべきです。 

 

教育病院／大学病院では、分類の方針とともに、経験を積むことへの同意も重要です。こ

こで問うべき重要な点は、その監督が組織化されているか、また、研修中の医師が単独で

治療をする際の基準や安全上の問題は何かということです。 

 

定義： 

外科的治療の施行：主任外科医としての手術の 終責任を負い、研修医を補助し、監督役

として手術室内にいる者。 

乳癌：細胞診または組織診で確認された乳房の悪性腫瘍（上皮内癌を含む） 

 

18.1 指標：分類方針 

 
治療が 2 カ所以上の施設にまたがっていますか？ はい いいえ 

# 
外科の協力体制／診療科で乳癌の分類方針がありま

すか？ 
はい いいえ 該当せず 
        *    * 

分子：報告年度内で、1 回以上の乳癌手術を協力体

制／診療科内で行った外科医の数 
 

 

分母：力体制／診療科に所属する外科医の総数  
割合（自動計算）：  
報告年度内に乳癌治療を受けた患者数  
病院に認められている外科研修プログラムがありま

すか？ 
はい いいえ 

説明：  
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18.2 説明：初回乳房温存手術後に in situに腫瘍が残存していた患者の割合 

 

転移が確認されない比較的小さな腫瘍の場合には、2 種類の治療が考えられます。すなわ

ち乳房温存手術と乳房切除術です。乳房温存手術では、腫瘍周辺の健常組織の境界部を残

して局所的に腫瘍を切除し、乳房全体に放射線療法を行います。乳房温存手術の目的は、

美容的に 良の結果を得ながら、腫瘍を徹底的に取り除くことです。しかし、よい結果を

得るためには、乳癌の浸潤を適切かつ正確に診断することが重要な要素となります 3。例

えば腫瘍の浸潤を実際より大きく評価してしまった場合、健康な組織も大きく切除して美

容上好ましくない結果となります。反対に少なく評価してしまった場合は、腫瘍切除が不

完全となり、再手術が必要となります。ほとんどの乳房温存手術後の再発症例では、残存

腫瘍が局所的に増殖したことが原因になります。 

 

NABON 基準 4 によれば、乳房温存手術の 90％以上は十分に根治てきなものであるはずで、

したがって再手術は不要だと報告されています 5。しかし、多くの病院はまだこの基準を

実現しておらず改善の余地が多いことが、研究から明らかにされています 6。 

 

切除端に腫瘍組織の存在が認められることは、残存腫瘍の も重要な予測因子の 1 つです
7。癌登録システムでは、これは「腫瘍残存」として登録されます： 

                                                        
3 Eline Deurloo. Correlation of diagnostic breast imaging data and pathology: application to diagnosis and 

treatment（乳房画像診断データと病理の相関：診断と治療への応用）. Thesis University of 

Amsterdam 2005 
4 Dutch National Breast Cancer Consultative Committee （NABON：オランダ乳癌諮問委員会） 
5 Dutch National Breast Cancer Consultative Committee覚書。 The organisation of the diagnosis and 

treatment of breast pathology in the Netherlands 1999（オランダにおける乳癌病理の診断と治療の

体制） 
6 Van den Hurk CJG, Van de Poll-Granse LV, Tutein Nolthenius-Puylaert MCBJE, Roukema JA, Van der 

Sangen MJC, Nieuwenhuijzen GAP, Van den Eijnden van Raaij AJM, Coebergh JWW. Compliance with 

the Breast Cancer guidelines in the region of the South Netherlands Comprehensive Cancer Care Centre

（南オランダの総合癌センターにおける乳癌ガイドラインへの遵守率）, 2003/2004. Ned 

Tijdschr. Geneeskd 2006; 150: 963-8. [in Dutch]. 
7 Dutch Institute for Healthcare Improvement CBO / Association of Comprehensive Cancer Centres, 

EBRO guideline treatment of Breast Cancer（乳癌治療の CBO/EBROガイドライン）. Alphen aan 

den Rijn: Van Zuiden Communications 2005, Addendum Pathology. 

http://www.onciline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina,php&id=25207&richtlijn_id=500. 
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0＝腫瘍残存なし（切除端に腫瘍が認められない／根治手術と病理医が判断） 

1＝顕微鏡的腫瘍残存（切除端に腫瘍が認められる／根治手術ではないと病理医が判断し

たが、外科医は in situの残存腫瘍を認めない） 

2＝肉眼的腫瘍残存（外科医が in situの残存腫瘍を認める） 

X＝不明 

 

この指標は、上皮内癌および浸潤癌の両方に関する医療の質と強く関連しています。 

除外基準： 

‐乳房切除術 

‐再手術 
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18.2 指標：初回乳房温存手術後に in situに腫瘍が残存していた患者の割合 

 
含まれる患者が 2 カ所以上にまたがっていますか? はい いいえ 

# 
初回乳房温存手術施行患者の数が判明していますか? 
 

 

分子 1：悪性乳癌の初回局所切除後に癌組織が in situ
に残存していた患者数（腫瘍残存 1または 2）8 

 

分子 2：悪性乳癌の初回局所切除後に癌組織が in situ
に残存していたか不明である患者数（腫瘍残存 X）5 

 

分母：悪性乳癌の初回乳房温存手術を受けた患者の総

数 9 
 

割合 1（自動計算）： % 
割合 2（自動計算）： % 
除外基準：  
‐乳房切除.  
‐再手術.  
どのデータソースを使用しましたか? 癌登録システム 
 Palga 
 手術報告書 
 病理報告書 
 CTG 手順書 
 その他、具体的に 
説明：  

 

                                                        
8 CCC/病院の共同モデル合意に従い、臨床医はこの癌登録システムに分子となるデータを請求

することができる。 
9 CCC/病院の共同モデル合意に従い、臨床医はこの癌登録システムに分母となるデータを請求

することができる。病院の登録システムから入手できるのであれば、病院の分母とする: 

PALGA （乳癌検索システム）、 CTG 手技登録: 手術報告/CTG手技コード MST 

‐333914 r/l 腫瘍切除 

‐333915 r/l 腫瘍切除および腋窩リンパ節郭清（MST）  
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18.3 説明：院内情報システムまたは電子カルテにおける、術前・術後の複数診療科に

わたる乳癌診療結果報告の利用可能性 

 

癌患者の治療には、関連する様々な分野の専門家による、注意深くハーモナイズされたア

プローチをとる必要があります。外科的、放射線療法的および内科的介入を利用した治療

法が改善され、利用可能になるにつれ、多くの場合、診断直後の診療が望ましいことにな

ります。以前には、外科医による腫瘍摘出を手始めに、その後の集学的腫瘍ミーティング

の間に、後の治療に関する診療が行われるのが通常でした。しかし、このような状況は

徐々に、術前の集学的診療にとって代わられつつあります。すなわち手術は一次治療の選

択肢の 1 つではありますが、それと同様に、放射線療法（直腸癌）、放射線化学療法（進

行直腸癌／食道癌）、全身療法（進行乳癌）なども選択されるようになっています。この

ようにして集学的見地から作成された一次治療計画は、それぞれの治療期間の後に修正さ

れていきます。この修正では、治療効果に加えて腫瘍特性や患者の状態などのデータも考

慮することで、個々の患者の必要性に合わせた治療が可能となります。集学的癌治療にと

って重要な要素の 1 つは、関係者同士の報告と連絡を密にとることです。このことは、多

数の分野が関わる乳癌の診断と治療に特に当てはまります。 

 

多くの医療組織が、集学的診療の報告様式に独自に取り組んでいます。しかし、一般的な

病院情報システムではアクセスできず、電子カルテ自体やその旧システムともつながらな

いことが多くなります。 

 

この指標の基本前提：病院における腫瘍治療の連続性の中で適切な治療を行うためには、

電子カルテ（またはその病院の旧情報システム）で術前および術後の集学的診療報告が利

用できることが不可欠です。 
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18.3 指標：院内情報システムまたは電子カルテにおける、術前・術後の複数診療科に

わたる乳癌診療結果報告の可用性 

 
提供される治療が 2 カ所以上にまたがって

いますか？ 
はい いいえ 
# 

病院情報システムまたは電子カルテの形

で、術前の集学的乳癌診療報告（患者の必

要性に合わせて作成した治療計画を含む）

が利用できますか？ 

はい いいえ 
* 

病院情報システムまたは電子カルテの形

で、術後の集学的乳癌診療報告（修正した

治療計画を含む）が利用できますか？ 

はい いいえ 
 * 

説明：  
 * 説明してください。 
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19 白内障 

 

全世界の失明および視力障害の 50％は、白内障という眼疾患によるものです。白内障では

眼の水晶体が徐々に濁り、その結果視力が低下し、 終的に失明に至る可能性があります。

関連の視力障害のタイプと疾患の程度により、個人の生活の質（QOL）にもさまざまな影

響が生じます。白内障患者の数は 1971 年から 2000 年にかけて急増しました。白内障の有

病率は加齢に伴って急激に上昇し、45 歳未満での発症はまれです。人口統計学的調査によ

ると、白内障の人の数は 2000 年から 2020 年にかけても上昇し続けることが予想されます。 

 

白内障は、混濁した水晶体を人工レンズと置き換える手術によって治療することができま

す。2004年、オランダではこうした手術が約 130,000 件施行されました。 

 

19.1 説明：手術データの登録 

白内障手術の転帰と質についてさらなる洞察を得るには、手術データ（術前、術中、術

後）の登録と分析を 適なものとする必要があります。 

  

現在オランダでは白内障手術の登録方法が統一されていないため、合併症、再手術、処置

の適格性、病院の成績等によって転帰にどの程度の差が出るかはよくわかっていません。

オランダで白内障の手術を行った医師全員を対象に実施された 2005 年の調査によると、白

内障のデータ処理にコンピュータのプログラムを用いた医師は半数強にすぎませんでした

（回答率 72％）。白内障の手術は、感染症、網膜剥離、眼内レンズ偏位および出血などの

重度の合併症を伴う可能性があるため、合併症の記録が手術の登録の重要な要素となりま

す。 

 

合併症の登録と分析は、手術の合併症の原因を特定し将来これを予防しようとする取り組

みに寄与すると考えられます。 

 

以下の指標は、合併症の登録に関する質問が、術前、術中、術後の登録に分けて作成され

ています。 
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19.1 指標：手術データの登録 

 
治療が行われた施設は 2 カ所以上にまたが

っていますか？ 
はい 
# 

いいえ  

NOG ガイドラインに従い、白内障摘出術に

関するデータベースに合併症のデータを登

録していますか？ 

はい いいえ 
* 

該当なし 
* 

白内障摘出術の術前のデータを登録してい

ますか？ 
はい いいえ 

* 
該当なし 
* 

どの登録システムを使用していますか？ CPO 
EPD 
その他： 

  

白内障摘出術の術中のデータを登録してい

ますか？ 
はい いいえ 

* 
該当なし 
* 

どの登録システムを使用していますか？ CPO 
EPD 
その他： 

  

白内障摘出術の術後のデータを登録してい

ますか？ 
はい いいえ 

* 
該当なし 
* 

どの登録システムを使用していますか？ CPO 
EPD 
その他： 

  

説明：    
 * 説明してくだ

さい 
  

 

19.2 説明：片方の眼ともう一方の眼の手術の間に十分な待機時間がある患者の割合 

 

白内障の人には、通常両眼の手術が必要です。2 番目の眼の手術は、日常生活活動におけ

る患者の視機能と QOL に大きな利益をもたらします。その利益は、片方の眼の手術によ

る利益を大きく上回ります。 

 

もう一方の眼の手術に懸念がある場合は、1 回目の手術と 2 回目の手術との間隔を十分に

空けることで、2 回目の手術のために注意深い外科的指示を確立することが重要です。こ

の指示を行う際は、1 回目の手術の結果も考慮しなければなりません。 初の眼の手術の

終的評価は、術後 4 週後以降に行うべきです。 

 

患者の治療とサポート（手術の指示から術後のケアまでの）は、手術を行った医師が実施

あるいは監督することが望ましいです。 
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19.2 指標：片方の眼ともう一方の眼の手術の間に十分な待機時間がある患者の割合  

  
治療を 2 カ所以上の施設でまたがって受けた患者がいました

か？ 
はい いいえ 
# 

両眼の白内障の手術を受けた患者の割合は判明しています

か？また、これらの患者の 1回目の手術と 2回目の手術の間の

待機時間は 28 日以上ですか？ 

はい いいえ 該当なし 
 * * 

分子：報告年度に 1 回目の手術から 28 日以上間隔を空けて 2
番目の眼の白内障手術を受けた患者の数 1 

 

分母：報告年度に 2 番目の眼の白内障手術を受けた患者の総数
2 

 

割合（自動計算） ％ 
除外基準：年齢 50歳以下の患者  
説明：  

 
1 情報源である病院の情報システム、DBC の登録および CTG 手続き 

分子の情報源： 

‐母集団については分母の情報源を参照のこと 

‐手技を行った日時（Date 1）：報告年度内において、DBC に定義された 初の手技

0312431 を決定した. 

‐手技を行った日時（Date 2）：報告年度内において、DBC に定義された 2 回目の手技

0312431 を決定した 

‐Date 2 と Date 1の間は 28 日以上 

 
2 分母の情報源： 

‐DBC 11.554.31 または 11.554.32 または 11.554.33（2 回登録） 

‐年度内に報告された DBC 

‐また、手技 031241 を関連のある DBC に指定し、報告年度内に実施した 

‐並行した DBC は除外した 
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20 小児の手術 

 

小児に対する難しい手術、あるいはごく若齢の小児に対する手術は、小児外科病院で実施

するのが 適な場合があります。虫垂切除術のようなルーチンの手術は、原則的にすべて

の病院で実施することができます。 

 

20.1 説明：虫垂切除術後の在院日数 

 

術後の在院日数は、提供されたケアの質と関連する可能性があります。その正確な関連性

については、今後詳細な研究が必要です。術後の在院日数の長期化の背景には、合併症や

ケースミックス因子などの複数の原因が存在する可能性があります。 

 

20.1 説明：虫垂切除後の在院日数 

 
治療を受けた施設が 2 カ所以上にまたがっていた患者

がいましたか？ 
はい 
# 

いいえ 

報告年度に虫垂切除のために入院した 15 歳未満の小

児は合計で何人でしたか？ 
  

その患者群について、術後の入院期間（手術日と退院

の日を含む）は何日でしたか？ 
  

A平均：  日数 
B 短：  日数 
C 長：  日数 
D 中央値：  日数 
   
除外基準：   
‐15 歳以上の患者   
   
小児の虫垂切除症例の入院期間に関する登録システム

がありますか？ 
はい いいえ 

サンプル調査を行っていますか？ はい いいえ 
母集団（記述して下さい）：   
被験者数：   
選択基準：   
   
説明：   

 

#各部位に関する情報を詳細に記して下さい。 
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21 専門医のパフォーマンス評価 

 

医療の質の大部分は、専門医の業務の質によって決まります。このため、責任を伴う専門

的な治療は主に専門医の質に左右されると考えられています。病院の質も責任を伴う治療

に大きく関わっているからといって、この事実の重要性を否定するものではありません。

責任を伴う治療を決定付ける因子がどの程度統合されているかが個々の質より重要だとい

うことも、否定できません。言うまでもなく、基本指標の開発に関与するすべての機関が、

専門医の個人的な質を効果的・効率的に高める手段を是認すべきです。近年、そのための

重要なイニシアチブがいくつか実施されています。 

 

現在、専門医が各自のパフォーマンスを評価する際に用いるシステムが、少なくとも 2 つ

存在します。これらのシステムの一方、あるいは両方に参加することにより、責任を伴う

治療を提供する機会が増加します。このため、監査の基本指標についてこの項に指標を記

すこととします。 

 

Care Institutions (Quality) Act は、提供された治療の質の総合的な 終責任は病院の理事会に

あるとしています。したがって、IGZ は、人事考課面談がどの程度病院の質保証の方針に

基づいているかを見極めることが重要です。 

 

21.1 説明：年 1回の人事考課面談 

 

部門長と専門医が面談し、とりわけ責務に関連する各専門医のパフォーマンスを評価する

年 1 回の人事考課面談のシステムは、これまでも存在していました。 
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21.1 指標：年 1回の人事考課面談 

 
あなたの病院には、部門長（専門医）と個々の専門医

の間で実施される年 1 回の人事考課面談のシステムが

ありますか？ 

はい いいえ 該当なし 
 * * 

 *説明してください 
このシステムによる 初の面談は何年の何月に実施さ

れましたか（24 カ月以上前の場合は、「24 カ月以上

前」と回答して下さい）？ 

 

分子：報告年度の 12 月 31 日より前の 24 カ月間に年 1
回の人事考課面談を 1 回以上受けた専門医の数 1 

 

分母：報告年度の 12月 31 日より前の 24カ月間に病院

の職務を遂行した専門医の総数（雇用契約の形態は問

わない） 
 

 

割合（自動計算）： ％ 
  
説明：  

  

21.2 説明：専門医の個別パフォーマンス評価システム 

 

予備試験の成功後の 2008 年 4 月 21 日、OMS によって IFMS レポート（各専門医のパフォ

ーマンスに関する報告書）が公開されました 2。IFMS のモットーは、「専門医から専門医

のために」であり、各専門医のパフォーマンスの強化に焦点を当てています。この目的の

ため、専門医は、自分が CCMS（Central College Medical Specialists）に記されている 7 つの

主要な能力をどのように、またどの程度満たしているかに関するデータのポートフォリオ

を保持しています。さらに、専門医の状況も調査され、現場における責務の解釈次第では

患者も評価に関与します。これらのデータをもとに、同僚の専門医との人事考課面談が行

われます。 

 

21.2 指標：専門医の個別パフォーマンス評価システム 

 
2008 年 4 月 21 日付けの OMS の報告書の記載に従い IFMS を

すべて実施しましたか？すべて実施していない場合は、どの

ような変更を行ったか詳細に記して下さい。 

はい いいえ 該当なし 
 * * 

このシステムに従った 初の面談は何年の何月に実施されま

したか（24 カ月以上前の場合は、「24 カ月以上前」と回答し

て下さい）？ 

 

                                                        
1 この質問は個々の専門医に関するものである。24カ月間に 3 回面談を受けても 1 回と勘定す

る。面談を行った側の専門医は総数に含めない。 
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分子：報告年度の 12 月 31 日より前の 24 カ月間に年 1 回の人

事考課面談を 1 回以上受けた専門医の数 3 
 

分母：報告年度の 12 月 31日より前の 24 カ月間に病院の職務

を遂行した専門医の総数（雇用契約の形態は問わない）；分

母は指標 21.1 と同じ。 

 

割合（自動計算）： ％ 
IFMS の参加病院では、理事会は専門医の人数に関するフィ

ードバックを受けていますか？ 
はい いいえ 該当なし 
 * * 

説明：  
 * 説明してください 
 

21.3 説明：専門医のパフォーマンス不良 4に対する措置 

 

IGZ の職務の原則は、治療に対する患者の正当な信頼を守ることです。患者は、どこの病

院においても、パフォーマンスが不良な医師から無責任な治療を受けることがないという

信頼感を持てなければなりません。 近 IGZ は、病院の専門職員のパフォーマンス不良に

関する施策への洞察が不十分だったとの批判を受けています。IFMS の報告書は、専門医

のパフォーマンス不良に関する問題を解決するために、病院は妥当な措置を講じなければ

ならないと述べています。IGZ はしばしば、パフォーマンス不良が認められるにもかかわ

らずこれに対処するための措置が取られていない状況を目にしています。このため、パフ

ォーマンス不良が疑われる各々の事例において、こうした措置が実際に取られているかど

うか質問する必要があります。IGZ は、パフォーマンス不良はもちろん望ましくありませ

んが、これを認識できないことは無責任であると考えています。IGZ は、病院からの報告

をもとに、パフォーマンス不良に対し取られている措置を評価することができ、また評価

する必要があると考えます。 

                                                        
2 http://orde.artsennet.nl/url/?url=AMGATE_6059_397_TICH_R2087051227327008 
3 この質問は個々の専門医に関するものである。24カ月間に 3 回面談を受けても 1 回と勘定す

る。面談を行った側の専門医は総数に含めない。 
4 「患者が危害を受けた、あるいは危害を受けるリスクがあり、関与する医師がもはや問題を

解決する立場にない、あるいは解決する意思のない無責任なケアの構造的状況」 
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21.3 指標：：専門医のパフォーマンス不良に対する措置 

 
病院は専門医のパフォーマンス不良に対し

措置を講じていますか？  
はい いいえ 
 * 

その措置は、専門医のパフォーマンス不良

が疑われる事例ごとに実施されています

か？ 

はい いいえ 
 * 

説明：  
 *説明してください 
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付録 
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頻出用語の定義 

 

患者 

診断または治療のために専門医または病院の職員による治療を受ける個人。治療は、日中

の外来受診時あるいは病院の入院中に実施されます。 

 

有病率 

特定の期間に特定の疾患に罹患している人の集団に占める割合 1 

 

点有病率 

特定の時点に特定の疾患に罹患している人の集団に占める割合 2 

 

発生率 

特定の期間に集団内に発生した（新たな）疾患の症例数 3 

 

報告年度 

2009 年 1月 1 日から 12月 31日まで 

                                                        
1 Belgian Ministry of Health http://www.health.fgovbe.vesalius/factory/publication/decubitus 
2 Belgian Ministry of Health http://www.health.fgovbe.vesalius/factory/publication/decubitus 
3 Belgian Ministry of Health http://www.health.fgovbe.vesalius/factory/publication/decubitus 
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2009 年の基本指標の変更点（2008 年との比較） 

 
No. 指標 

変
更
さ
れ
て

い
な
い
質
問

 

修
正
さ
れ
た

質
問

 

割
愛
し
た

 
質
問

 

新
規
の
質
問

 注釈 

1 褥瘡      
1.1 病院全体の褥瘡の点有病率 X     
1.2 均質な患者集団における褥瘡発生率  X   股関節骨折に関する質問に関する

部分を削除 
2  栄養失調      
2.1 病院における栄養失調のスクリーニング X     
 A成人 X     
 B 小児 X     
2.2 栄養失調の治療 X     
 A股関節全置換術を受ける重度栄養失調の成人に対する栄養失調の治療 X     
 B 成人の栄養失調の治療 X     
 C 小児の栄養失調の治療 X     
3 医薬品の安全性監視      
3.1 細胞増殖阻害薬の依頼に関するデータの完全性  X   本文の処方に関する説明を修正 
3.2 細胞増殖阻害薬の出庫 X     
4 医療 ICT      
4.1 電子データおよびプロセス支援 ICTの利用可能性 X     
 A 電子データの利用可能性 X     
 B プロセス支援 ICTの利用可能性 X     
5 院内感染      
5.1 院内感染サーベイランス X     
6 合併症の登録      
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6.1 合併症の登録  X     
7 術後の疼痛      
7.1 標準化された疼痛評価を実施した術後患者の割合（パーセント） X     
7.2 術後 72 時間以内に疼痛スコア 7 を超える痛みを経験した患者の割合 X     
8 危険性が高いインターベンションの件数      
8.1 腹部大動脈瘤手術件数 X     
8.2 食道癌切除術件数 X     
9 胆嚢摘出術      
9.1 胆嚢摘出術後の胆管の損傷   X   
10 結腸直腸手術  X   標題を変更 
10.1 結腸直腸手術後の緊急再手術  X   定義を修正 
10.2 Dutch Surgical Colorectal Audit（DSCA）への参加    X  
11 手術のキャンセル      
11.1 待機手術前 24 時間以内の手術キャンセル率 X     
12 集中治療      
12.1 集中治療のレベル認定 X     
12.2 院外質保証機関によるレベル分類の確認  X   「はい」の場合、「年度」を追加 
12.3 ICUの登録集中治療専門医数（常勤換算）  X   標題を「ICU に勤務する正規職員

である登録集中治療専門医の総

数」に変更し、本文の正規職員に

関する記述を修正 
12.4 ICUにおける患者 1 人あたりの人工呼吸時間 X     
12.5 NICE への参加およびデータの提供 X     
13 妊娠      
13.1 帝王切開率（予想される割合に対する；VOKS パーセンタイル） X     
14 糖尿病      
14.1 糖尿病患者における平均 HbA1c 値 X     
14.2 糖尿病患者の眼科検査 X     
15 心臓病      
15.1 心臓外来での初診後 1 年以内の死亡率  X   分子と分母の記述を修正 
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15.2 急性心筋梗塞による入院での院内死亡率 X     
15.3 心不全外来   X   
15.3 ペースメーカー植込みの評価    X  
15.4 心不全による再入院 X     
16 脳血管障害      
16.1 病院到着から血栓溶解療法開始までの時間  X   治療を受けた時間帯（入院後 1 時

間以内、1～2 時間の間、2 時間以

降）に従って患者を分類 
17 股関節骨折      
17.1 股関節骨折後 24 時間以内に手術を受けた患者の割合  X   説明の 後の項を変更 
 A ASA分類 1～2 の患者  X   保存治療を削除 
 B ASA分類 3～5 の患者  X   保存治療を削除 
 C ASA分類が不明の患者  X   保存治療を削除 
 D LTR に従った登録システム    X  
18 乳癌      
18.1 分類方針  X   研修方針の組織化に関する質問を

削除 
18.2 初回乳房温存手術後に in situに腫瘍が残存していた患者の割合 X     
18.3 院内情報システムまたは電子カルテにおける、術前・術後の複数診療科に

わたる乳房診察結果報告の利用可能性 
   X  

19 白内障      
19.1 手術データの登録 X     
19.2 片方の眼ともう一方の眼の手術の間に十分な待機時間があった患者の割合 X     
20 小児の手術      
20.1 虫垂切除術後の在院日数  X   選択基準「入院日」を「手術日」

に変更 
21 専門医のパフォーマンス評価      
21.1 年 1 回の人事考課面談    X  
21.2 専門医の個別パフォーマンス評価システム（IFMS）    X  
21.3 パフォーマンス不良に対する措置    X  
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