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尤度関数の近似を用いた新手法による
在院日数の分析
−DPCによる包括支払制度導入前後の白内障手術の在院日数分析への応用−
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録

2003年４月からDPC（Diagnosis Procedure Combination、診断群分類）による包括支払制度が、82の特定機能病院に
対して導入され、2004年４月より、（導入を希望し一定の条件を満たす）一般病院に対して順次制度の施行が開始されてい
る。米国等採用されている包括支払制度であるDRG/PPS（Diagnosis Related Group/Prospective Payment System、診
断群別定額払い方式）と異なり、我が国のDPCによる包括支払制度は、一日当たりの定額制となっている。さらに、この
制度は完全な包括支払制度ではなく、DPCによる包括評価部分と従来の出来高評価部分に分かれている。DPCによる包括
評価部分は基本入院料、検査、画像診断、投薬、注射、処置（1,000点以内）、リハビリ等で使用した薬剤料のみであり、
他は、従来の出来高評価部分となっている。また、包括評価部分に関しては、DPCコードごとに基準となる入院期間 I、入
院期間 II、特定入院期間が定められている。一日当たりの支払点数は、入院期間が長くなるほど低くなるように定められ
ている。DPCによる包括支払制度の導入は診療報酬支払における大改革であり、医療資源の有効活用のための将来の支払
制度の改革において、その適正な評価および分析は必要不可欠である。
本論文では、まず、病院間の在院日数の分析モデルを新たに提案した。このモデルは、トービットタイプのモデルであ
りCoxの比例ハザードモデル（proportional hazard model）などの既存のモデルを代替するもので、生存時間解析の問題一
般に幅広く利用可能で既存のパッケージ・プログラムによって簡単に推定できるものである。次に、DPCによる包括支払
制度導入前後の両方でデータが得られる５病院について、白内障手術における在院日数の変化の分析を行った。手術・処
置等の違いの影響を除くため、片眼に白内障手術・眼内レンズ挿入術のみを行なった患者のデータを対象として分析を行
った。患者数は2,533人である。この結果、制度導入以前の在院日数が短い病院では、制度導入後、在院日数の減少は認め
られなかった。一方、制度導入以前の在院日数が長い病院では、在院日数が短縮したことが認められた。この結果は、制
度導入以前に在院日数が長い病院では在院日数を短縮しようとするインセンティブが働いたが、すでに短い病院では働か
なかったとする仮説と整合的である。今後の制度の見直しにおいては、この点を考慮し、医療資源の有効な活用を図るた
めの適正なインセンティブを与えるなどの制度の改善の重要性が示唆された。
キーワード： DPC、包括支払制度、白内障、眼科手術、在院日数

の特定機能病院に対して導入され、2004年４月よ

１．はじめに

り、（導入を希望し一定の条件を満たす）一般病
院に対して順次制度の施行が開始されている。包

2003年４月からDPC（Diagnosis Procedure Combi

括払い制度の導入は、世界的な傾向であり、米国

nation、診断群分類）による包括支払制度が、82

等では一入院当たりの包括支払制度であるDRG/
PPS（Diagnosis Related Group/Prospective
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Payment System、診断群別定額払い方式）が採
用されている注１。我が国のDPCによる包括支払
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制度の特徴は、i）一日当たりの定額制である、

2.4日短縮されたことを報告しているが ９）、傷病

ii）完全な包括支払制度ではなく、DPCによる包

の違いや患者の属性・処置の違いなどの要因は考

括評価部分と従来の出来高評価部分に分かれてお

慮されていない。また、対象も１病院に限られて

り、DPCによる包括評価部分は基本入院料、検

いる。白内障手術における在院日数は、制度導入

査、画像診断、投薬、注射、処置（1,000点以内）
、

前後のいずれの期間においても病院ごとに大きな

リハビリ等で使用した薬剤料のみであり、他は、

差があるため10）、11）、異なった病院の在院日数を

従来の出来高評価部分となっている点である。ま

比較しても制度の影響を評価することはできな

た、包括評価部分に関しては、DPCコードごと

い。このため、同一の病院において制度導入前後

に基準となる入院期間 I、入院期間 II、特定入院

両方の期間のデータの分析を行う必要がある。

期間が定められており、一日当たりの支払点数

白内障手術は、標準化されており、緊急性も低

は、入院期間が長くなるほど低くなるように定め

く、日帰り手術も可能であるなど術後合併症・感

られている

注２

。DPCによる包括支払制度の導入

染症等の危険性も低い。例えば、日帰り手術と入

は診療報酬支払における大改革であり、今後の医

院しての手術の間に治療成果や術後感染症のリス

療資源の有効活用のためには、その評価・問題点

クの有意な差が認められなかったことなどが報告

の分析を通した制度の改善が必要不可欠である。

されている12）。このため、データの均質性が他の

これまでに各種の傷病におけるDPCによる包括

傷病に比較して高く、制度導入が病院に与えた影

１）−７）

、患者

響の評価に適していると考えられる。本論文で

の属性の違いなどを考慮した計量モデルによる分

は、制度導入前後の両方の期間でデータが得られ

析は行われていない。

る５病院についての在院日数の変化の分析および

支払制度の評価が試みられているが

本論文では、まず、病院間の在院日数の分析モ

制度の在院日数に対する影響に関しての考察を行

デルを新たに提案した。このモデルは、比例ハザ

った。分析では、片眼に白内障手術・眼内レンズ

ードモデルなどの既存のモデルを代替するもので

挿入術のみを行なった 2,533 名の患者のデータを

あり、対象病院・患者数にかかわらず、大規模な

対象とした。

個票データの分析を可能にするものである。さら
に、提案されたモデルを使って、白内障手術にお

２．データおよび分析モデル

けるDPCによる包括支払制度の導入前後の在院
日数の分析を行う。我が国においては、人口の老
齢化に伴い白内障手術が増加しており、多くの手
術が行われている。「社会医療診療行為別調査」
８）

1）データの概要
本論文では、２つの異なった調査期間のデータ
を使用した。第一は、平成11年度情報処理振興事

によれば 、６月審査分の白内障手術の実施件数

業協会受託事業「病院経営効率化のための情報の

は 平 成 18 年 に は 61,838 件、 診 療 報 酬 の 総 額 は

標準化とシステム開発事業分析」によって収集さ

2,1145,778,903 点となっており、年間の総手術数

れたデータである。調査対象は「病院経営効率化

は80万件程度、支払総額は2,500 億円程度となっ

のための情報の標準化とシステム開発事業の参加

ていると推定される。清水他は、ある病院で制度

病院」に参加した病院で、調査期間は1999〜2000

導入後、特定入院期間超えの患者の割合が減少し

年で制度導入以前の調査である。調査項目は、入

たことによって、眼科における平均在院日数が

院日、退院日、生年月日、性別、転帰、主病名・

尤度関数の近似を用いた新手法による在院日数の分析
―DPCによる包括支払制度導入前後の白内障手術の在院日数分析への応用―

表１
病院
Hp1

Hp2

Hp3

Hp4

Hp5

全体
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前期・後期における病院ごとの在院日数の分布＊
前期・後期

患者数

平均在院日数

標準偏差

歪度

尖度

前

1036

3.96

1.24

2.93

18.84

後

725

4.00

0.24

0.91

51.96
61.35

前

65

9.28

15.29

7.74

後

12

5.50

1.24

1.53

1.49

前

355

8.91

20.22

14.80

250.12

後

91

4.18

0.66

2.17

13.19

前

30

5.83

2.12

0.68

-0.92

後

98

3.61

1.31

2.18

6.24

前

81

8.96

3.74

0.91

0.07

後

40

6.03

3.11

1.34

2.45

前

1567

5.59

10.45

25.58

832.54

後

966

4.11

1.08

5.44

47.19

*

前期は1999〜2000年、後期は2005〜2007年。

二次診断名、
（８つまでの）処置・手術である。

医療法人・企業・その他法人が２となっている。

第二は、東京医科歯科大学医療経済学分野によっ

２病院が 2004 年度、３病院が 2006 年度にDPC施

て収集されたデータである。主な調査項目は、

行病院となっている。患者数は、前期が1,567名、

DPCコードおよび患者・処置に関する情報で、

後期が 966 名の計 2,533 名である。

入院日、退院日、生年月日、性別、入院経路、退
院先、退院時転帰、主傷病名、入院目的、副傷病

2）在院日数の比較

の有無、他の処置、診療報酬などである。調査期

表１は前期・後期別の病院ごとの在院日数の分

間は 2005〜2007 年で制度導入後の調査である。以

布である。前期においては、全体での平均在院日

下、 本 論 文 で は、1999〜2000 年 を 前 期、2005〜

数が 5.59日、標準偏差が 10.45日である。病院ごと

2007 年を後期と表記する。

の平均在院日数は、最小が 3.96日（Hp1）、最大

副傷病や合併症などがあり、そのための手術・

が 9.28日（Hp2）である。標準偏差の最小は1.24

処置を行った場合、当然、在院日数が長くなるこ

日（Hp1）、最大は 20.22日（Hp3）である。また、

とが予想される。ここでは、その影響を取り除く

一部の病院では歪度・尖度が大きな値となってい

ために、片眼に白内障手術＋眼内レンズ挿入術を

るが、これは、長期間入院した患者が存在するた

行った患者のみを対象とし、他の手術・措置を行

めと考えられる。一方、後期の全体での平均在院

った患者のデータは分析対象から除いた。白内障

日数は 4.11日で 1.48日短縮している。標準偏差は

手術は標準化されているため、両期間において分

1.08日で１/8 へと大きく減少しており、後期の在

析に使用したデータの均一性は高いと考えられ

院日数のバラツキが大きく減少したことが認めら

る。両期間ともこの手術の報告の報告が10例以上

れ る。 病 院 ご と の 在 院 日 数 は、 最 小 が 3.61日

あった５急性期病院（Hp1-Hp5）を分析対象とし

（Hp4）、最大が 6.03日（Hp5）である。Hp2-Hp5

た。これらの病院の病床数は、440〜1,109 で平均

の４病院では、平均在院日数が 2.22日〜4.73日減

688となっている。地域的には東北１、関東１、

少している。一方、Hp1では、前期の平均在院日

東海３であり、経営主体は、共済１、赤十字２、

数は最少であったものの、後期では 0.04日と僅か

294

医療経済研究

Vol.21 No.3 2010

ではあるが増加している。このため、後期はHp4

点を解決したモデルを新たに提案する。このモデ

の平均在院日数が最も短くなっている。また、病

ルは、比例ハザード・モデルなど既存のモデルを

院間の平均在院日数の差は2.42日へと大幅に減少

代替するもので、生存時間解析の問題一般に幅広

している。標準偏差はすべての病院で減少してい

く利用することができる。また、対象病院や患者

る。 特 に、 前 期 に 標 準 偏 差 が 大 き か っ た Hp2、

数が多数の場合でも、パソコンと市販のパッケー

Hp3では１/10 以下へと大きく減少している。

ジ・プログラムで簡単に分析可能である。
ここで、調査期間を i とし、その期間には

3）在院日数の分析モデル

人

の患者が入院して手術を受けたものとする。（本

在院日数は１,2,３,..を取る離散型の変数であり、

論文では前期・後期の２期間を考えているので、

また、歪度・尖度が大きな値になるなど、長期間

＝1,2 である。）調査期間 i の患者 j に関する収入

入院する一部の患者が存在する右側に裾の厚い分

（直接の診療報酬に加えて、適当な在院日数の管

布となっている。このため、単純な最小二乗法な

理による病院評価の向上分の資産価値を含むとす

どを使った分析は適当でないと考えられる。ま

る）を 、病院の費用（直接の支払いに加えて、

た、在院日数の分析のような生存時間解析には、

ベッドが占有されているために、新しい患者を入

Coxの比例ハザードモデル（proportional hazard

院させることができないための機会費用を含むと

13）

model）などのモデルが幅広く用いられる 。し

する）を 、t を在院日数、 を病院の費用や収

かしながら、このモデルには次に述べるような問

入に影響する説明変数からなるベクトルとし、

題点がある。第一は、在院日数を決定する過程が
明示的にモデル化されておらず、なぜ、患者があ

（1）

（,

, ）＝

∂
∂
−
∂
∂

る日数で退院するかといった詳細な分析ができな
い点である。第二は、ベースライン・ハザード関

とする。

数に不均一性があるなど、モデルの仮定が満足さ

関数であるとし、長期間入院する患者の存在を考

れない場合には利用できないことである。このこ

慮して

とは、平均と分散を個別に分析できないことを意
味しており、分散の違いを考慮して分析する必要

（2）

は誤差項である。 （ ）は t の単調増加

（）
≡（ , ,

）
＝ α−
（

β＋ ）, α 0

がある場合には、比例ハザードモデルによる分析

であるとする。在院日数の長い患者が存在する右

は適当でないことになる。

側に裾の厚い分布の場合は、α＜1となる。調査

縄田他は入院の限界収入と限界費用の関係によ

期間ごとに在院日数の分散が大きく異なることを

って退院が決定されるとするモデルを提案してい

考慮して、等分散を仮定せず、 は平均０、分散

11）

る 。しかしながら、このモデルでも i）在院日

σ2 の正規分布 （0,σ2 ）に従う確率変数とする。

数の分散の違いが分析されていない、ii）得られ

, *＝ /αとしてもモ
（（ α−1）/α−（ β*＋ *）

た尤度関数がパラメータの複雑な関数となるため

デルは同一であるから、（2）は t に関して、幅広

多くの対象病院を含む大規模個票データでは推定

く使われているBox-Cox変換を行ったモデルとも

が非常に困難で、事実上不可能となってしまう、

）なお、 βの値が大き
考えることができる14）。

といった問題がある。このため、ここでは、尤度

いほど在院日数が長くなるようにするため、
（2）

関数の近似を考えることによって、これらの問題

式ではマイナスを付けて−
（ β＋ ）としてい

尤度関数の近似を用いた新手法による在院日数の分析
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る。特別に入院期間の長い少数のごく患者の影響
を除くため、 日までの在院については具体的な
在院日数を考慮するが、在院日数が ＋１日以上
の患者に関しては、 日までに退院しないという
情報のみを使用するものとする。在院日数は、正
の整数値のみを取る離散型の変数であり、調査期
間 i の患者 j が在院日数 t で退院するための条件は
（3）

（ ） 0,

＝1

（ −1）＜0, （ ） 0,

＞1

である。

（7）

＝1

×

｛
（
Π［Φ

1＜

×

− β）/σ ｝
］

α

α
− β）
/σ ｝
−Φ
［
｛
（ −1）
− β｝
/σ ］
］

α

［1−Φ｛（
Π
＞

− β）/σ ｝
］

α

を得ることができる。しかしながら、尤度関数は
パラメータの複雑な関数であるので、その推定は
容易ではない。
ここでは、既存のパッケージ・プログラムで容
易に推定可能な近似法を新たに提案する。１次の
テイラー展開による近似を考えると、

で退院する確率
［

は、
α

−

β

（8）
］,

㲔

α

α

［
（ −1）− β＜

− β］
,
1＜t

すると、

1
で評価するのは近似を良く
2
するためである。Φ
（− β/σ ）が小さい場合、
である。微分を −

対数尤度関数は
（9）

α

− β）/σ ｝,

1
1 α
1 α−1
φ［
｛
（ − ）
− β｝
/σ ］
α
（ − ）
σ
2
2

（8）式は ＝1についても成立する。したがって、

である。ここで、Φを標準正規分布の分布関数と

Φ
｛
（

α
/σ ｝
−Φ
［
｛（ −1）
− β｝
/σ ］
Φ
｛
（ α− β）

＝1

＝
｛

（4）

（α,β,σ ）＝ Π
［Φ｛（
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log （α,β,σ
*
）

＝1
＝Σ
［logφ［｛（ − 12 ）α− β｝/σ］−logσ］

（5）

＝
｛
＋Σ
｛logα＋（α−1）log（ −
α
/σ ｝
−Φ
［
｛
（ −1）
− β｝
/σ ］
,
Φ
｛
（ α− β）

1＜
となる。
（したがって、 は在院日数の説明変数
でもある。
）また、 日までに退院しない確率は、
（6）

［

α

−（ β＋ ）＜0］
＝1−Φ｛（

α

− β）/σ ｝

である。したがって、これから尤度関数

｛（
＋ Σ log［1−Φ

1
）｝
2

α

− β）/σ ｝］

で近似される。
（9）式の第２項はβに依存しない。したがっ
て、αが与えられた場合、この対数尤度関数を最
＾α*は、
大にする推定量β
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（10）

log

は、不均一分散に対してロバストでなく、不均一

（β,σ ）

α

分散の仮定のもとでは一致推定量とはならないの

＝Σ
［ logφ［｛（τ − β｝/σ ］−logσ ］
τ＜

［1−Φ
｛（ − β）/σ ｝］
＋ Σ log
τ

（ −
τ＝

1 α
）, ＝
2

推定を行う15）。

の第１要素を１とす

３．推定結果

τ **＝− β＋ ＋ε ≡ β−＋ε
τ **

ここでは、調査期間 i を前期が i＝1、後期を i
＝2 期間とし、在院日数を説明する説明変数

τ **＞０

と

して次のような変数を用いた。性別に関しては、
女性ダミー（男性：0、女性：1）を用いた。女性

｛
τ *＝

の割合は、前期が62.3％、後期が63.6％である。
年齢に関しては、明確な傾向がないため、最も患

τ ** ０

０

者数の多い 70 歳代を基準とするダミー変数（40歳
未満ダミー（40歳未満：1、その他：0）；D歳代

ε 〜 （0,σ 2）

ダ ミ ー（D歳 代：1、 そ の 他：0、D＝40, 50, 60,

で与えられる標準的なトービットモデル（tobit
−

model） に な る。 こ こ で、 β ,β を ベ ク ト ル
−

β,β のそれぞれの第m要素とすると、
（12）

ことができる。ここでは、目的関数が凹関数な
て、0＜α 1に対してscanning methodを用いて

ると、このモデルは、
（11）

＾を求める
＾,β
最大化することによって、推定量α
く、複数の局所的な最大値がある可能性を考慮し

α

を最大にする推定量である。ここで、τ *＝ −τ
とする。また、説明変数

＾2 を求め、不均一分散の修正を行う
で、まず、σ
＾α）をαに関して
必要がある。
）次に、log （α,β
*

β−
1 ＝ −β1 ,

β−＝−β ,

80）
；90 歳以上ダミー（90歳以上：1、その他：0）
を用いた。平均年齢（カッコ内は標準偏差）は、
前期が 73.7 歳（9.7歳）、後期が 75.4 歳（8.8）歳で
あり、患者の老齢化の傾向が認められた。退院先

2

に関しては、退院先ダミー（0：自宅、1：その他）

である。
＾α*と漸近分布が同一である推定量β
＾αは次の手
β

外の患者数は前期が 37 名、後期が２名である。病

順によって標準的なパケージプログラムによって

院の影響に関してはHp1を基準とするHp ダミー

簡単に求めることができる。すなわち、i の値ご

（病院 ：1、0：その他、 ＝２,3,４,5）を、調査

とにトービット最尤法によって（11）式を推定

期間の影響に関しては後期ダミー（前期：0、後

2

を用いた。退院先が（他病院、他施設等の）自宅

し、 分 散 の 推 定 量 σ を 求 め る。 次 に、 各 変 数

期：1）を用いた。各病院における前期・後期間

＾ で割り、不均一分散を修正した式を考え、
をσ

の変化を測定するため、病院ダミーと後期ダミー

−

すべてのデータを使い最尤法によってβ を推定
＾α* を求める。（なお、
する。さらに、（12）式からβ
通常の等分散を仮定したトービット最尤推定量

の積（Hp ×後期ダミー）を説明変数として用
い、（2）式の

β

尤度関数の近似を用いた新手法による在院日数の分析
―DPCによる包括支払制度導入前後の白内障手術の在院日数分析への応用―

（13）

β＝β1＋β2女性ダミー＋β340歳未満

表２
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在院日数分析モデルの推定結果

ダミー＋β440歳代ダミー

変数

推定値

標準誤差

t値

定数項

1.8897

0.01731

女性ダミー

0.0340

0.01524

2.2318*

＋β7 80歳代ダミー＋β8 90歳以上ダミー

40歳未満ダミー

-0.1658

0.09616

-1.7236

＋β9退院先ダミー＋β10 後期ダミー

40歳代ダミー

0.1000

0.09090

1.1001

50歳代ダミー

-0.0929

0.03437

-2.7033**

60歳代ダミー

-0.0169

0.02010

-0.8407

80歳代ダミー

0.0290

0.01770

1.6389

90歳以上ダミー

0.1240

0.05297

2.3407*

退院先ダミー

0.4513

0.06271

7.1962**

＋β550歳代ダミー＋β6 60歳代ダミー

＋Σβ Hp ダミー
＋Σβ（Hp ダミー×後期ダミー）
とした。また、特に長期入院患者の影響を避ける

109.168**

病院の影響

ため、T＝12とした。
（13日以上入院している患

Hp2ダミー

0.8382

0.04773

17.5596**

者は57名で、全体の 2.2 ％である。）

Hp3ダミー

0.6251

0.02350

26.5959**

Hp4ダミー

0.4744

0.06828

6.9477**

Hp5ダミー

1.0646

0.04309

24.7046**

2.0621**

推定結果は表２の通りである。在院日数に関す
＾の値は１
＾＝0.5322 であり、α
る係数の推定値はα

後期ダミーおよびHpkダミー×後期ダミー

より有意に小さく、長期間入院している患者が存

後期ダミー

0.0264

0.01284

在することが示唆された。女性ダミーの推定値は

Hp2ダミー×後期ダミー

-0.4405

0.11738

-3.7529**

Hp3ダミー×後期ダミー

-0.5538

0.04705

-11.7695**

正の値で５％の水準で有意であり、女性の方が長

Hp4ダミー×後期ダミー

-0.5461

0.07828

-6.9755**

く入院していることが認められた。年齢に関して

Hp5ダミー×後期ダミー

-0.6209

0.07379

-8.4143**

は、１％および５％の水準で、50歳代ダミーの推

α

0.5322

0.01441

36.9326**

σ1

0.4346

0.00799

54.3685**

0.00511

44.1181**

定値が負の値で有意、90 歳以上ダミーは正の値で
有意であった。40 歳未満ダミーは負の値、40 歳代
ダミー、80 歳代ダミーは正の値であったが、いず

σ2

0.2256
*

-4541.549
*
**

５％の水準で有意.
１％の水準で有意.

れも５％の水準で有意ではなかった。退院先ダミ
ーの推定値は正で t 値も7.196と大きく、退院先が

少するのではなく）むしろ増加したことを意味し

自宅外の他病院・他施設である場合、入院期間が

ている。一方、（Hp ダミー×後期ダミー）の推

長くなることが認められた。

定値は、Hp2〜Hp5 のすべての病院において負の

病院の影響を表すHp2〜Hp5ダミー推定値はす

値であり、いずれも１％の水準で有意であった。

べて正の値で１％の水準で有意となった。その大

これらの病院の後期における在院日数の変化は後

きさやその順位（Hp1は基準病院であるので０と

期ダミーと（Hp ダミー×後期ダミー）の推定値

する）は、表１の各病院の平均在院日数にほぼ比

の和で与えられるが、これらの値は−0.414〜−

例（相関係数は0.908）している。このことは、

0.594 であった。t 値注３は、−3.568〜−12.112 で１

患者の属性等の違いや長期間入院している少数の

％の水準で有意であり、これらの病院では在院期

患者の影響を考慮しても前期の病院ごとの在院日

間が短くなったことが認められた。なお、病院

数の比較には大きな差を生じないことを意味して

において患者数が少ない場合、Hp ダミー、
（Hp

いる。後期ダミーの推定値は正で推定値が正の値

ダミー×後期ダミー）の推定値の標準誤差が大き

で５％の水準で有意となった。これは病院ダミー

くなり t 値の絶対値が小さくなる。このことは、

の基準としたHp1では、後期には在院日数が（減

これらの変数の影響が検出されにくくなる（有意
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になりにくくなる）ことを意味する。しかしながら、

1）包括支払制度の在院日数への影響に関する考察

この場合は、いずれの t 値の絶対値も大きく、有

ここでは、DPC による包括支払制度が在院日

意な差が認められた。すなわち、病院の違い・調

数に対してどのような影響を与えたかについての

査時期の違いの影響は、患者数が少なくとも有意

考察を行う。制度は次に述べる３点において病院

に検出できるほど大きいことを意味している。

に影響を与えたと考えられる。第一は、病院の直

また、σ の推定値は前期のσ1＝0.422 が後期は

接の収益に関するものである。限界収入は１日当

σ2＝0.227へと減少している。分散が一定である

たりの包括支払い金額であるが、これは入院期間

という帰無仮説の t 値は 22.30 と非常に大きく、こ

I までは、制度導入以前より増加する。したがっ

の仮説は（常識的な有意水準では）棄却され、分

て、収益面で在院日数がすでに短かった病院が積

散が減少したことが認められる。

極的に診療体制を見直し、さらに在院日数を減ら
そうとするインセンティブは弱い（もしくは、な

４．考察

い）ことになる。むしろ、入院期間 I までは患者
を退院させないようにする行動をとることも起こ

前節の結果は、前期・後期において在院日数が

りえる。逆に、平均在院日数の長い病院は、多数

変化した病院があること、その影響は病院ごとに

の長期入院患者を抱えているため、収入の減少が

異なること、在院日数のばらつきが減少したこと

問題となる。限界収入は、時間の単調減少関数で

などを示唆している。当然、診療報酬制度の大改

あり注４、長期間の入院の場合は従来の出来高払

革であるDPC による包括支払制度の導入が、こ

いより減少すると考えられる。退院の条件は（3）

のような変化をもたらした要因であったことが考

式で与えられるため、限界費用が変わらないとす

えられる。しかしながら、前期と後期との間には

れば、収益面から病院は長期入院患者を減らそう

数年の間があり、DPC による包括支払制度以外

とする。

の要因、たとえば、時間の経過による技術進歩や

第二は、病院評価に関するものである。DPC に

各病院の診療プロセスの変化によってこのような

よって定められた期間は、
（これまで患者などに

変化が起こった可能性もある。
（このため、これ

明確にされてこなかった）全国の標準的な入院期

までは制度導入前後ではなく、ただ単に前期・後

間を表している。全国的な比較が簡単に可能とな

期と表記した。
）したがって、制度導入によると

ったため、患者を不必要に長期間入院させておく

考えられるかどうかの検証が必要となる。ここで

といった批判による病院評価の低下の影響はより

は、まず、DPC による包括支払制度が在院日数

明確になったと考えられる。この点からもすでに

に対してどのような影響を与えるかの考察を行

在院日数の短い病院は在院日数をさらに減らそう

い、その影響に関する検証可能な仮説を設定す

とするインセンティブは小さいことになり、在院

る。ついで前節の実証研究の結果と比較し、この

日数の長い病院に対してより大きな影響を与えた

変化が在院日数の変化が制度導入によるものであ

と考えられる。
（なお、この影響は制度に参加し

るかどうかについての検証を行う。

ていない（従来の出来高払いの）病院に対しても
同一の影響を与えることに留意する必要がある。
すなわち、制度に参加していない病院に対しても
制度の導入は一定の影響を与えたと考えられる。
）

尤度関数の近似を用いた新手法による在院日数の分析
―DPCによる包括支払制度導入前後の白内障手術の在院日数分析への応用―

第三は、制度導入による情報の電子化を通した

表３

病院全体の医療情報管理の適正化による診療体制
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患者の属性を考慮した病院ごとの平均在院日数*
病院

導入前

導入後

短縮日数

Hp1

3.90

3.99

-0.09

Hp2

7.16

5.31

1.85

異なり、DPC は支払いのための手段のみならず、

Hp3

6.24

4.14

2.10

患者や処置・手術の状況をも情報として与えるた

Hp4

5.62

3.67

1.95

め、病院の医療体制の整備・標準化（クリニカル・

Hp5

8.22

5.50

2.72

全病院の平均

6.23

4.52

1.71

1.63

0.83

1.06

の見直しといった点からの影響である。DRGと

パスの導入、入院・退院スケジュユールの適正な

病院間の標準誤差

管理など）を容易にする16−19）。在院日数の短い

*

70歳代、男性、退院先が自宅の患者を対象。

病院では制度導入以前においても医療体制の標準

が増加したので負の値となっている）を求めたも

化が進んでおり、この影響も在院日数の長い病院

のである。この患者は、男性の標準的な患者であ

の方が大きかったとするのが合理的であると考え

る。平均在院日数は全病院の平均では、前期が

られる。

6.23日、後期が 4.52日で1.71日の短縮となってい

これまで、第一点の病院の収益に関しては分析
20）−22）

る。Hp2は7.16日 が 5.31日 へ と1.53日、Hp3は 6.24

。病院の行動を決定する上

日が 4.14日へと2.10日、Hp4は 5.62日が 3.67日へと

での第二、三点の影響の重要性についてはあまり

1.95日、Hp5は8.22日が 5.50日へと2.72日短縮して

考慮されてこなかったが、ここでの考察からは、

いる。一方、前期に3.90日と最も在院日数が短か

指摘した３点のいずれも在院日数に関して似た影

ったHp1では、後期は3.99日と0.09日増加してい

響を与えることを示唆している。すなわち、白内

る。この結果、前期ではHp1が最も在院日数が短

障手術においては、「制度導入は在院日数に影響

かったが、後期はHp4が最短となった。前期には

をあたえたが、その影響は病院ごとに異なった。

1.63日であった病院間の平均在院日数の標準偏差

在院日数の長い病院に対しては在院日数を短縮す

が後期は0.83日へと半分程度に減少している。前

るインセンティブがあったが、短い病院に対して

期の平均在院日数と短縮された日数の相関係数

はそのようなインセンティブは弱かった（もしく

は、0.897であり、非常に強い相関関係がある。

は、なかった）」との仮説を得ることができる。

相関係数が０であるという帰無仮説の t 検定等計

がなされてきた

量の値は3.508であり、１％の有意水準で棄却さ

2）仮説と実証分析の整合性の分析

れる。すなわち、病院ごとの在院日数のバラツキ

制度導入の影響について論じるためには患者の

は後期には大幅に減少し、前期に平均在院日数が

属性の変化を考慮する必要がある。２つの調査時

長かった病院ほど在院日数の短縮幅が大きかった

期において平均在院日数が変化したとしても、患

と認められる。

者の属性の変化によるものだとするとこれは制度

上記の分析結果は「在院日数の変化は病院ごと

導入の影響とはいえない。このため、患者のここ

に異なり（一律に在院日数が短縮されたといった

では、患者の属性をコントロールした場合の在院

ものではなく）
、在院日数の長い病院では在院日

日数の変化について分析する。表３はモデルの推

数が大幅に短縮したが、短い病院では変化は小さ

定結果から、70 歳代、男性、退院先が自宅の患者

かった（もしくは認められなかった）」とまとめ

について、病院ごとの前期・後期の平均在院日数、

ることができる。これは、前項の仮説と整合的で

後期において減少した日数（Hp1は平均在院日数

ある。すなわち、この仮説は、実証研究の結果と
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矛盾せず、在院日数の変化を適切に説明できる仮

少ないため、この問題についての十分な分析を行

注５

。したがって、今後さ

うことはできなかった。DPC による包括支払制

らに白内障手術において、在院日数を短縮するた

度の正確な評価のためにはさらに多くの病院を対

めには、短期間に集中的に医療資源を投入するイ

象とする必要がある。さらに、白内障以外の傷病

ンセンティブを与えるような（傷病や地域の特性

においても同様の分析を行う必要があるが、これ

を考慮した）制度の改定が必要であることが示唆

らは今後の課題である。

説であると認められる

される。さらには、病院経営への影響といった視
点からの検討23）,24）も必要であろう。
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後の白内障手術における在院日数のデータを分析

京医科歯科大学倫理審査委員会の承認を受けている。

した。女性ダミー、50 歳代ダミー、90 歳以上ダ

本論文に関しては、筑波大学吉田あつし教授および

ミー、退院先ダミーの推定値が有意であり、これ
らの変数が在院日数に影響していることが認めら

２名の査読者の方から貴重なコメントを頂いた。こ
こに記して感謝の意を表したい。本研究は、独立行
政法人日本学術振興会の科学研究費補助金（基盤研

れた。制度導入前後の在院日数の変化は病院ごと

究（A）、「大規模個票データを使った医療情報分析・

に大きく異なっていた。平均在院日数がすでに制

政策評価の研究」、課題番号：20243016）の交付を受

度導入以前に短い病院においては、制度導入後に

けて行ったものである。本論文に関する問い合先は

平均在院日数が減少したとは認められなかった。
一方、長い病院においては在院日数が短縮したこ
とが認められた。制度導入前の平均在院日数と非
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e-mail:
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Fax：03−3818−7492である。

常に強い相関関係があり、制度導入前に平均在院
日数が長かった病院ほど在院日数の短縮幅が大き

注

かったと認められた。病院間の在院日数のバラツ

１

我が国においても10病院において1998年から日
本版DRG/PPSの施行が行われたが、2004年に中止

キは制度導入後には大幅に減少した。これらの結
果は、白内障手術において「DPC のよる包括支

されている。
２

入院期間 I は在院日数の25％パーセンタイル点、

払制度は在院日数の長い病院に対しては在院日数

入院期間 II は50％パーセンタイル点である平均在

を短縮する効果があったが、短い病院に対しては

院日数、特定入院期間は平均在院日数+２×標準偏

あまり影響を与えなかった」との仮説と整合的で

差である。１日当たりの包括支払点数は、以下の

あり、この仮説は実証分析の結果を適切に説明で
きると認められた。
本論文では、５病院についてのみの分析であっ
た。一般に、制度導入以前の期間において大規模
なデータを得ることは容易ではない。また、対象
病院の偏りの影響も考えられるが、対象病院数が

通りである。（支払いはすべて、定められた期日の
前日までが基準。）
①期間 I の前日まで：平均在院日数以下の患者の
１日当たりの平均点数の15％増の点数。
②期間 I と期間 II の間：（期間 I の一日当たり支払
額−１日当たりの平均点数）×（期間 I の日数）
＝（１日当たりの平均点数−期間 II の１日当たり
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支払点数）×（期間 II −期間 I ）となる点数。
③特定入院日期間前日まで：② の15％減の点数。
標準誤差は２つの推定量の共分散を考慮して求
^ ＋β̂ の分散は （β̂ ）＋ （β̂ ）
める必要がある。β
＋２

学雑誌2007；3：33-39
7）福井幸子．DPC
（Diagnosis Procedure Combination）
導入による看護ケアの質の変化．日本看護管理学

④特定入院日以後：従来の出来高払い点数。
３
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会誌2007；10：14-22
8）厚生労働省．社会医療診療行為別調査．財団法人
厚生統計協会．2008．

（β̂ ,β ）で与えられる。

この場合の１日当りの包括支払額は、2005年に

9）清水栄一，高橋克昌，田中将之他．DPC導入に伴

お い て、 入 院 ３ 日 ま で が 2,546点、4-6日 が １,882

う診療情報データの活用方法．愛仁会医学研究誌

４

2007；39：50-52

点、7-10日が １,600点である。
５

仮説検定の原則問題であるが、このことは仮説

10）縄田和満，石黒彩，井伊雅子他．眼科手術にお

が積極的に正しいことが証明されたのではなく、

ける在院日数の離散型比例ハザード・モデルによ

データの結果分析と矛盾せず、棄却されなかった

る分析．医療経済研究2006；18：41-56

ことを意味する。他の仮説、例えば、
「すべての病
院において、在院日数は減少するトレンドがあり、
時間が経過したから（技術進歩など要因によって、
制度の導入に依存せずに）在院日数が短縮した」

11）縄田和満，井伊雅子，外山比南子他．白内障手
術におけるDPCによる包括支払制度の評価．医療
と社会2008；18：229-242
12）Fedorowicz, Z., D. J. Lawrence, and P. Guttie. A

や「制度導入はすべての病院において一律に在院

Cochrane Systematic Review Finds no Signiﬁcant

日数を短縮した」などいう仮説は、在院日数が減

Difference in Outcome or Risk of Postperative

少しなかった（むしろ増加している）病院がある

Complications between Day Care and In-patient

ことや病院ごとに在院日数の短縮日数が異なるこ

Cataract Surgery. Saudi Medical Journal 2006; 27:

とを説明できず、棄却される。

1296-1301
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Analysis of Length of Hospital Stay for Cataract Surgery
Before and After Introduction of the Diagnosis Procedure Combination
-Based Inclusive Payment System

Kazumitsu Nawata, Ph. D.*１, Koichi Kawabuchi, M.B.A.*２

Abstract
Effective April 2003, the Diagnosis Procedure Combination（DPC）was introduced in 82 special functioning
hospitals in Japan, and it has been gradually extended to general hospitals that meet certain prerequisites. Unlike the
DRG/Prospective Payment System used in the United States and other countries, the Japanese DPC is a per diem
prospective payment system that consists of two components:（1）inclusive payments based on the DPC system and
（2）fees based on the conventional fee-for-service system. Inclusive payments include fees for basic hospital stays,
medical checkups, image diagnosis, medications, injections, all treatments under 10,000 yen, and medicines used
during rehabilitation treatments. Per diem payment rates are set separately for each of the three periods and decrease
as the length of stay increases. The three periods are individually set for each DPC code. Fees for all categories other
than those covered（1）are paid on the basis of the conventional fee-for-service system.
In this paper, we analyze the effects of the DPC-Based inclusive payment system on the length of hospital stay for
patients undergoing cataract surgery, using a new Tobit-type model. This model can be used in various survival
analysis, as an alternative to conventional Cox’s proportional hazard model, and it can be easily estimated by a
standard statistical package program. Data were collected from five general hospitals before and after the introduction
of the new payment system. To reduce the heterogeneity in the treatment used, we limit the data to patients who
underwent cataract surgery and insertion of a prosthetic lens in one eye（n=2,533）.
We found that the length of the hospital stay did not change for hospitals, where the length of hospital stay for
the surgery had been already short before the introduction of DPC. On the other hand, the length of hospital stay
decreased for hospitals where lengths of hospital stay for the surgery had been long before the introduction of DPC.
These findings indicate that the new DPC inclusive payment system worked properly for long-stay hospitals, and
support the idea of continuing to improve the payment system to provide hospitals with proper incentives for the
efficient use of medical resources.
［Key words］diagnosis procedure combination, DPC, inclusive payment system, cataract, eye surgery, length of
hospital stay
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