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研究要旨 
 アメリカでは、1990 年代後半に医療現場における患者の安全確保や、医療の質向上への関心

が高まった。そして、質の向上を目指して臨床指標データを収集し、その結果を公開する制度の

導入、さらに臨床指標を基に評価された医療の質に応じて診療報酬を支払う pay for 
performance（P4P）の概念へと展開してきた。本研究では、アメリカにおける医療の質向上の

取組みと P4P プログラムの現況について概観した。 
 主要な P4P プログラムでは多くの領域でパフォーマンスの改善がみられ、プログラムは順調

に運用されていた。また、少量の付加的なボーナスという位置付けから、支払いの重要な部分を

占める Performance Based Contract への展開も検討されていた。 
 医療の質向上の組織的な取組みを基盤とした、P4P プログラムにおけるパフォーマンス測定の

方法や収集されたデータの公開方法、さらに測定されたパフォーマンスの診療報酬への反映方法

は、わが国への P4P プログラム導入を検討する際に有益な知見となると考えられる。 
 

A．研究目的 
 アメリカでは、1990 年代後半に医療現場にお

ける患者の安全確保や、医療の質向上への関心

が特に高まった。Institute of medicine（IOM）

は、1999 年の報告書 To Err is Human におい

て、国家的な課題として患者安全の確保と、医

療の質向上の必要性を明確に提示した。そして

2001 年の Crossing the Quality Chasm では、

提供されてしかるべき医療と、実際に提供され

ている医療の間に大きな乖離があることを示し、

保健医療提供システムのすべてのレベルにおい

て変革が必要であることを指摘した。特に医療

の質に応じたインセンティブの創出と導入、質

の改善や説明責任、利用者の選択に役に立つ情

報の整備を提言した。これらの報告は、医療機

関の医療の質向上への取組みに大きな影響を与

えただけでなく、州および米国連邦政府の政策

にも影響を与え、質向上を目指して臨床指標デ

ータを収集し、その結果を公開する制度の導入、

さらに臨床指標を基に評価された医療の質に応

じて診療報酬を支払う pay for performance
（P4P）の概念へと展開してきた。 

The Integrated Healthcare Association
（IHA）は P4P 推進を支援する非営利組織であ

り、毎年 National Pay For Performance 
Summit（P4P Summit）を主催している。 

ベストプラクティス病院として表彰されてい

る病院を訪問し、医療の質向上の取組みと質評



価指標の活用に関して報告する。また、IHA の

活動、P4P Summit を利用した関係者のヒアリ

ング調査の報告を中心に、米国における医療の

質に基づく支払いの現況について報告する。 
 
B．研究方法 
 病院訪問調査、関係者のヒアリング調査及び

文献調査を行った。 
 
C．研究結果 
 
Ⅰ 病院訪問 
米国における医療機関の運営には、標準的な

方法と内容の医療の質評価を実施することは、

必須の事項となっている。すなわち、The Joint 
Commission（JC）による病院機能評価を受審

し、認定を受けなければ、CMS の支払いを受け

ることができず、民間医療保険組織からも指定

されないからである。また、Hospital Compare
をはじめとする病院評価指標の統計的及び個別

のデータが Web で患者や一般市民にも公開さ

れているからである。 
【訪問施設】 
訪問した病院や組織は、医療の質および組織

運営の質の評価が極めて高く、多くの賞を受賞

している。 
訪問施設は、Mayo Health System、Johns 

Hopkins Hospital、Boston Medical Center、
Brigham and Women's Hospital の４病院、と

IHI(Institute for Healthcare Improvement)で
ある。 
 
[Mayo Health System] 

Mayo Clinic Group は、Mayo Clinic、Mayo 
Clinic in Arizona, Mayo Clinic in Florid, Mayo 
Health System の 4 つの組織がある。Mayo 
Clinic は Academic Based care, Mayo Clinic in 
Arizonaと Mayo Clinic in Floridは Academic 

& Community Based care, Mayo Health 
System は Community Based care を特徴とし

ている。 
 Mayo Health System は、Luther Midelfort
の他に 3 病院、１５診療所、薬局、在宅医療、

３ナーシングホームを運営し、4200 人の職員が

いる。 
 基本理念は、患者の要望第一とすることであ

る。尊重、整合性、チームワーク、卓越性に価

値を置いている。 
 質に関する取組みの経緯は、 
1990 年前には、質評価指向で、医療職の改善活

動への参加は少なく、改善の一定の方法はなか

った。 
1990 年代から、臨床指標として,主要な戦略目

標を設定し、Juran トレーニングを導入し、IHI
の質のパートナーとし、専用の資源を投入し、

全員に主要なトレーニングをさせ、改善サイク

ル（PDSA）、統計的プロセス管理を導入してい

る。 
2000 年代には、経営層に展開し、IHI と協同で

参画し、風土を明確にし、各部署や個人に目標

を設定し、シックスシグマ手法、ボルドリッジ、

Lean、その他を導入している。 
 成果指標は、診療成績、患者指向、財務及び

市場指向、業務指向、プロセスの効率性、リー

ダシップに関する成果である。 
 
[Johns Hopkins Hospital] 
 業務改善の教育プログラムを持ち、PDSA を

強調している。すなわち、何を成し遂げようと

しているか、変化が改善になることを如何に知

るか、改善につながるどんな変化を起こせるか

と考える方法である。 
 改善の指標のサンプルとして、 
１臨床指標（臨床成績、患者安全）では、 
①心不全患者が自宅への退院するときに指示書

又は活動レベルや食事に関する指示書、処方を



持たせる、次回外来予約、体重モニター、症状

悪化時の対応（プロセス指標） 
②15 日の予期しない再入院率（成果指標）、③

院内感染率（成果指標）、④肺炎入院患者への抗

生剤投与の適時性（プロセス指標）、⑤入院患者

の転倒受傷率（成果指標）、 
２サービス提供（仕事場の質、患者満足）では、 
①職員満足度（成果指標）、②物流評価（プロセ

ス指標）、③職員 100 人あたりの受傷による損失

日数（成果指標）、④入院患者満足度（成果指標）、

⑤患者の苦情（成果指標） 
３財務の視点（財務成果、診療報酬）では、 
①平均在院日数（成果指標）、②Casemix index
（成果指標）、③日当点（成果指標）、④ 
４基盤整備（アクセス） 
①Red alert hours（外来処置キャンセル率）（成

果指標）、②Yellow alert hours（手術開始時間

遵守率）（成果指標）、③HAL 中止率（外科処

置）（成果指標）、ED 外来患者数（成果指標） 
 医療の質革新センターは 2002 年に設置され

た。各職種が改善の努力をし、データを収集し、

ベストプラクティスを実践し評価する。ツール

やトレーニングプログラムを開発し,全世界の

病院を支援している。コンサルティング・サー

ビスとして、リーダシップと戦略、患者安全の

改善、プロセス改善とプロジェクト・マネジメ

ント、卓説した成果を動機付けるための成果の

評価と指標の活用がある。 
 
[Boston Medical Center] 

Boston Medical Center626 床、職員数 4765
（常勤換算）、年間退院患者数 29411、外来患者

数 803705、救急患者数 129169 
成果改善として、同僚評価、インフルエンザ

及び肺炎ワクチンプログラム、転倒/転落防止、

投薬の適切性、先進医療の計画、患者満足度調

査を行っている。 
Boston Medical Center は、低所得者層への

医療の典型であり、他の訪問先との対照で大き

な意義がある。 
低所得者対象の BMC HealthNet Plan という

独自のマネージドケア組織(MCO)を運営し、州

を超えて 25 万人の会員を擁している。2009 年

度は全米第 2 位の評価を得ている。 
BMC HealthNet Plan の質向上の使命は、臨

床指標の成果、評価指標を測定して、会員の健

康状態の改善を促進し、会員の満足度を挙げる

ことである。継続的質向上（CQI)の手法を取り

入れている。また、地域の MassHealth（MCO）

と連携して質指標を評価している。 
Health Plan Employer Data and 

Information Set (HEDIS) は 、 National 
Committee for Quality Assurance (NCQA)の
提示にしたがって、ヘルスプランや MCO の成

果の評価指標や報告を標準化するために全国的

活動をしている。 
HEDISが報告する評価指標は以下の通りであ

る。 
①乳がん検診（年齢 51-64）、②子宮頸がんのス

クリーニング、③産前産後のケア、④産前の診

察回数、⑤MCO 登録時の妊婦週数、⑥抗うつ薬

の管理、⑦精神疾患の入院後のフォローアップ 、
⑧精神入院患者数と平均在院日数、⑨デイケア、

入院、外来の精神疾患患者の割合、⑩薬物依存

患者の入院利用率と平均在院日数、⑪デイケア、

入院、外来の薬物依存患者の利用率 
 
[Brigham and Women's Hospital] 

Brigham and Women's Hospital では、

Dana-Farber Cancer Institute の乳がん患者へ

の抗癌剤誤投与による死亡事故を契機に、2 つ

の病院の入院を Dana-Farber Cancer Institute
に統合して 1 つにし、薬剤管理も統合して運営

している。 
 Clinical Excellence Center（CCE）が、

Brigham and Women’s Hospital の質と安全性



の向上の目的がある。CCE の副理事長である

Michael Gustafson, MD, MBA が 、

Dana-Farber Cancer Institute と両施設の質に

関する代表を務めている。 CCE は、①分析と

計画、②意思決定支援の仕組み（DSS）、③成果

改善,④質のプログラム、⑤安全チームの 5 つの

グループから成る。 
 
[IHI(Institute for Healthcare Improvement)] 

IHI(Institute for Healthcare Improvement)
は全世界的な改善促進を目指している。1986 年

の設立以来現在までの活動の経緯を、①啓蒙期、

②教育期、③協同改善期、④再構築期、⑤運動

期、⑥広範展開期に区分している。 
IHI は以下の 9 つに価値を置いて活動してい

る。 
①壁の撤廃、②迅速性、③健康と医療に集中

する、④ボランティア重視、⑤顧客指向、⑥正

直、⑦透明性、⑧秩序、⑨賞賛と感謝 
IHI は、自組織が何であり、何を成し遂げな

ければならないか、何ができるかを検討し、

2008 年から 2010 年までの組織の戦略計画を、

①動機付け、②革新、③成果、④仕事の喜び、

⑤長期に亘る活性化、としている。その現れと

して、IF(IHI Future) Project を立ち上げ、夢を

語り、実現に向けて活動している。 
臨床指標とは別に、組織全体の指標（Whole 

System Measures：WSM）があり、その評価

指標の多くは確立されているが、一部では、試

行の後に精緻化している。 
 
【医療の質評価指標への医療機関の対応】 

医療の質評価指標、とくに、臨床指標に関す

る質問への共通する回答は以下の通りである。 
① 独自の指標を設定するよりも、JC や各臨床

専門分野（学会・疾患）の指標を用いている。 
② 専任の担当職員を配置、あるいは外部の支

援を受けている。 

③ コンサルテーション会社あるいはコンサル

タントと契約し、専用の情報システム（アプリ

ケーション）を導入している。 
④ 品質管理の考え方、手法を導入しているこ

と。とくに、TOYOTA 方式を強く意識している。

シックスシグマからリーンシグマあるいは

Lean を導入している。 
⑤ チームを意識した活動を展開している。改

善活動を利用している。 
⑥ 質評価の仕組み構築および運用に関して、

IHI と連携している。 
⑦ 薬剤の安全管理や臨床検査室の効率化に関

する取組みが多い。 
 
Ⅱ 成果に基づいた支払い（P4P） 

 
P4P Summit は今回で５回目である。参加者

は約 500 名で、多くはアメリカ国内からの参加

であったが、アメリカ以外に日本、ドイツ、イ

ギリス、ブラジルなど 8 カ国からの参加があっ

た。参加者の所属は研究機関のほか、民間医療

保険者、臨床医グループ等の医療提供者、保健

医療情報システム企業等であった。 
 講演形式のプレゼンテーションの他、パネル

ディスカッションにより、先駆的な研究者や政

策策定者、P4P 運営者による情報提供、ケース

スタディなどが紹介された。また 6～8 のテーマ

に会場を分けて討議を行うセッションも設定さ

れ、各会場で活発な意見交換が行われていた。

以下に主要な発表について概要を示す。 
 
【米国内の主な P4P プログラムの状況】 
・IHA による P4P プログラム 
 カリフォルニア州の非営利組織、IHA による

P4P プログラムはアメリカ国内でも先駆的であ

る。2003 年から始まった IHA による P4P プロ

グラムには 2010 年現在、7 つのヘルスプラン、

229 の臨床医グループに所属する 3 万 5 千人の



臨床医が参加し、およそ 1,050 万人の HMO 加

入者をカバーしていて、これはアメリカ国内最

大規模である。 
 IHA が用いるパフォーマンス測定項目は、毎

年改訂されていて、例えば 2003 年には臨床、

患者による経験、情報技術への投資の 3 要素か

ら構成されていたが、2010 年の最新版では医療

の質、患者による医療の評価、情報技術の活用、

糖尿病ケア、効率化の 5 要素に拡大している。

測定する指標数も当初の 25 から 67 となった。 
 プログラム開始 6 年目である 2008 年のプロ

グラムの結果では、ほとんどの指標でパフォー

マンスの改善がみられた。 
 何らかの形で P4P を実施することは、現在で

はコンセンサスが得られている。今後は、少量

の付加的なボーナスという位置付けから、専門

家への支払いの重要な部分を占める

Performance Based Contract への展開を検討

している。そのための要素として、(1)質に関す

るデータ収集と公開の継続、(2) 質指標の改修、

(3)HMO の保険料上昇率抑制（消費者物価指数

のインフレ率との同等化）、(4)ケアのコストに

関する指標の追加、(5)効率性の測定における例

外の除外、(7)インセンティブの割合を現在の

3％から 2016 年までに 10％とする、(8)インセ

ンティブに用いる指標を質で調整する、といっ

た事項が検討される必要がある。 
  
・Premier による QUEST 
 CMS と Premier によって 2003 年から 2006
年まで試行された P4P プログラム Hospital 
Quality Incentive Demonstration （HQID）は、

2007 年から Premier による QUEST へと引き

継がれた。QUEST には全米の 150 以上の病院

が参加し、医療の質、効率性、医療安全、患者

満足度の 4 領域の指標が測定されている。 
 QUEST 参加病院では、他の Premier 関連病

院に比して各領域の指標が向上していることが

報告された。また、今後のパフォーマンス測定

領域として、救急医療、ケアのコストと無駄か

らみた効率性、ケアコーディネーション、外来

診療などが挙げられた。 
 
・ブルークロスブルーシールドミシガンの事例 
 ブルークロスブルーシールドミシガンは州の

45％のシェアを持ち、州内ほぼすべての医療機

関と取引があり、各病院との関係も深い。出来

高払いの限界として、住民視点の欠如、提供シ

ステムの断片化、ヘルスケアプロセスを重視す

る視点の欠如、弱いプライマリケア基盤、臨床

指標データセットの欠如といった事項が整理さ

れ、より高い良質な医療の提供を目指して P4P
が導入された。 
 導入の第 1 段階では、州と国のスコアを比較

し、その結果に基づいて報酬を支払う方針を定

め、各病院に周知した。第 2 段階では、各病院

に対してスコア向上への財政的な支援を行った。

第 3 段階において、個別の病院のパフォーマン

スに応じて報酬を分配した。 
 成功要因として、加入者の帰属（全てのブル

ークロスブルーシールドミシガンの加入者をい

ずれかの病院に割り当てた）、加入者情報に基づ

く質の高い病院データ、医療提供者のプログラ

ムへの関与と教育などが挙げられた。 
 
【その他の支払い方式の状況】 
・人頭制による支払い 
 カリフォルニアで人頭制を導入している臨床

医グループ HealthCare Partners の Regional 
Medical Director が、所属グループの現況につい

て報告した。 
 グループの診察対象患者の 62％は高齢者であ

り、その多くは 2 つ以上の慢性疾患を抱えてい

る。入院患者の 75％は慢性疾患によるものであ

り、家庭医療による支援も行っている。 
 人頭制を運用する上で重要な事項として、(1)



年間のインフレーションを踏まえたうえでコス

トに基づいて適切な支払いがなされること、(2)
十分な対象患者数を持つこと、(3)すべての専門

家との連携を構築すること、(4)医師がリーダー

シップをとること、(5)情報技術を有効活用する

ことなどが挙げられた。 
 また経験上、頻繁な救急受診と入院を減らす

ことがポイントであり、情報技術を活用して十

分にコーディネイトされたケアを提供すること

が重要であることが指摘された。 
 
・1 件ごとの包括支払い 
 IHA は 2009 年から特定の手術について、疾

病を単位として専門治療と施設サービスの費用

を支払う、1 件ごとの包括支払い（bundled 
episode payment）を試行的に行っている。こ

の試行プログラムでは、医療資源の効率的な使

用が促進されるか否か、また医療提供者と医療

保険者、患者で費用抑制がみられるかどうかが

検討されている。 
 支払い上の特徴は、(1)臨床医グループを単位

とした単一価格による支払い、(2)同一のエピソ

ードに対する同一クリティカルパスの利用、(3)
支払い価格は提供者グループと交渉をして決め

るためグループごとに異なる、などである。 
 試行プロジェクトの対象となっている骨関節

炎.の入院医療費は全米（$18,000）と比較してカ

リフォルニア州では低い（$13,200）ことが紹介

された。 
 
【質改善への取り組み】 
・トヨタ生産方式を導入した事例 
 Virginia Mason Medical Center（VMMC）では

2000 年に生き残りへの方策やヴィジョンの欠

如といった局面を迎え、その解決策としてヴィ

ジョンやミッション、ストラテジーの再整理を

行い、トヨタ生産方式を導入した。 
 導入に際して、7 つの無駄（overproduction、

transportation、over processing、inventory、
motion、defective products or poor quality、
engineering）の排除が目標とされた。導入後は

医薬品在庫や経費の削減、平均在院日数の減少

に成功し、また Leapflog のベンチマークでも成

績が向上したことが報告された。 
 
D．考察 
１ 質向上、安全確保、チーム医療の展開、効

率化、経営の安定のためには、組織的取組みが

必要であることが医療機関の全職員に認識され

つつある。 
２ 主要な P4P プログラムでは、参加病院にお

ける医療の質に関する指標の向上がみられるな

ど、各プログラムは順調に運営されていると考

えられる。また、IHA による P4P プログラムで

はインセンティブ額の拡大も検討されており、

パフォーマンスの測定とデータの公開、P4P プ

ログラムの運用は、今後も他の支払い方式と調

和をとりながら継続すると考えられる。 
 
E．結論 
 いかに効率的かつ効果的に標準的な質評価指

標を設定し、全国的に展開するかが課題である。 
P4P プログラムにおけるパフォーマンス測定

の方法や収集されたデータの公開方法、さらに

測定されたパフォーマンスの診療報酬への反映

方法は、わが国への P4P プログラム導入を検討

する際に有益な知見となると考えられる。 
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