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研究要旨  
目的：イギリス・フランスにおける医療の質の評価手法(データ収集・リスク調整、臨床指

標、経営運営面での影響等)や施策の背景（規定する法規、施策導入過程の経緯、施

策概要、社会的影響）を調査する。 
方法：2009 年 9 月 24・25 日にフランスにおいてフランス保健省（Ministere de la santé et 

des sports）の医療機関の質と安全局と HAS: Haute Autorité de santé (French 
National Authority for health)を、2009 年 9 月 30 日に英国で Nottingham 

PRIMIS+ Annual Conference に参加し、10 月 1 日に University of Manchester、
National Primary Care Research and Development Centre (NPCRDC)の Dr. 
Helen Lester をそれぞれ訪問しインタビューを行った。  

結果：I フランス訪問 
１）医療の質を測定する施策の背景: 院内感染症の増加が報告され医療の質への関心が高ま

った。最近の調査でも、医療の質の向上は、医療費や医療のアクセスの改善よりも

患者からのニーズとして関心が高いと報告されている。医療の質はお金で代われな

いものある。 
２）QI について：院内感染関連 QI 作成より始まった。2003 年患者の被害者団体から診療

改善の要請があり着手、2006 年 6 月院内感染の調査を 2835 の医療機関（公立・民

間）で公衆衛生監督機関が行った。HAS: Haute Autorité de santé (French National 
Authority for health)によって、院内感染症関連 QI（ICALIN）が作成された。これ

らを、院内感染 QI として導入して全国病院で調査を、行った。この調査は、

COMPAQH（Coordination de la mesure de la performance pour l'amélioration de 
la qualité hospitalière）が行い、医療機関の反応や、導入する indicator のFeasibility
調査、取得したデータの信憑性の確保を行った。 

３）QI の公開と社会への影響：インターネットなどで全病院の QI 指標にアクセスできる。

PLATINE（Plateforme d'informations sur les établissements de santé ）がそれを

提供・担当している。患者満足度が高く安全性が高いと受診する患者が多くなるの

で、それが動機付けになると考える為、結果に対する経済的インセンティブは必要

ないと考えている。 
４）QI の今後の内容について：2006 年に院内感染を中心とした５つの QI。2010 年に次の

新しい QI を作成導入する予定である。それらは、痛みコントロール・心疾患・麻酔

の品質・カルテの品質・退院報告書がかかりつけ医に送付されるまでの期間である。 
II. イギリス訪問 
１）Nottingham PRIMIS+ (Primary Care Information Services) Annual Conference：

2000 年に設立され、プライマリケア機構(primary care organizations)がコンピュー

タシステムを効果的に利用して患者ケアの改善をおこなうことを手助けするサービ

スを行っている。毎年カンファレンスは Nottingham 大学が主に主催している。 
２）Information Centre について:  

2005 年に設立され、主な役割は、診療データ（health and social care information） 
を収集・蓄積して他施設に提供。質を高く保ち、全国レベルで包括的データを他の 
施設のために管理することであり、年間 900 回以上の依頼があるとのこと。 

３）Care Quality Commission (CQC)について: 2009 年 4 月に設立された。今までの 3



つの団体を統合。9 つのエリアに分かれている。主な役割は、医療施設の登録・評価。

とくに患者の安全が中心、それほかに、アウトカム評価・患者の期待、患者の独立

(independence)健康・QOL などを重視している。 
４）QOF (Quality Outcome and Framework)について：2003 年より NICE（National 

Institute for Health and Clinical Excellence）が作成。予算は年間￡10 億であり、

QOF は GP の給料の約 25%を占める。GP の参加は voluntary だが、98%以上参加

しているとのこと。QOF 導入の背景は、政府レベルでの変化（医療の質は最も重要

視）、研究レベル（質の測定方法の確立）、医師レベル（質を評価・公表することの

理解・経済的インセンティブ）の 3 つが挙げられていた。 
５）Clinical QI：数（2009 年）は、合計 134 (Clinical domain 86, Organization 36, Patient 

Experience 3, Additional Services 9)で、QI の作成法：Stage1 ガイドラインを基

にした情報収集（NICE） → Stage2 プライオリティを決める （NICE） → 

Stage3  Piloting (NPCRDC/YHEC/IC) →  Stage4  Validating (NICE) → 

Stage5  Change （DoH） 
６）QOF 導入の効果と問題点について―Dr. Helen Lester （National Primary Care 

Research and Development Centre ,University of Manchester）のインタビューよ

り：効果としては、医療の質の向上、データのクオリティの向上、医師をコンピュ

ーターになじませた。問題点は、始めの項目ではあまりにも達成率が高かった。ま

た経済的インセンティブの影響が強くQOF項目のみに質向上が集中する結果になっ

た。政治主導すぎたため、QOF の項目に含まれていない患者団体が彼らの疾患が軽

視されるという不公平感と不安が生じた。診療時間は減少し、給料だけが増えただ

けという批判。 
７）QOF の今後：給料の 20%から 2-7%に下げる予定。exception reporting rate の audit。 
   QI 数は 134 から clinical QI のみで 100 ぐらいにしたい。QOF 項目は毎年更新する 

べきである。今後、病院レベルで QOF の開始、5 つの指標から Northern part で行 
っているとのこと。 

 
結論：医療の質を測定し公開することは英国やフランスにおいて関心がもたれ実際に実行

され整備されつつある。医療制度が異なるが我が国においても、それらの導入され

た背景・問題点は、今後参考になると考える。 

Ａ．目的 
イギリス・フランスにおける医療の質の

評価手法(データ収集・リスク調整、臨床指

標、経営運営面での影響等)や施策の背景

（規定する法規、施策導入過程の経緯、施

策概要、社会的影響）を調査する。 

 

Ｂ．方法 

2009 年 9 月 24・25 日にフランスにおい

てフランス保健省（Ministere de la santé 
et des sports）の医療機関の質と安全局と

HAS: Haute Autorité de santé (French 
National Authority for health)を、2009 年

9 月 30 日 に 英 国 で  Nottingham 

PRIMIS+ Annual Conference に参加し、

10 月 1 日に University of Manchester、
National Primary Care Research and 
Development Centre (NPCRDC) の Dr. 
Helen Lester をそれぞれ訪問しインタビュ

ーを行った。  
 

Ｃ．結果 
I フランス訪問 
 １）フランス保健省（Ministere de la 
santé et des sports）の医療機関の質と安全

局を訪問し、主に当局の構成・役割、施策

の背景、医療の質の指標（QI）作成法・内

容・公開、社会への影響についてインタビ

ューを行った。 
①医療機関の質と安全局の構成メンバ

ー：中規模病院院長１人（患者の安全を担

当、医師ではない）、医師２人、看護師２人、

薬剤師３人、その他医療関係者 2 人の合計

10 人で構成されている。 
②役割：主に院内感染、医薬品の管理、

QI 関連業務、医療の効率化を担っている。

業務内容は、資金提供、教育・訓練、Good 



Practice の提言、指標の公開・患者への情

報提供を行っている。 
 ③医療の質を測定する施策の背景: 院内

感染症の増加が報告され医療の質への関心

が高まった。最近の調査でも、医療の質の

向上は、医療費や医療のアクセスの改善よ

りも患者からのニーズとして関心が高いと

報告されている。医療の質はお金で代われ

ないものある。 
④QI について：医療の品質とは、適切な

医療従事者によって適切な時期に、ガイド

ラインに沿って行われることを指す。院内

感染関連 QI 作成より始まった。それは。ま

ず、2003 年患者の被害者団体から診療改善

の要請があり着手、2006 年 6 月院内感染の

調査を 2835 の医療機関（公立・民間）で公

衆衛生監督機関が行った。 
HAS: Haute Autorité de santé (French 

National Authority for health)によって、

院内感染症関連 QI（ICALIN）が作成され

た。ICALIN は 100 点満点の指標で 3 つの

要素からなる。それは、病院内の組織（ア

クションプログラムを作ったか）、人的・金

銭的手段（チームを作ったかどうか）、病院

のアクションであり、それぞれが評価対象

となる。病院の規模ごとに A から E まで格

付けをおこなっている。 
これらを、院内感染 QI として導入して全

国病院で調査を、行った。この調査は、

COMPAQH（Coordination de la mesure 
de la performance pour l'amélioration de 
la qualité hospitalière）が行い、医療機関

の 反 応 や 、 導 入 す る indicator の

Feasibility 調査、取得したデータの信憑性

の確保を行った。データを収集は以前にお

こなっていた業務報告を利用した。 
 ⑤ QI の公開と社会への影響：インター

ネットなどで全病院の QI 指標にアクセス

(http://www.platines.sante.gouv.fr/index.
php) で き る 。 PLATINE （ Plateforme 
d'informations sur les établissements de 
santé ）がそれを提供・担当している。雑

誌でもランキングを公開しているが、上位

のみで、下位は公開していない。また、公

開の前にはそれを病院に知らせている。公

開について、導入当初は病院からの抵抗が

あったが、現在では病院の医療改善の原動

力となっている。患者満足度が高く安全性

が高いと受診する患者が多くなるので、そ

れが動機付けになると考える為、結果に対

する経済的インセンティブは必要ないと考

えている。 
２）HAS（Haute Autorité de santé ：高

等保険機構)に訪問し、主に HAS の構造、

HAS が作成している QI の内容と今後につ

いてインタビューした。 
 ①設立：2004 年 8 月 
 ②構成：350 人常駐（全体 3000 人） 
 ③目的：患者ケアの質の改善と健康シス

テム内で平等性を保証するために行われる

活動を取りまとめる機関、フランス保健省

の目的に沿って実行する。その活動内容は、

薬や医療機器の評価からガイドラインの発

行、医療機関の承認、医師の審査・承認、

患者への医療情報提供と医療情報の質の改

善を政府からは独立して行う。 
 ④医療の質の改善策：主に 3 つの方法を

用いる。医療機関の承認：公立・私立を含

めた全医療機関を 4 年毎に評価し承認する。

生涯教育：ガイドラインに沿った医療に関

する教育。医師や医療機関へ証明書の発行 
 ⑤QI の今後の内容について：2006 年に

院内感染を中心とした５つの QI。2010 年

に次の新しい QI を作成導入する予定であ

る。それらは、痛みコントロール・心疾患・

麻酔の品質・カルテの品質・退院報告書が

かかりつけ医に送付されるまでの期間であ

る。 
  
II. イギリス 
１ ） Nottingham  PRIMIS+ (Primary 
Care Information Services)  Annual 
Conference：2000 年に設立され、プライマ

リケア機構(primary care organizations)が
コンピュータシステムを効果的に利用して

患者ケアの改善をおこなうことを手助けす

るサービスを行っている。毎年カンファレ

ンスが行われ、Nottingham 大学が主に主

催している。今年行われたカンファレンス

のトピックについての講義とそれについて

ディスカッションした内容を示す。 
①Information Centre について:  
2005 年に設立され、主な役割は、診療デ

ータ（health and social care information）
を収集・蓄積して他施設に提供。質を高く

保ち、全国レベルで包括的データを他の施

設のために管理することであり、年間 900
回以上の依頼があるとのこと。 



②Care Quality Commission (CQC)につ

いて。2009 年 4 月に設立された。今までの 

3 つの団体を統合。9 つのエリアに分かれて

いる。主な役割は、医療施設の登録・評価。

とくに患者の安全が中心、それほかに、ア

ウトカム評価・患者の期待、患者の独立

(independence)健康・QOL などを重視して

いる。登録の予定：2010.1 NHS trust, 
2011/4 primary medical service で開始さ

れる。 
③ QOF (Quality Outcome and 

Framework)について：2003 年より NICE
（ National Institute for Health and 
Clinical Excellence）が作成。予算は年間

￡10億であり、QOF は GPの給料の約 25%
を占める。GP の参加は voluntary だが、

98%以上参加しているとのこと。QOF 導入

の背景は、政府レベルでの変化（医療の質

は最も重要視）、研究レベル（質の測定方法

の確立）、医師レベル（質を評価・公表する

ことの理解・経済的インセンティブ）の 3
つが挙げられていた。 
Clinical QI：数（2009 年）は、合計 134 
(Clinical domain 86, Organization 36, 
Patient Experience 3, Additional Services 
9)で、QI の作成法：Stage1 ガイドライン

を基にした情報収集（NICE） → Stage2 
プライオリティを決める （NICE） → 

Stage3 Piloting (NPCRDC/YHEC/IC)→ 

Stage4 Validating (NICE) → Stage5  

Change （DoH）（図） 
２）Dr. Helen Lester （National Primary 
Care Research and Development Centre 
(NPCRDC), University of Manchester）に

インタビューを行った。 
①医療の質を推進する背景について： 

社会的背景としては、90 年代 EBM やそ

れに基づく Guideline の普及。政府から、

医療の質への関心、 National Service 
Framework, Audit の開始、‘98 年 Clinical 
Governance など。医師側からの背景は、医

療費の削減のため医療の多くを GP へ誘導

し GP の仕事量が増大、給料が専門医と比

較して 2/3 程度などより、GP が海外へ流出

とそれによる外国からの医師の流入。また、

GP の仕事に対する満足度の低下、医学生か

ら GP の敬遠により、2001 年の GP に対す

るアンケートにより、このままではストラ

イキを起こすと GP の 86%が回答した。こ

れらより、GP 数の確保と質の向上のため、

GP 環境の改善（new General Medical 
Service）に取り組むこととなった。 
その解決策の一つとして QOF が導入され、

GP の“給料”を上げることと質をリンクさ

せた。 
 ②QOF について： 
導入時：すでに GP の有志がつくってい

た指標 PRICIZ(42 指標)があった。 
  プライオリティ：Senior academic と

BMA (British Medical Association:労働組

合)が決めた。基準は、Common disease, 
primary care base, significant morbidity 
and mortality, clear diagnosis 
(measurable, recordable, simple).エビデ

ンス付けを行ったが、エキスパートによる

選考によるもので、その確認としてのパイ

ロット研究などの事前調査はなしに全国一

斉試用が始まった。 
  2009 年 4 月から NICE へ移行 
効果について：医療の質の向上（QOF 導

入前からすでに達成していた項目も多く、

やや効果度が弱かったかもしれない）、デー

タのクオリティの向上、医師をコンピュー

ターになじませた。 
問題点：始めの項目ではあまりにも達成

率が高かった。また経済的インセンティブ

の影響が強く QOF 項目のみに質向上が集

中する結果になった（QI の指標以外が注目

されない、医師患者関係の増悪など）政治

主導すぎたため、QOF の項目に含まれてい

ない患者団体が彼らの疾患が軽視されると

いう不公平感と不安が生じた。診療時間は

減少し、給料だけが増えただけという批判

も大きかった。  
 対応策：給料の 20%から 2-7%に下げる予

定。exception reporting rate の audit。 
 Lester 先生の意見としては、QI 数は 134
から clinical QI のみで 100ぐらいにしたい。

QOF 項目は毎年更新するべきとのことで

あった。 
 また、今後、病院レベルで QOF の開始、

5 つの指標から Northern part で行ってい

るとのこと。 
 
Ｄ．考察  
 英国は、NHS（National Health  
Service: 1948 年に設立された１５０ 
万人の従業員をかかえる世界最大規模の公 



的医療機関：森 宏一郎 イギリスの医療 
政策（NHS）改革 日医総研ワーキングペ 
ーパー 2007, 参照）を中心に、プライマリ 
ケアにおける医療の質管理はエビデンスを 
基に経済インセンティブをつける目的で 
QOF という QI を基に行っており、専門科 
医療でのトラフとともに日本の保険点数と 
類似した形を呈している。ただし医療構造 
はプライマリケアと専門医療の間に明確な 
線引きがなされており、その基本構造での 
種々の細かい構造などは日本の現状とは著 
しく異なり、単純に対比させて考察するこ 
とは難しい。 
その点、フランスの医療はプライマリケ

アと専門科医療の住み分けは日本の構造に

やや近い中で行われており、フランスと英

国の取り組みの類似点を見ることで、日本

での今後の可能性として考察していく価値

はあるように感じられる。 
両国とも、医療の質向上への動きは医療

事故や感染症などが社会的問題となったこ

とそのものや、その対応のために医師の仕

事量が増大し医療環境の悪化したことを契

機として、実施されてきている背景があり、

非医師の医療の中での活躍の場の拡大や医

療ガイドライン作成、QI の整備とリンクし

て経済的なインセンティブつけの基で行わ

れてきている。またそれらの実施も検閲も

設立は政府主導でありながら、運営は政府

からも医師・医療団体からも独立した第三

機関が管理する構造になっている。 
全体として、医療の質向上への社会的ニ

ーズの広がりが大きい中で、その実施のた

めに政府主導で政府と独立した質管理機関

の設立がなされ、経済的インセンティブや

仕事の細分化による医師以外の人員の医療

ケア参入のさらなる促進、そしてそのため

の医療費・人員の投入が構造整備とともに

なされてきていることが印象的であった。 
  
Ｅ．結論 
 医療の質を測定し公開することは英国や

フランスにおいて関心がもたれ実際に実行

され整備されつつある。医療制度が異なる

が我が国においても、それらの導入された

背景・問題点は、今後参考になると考える。 
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