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研究報告

欧州におけるDRGの展開過程

一フランスを中d心に-

松田晋哉*

増大する医療費をいかにコントロールするかは先進国共通の課題となっている。経済的条件と医療サービスの内容との

整合性を図りながら、医療サービスの質と効率の向上を実現するためには、経済的側面と医療技術的側面の両方を測定で
きる指標が必要であり、そのような指標に基づいた関係者聞の合理的な検討が求められる。アメリカにおいて開発された
DRGはこのような目的にあう評価指標の一つであり、今ではアメリカのみならず他の先進諸国においてもさまざまな形で

利用されている。わが国においてもDRG方式導入の試行調査が平成11年11月より開始され、平成13年4月から民間病院
も加えた新しい段階に入っている。病院管理指標としてのDRGの有用性は確立されているが、それをどのような形で用い
るかについては、各国の医療システムの特質を十分考慮する必要がある。本論文では実地調査を含む 2年間の医療経済研
究機構における研究結果に基づき、欧州、特にフランスにおけるDRGの展開過程を検討し、 DRGの有用性とその一般化の
ための条件を整理することを試みた。その結果、社会保険制度を採用している日本の場合、アメリカのようなマネージド

ケアと組み合わせたDRG/PPSではなく、ヨーロッパ諸国、特にフランスのようにDRGを広義の病院管理指標として予算
制と組み合わせて導入するという選択が、第一段階としては適切であると著者らは結論した。
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1 .はじめに

増大する医療費をいかにコントロールするかは

先進国共通の課題となっている。しかしながら、

支払い者、患者、サービス提供者間の種々の利害

が複雑に関連する医療の領域において、医療費の

適正化を実現することは容易ではない。特に、わ

が国やドイツ、フランスといった社会保険方式を

採用している固においては、関係者の合議による

意思決定というコンセンサス方式そのものが、皮

肉にも医療制度改革の障害となっている現状があ

る。このような状況下で、経済的条件と医療サー
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ビスの内容との整合性を図りながら、医療サービ

スの質と効率の向上を実現するためには、経済的

側面と医療技術的側面の両方を測定できる指標が

必要であり、そのような指標に基づいた関係者間

の合理的な検討が求められる。アメリカにおいて

開発されたDRGはこのような目的にあう評価指

標の一つであり、今ではアメリカのみならず他の

先進諸国においてもさまざまな形で利用されるよ

うになってきている。図 1はアメリカにおいて開

発されたDRGが、その後どのような変遷をたど

っているかを簡単に示したものである 1)。アメリ

カのYale大学で、開発された最初のDRGは1983年

以件有齢者を対象とした公的医療制度である

Medicareの入院医療費の支払い方式として採用
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図 1 DRGの歴史的発展過程

され (HCFA-DRG)、以後合併症・併発症によ

る分類の精織化や新しい疾病群の追加などを経て

今日に至っている。ここで簡単にHCFA-DRGの

分類ロジックを確認しておくと図 2のようになっ

ている 1)。すなわち、まず23の主要診断カテゴリ

ーMDCに分類した後、外科的処置の有無によっ

て分類し、さらにそれを診療プロセスによって分

類し、最後に年齢、合併症・併発症及び退院形態

で分類するという 4段階から構成されている。続

いて、 NewYork州は高齢者のみならず全患者を

対象としたDRGを3M/Health Information 

System (3M/HIS) と共同で開発し1989年から

支払いへの利用を開始した。これがNY-DRGで

あるが、この分類ではHIV感染及び多重外傷の

MDCと、出生時体重を基準とした新生児の分類、

娘維性嚢胞症、鉛中毒及び18の小児科に関連する

分類、ハイリスク妊娠、気管切開などのDRGが

追加された。 NY-DRG分類は1991年の改定によ

りAP-DRG (All Patient DRG) と名称、を変更し

ている。また、 HCFAも1983年以来集積している

退院データをもとに分類の精織化を行っており、

1170の分類からなるR-DRG (Refined DRG)を

HCFA -DRG ver. 4を基に作成した。この分類で

は年齢、合併症・併発症及ぴ退院形態に基づく第

4レベルでの分類をやめ、資源消費量の多寡を合

併症・併発症により 3段階に区分する仕組みとし

ている。この新しい分類方法は従来のHCFA-

DRGより単純なアルゴリズムを採用しているに

もかかわらず、 R2で見た説明力が50%と高いもの

になっている o AP-DRG及びR-DRGにおける

説明力の改善をうけて、その 2つの考え方を融合

させる形で 3M/HIS社によって開発されたのが

APR -DRG (All Patient Refined DRG)であるO

その基本的な考え方は図 3に示した通りである

が、 MDC及び外科的処置の有無などを基に区分

された基本355分類を疾患の重篤度、死亡の危険

度のそれぞれについて 4段階で区分したものを組

み合わせて分類する構造となっている 1)。

わが国においてもDRG/PPS方式導入の試行調

査が平成11年11月より国立など10病院で開始され



図2 HCFA-DRGの構造
(出典:Fischer， 2000) 
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図3 APR-DRGの構造
(出典:Fischer， 2000) 
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た。この試行調査については平成12年7月の厚生

省・試行調査検討委員会でその結果が報告されて

いるが、試行前後で平均在院日数や病床利用率に

明確な変化は観察されなかったことから、調査内

容や診断群分類の再検討が必必、要なことが提言され

ている 2ヘ)」O これを受けて次の試行調査においては

①試行病院と同様な機能を有する民間病院等にお

いて「診断群分類をj活舌用しつつ定額払いを伴わな

い形で

の枠組みの見なおしや、②ICD10を基礎とした診

断群分類の再整理などが行われている O 本論文で

以下に説明するように、欧州においてDRG方式

導入の一般化に成功した国に共通する特徴とし

て、導入初期において支払い方式とは切り離して

一般化のための条件を整理したこと、各国の医療

の現状にあった診断群分類を採用あるいは開発し

ていること、及びコーデイングと記録の標準化と

人材を含めたシステム開発を重視したことなどが

あげられる O 今回の試行調査の見なおしは、上記

のような条件を満たすものであり、今後、わが国

のDRG方式はその一般化にむけて大きな一歩を

踏み出すことになると筆者は考えている。

ところで、平成13年6月に出された経済財政諮

問会議の答申では、医療制度改革に関して急性期

医療における包括払いや総枠予算制の導入が盛り

込まれている 3)。その骨子は現行の国民皆保険制

度を前提として、市場主義的な方法を導入するこ

とで関係者間の競争を促進し、医療の効率化と質

の向上を目指そうとしているものであると思われ

るが、これはまさに1990年代にヨーロッパ諸国が

試みた医療制度改革の中心的な課題であった。ヨ

ーロッパ全般の医療制度改革の経緯に関しては、

別報にて改めて論述するとして、本論文では欧州

の医療制度改革におけるDRG方式の位置づけ、

特にわが国の制度と類似点の多いフランスについ

て論述したい。本論文でフランスのDRG導入の

過程について詳細に検討する理由は以下の通りで

ある。

1)フランスはヨーロッパにおいてDRG方式のー

般化に最も成功している国の一つであること。

2)社会保険方式と出来高払い制度というわが国と

類似の制度においてDRGの一般化を行ってい

ること。

3)日本医師会が提示している特定病院系列におけ

る予算制という考え方は、フランスの公的病院

における総枠予算制に類似しており、その財政

方式にDRGを用いるという考え方は、今後の

わが国におけるDRG導入に関して重要な示唆

を与えると考えられること O

本論文では上記の問題意識に基づき、以下フラ

ンスのDRGについて述べた後、他の欧州諸国の

状況を概観し、最後にわが国におけるDRG導入

の課題について論述する。

2.フランスにおけるDRG方式

(1) DRG方式の開発体制

フランスでは1982年のDRG(フランス言昔では

GHM)導入実験開始以来、その一般化のために

徐々に関連組織を整備してきた。しかしながら、

この整備の過程は最初から整合性のある理念のも

とで行われてきたわけではない。むしろ、 fC3) 

GHM導入の経緯」で述べるように、その時々の

政治的・経済的環境に大きく影響されながらも、

数次の社会実験を経て、その開発の方向性に関す

る合意形成が徐々になされてきた過程であったと

いえる。 GHM(DRG) をもとに病院における医

療活動を情報化するシステムをフランス語では

PMSI (Projet Medicalisation du S戸時me

d'Informatisation :情報システム医療化計画)と

呼んでいるが、このPMSIの中心的役割を果たし



てきたのが保健省のPMSI部局 (MissionPMSI) 

である。図 4は現在のフランスにおけるPMSIの

関連組織を示したものである。以下、その役割に

ついて簡単に説明する。

(l)Mission PMSI保健省PMSI部局:フランスの

PMSIに関する責任部局であり、 PMSIに関す

るすべての事項について統括している。

(2)PERNNS (Pole d'expertise et de reference 

national des nomenclatures de sante) 医療用

語全国基準・査定センター:1992年に保健省と

AUNIS (後述)との契約により創設された組

織でPMSIに必要なツール (GHM分類、 CdAM

などの診療行為分類など)の開発を行っている。

インターネットや電話、あるいはF必Eなどによ

り病院のPMSI関係者の疑問などに答えること

で日常業務を支援する役割も持っている。職員

は常勤及び非常勤の専門職であるが、大部分の

職員の所属は出向元の病院にあり、給与は各病

院から出ている。また、 PERNNSの運営費用

については、保健省とリヨン病院連合の契約に

より、後者の予算から出されている。

(3)AUNIS (Association des Utilisateurs de 

Nomenclatures Nationales et Internationales 

de Sante)国際・国内医療用語使用者協会:病

院における疾病分類や医療用語の使用について

検討する目的で結成された非営利の社団法人

で、 PMSIの基本となる分類手法の内容につい

ても、種々の分析結果を基に検討している。

PERNNSはこのAUNISに参加しており、そこ

での議論を基にGHMの精椴化などを行ってい

る。

(4)CTIP (Centre de Traitement de l'Information 

du PMSI) PMSI情報分析センター:PERNNS 

によって開発されたGHM分類に基くグルーパ

ーソフトやフランス版のMinimumData Set 

(MDS)であるRSS(あるいはRSA)を作成す
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るソフトなどPMSIに必要なすべての基本ソフ

トの開発を担当している技術センターである。

パリ第VI大学に併設されており、所長はパリ大

学病院から出向している医療情報を専門とする

医師 (M.Bensadon)で、その他常勤・非常勤

の統計専門家・情報専門家が勤務している。業

務としては、 PMSI関連のデータ分析も行って

いる。

(5)Centre de Gestion Scientifique de l'Ecole des 

Mines . Centre de Recherche en Gestion de 

l'Ecole Polytechnique国立鉱山学校経営研究

所・国立理工学校経営研究所:これら 2つの組

織ではPMSIを用いた外部管理(地方病院庁に

おける施設に対する支払額の調整)や各施設に

おける内部管理活動の基礎となる会計手法の開

発や後述の全国費用表の作成及び分析などが行

われている。

(6)ENSP (Ecole Natonale de la Sante Publique) 

国立公衆衛生大学校:公的病院において病院長

になるもの及ぴ管理にあたるものはENSPにお

いて 3年間の教育を受けなければならない。こ

の教育においてはPMSI及び管理会計などの授

業及び現場実習に多くの時聞が割かれている。

このようなトレーニングを受けたものが病院管

理を担当していることが、 1996年以降PMSIが

急速に一般化した重要な要因であるといえる。

また、政府当局(中央・地方)でPMSI関連の

業務に携わる医系技官(公衆衛生監督医MIS)

と社会保健活動監督官IASSもENSPにおけるト

レーニングを受けた者である。さらに、 ENSP

では病院の情報部門DIMの担当医師を対象とし

た生涯教育も行っている。

(7)DIM (Division d'Information Medicale)医療

情報部門:病院においてPMSIを担当している

のがDIMである。 DIMの責任者は大学医学部

で定められた研修を受けた医師である(現在は
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注 1: ARHはCRAMとDRASSの出向者が主体と
なって組織されている。詳細は本文参照。

疾病分類や医学用語に関する検討



公衆衛生専門医がなるケースが増えている)。

DIMでは院内の各診療科から提出される退院票

をもとにコーデイングが行われ、政府当局への

提出書類 (RSA)が作成される。後述のように

医師が責任者であるDIMにおいてPMSI関連情

報が集中的に管理されるシステムが確立された

ことで、医師の守秘義務の問題が解決したこと

が、フランスにおけるGHM.PMSI一般化の重

要な要因のーっとされている。

(8)CNAMTS (Caisse Nationale d'Assurence 

Maladie des Travailleurs Salaries)全国被用

者疾病金庫:被用者及びその家族を対象とした

疾病金庫でフランス国民の約80%をカバーして

いる。疾病金庫はPMSIに関連する社会実験の

費用を分担し、また地方レベルで、は地方病院庁

ARHを介してPMSIに基づいた病院との予算交

渉などを行なっている。また、私的病院におけ

るコストデータ作成の社会実験に関しては、デ

ータの収集・分析も行っている。さらにPMSI

のデータの質管理のためにDRASSやDDASSの

公衆衛生監督医などとともに施設の監査も行っ

ている。

(9)DRASS . DDASS (Direction Regionale des 

Affaires. Sanitaires et Sociales . Direction 

Departmentale des Affaires Sanitaires et 

Sociales)地方社会保健衛生局・県社会保健衛

生局:保健省の地方レベル・県レベルの出先機

関で、公衆衛生行政、特に保健医療計画の策定

や情報関連業務、保健医療施設の監督・監査な

どを行っている。公的病院サービス参加病院か

ら提出されるPMSI関連資料はまずDRASSに送

られデータの正確性の確認やISA指数(相対係

数;後述)の割り当てなどがMAHOSというコ

ンビューターソフトを用いて行われる。妥当性

が確認され、集計されたデータは保健省で分析

された後、 DRASS及び地方病院庁ARHに送ら
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れる。 DRASS及びDDASSはARHに職員をi欣

遣することで、当該地方の病院の予算及び 1日

当たり費用額の交渉に参加する。また、 CN品在

の顧問医と共同でPMSIデータの質の監督にも

あたっている。

(10)ARH (Agence Regionale d'Hospitalisation) 

地方病院庁:地方レベルで病院医療に関する財

政を担当する独立行政法人で、保健担当大臣に

より任命された長官と、 CRAM (Caisse 

Regionale d'Assurance Maladie:地方疾病金庫)

とDRASS. DDASSからの出向者により構成さ

れている。 PMSIのデータを基に管轄地方内の

病院との総枠予算及び 1日当たり費用額の交渉

や、地方保健医療計画に基づいた施設の適性配

置などを担当している。

以上がフランスにおける主なPMSI関連組織で

あるが、開発のコアとなっているのはMission

PMSIとPERNNS及びCTIPが、保健省の内部組

織であるMissionPMSIで方針及びフォーマット

を定め、他の 2つの技術的な組織がPMSIに必要

なツールを独占的に開発する体制となっている。

また、病院におけるPMSIの運用がスムーズに行

くためには、それに習熟した現場スタッフが必要

であるが、事務側についてはENSPで、 DIM担当

医師については大学医学部で体系的に育成するシ

ステムとなっている。このようにフランスにおけ

るDRG開発体制は非常に中央集権的なシステム

となっているが、その一方でアウトソーシングが

広く行われている点も特徴的である。例えば、

PERNNSもCTIPも保健省MissionPMSIの職員で

はなく、リヨン病院連合やその他の公立病院ある

いはパリ大学などとの契約により、職員をそれら

の組織から出向させる形で運営されている。また、

管理会計方式の開発などは国立鉱山学校などの教

育・研究機関に委託している O このような形式は
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限られた財源で効率的に事業を運営することを可

能にし、また開発及び運営における情報の透明性

を高めることに役立つている O

(2 )現行のPMSIシステム

ここでは現在のPMSIのシステムについて、全

国費用調査対象施設の例をもとに解説する。まず、

現行のフランスにおけるGHM利用目的はアメリ

カにおけるDRG利用目的とは異なっていること

を理解しておく必要が有る。すなわち、フランス

ではPMSIに基づいた情報を用いて総枠予算額を

決定することと各施設の内部管理での使用を目的

としている。具体的なシステムの説明に入る前に

フランスのPMSIにおける用語について説明して

おく O

①PMSIに関連する用語の説明

(a)診療科要約票 (resumed'unite medicale : 

RUM) 

短期入院患者が診療科から退院する際に、

入院期間や適用料金と関係なく、各診療科の

医師が作成し、以下の情報が記載される(表

1)。

主要診断ひとつ(必須入院終了時に、

「主要な医療・看護努力を動員する原因とな

った」と考えられる診断。

11.付随診断(存在する場合、 1~99項目まで

可二次的診断。治療負担を増加させた併

発病因(既往歴、慢性疾患)、主要疾患やそ

の治療に伴う合併症など。

iii.診断行為あるいは治療行為 (1~99項目ま

で可医療行為カタログ (CdAM)に記載

された「分類行為」のみ必須。しかし診療分

野によっては、分類行為以外も対象とするこ

とは有益だと考えられる。(臨床医が自らの

活動分析を行ったり、分類対象の行為を定期

的に見直してGHM分類方法を改良するため

に役立つ0)

(b)標準化退院時要約票 (resumede sortie 

standardise : RSS) 

RSSは、 1人の患者が l回の入院時に連続

して受療した内科、外科、産科の一つあるい

は複数部門のRUMをまとめたものである。ア

メリカのDRGシステムにおけるMinimum

Data Setをf莫して作成されたものである O 患

者が入院期間中にひとつの診療科でしか受療

しなかった場合は、 RSSにはその科のRUMの

情報だけが含まれ、 RSSはRUMと等価になる。

患者が同じ入院期間中に異なる診療科で受療

した場合は、多診療科入院となり、各RUMが

受療した順にRSSにまとめられる。具体的手

続きについては③GHM分類のアルゴリズムに

記載した。

(c)匿名化退院時要約票 (r己sumede sortie 

anonyme : RSA) 

RSAはRSSの情報から氏名や入院月日・退

院月日(代わりに入院期間が情報として記載

される)及び郵便番号(代わりにより広域の

地区番号が記載される)等が除かれて、個人

の特定ができないようにしたものである。フ

ランスにおいては個人情報の保護規定が厳し

く適用されているため、このような処理が病

院内の医療情報部DIMにおいて行なわれる O

(d)総合活動指数(indicesynthetique d'activite : 

ISA) 

全国から抽出したボランティア施設、公立

病院、公的病院サービス参加病院 (PSPH)の

医療経済データを基に、各GHMのコストが求

められており、これを普通分娩を1000点とし

て相対化したものがISAである。アメリカの

DRGにおける相対係数と同じ概念である。



表 1

医療・社会施設の全国ファイルNo.

RUMのパージョンNo.

RSS認識番号

生年月日

性別

診療科番号

入院日

入院方法

移動冗(入院方法が移動又は移送の場合)

退院日

退院方法

移動先(退院方法が移動又は移送の場合)

24時間未満の入院

過去30日以内の入院

住所の郵便番号

出生時体重(グラム)

療法回数

専用区域

本RUM内の不随診断数

本RUM内の行為数

主要診断

蘇生科、集中治療における重症度の指数

専用区域

付随診断No.1

付随診断NO.n(99まで)

行為No.1

-・・・・

付随行為NO.n(99まで)

②RSSの作成手順

図 5はPMSIにおける情報の流れを示したもの

である O まず、各入院ごとに各診療部門でRUM

が主治医により作成される。各RUMは医療情報

部門に提出され、そこでRSSが作成される O

RUMをコード化するのには国際疾病分類ICDと

医療行為カタログCdAMの二つが用いられる O
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RUMの項目

1 -9 9 

10-12 3 

13-19 7 削除

20-27 8 削除

28 

29-32 4 削除

33-40 8 削除

41 1 

42 1 

43-50 8 退院

51 1 

52 l 

53 1 

54 1 

55-59 5 

60-63 4 

64-65 2 

66-69 4 

70-71 2 

72-73 2 

74-79 6 

80-82 3 

83-85 3 

6 

…X6 

6 

4 

…X4 

4 

CdAMは1985年に最初のものが保健省病院局内に

設置された専門委員会で作成された後、随時改定

されてきている(現在、この改定はPERNNSに

よって行われている)。医療行為の記載の際には、

CdAMにしたがった医療行為コードの記載、医療

行為の名称、 ICR(相対コスト係数;後述)、そ

してGHMの分類に用いられる医療行為の場合に
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病院

図5 フランスにおけるGHMの利用方式

性、年齢、主要診断名、
合併症、医療行為、
在院期間、 DRG、等



はYを記入することとなっている。 CdAMには次

の二つの役割がある。まず第一のものは患者が入

院中に行われた医療行為を同定することである O

そして、第二のものは当該医療行為を行うのに要

した資源量をICRによって示すことである。なお、

このICRはIAM医療行為指数、 IAS看護活動指数、

ICRM医療材料消費指数の 3っから計算される O

CdAMは α領域(診断及び治療行為)、 F領域

(麻酔行為)、 y領域(画像領域)、 μ領域(放射

線治療領域)、 ω領域(救急蘇生領域)の 5領域

に区分されており、各領域ごとに医療行為カタロ

グが官報により公表されている (CdAMの例につ

いて表 2に示した)。医学の発展に応じてCdAM

及ぴICRの改定作業が必要となるが、これらはす

べて前述のPERNNSで行われている。 ICDに関

してはICDlOが、 1996年 1月からは全国の参照コ

スト調査対象病院のすべて、 1997年 1月からは全

病院で使用されている。

③GHM分類のアルゴリズム

図6はフランスにおけるGHM分類のアルゴリ

ズムを示したものであるo HCFA-DRGにおける

分類ロジックとほぼ同ーの仕組みとなっている。

以下、その流れを簡単に説明する。

①在院期間による分類:24時間以内の入院である

か否か→24時間以内の入院であればCM24に分

類される。

②24時間以内の入院である場合は、 RSSに記載の

ある23の主要診断 (CMD) に基づいて分類さ

れる。この場合、以下のようなアルゴリズムに

よって主要診断が決定される。

③ただ一つのRUMである場合はそれがRSSにな

るため、そこに記載のある主要診断がRSSの主

要診断となる。

④複数のRUMがある場合は以下のアルゴリズム

によって主要診断を決定する。
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i .外科的処置を含むRUMが一つである場合、

そのRUMの主要診断が当該RSSの主要診断

となる。

11.外科的処置を含むRUMがなく、複数の

RUMがある場合、最も在院期間の長いRUM

の主要診断が当該RSSの主要診断となる。

五i.同じ在院期間のRUMが複数ある場合には、

最も最近のRUMの主要診断が当該RSSの主

要診断となる O

⑤各RSSにおいて外科的処置が行われているか否

かによって区分する O その際GHM分類に使用

される医療行為コードを示すYの記載の有無が

まず参照される。 GHM分類に使用される医療

行為がある場合は、当該入院は「外科的GHMJ

に区分される。一方、そのような医療行為が無

い場合は「内科的GHMJに区分される。

⑥合併症・関連疾患 (CMA)の有無及び年齢区

分による分類:あるケースミックスにおいて、

その75%以上の症例で入院期間を24時間以上延

長させる合併症・関連疾患がある場合、それが

GHM分類に用いられる o CMAの分類は

PERNNSによって行われている。また、ケー

スミックスによっては年齢区分もGHM分類に

使用される。

⑦分類過程において以下のような例はCM90(分

類の誤りあるいは分類不能)に区分される。こ

こでは 3種類の分類の誤りが区分される。

i .900 : RSSにおける医学情報以外の記載の誤

り

ii .902 : ICDにない主要診断名や主要診断にな

り得ない記載のような不適切な診断

五i.903:主要診断の無いRSSのような医学情報

の誤り

以上のような各GHMへの割付は各施設の病院

情報部門DIMにあるグルーパーソフトによって自

動的に行われる O フランスにおける最初のグルー
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表 2 CdAMIこ対応するICRの例 (α領域のみ)

CdAM (Catalogue des Actes Medicaux)診療行為カタログ ICR (相対コスト指数)

病床における標準的脳波測定

末梢神経及び神経節の経皮的バイオプシー

末梢神経及び神経節のオープンバイオプシー

良性疾患に対する胃全摘術

胃内視鏡によるポリベクトミー

バイオプシーを行わない胃内視鏡検査

バイオプシーを伴う胃内視鏡検査

バイオプシーを行わない大腸内視鏡検査

バイオプシーを伴う大腸内視鏡検査

急性虫垂炎における虫垂切除術

外痔核の処置

腎移植術

経直腸前立腺超音波検査

前立腺の外科的摘出

妊娠の確認及び経過観察のための超音波検査

子宮内掻把術による人工妊娠中絶

血液ガス検査

スパイロメトリー

気管支内視鏡検査

気管切除術

胸腺切除術

心電図測定(12誘導)

負荷心電図測定

末梢穿刺による心血管・肺循の造影

カテーテル使用による右心室造影

カテーテル使用による左心室造影

大動脈管閉鎖術

バルーンカテーテルによる僧帽弁切開術

バルーンカテーテルによる大動脈弁切開術

心膜穿刺

心臓移植

股関節滑膜部分切除術

股関節置換術

乳房の経皮的バイオプシー

片側乳房全切除術(リンパ節郭清なし)

0

2

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

5

Y

6

Y

4

1

Y

Y

Y

6

1

9

Y

Y

Y

Y

Y

O

Y

Y

Y

7

Y
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図6 フランスのDRGにおける分類アルゴリズム

パーソフトはYale大学の開発したものを参考に国

立病院施設センターCNEH(現在はCTIP)によ

って開発された。しかし、 1989年からは病院情報

に関する市場の発展を促すために、民間の情報関

連企業がその開発を競う方式が採用されている。

この際、開発者によって分類手法が異なると、本

来の目的である施設問の比較等が公正に行われな

くなるため、保健省病院局は以下の点について標

準をさだめ、それを開発者が遵守することを義務

イ七している。

q分類アルゴリズムとGHMの分類表

②複数のRUMから構成されるRSSにおいて主要

診断を決定しGHMに分類していくグルーパー

機能のプログラム

④GHMによる参照費用の算出

次に全国費用表作成参加施設におけるコストデ

ータ作成の過程を説明する。標本病院となるため

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

には管理会計手法の十分な経験等の基準を満たし

ていることが求められるが、参加に関しては何ら

強制的なものはなく、各施設の自主的な参加が前

提となる O ただし、参加施設に対しては総枠予算

とは別に、財政面での補助が提供される。対象施

設におけるMCO(内科、外科、産婦人科の略:

以下同様)領域における入院の費用の計算は以下

の手順で行われる。

①標本調査の対象施設は各MCO入院に対して以

下の費用を提示する。

-患者に直接配分する費用:義手・義足、イン

プラント、高額医療材料、血液製剤、高額医

薬品、外部での医療

・入院中に行われた各医療サービスの経済的ウ

ェイト (ICR、B、ω)

・入院中に利用した病棟ごとの日数

②各施設は同時に、各臨床部門及び検査部門に業

務にかかる直接費用を計算する:医療職の給
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与、看護職の給与、その他の職員の給与など。

これにより各部門によって提供される以下のよ

うなサービス単位の費用が算出できる:画像診

断のICR、ブロックのICR、麻酔科のICR、機

能訓練のICR、生物学的検査におけるICRなど。

③各施設はロジスティック部門(洗濯・リネン、

給食、管理部門)及び施設構造(建築物の減価

償却、金融費用、建築物の維持費など)に配賦

する費用についても決定する O

④病院の入院費用は入院に関連する以下の各費用

を合計することで得られる。

-患者に直接関連する費用

.医療行為の費用

・異なる診療科における人涜に要した費用

・給食、洗濯・リネン類、管理費用

-建築物に係る費用

次に、コスト計算の具体的手続きについて以下

の仮想例によって説明する。

入院費用の計算例(仮想例Y氏の場合)

①自宅で転倒して手首を骨折したY氏が、入院中

に以下の医療行為を提供されたとする。

-救急部門を 1日利用

-次いで外科部門に移され2日間入院

-手首骨折の外科的治療(外科ICR30ポイン

ト、麻酔科ICR50ポイント)

. B850ポイントの生物学的検査

. ICR6ポイントの放射線科学的検査

.1500フラン分の薬剤を消費

-他の施設におけるCT検査。その価格は1000

フラン

②当該年度の施設の活動概況は以下の通りであっ

たとする 0

・救急部門:延べ1000日分の利用が有り、その

費用は800，000フラン。すなわち、 1日当た

り800フラン。

-外科部門:延べ3000日分の利用が有り、その

費用は 3百万フラン。すなわち、 1日当たり

1000フラン O

-外科的医療行為については125，000ICRあり、

その費用は10百万フラン。すなわち、lICR

当たり80フラン。

・麻酔については150，000ICRあり、その費用は

7.5百万フランであった。すなわち、 1ICR当

たり50フラン。

-放射線科については200，000ICRあり、その費

用は10百万フランであった。すなわち、 I

ICR当たり50フランO

-検査については2.5百万Bあり、その費用は 3

百万フランであった。すなわち、 1B当たり

1.20フラン。

.MCO部門においては延べ20，000日の入院が有

り、

a.洗濯・リネン類の費用 1百万フランで l

日当たり50フランO

b.給食費用1.5百万フランで 1日当たり 75

フラン。

c.その他の管理費用 5百万フランで 1日当

たり250フランO

d.建築物に係る費用 2百万フランで 1日当

たり 100フラン。

③以上のデータを基にY氏の入院費用は以下のよ

うに計算される。

800 (救急部門) x 1 (日) + 1000 (外科部

門) x 2 (日) + 80 (外科ICR単位費用) x 

30+50(麻酔ICR単位費用) x 50 + 1.20 (検

査B単位費用) x850+50(放射線科ICR単位

費用) x 6 + 1500 (消費医薬品) + 1000 (他

施設CT利用費) + (50 (MC01日入院当たり

リネン費用) + 75 (MC01日入院当たり給食費

用) + 250 (MC01日入院当たりその他管理費

用) + 100 (MCO 1日入院当たり建築物関連費



用)) x 3 (日) = 12，945フラン

このデータが当該GHM317 (滑液嚢胞以外の

手及び手関節の手術)のコストデータとして報告

されることになる O 各施設から提出されたGHM

単位でのコストデータは保健省によって収集され

た後、国立鉱山学校の経営研究所などで分析され、

全国費用表として公表される。この全国費用表に

おいては各GHMの費用が「合併症の無い経腫分

娩 GHM540Jを1000点とした相対係数として示

されている O すなわち、 GHMiの相対係数=

1000 x (当該GHMの費用の中央値-=-GHM540 

の費用の中央値)となる。例えば、上記の

GHM317はISA指数684となっている。

⑤PMSIの結果を用いた公的病院における総枠予

算の調整システム

1994年にLanguedoc-Roussillonにおいて行わ

れた社会実験によって、 PMSIに基づく医療活動

及び費用の情報を、総枠予算の策定に用いること

の可能性が証明された。これを受けて、 1995年5

月10日付通達及び1995年8月22日付通達によりこ

の手法を全公的病院に一般化することが定められ

た。すべての公的病院サービス参加病院はMCO

に関する医療情報とこれらの医療活動に要した費

用をDRASS地方社会医療局に提出することが義

務づけられた。その報告内容は以下の通りであ

るO

①N年の 3月31日及び9月30日までに、それぞれ

N-l年の下半期及びN年の上半期における

RSAを報告しなければならない。

②N年の 3月31日及び9月30日までに、それぞれ

N-1年の下半期及びN年の上半期における

MCOの入院件数及び(来院患者数+人工妊娠

中絶の件数+外来処置の件数)の合計を報告し

なければならない。

③N年の 3月31日及び9月30日までに、それぞれ
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N-l年の下半期及びN年の上半期における外

来医療に関する報告書を提出しなければならな

し、 O

④N年の 3月31日に、 N-l年おける管理会計報

告を行わなければならない。

⑤N年の 6月30日及び12月31日までに、それぞれ

その前 3カ月におけるRSAについてDIMの医師

が行った内部管理の結果を報告しなければなら

ない。

各病院からDRASSに磁気媒体で提出されたデ

ータはDRASSに備え付けてあるMAHOSと呼ば

れるソフトウェアによって処理される。この

MAHOS はCTIPの前身であるCITI2によって開

発されたものである。 MAHOSの種々の機能によ

ってDRASSでは以下のデータ処理が行われる。

①ISAに基づく当該地方におけるRSAのデータベ

ースの作成

MAHOSは各RSAが最新のグルーパーで分類

されていることを確認した後、 RSAに示された

GHMに対応するISAを割り付ける。

②必要な場合はRSAの修正の要求

MAHOSは各施設のRSAの質に関する内部評

価・外部評価の結果を参考にしながら、提出さ

れたRSAに分類の誤りが有った場合、 ISA合計

得点の修正を行う O

③当該地方における l入院当たりのISAの平均得

点算出

地方全体におけるISA得点合計をRSA総数で

割る。

④提出されたRSAの完全性(当該施設における

RSA数の網羅性)のコントロールと必要に応じ

た修正

MAHOSは各施設から出されるPMSIデータ

の管理指標から当該施設における入院不足数を

計算する。この不足数に当該地方の 1入院当た
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りの平均ISAをかけた値が lISA当たりの費用

の評価に用いられる。この修正は施設レベルで

は行われずDRASSレベルで行われる。

([外来医療の評価

病院における外来医療はNGAPという診療行

為分類(=診療報酬表)で分類されるが、

MAHOSはこれらの外来診療行為の各々にそれ

ぞれのISA得点を割り付ける。この外来医療の

ISA得点も当該地方における lISAの平均費用

算出に用いられる。

⑥当該地方における lISAの得点の計算

各施設から報告されたISA得点の地方での合

計で、各施設から報告されたMCO領域の費用

の地方での合計を割ることにより、当該地方に

おける lISA得点当たりの費用を算出する。

⑦各施設のMCO領域の活動結果に基づく理論的

な総枠給付額の計算

各施設のISA得点合計に⑥で求めた当該地方

における lISAの平均費用をかけることで、各

施設のMCO領域の活動結果に基づく理論的な

総枠給付額を計算する O

⑧過剰給付及び過少給付の評価

⑨予算調整に関するシミュレーション

⑩地方病院庁における交渉と調整

DRASSで処理されたデータは地方病院庁に

送られ、地方病院庁では国民議会で決定された

各地方への病院医療費の配分額上限をふまえた

上で、各施設の総枠予算額を交渉の上調整して

決定する。

図7は以上の過程を単純化して示したものであ

る。

次に、現在わが国でも議論されているフランス

の総枠予算について補足説明する O まず、地方全

体の予算上限については国民議会の議決を基盤に

決定されるが、この基礎資料となるのは前年度の

病院医療活動データである。この資料から公的病

院における入院医療対象人口に関する指標

図7 フランスの地方医療計画におけるGHMの利用方式

地区に

地方医療計画と地域別年間予算総額

GHMに基づく活動報告
(GHMごとの患者数等)

財務報告
(部門別管理会計報告)

当たりの平均費用の算出

当該年度の理論的予算(理論的 1日当たり費用額)に基づく
次年度予算額(1日当たり費用額)の算出と交渉による契約

効率性及び質に問題のある施設は予算配分によって経済的に統廃合が誘導される。



(Popu1ation Hospitalisab1e dans 1e Secteur 

Pub1ic: PHSP)が全国及び地方レベルで作成さ

れ、これをもとに各公的病院セクターの地方予算

額が決定される。地方においては各公的病院サー

ビス参加施設から地方病院庁に提出される施設計

画と前年度の活動報告をもとに総枠予算額が交渉

により決められる。 PMSIの情報に基づいて予算

額を調整するシステムについては既に説明した。

各施設において総枠予算額は収入の約80%を占め

ている。予算は月単位で初級疾病金庫から支払わ

れるが、毎月同額が支払われるわけで、はなく、四

半期ごとの決算結果に基づいて、次の四半期にお

いて過不足が調整されるシステムとなっている O

そのため、法律では疾病金庫からの各月の支払額

を各施設の財政状況に応じて年間総額の 1/24か

ら1/8の間で変えることができる旨が記されて

いる。以上のような調整にも関わらず予算超過、

あるいはその危険性が生じた場合は以下のような

対策が取られる。

①PMSIに基づく活動の再評価:年度末に赤字が

発生することが予想される施設では、医療活動

の内容をISA指数で再評価することで、年度途

中で追加予算を得ることが可能である。すなわ

ち、仮に当該施設の 1ISA指数当たりの平均コ

ストが、例えば重症例を多く扱っているために

地域の他施設の平均より高く、かつ医療サービ

スの質のレベルから見ても問題がない場合、当

該施設は地方病院庁及び保健省との交渉により

追加の予算を年度途中で得ることができる。ま

た、年度当初には予想できなかった地域の健康

水準の大幅な変化(例えば、インフルエンザの

流行など)によって医療活動量が急増したこと

による支出増の場合も追加予算を得ることが可

能である。

②内部留保の取り崩し:フランスの公的病院会計

の費目には「補償のための積立金 (reservede 
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compensation) Jという内部留保があり、赤字

が発生した場合にはこれを取り崩して補填を行

つ。

③患者の他部門への誘導:年度末の赤字発生の可

能性が高い場合、入院から外来への誘導、ある

いは他部門(自由開業医部門や私的病院部門、

あるいは社会医療部門)への誘導などが行われ、

これにより予算使用の抑制を図ることもある。

ただし、このような行為により他部門における

医療費が増加するために、部門間の車L牒の元に

なることが少なくない。このような問題の発生

を避けるために、地方レベルで、病院医療と外来

医療の両方の活動をコントロールする新しい組

織の創設が計画されている。

④総枠予算以外の収入の確保:病院は外来医療や

院内の売庖、あるいはカフェテリアの経営とい

った総枠予算以外の収入が20%程度あり、この

収入増を図るための対策も講じられる。また、

病院で使用される医薬品や医療材料については

公定価格はなく、病院と卸あるいはメーカーと

の直接交渉によって価格が決められる。したが

って、赤字発生が見込まれる場合(あるいは見

込まれない場合でも)病院側は、価格交渉によ

ってコスト削減を行うことが要求される。

⑤次年度予算の前倒し:以上のような対策にもか

かわらず赤字発生が避けられない場合には、次

年度予算の前倒しが行われ、施設計画において

活動の削減や施設整備の抑制などが行われるこ

とになる。

⑥PMSI方式の民間病院への展開

フランスにおいては公的病院が総枠予算で給付

されるのに対し、民間病院は 1日当たり費用額で

疾病金庫から給付を受ける(ただし、医師報酬に

ついては自由開業医の枠組みで支払われる)。病

院医療については公的病院と民間病院それぞれに
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ついてONDAM(国レベルの支出目標額)とその

地方配分額が決定されており、各地方における病

院医療費はその上限を超過することはできない

(超過した場合は、次年度における 1日当たり費

用額の減額などの経済的ペナルティが取られる)。

しかしながら、公的病院と私的病院の聞には、給

付のあり方をめぐる不公平感があり、この問題を

解消するために両部門における医療活動を共通の

指標で測定した上で、公平なファイナンスを行う

必要性が強く認識されるようになった。 1995年に

出されたJuppePlanを受けて、 1997年からは民間

病院もPMSIによる活動報告が義務づけられるこ

ととなった。このような資料を整備することによ

り、入院数や平均在院日数、あるいは病床利用率

に加えてISA指数を参考に私的病院の 1日当たり

費用額を設定できるために、公私聞の公平な給付

が地方レベルである程度可能になっている O また、

地方病院計画においては資源の効率的配分を目的

として、医療区内の施設聞における診療科の統廃

合や共同運営(部分的なものも含む)が行われる

ことになっているが、 PMSIに基づくデータを用

いることで地方病院庁による調整が以前より行い

やすくなっている。

ところで、 ISA指数に基いて公私両部門のファ

イナンスを行なっていく上で課題となっているの

が、コスト構造の差である。そのために現在私的

病院を対象にコストを調査する社会実験が行われ

ている。ただし、この調査では医師報酬は分析さ

れておらず、これについては、後述のCCAP(診

療行為共通分類)の開発を待って調整が行われる

ことになっている。そして、この試行調査をもと

に2004年までに公私を問わず全急性期施設を対象

としたDRG/PPS方式がフランスにおいても導入

される予定になっている。

⑦プライバシーの保護

フランスにおいては厳しい個人情報の保護規定

があり、また医師の守秘義務も徹底している。し

たがって、 PMSIにおいて施設内及び各施設から

当局に情報の提出が行われるに際しでも、この個

人情報の保護規定は厳格に適用される。まず、医

師の守秘義務を遵守しながら、施設内における個

人の医療情報の整理を行うために、医師たる責任

者が配属されている医療情報部門がそれを集中的

に行わなければならないことが公衆衛生法典

L.71O.5条に記載されている 4)。すなわち、医師か

ら医師への診療情報の提供という形を取ることで

医師の守秘義務が守られている。そして、各施設

における医療情報の作成と処理については各施設

ごとにCNIL(情報と自由に関する検討委員会)

の意見と同意を前もって求めることが義務づけら

れている。 PMSIのシステムに関する変更を行う

際には、その都度当該施設はCNILの事前の承諾

を得なければならない。各施設から行政当局への

情報の提出にあたっては匿名化が行われ (RSAの

作成)、事後的に第三者がRSAから個人の医療記

録に到達することが防止されるシステムとなって

いる。 RSAの作成は国の所有物であるRSA作成ソ

フト GENRSAによって自動的に行われ、活動年

度の上半期・下半期それぞれにおいて、少なくと

も当該半期終了後 3カ月以内に当局への報告が磁

気媒体で行われることとなっている。また、各施

設においては、最低4年間はRSSの保存が義務づ

けられている。しかしながら、この厳しい個人情

報の保護規定のために、患者のたらい回しなどの

不適切な入院医療などの問題も生じており、今後

の課題となっている(後述)。

(3 )GHM導入の経緯

医療制度の国際比較研究を多く手がけている

Deutsheによると、ある国の医療制度を分析する



際には、歴史的展開過程の分析が重要であるとし

ている 5)。何故ならば、その展開過程を分析する

ことで、単に現行制度を横断的に観察することで

はわからない、制度改革の必然性やその成功や失

敗の要因についての知見が得られることが少なく

ないからである。そこで、本節ではフランスにお

けるDRG(GHM)導入過程について論述する。

フランス政府がGHMに関心を持ったのは比較

的早く、 1979年にはYale大学に最初の調査団が訪

問している。しかしながら、 GHM導入が具体的

な政策課題としてあがってきたのは1981年末で、

1982年の調査団の訪米が実質的な開始時期となっ

ている。「医師の診療における自由Jという伝統

と強い個人主義、そして政権の交代により保健医

療政策が目まぐるしく変わるフランスにおいて、

GHMのような新しい試みが簡単に受け入れられ

ることは難しく、フランスにおけるGHMの発展

は非常に競慢なものであった。しかしながら、左

派と右派との聞の数回にわたる政権の交代にもか

かわらず、 GHM導入の試みは継続され、そして

1996年以降は急速にシステム化されている。以下、

フランスにおけるGHM導入の経緯を、導入期、

停滞期、発展期の 3期に分けて説明する。

①導入期 (1982年~86年)

フランス経済における黄金の1960年代の終罵と

ともに、職域スキームに基本を置くフランスの医

療保険財政は急速に悪化していった。中でも増大

する病院医療費をいかにコントロールするかは政

府及ぴ保険者にとって大きな課題であった。フラ

ンス政府は1970年の病院改革法において医療地図

(わが国の保健医療圏に相当)を導入し、医療圏

ごとに病床数や高額医療機器数を制限すること

で、供給量のコントロールを図った。しかしなが

ら、当時の病院への医療費の支払は 1日当たり費

用額をベースとしたもので、不必要な入院による
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医療費支出を抑制することはできなかった。また、

医療地図による規制は既存の病床には及ばなかっ

たために、既に過剰病床である地区とそれ以外の

地区における医療費支出における地域差が問題と

なった。また、 1984年には病院医療費の急激な増

加を抑制するために、前年度の医療の実績に基づ

いて次年度の年間予算を決めるという総枠予算制

が導入された。しかし、予算の策定に用いられる

指標は平均在院日数や入院数、あるいは病床利用

率などの古典的な指標で、行われた医療の具体的

な内容を反映するものではなく、結果として過去

に多くの予算を消費している施設が将来的にも優

遇されるというシステムになってしまった。また、

このような過去の実績に基づいた予算配分は医療

技術の進歩や当該地域における健康ニーズの変化

に対応するものではなく、活動の硬直化をもたら

すことにもなった。さらに、予算を超過する施設

も数多く、十分な説明のないままに政治的な交渉

により追加の予算がつけられることが少なくなか

った。フランスにおけるGHM導入の動機として

もっとも重要であったのはこのような地域間及び

施設問の不公平の解消及び、病院医療における効

率性の測定であり、 1984年に導入された総枠予算

制の合理的な運営であった。

フランスにおける実質的なGHM導入の試みは

1982年にJ-M Rodrigues教授(現Saint-Etienne 

大学医学部公衆衛生学教授)らがYale大学を訪問

したことに始まる。フランスにおけるGHM導入

時の動きは 4つのフェーズに分けることができ

る。まず、第一のフェーズはGHMという手法を

フランスに導入できるかということに関する技術

的な評価で、これは1983年にFetter教授を招いて

Grenobleなどの病院で行われた。この時、

Grenoble一般病院センターで分類のための参照表

作成と教育ツールの作成が行われ、また、最初の

医療情報部DIMが創設された。第二のフェーズは
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GHMモデルが全国的なデータベースとして適切

であるか否かを評価する社会実験で、在院日数の

バラツキの説明力がどのくらいであるかというこ

とが1984年に検討された。その結果、 HCFA-

DRGによる説明力は30%で(外科領域ではより

高い説明力)、 DRG方式導入はフランスにも可能

であると判断された。第三のフェーズは費用計算

の手法と予算配分モデルのデザインおよび導入に

関する実験である。これは1984年にLyon近郊の

Vienneにおいて行われた。この実験に関連して

1984年10月にPMSIに関する最初の保健省通達が

出されている。 1985年にはアメリカのMinimum

Data Setを参考に RSS(resume de sortie 

standardise :標準退院時要約票)が作成され、退

院記録の標準化が行われた。第四のフェーズはグ

ルーピングのソフトウェアの開発と導入であっ

た。 1985年にJ司M.Rodrigues教授らが再びアメリ

カに赴き、その時点で最新のHCFA-DRG Ver. 

3を入手し、それをもとに最初のグルパーソフト

であるFGVer. 0を作成した。すなわち、フラン

スにおけるケースミックス分類の開発はHCFA-

DRGをほぼ完全にコピーすることから開始され

たのである。

これら一連の杜会実験に要した費用はそれほど

高くなく 300万フランほどであった。フランスが

HCFA-DRGをもとにGHMの開発を行った理由

は、その導入に際して著作権等の問題がなく、ま

た導入費用が安価であったことがあげられる。ま

た、初期にGHMの開発に携わった関係者のイン

タビュー結果によると、導入当初はDRG/PPSへ

の移行はまったく念頭になかったという。すなわ

ち、既に説明したように1984年は従来の 1日当た

り費用額に代わって総枠予算制が公的病院に導入

された年であり、その予算策定をいかに公平かっ

理論的に行うかというのが当時の関係者の関心事

であった。一方、このGHM導入に関しては、そ

の分類がフランスにおける医療の現状を反映して

いるか否かという点について全く検証されていな

いということ、及び病院制度改革にトップダウン

方式で結び付けているということなどから、反対

の声も少なくなかった。しかしながら、この試み

が医師主導のもと、既に情報システムを構築して

いる施設における小規模な試みとして行われたた

めに、関係組織や団体からの大きな反対の動きに

はつながらず、導入実験は1986年まで比較的スム

ーズに展開された。

②停滞期 (1987年......96年)

1986年の選挙で左派政権が敗北したことによ

り、保健医療領域における社会実験のほとんどが

中止されるであろうと予測された。その結果、旧

左派政権下でGHM開発に携わっていた関係者の

ほとんどが政府事業を辞することになった。 J

Ro吋drigues教授によれば、このような政治的状況

のために1986年から1996年の10年間はPMSIにつ

いて徐々にしか整備が進まなかったという O 当時

の状況として情報の透明性を高めることに多くの

医師が反対し、また管理側(病院長)も診療情報

の管理は医師の固有業務であるとして、それが病

院経営に用いられることに強く反対していた。ま

た、常に人材の育成の必要性を過小評価している

状況があった。フランスには約1000の病院が有り、

各病院にそれを運用できるものが2-3人は必要

であり、全体では2000-3000人のトレーニングを

行わなければならなかった。これを怠ったことが

その後のPMSI展開の後れにつながった。また、

1989年にはAP-DRGをフランスに適用する社会

実験も行われたが、 AP-DRGを適用するために

はフランスの医療記録の質は不十分であり、その

導入は困難で、あると結論された。しかしながら、

このような状況にもかかわらず、 GHM導入に閲

する研究と、小規模で、はあるが導入のための社会



実験は継続された。そして、 1991年の病院改革法

によってすべての病院に病院情報部門DIMの創設

が義務づけられたこと、 1987年に創設された

AUNIS及び1992年に創設されたPERNNSにおい

てケースミックス分類の開発が、そしてCTIPに

おいてソフトウェアの開発が行われる体制が、

1990年前後に確立したことで、その後における

PMSI一般化のための基礎が確立された。 1991年

にフランス版の相対係数であるISA指数の計算が

体系化され、 PMSIの総枠予算配分への使用が部

分的に開始された。 1994年にはフランスのPMSI

一般化に関する最も重要な社会実験である

Languedoc -RoussillonにおけるPMSIの一般化

実験が行われた。この社会実験には、同地区の全

MCO短期入院施設 (48の公的病院サービス参加

施設PSPHと55の私的病院:入院総数500，000件)

が参加した。この実験には以下の 5つの目的が有

った。

①PMSI (RSSとGHM)による病院活動の代表性

の実用性に関する研究

②PMSIに基づく活動評価により各施設への資源

配分を行うことの可能性に関する研究 (PSPH

に対する総枠給付と私的病院に対する 1日当た

り費用額)

③PMSIの指標を用いて施設比較を行うことの可

能性に関する研究

④施設とその監督にあたる組織(行政、金庫)と

のコミュニケーションを促進すること

⑤当該地方の関係者が利用できる、地方全体の医

療活動を代表する医療経済データベースを構築

すること

この結果、医療情報及び会計情報を収集し分析

することの技術的可能性が示され、その後の検討

の後、 1996年以降公的病院サービス参加施設にお

いてPMSIの結果を総枠予算額の調整に利用する

システムが確立された。この点についてはすで、に
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述べた。

さらに、この時期に全国費用調査 (Etude

Nationale de Couts : ENC)も開始されている O

保健省病院局は1992年2月28日付け通達で入院費

用に関する全国基準値を、公的病院と公的病院サ

ービス参加病院を標本として策定することを決定

した。そして、①PMSIをベースとした入院情報

のカバー率が95%以上で、あること、②病院管理会

計における十分な経験があること、③各入院につ

いて医療行為のすべてと医薬材料消費量の全体の

把握が可能な情報システムを有していること、の

3条件を満たす病院を対象としてGHMごとに、

ISAを用いた相対費用表(コストデータ)を作成

する社会実験が行われることになった。この事業

は1993年から開始され、初年度は大学病院センタ

ー6施設をはじめとする46の標本病院がリクルー

トされた。

これらの施設から 2種類の情報が収集された。

まず第一に、各入院に関する情報RSAで、どのよ

うな部門で何が行われたのかという情報である。

第二に財政に関する情報で部門別の会計情報が提

出された。しかし実際にはすべての施設から適切

な情報を得ることは難しく、多くの誤りが有るの

が実状であった。そのため、 1993年のデータを元

に1995年に出された全国費用表では22施設のデー

タのみが使用された。

③発展期 (1996年~現在)

1995年のJuppeplanを受けて、 1996年以降新政

府はまったく新しい医療政策を打ち出してきた。

すなわち、医療保障制度に関しては、従来の職域

を基盤とした社会保険制度から税とその他の複数

の財源を基盤とした統一的社会保障システムが模

索されることになった。また、医療行政が地方分

権化され、病院活動が公民ともに地方病院庁

ARHによって統制されるシステムが導入される
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とともに、憲法の改正により医療費総額ONDAM

が国会で議決され、医療費に上限が設定される仕

組みが構築された。そして、このような政策の実

効性を高めるために、医療情報の透明化への積極

的な取り組みが明言され、 GHMの使用、すなわ

ちPMSIのすべての病院における一般化と、認証

制度の導入が決定された。また、 1991年以降の社

会実験の成果を踏まえて、 GHMとともにISA指

数が導入されたことで、施設問のコストパフォー

マンスの比較を行うことが可能となり、 ISA指数

を用いて各施設の予算額を調整する手法が一般化

された。

( 4)GHM一般化の成功要因

1980年代にGHM方式導入の社会実験を開始し

た時点におけるフランスの医療情報システムの状

況は、 GHM導入が容易に行える状況には無かっ

たといえる。その理由としてはまずGHM方式導

入の基礎となる診療情報の標準化がまったくなさ

れていなかったこと(例えば、 ICDは病院医療の

現場ではほとんど使われていなかった)、医師の

診療行為における守秘義務の原則を主たる理由と

して病院情報の透明化に対する強い抵抗感が医療

現場に有ったことなどがあげられる O また、政権

が変わる毎に医療政策が大きく変更されるという

政治体質、さらには多くの画期的な政策が関係者

間の十分な議論を経ないまま提示されるために、

結局は関係者聞の利害の調整がつかず頓挫してし

まうということを操り返してきた歴史から、フラ

ンスにおけるDRGの一般化は非常に難しいと予

想されていた。しかしながら、歴史的経緯でも説

明したように種々の解決すべき課題は多いもの

の、今日フランスはヨーロッパにおいてDRG方

式の一般化に成功した国のーっとなっている。

DRG方式一般化の成功要因についてまとめると

以下のような点があげられる。

①医療活動に関する情報透明化への圧力:情報無

しで病院を効率的に経営することはできないこ

とが関係者に理解されるようになってきたこ

と。さらにこれに社会保障財政の危機という経

済的環境要因及び質への関心の高まりという条

件が重なったことがある。特に汚染血液製剤に

よるエイズ患者発生の事件以来、医療をめぐる

社会的環境が大きく変化し、情報化への弾みが

ついた。

②中央集権的な政治体制 :GHM方式の導入に関

しては、 1980年以来、政権の交代にも関わらず、

その継続が常に支持され、かつ予算もつけられ

てきた。特に1991年の病院改革法以来、政府の

強力なリーダーシップがGHMの一般化に果た

した役割は大きい。フランスの病院医療サービ

スの中核を担う公的病院については国が管理責

任者となっており、中央集権的な政治体制のも

とで、公的病院を中心に一般化が行いやすい条

件にあったことも重要な要因であろう。また、

関係者のインタビューではGHMの導入が法律

で定められた義務であるという点も強調されて

いた。

③DIMの創設:フランスにおいては医師の守秘義

務の規定が非常に重視されており、医師が患者

の情報を他の医師以外に提供することはできな

い。 DIMを創設し、その責任者を医師とするこ

とでこの問題が解決できた。しかも、個人主義

的傾向の強いフランスの医療界において、各施

設に 1個所情報が集中する部門を設けたことで

GHMの一般化が容易になったと考えられる。

また、 1989年にDIMの創設が通達で示されたが、

それを創設する病院には 3年間通常の総枠予算

以外に情報部門設立のための追加の予算がつい

た。このような財政面での誘導も成功要因の一

つである。

④PMSI専属組織の創設:PMSIに関連する専属



の組織としては保健省内のMissionPMSI、

PERNNS及びCTIPがある。 MissionPMSIにお

いてPMSIに関する全体の方向を定め、かっそ

れを広報し、 PERNNS及びCTIPで技術的な事

項を専門的に行うという体制がGHMの一般化

に果たした役割は大きい。また、このような活

動を国立鉱山学校及び国立理工学校の経営研究

所や国立公衆衛生大学校が補佐するシステムを

構築した点も見逃せない。特に国立公衆衛生大

学校における病院長養成課程においてPMSIに

関する教育が体系的に行われたことで、公的病

院におけるPMSIの一般化が実務レベルで容易

になったといえる。

⑤社会実験:フランスにおいてGHMの一般化が

可能となった要因として多くの社会実験を行っ

てきたことも重要である。この社会実験を通し

て、その後の一般化にむけての多くの「教材的

ないし技術的」情報の整理と、関連職種の育成

が行われた。さらに、社会実験を通して、関係

者が経験に基づいた議論を行うことができた点

も、関係者間の合意形成に役立つたと考えられ

る。例えば、 1992年に開始されたGHMに基づ

く費用算出のための標本調査により管理会計方

式にリンクしたPMSIの普及が加速した。また、

1994年に行われたLanguedoc-Roussillonの社会

実験により、公的・私的を問わず全病院を対象

に医療情報をPMSIによって集めることが可能

であること、そして、総枠予算の配分の調整に

PMSIに基づく情報を使用することが可能で、あ

ることが関係者の合意の上に示された。

⑥漸進的な政策運営:フランスのGHM方式は最

初の導入実験から15年をかけて一般化が行われ

たが、多分に偶然の要素はあるものの漸進的な

政策運営が一般化成功の大きな要因となってい

る。特に、導入当初においてDRG/PPSでは

なく、情報の透明化とそれによる施設聞の予算
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配分上の不公平解消が主目的となっていた点は

関係者に比較的スムーズに受け入れられた要因

として重要であると思われる。また、導入初期

において医師が主体となり、主に医学的な観点

から分類の妥当性を検討していった点も関係者

の過度の反発を予防する上で有用で、あったと思

われる。そして、 PMSIの一般化により地域間

格差、施設問格差が明らかになる過程で、必然

的に公私間格差も問題となり、それが長年の課

題であった、公的病院・私的病院を共通の指標

で評価した上で、共通の支払方式を適用する方

向性となり DRG/PPS方式の導入が検討され

るようになったと考えられる。

以上、まとめると、常に保健省がPMSI一般化

のための強いリーダーシップを発揮し、かつ数次

の社会実験の結果を踏まえて、参加病院への追加

予算やPMSIシステムの不備な病院に対する予算

策定上のペナルティを科すというよう財政的な誘

導が行われた点、構造面ではDIM及びPERNNS

を創設したこと、さらには情報の透明化や質への

関心の高まりという社会環境の変化などが相互に

作用してPMSIの一般化が、特に1991年以降加速

したものと考えられる。また、中央集権的な政治

体制がこのような一連の改革を可能にしたといえ

るであろう。

(5)今後の課題

PMSIに関する現在の問題点を列挙すると以下

のようになる。

①ファイナンスベースの標準化

①全国費用表作成標本施設におけるデータの代表

性の改善:現在、全国費用表作成施設の対象と

なっている標本施設は、一定の条件をクリアし

かっ自主的に調査に参加している施設であり、

データの代表性に問題がある。現在、標本対象
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施設数の増加を図るとともに、特殊な施設(例

えばガンに対する化学療法や放射線治療、ある

いは熱傷センターにおける重度熱傷の治療な

ど)についてはそのデータを補正する方法の研

究が行われている。

②管理会計方式の標準化:現在、フランスの公的

病院においては 2種類の管理会計方式が用いら

れている。 1つは全国費用表標本施設における

もので、その他はそれ以外の施設のものである。

全国費用表標本施設においては i) 1入院あた

りの費用の計算を行うこと、 ii)できる限り入

院ごとの直接費用を計算すること、 iii) その

他の費用についてはサービス部門ごとの費用を

基に算出すること(診療部門の 1日当たり費用、

医療技術に対するICR)、iv)運営管理部門

(運営費、輸送費、情報費用など)及び宿泊サ

ービス費用(リネン類、給食)については 1日

当たり費用額へ配賦すること、という原則に基

づいて費用計算が行われている。しかしながら、

例えば 1人の医師が複数部門で勤務した場合、

それをどのように部門ごとに配賦するかといっ

た点は各施設の裁量に任されており、各費用項

目において、医療活動の実績からは説明できな

い差が標本施設問で生じている。しかも、この

差は異なった会計方式を用いている標本施設以

外の施設ではさらに大きいものとなっており、

全国費用表を基に各施設が内部管理を行なう上

で問題となる。さらに、営利民間病院について

は企業会計方式に準じた方式で、個々の施設が

それぞれのやり方で、会計業務を行っており、公

私聞の費用構造の比較を行う上で大きな障害と

なっている。このような問題を解決するために、

現在フランス政府は民間病院と公的病院との費

用構造を共通の会計方式で評価する社会実験

(1999年-2000年)を行っており、 2001年には

共通の費用去を作成する予定となっている O ま

た、 Strasbourg大学病院センターにおいて新し

い管理会計方式の開発が行われているO

③GHM分類の精轍化 :GHM分類の精般化に関し

ては i)同一疾患を日帰り入院で診療した場合

と通常入院で診療した場合の診療報酬上の大き

な差があること(例えば、関節鏡を日帰り入院

で行った場合にはGHM318: 351 ISA指数=

4780.62フランであるのに対し通常入院で、行っ

た場合にはGHM652:652 ISA指数=8880.24フ

ランと4100フランもの差が生ずる)、 ii)救急

部を介して入院に至った症例の場合、複数の重

篤病態が合併している場合が多く、それを単一

のGHMで処理するとかかった費用が十分反映

されない、等といった問題点の解決が求められ

ている。 i)については現在後述のAMBU-

DRGの計画が進行中であり、日帰り入院が適

切に評価される分類の開発が行われている。ま

た、この問題の解決にあたって、費用効果分析

のような医療経済学的な評価も行われるように

なってきている。 ii)についてはAPR-DRG

やPMCのような重篤度に着目した分類の精轍

化(例えば、複数のGHMを割り付けることに

よる病態と要する費用のより正確な把握)が現

在行われている。

④DRG/PPS方式の導入:PMSIに基づく医療活

動の評価が導入されたことで、医療費における

地方間及び施設問格差の解消が徐々にではある

が現在のフランスでは可能となっている。しか

し、その一方で、公的病院と民間病院とをその活

動実績に応じて公平にファイナンスすることの

必要性が議論されるようになってきた。そして、

この問題に対処するためにフランス政府は1999

年 7月27法(統一的疾病保障法 :CMU法)の

中で、今後 5年以内に疾患群別支払方式を公民

すべての病院に適応することを定めた。このた

めに現在病院医療における診療行為分類である



CdAMと自由医師セクターにおける診療行為分

類であるNGAP(民間病院の医師の医療行為も

これにより分類され、報酬を受け取る)とを統

合したCCAP(診療行為共通分類)の開発が進

められている O また、費用の計算についても、

前述のように公的病院と民間病院とを共通の管

理会計方式で評価する社会実験が現在行なわれ

ており、 2001年には共通の全国費用表が公表さ

れることになっている。 DRG/PPS方式が導

入された場合、現在の公的病院セクターにおけ

る総枠給付制度は廃止されることになる O ただ

し、実際にはすべての医療活動がPPSで支払わ

れるわけで、はなく、救急などの公的病院サービ

ス機能についてはこれまでどおり予算による支

払になるとされている。教育、研究といった公

的病院における他の機能については現在その評

価方法について検討が行われている。実際、こ

れらの活動は他の財源(例えば文部省の予算や

外部からの研究費)によって行われている部分

が少なくなく、現行では予算策定上対象施設に

おいて一律13%の予算削減が行われているが、

アンテルヌの医師{かつてのわが国におけるイ

ンターン医師のような修練医)の担当患者数を

書類上少なくするなどの行為が行われているた

めに、その評価が困難となっている O また、民

間病院における医師の報酬については現行どお

り各患者から医師への支払という形が存続し、

俸給制になることはない。ただし、その報酬額

については前述のCCAPが適用されるために、

公的部門の医師費用との整合性が図られるよう

になる。

しかしながら、 DRG/PPSの導入によるデメ

リットについてもその対応が迫られている。フ

ランスの場合、患者の個人情報の保護が厳しく

行われているために、病院から外部に出される

個人情報については、徹底した匿名化が行われ
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ている。このために、患者の鎖 (Chainagedes 

malades)という患者のたらい回しによる医療

費の不正請求の事例が生じている o DRG/ 

PPSが導入された場合、このような事例が増加

することが予想されており、それに対してどの

ような監督体制を構築するかが課題となってい

るO また、合法的なUpCodingの問題もある。

前述のように同一疾患を通常入院で診療する

か、あるいは日帰り入院で診療するかによって

診療報酬上大きな差があり、その整合性をいか

に図るかが課題となっている。これについては

CHIR-AMBUという日帰り入院における処置

を評価するソフトの開発と応用実験が現在行わ

れているが、これにCCAP(診療行為共通分類)

を組み合せることにより、問題の解決が図られ

ることになっている。また、多重疾患の場合に

どのGHMを割り付けるかにより理論的な費用

が大きく異なることも問題であり、これに対し

ては前述のように複数のGHMを割り付けるこ

とで分類の精織化を図る研究が進行中である。

しかしながら、より本質的な問題として、フラ

ンスにおいては診療行為の標準化が遅れている

ことが、費用のバラツキの大きな原因であり、

この問題の解決がない限りにおいてはDRG/

PPSの導入に際して混乱は避けられないと思わ

れる。

また、総枠予算制を廃止してDRG/PPSを導

入することにより在院日数の短縮化と医療活動

量の増加が生じ、結果として病院医療費が青天

井になってしまうのではないかという懸念もあ

るが、これについては病院医療費総額が年単位

で国民議会で議決されるために、いわば国レベ

ル及び地方レベルでの総枠予算制となってお

り、コントロールを十分可能であるとされてい

る。具体的には、予算総額を超過した場合には

変動点数制(1点当たり単価を下げることで総
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額を調整)により、医療費総額を調整すること

等が考えられている。

②GHM方式の他領域への拡大

現在フランスでは急性期疾患以外の分野にも

GHM方式を拡大しようとする計画があり、以下

のようなプロジェクトが行われている。しかしな

がら、診療行為の標準化に関する計画が遅々とし

て進まないこと、あるいは職種間の意見の相違な

どのために、必ずしもうまくは行っていないのが

現状である。

①中期療養 (PMSI SSR) フランスには回復

期のリハビリテーション施設である中期療養施

設(3ヶ月程度の入院リハビリテーション施設)

があるが、こうした施設におけるGHM方式の

導入が現在検討されている O 中期療養施設への

GHM方式の導入に関しては急性期医療で用い

ているような分類手法は使用できないため、

RUGに類似したフランス独自の分類手法を開

発している。具体的には 1日単位のサービス必

要量で分類し、中期でのリソース必要量を予想

する仕組みが考えられている。

②精神科領域 (PMSIPSY) 中期療養と同じよ

うに精神科の患者について、 1日単位のサービ

ス必要量で分類する試みを行っているが、非常

に難しいというのが現状である O

③外来医療 (PMSIAmbulatoire) 従来、病院

における外来医療は、日帰り入院のようなもの

はCM24(24時間以内の入院)で処理し、その

他の外来医療は対応するNGAPに一定のISAを

割り当てることで対応してきた。しかしながら、

この領域の医療は近年、急速に発展してきてお

り、より精轍化された分類手法が必要となり、

現在その開発が行われている。

④長期療養 (PMSILS) 長期療養についても、

1日単位のサービス必要量で分類することが考

えられているが、現在までのところまだ具体的

な試みは行われていない。

3.他のヨーロッパ諸国におけるDRG導

入の状況

1980年代以降、増大する医療費の抑制はヨーロ

ッパ諸国における共通の政策課題となり、 NHS

タイプの国(イギリス、ポルトガル、スウェーデ

ン等)、社会保険の固(ドイツ、フランス、オラ

ンダ等)のいずれにおいても積極的な対策が取ら

れてきた。なかでも病院医療費の抑制は大きな謀

題であり、実際に行われた医療活動に応じた財政

の適正化を実現するためにDRGの導入が行われ

てきた。欧州諸国におけるDRG展開については

別報にて詳述しているので6)、ここではその概要

について述べるにとどめる O 図8は導入当初にお

けるアメリカのHCFA-DRGの受け入れ可能性と

それを包括払いに用いたかどうかによってヨーロ

ッパ諸国におけるDRG(類似)分類を整理した

ものである。ドイツ、イギリス、オランダを除く

と多くの欧州諸国ではアメリカのHCFA-DRGで

試行を開始し、それを各国の状況に合わせる形で

徐々に修正して、その一般化を達成している。ポ

ルトガルとスウェーデンについてはDRG/PPSが

一部で採用されているが、実際は総枠予算制との

組み合わせとなっている。ベルギーはアメリカ型

のDRG一般化が最も成功した固と言われている。

現在は、 AP-DRGがフランスと同様の総枠予算

方式との組み合わせで用いられており、またアメ

リカで開発された外来医療分類であるIR-DRG

extendedも実験的に用いられている。一方、イギ

リスのイングランドではHCFA-DRGが同国の医

療の実態にそぐわないと言うことで、イギリス独

自の分類であるHRGを、臨床家の意見をもとに

開発している O イギリスの場合、園、地方及び各
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病院の医療費が予算で決められているために、

DRG類似分類を l件当たり包括払いと組み合わ

せて個別の支払いを合理化する必要性は乏しく、

むしろ情報を透明化することで施設問の競争を促

進し、それにより経営の効率化を図ることに主眼

がおかれている。すなわち、仮に各分類における

コストに施設問のばらつきがあったとしても、そ

れ自体を問題にするのではなく、その説明責任を

各病院に問うことで各施設の自主的な経営合理化

の取り組みを誘導しているのである。また、イギ

リスではウエールズは当初、 AP-DRGで予算の

調整を行っていたが、 2000年度からは同地方にお

いてもHRGが用いられるようになっている O ド

イツの場合は、定型的な外科的傷病を中心に部分

的にFP/SEというDRG類似分類が導入された。

このうちSEは定額部分に加えて、出来高部分を

請求できるというわが国のDRG/PPS試行に類似

した支払方式を行うものであった。しかしながら、

この方式を全傷病に一般化することは難ししま

た医療費適正化という面からも問題があることか

ら、種々の議論の後、ドイツ政府はオーストラリ

ア政府の開発したAR-DRGを導入し、 2006年を

目標に病院財政方式として一般化することを決定

している。オランダも大学病院等で実績のあった

AP-DRGに代えて、オランダ独自の分類手法で

あるDBCの一般化を決定している。このDBCは

主訴・徴候、診断、診療行為の 3つのカテゴリー

の組み合わせによる新しい疾病群分類で、入院医

療にも外来医療にも適用可能で電子カルテなどの

医師の診療記録との連続性が高いことがその特徴

となっている7)。泌尿器科領域で開始されたこの

計画は、現在、他科においても開発中であり、同

じにコストデータの積み上げも行われている。そ

して、将来的にはDBCを指標とした各病院への総

枠予算制が管理競争の枠組の中で行われる予定で

ある。その他、イタリアや東欧諸国においても

DRGは導入されており、欧州諸国においては

DRGの利用はすでに病院医療制度の一環として

確立していると言える。ところで、 DRGに関し

ては粗診粗療を招く恐れがあるといわれている

が、欧州の多くの国においては質の問題をDRG

そのものとは切り離して、 EBMに基づく診療ガ

イドラインの作成や病院機能評価制度で対応して

いる。このような点は、欧州諸国と類似点の多い、

わが国におけるDRGの活用を考える上でも参考

になる点で、あると考える。

4.まとめ

以上、フランスを中心にヨーロッパにおける

DRGの状況について論述した。欧州の経験を見

る限りにおいて、 DRGが病院医療の適正化に役

立つツールであることに異論は無いであろう。し

かしながら、それをどのような方式で用いるのが

良いのか、すなわち、総枠予算制と組み合わせて

用いるのか、あるいは包括払いと組み合わせて用

いるのかについては、それぞれの国の医療制度に

よって親和性が異なるものであり、絶対的な解答

があるわけで、はない。わが国の財政諮問会議の答

申ではDRGの導入が求められているが、それを

いかなる理念のもとで、どのように用いていくか

については十分な説明がなく、手段の目的化が生

じているという印象がある。この背景要因として

は、これまでわが国の場合、 DRGに関する調査

研究のほとんどが、アメリカのDRG/PPSを対象

としていたために、 DRGイコールPPSという言自哉

が広まってしまい、日本へのDRGの必要性や導

入可能性について当初からバイアスがかかった議

論が行われてきた点があげられる。そして、一方

で、包括払いに強い危倶感を抱く一部の関係者は、

DRG分類の均質性を問題として取り上げ、その

ような状況でPPSを導入することは困難であると



結論し、また包括払いの導入は粗診粗療を招く危

険性が高いとした。また、他方で、一部の関係者

はDRG/PPSは医療費適正化の切り札であると評

価し、その早期導入を求めた。しかし、我々が

1998年から1999年にかけて行った欧州の実態調査

の結果では、 DRG/PPSの導入自体は病床回転率

を上げる効果を持ち、むしろ医療費増加につなが

る可能性が強いことが示唆されている 8)、 9)。特に、

わが国のDRG/PPSの試行と同様に包括部分と出

来高部分を組み合わせたDRG類似分類を部分的

に導入したドイツではその傾向が強かった。すな

わち、 DRG/PPSを医療費適正化のツールとして

用いるのであれば、アメリカのようにマネージド

ケアを組み合わせて用いるか、あるいはイギリス

やフランスのように予算制と組み合わせて用いる

かという、その使用方法に関する別の検討が必要

であり、経済財政諮問会議の答申ではこの点の議

論が欠けている。一方、日本医師会が提案してい

る大学病院や国立病院等の「特定病院系列」で

DRGをベースとした予算制を導入するという方

式は、わが国の医療提供体制の特徴を反映させる

形でDRG一般化を実現でき、施設問のベンチマ

ークなどを通して経営の効率化や医療のアウトカ

ム評価、さらには現場医師の合意に基づく診療ガ

イドラインの作成などにつながり得るものであ

り、積極的に検討されるべきであろう。このよう

な仕組みはわが国に類似した医療制度を持つ欧

州、特にフランスにおけるDRG利用方法と類似

するものである。ここで欧州においてDRGの一

般化に成功した国に共通する特徴を整理すると以

下のようになる O

①財政方式とは切り離した導入:情報システムと

して導入

②ICD及び類似の疾病分類と治療行為分類の普及

③HCFA-DRGなどの既存のシステムによる試行

④現場担当者(特に医師)が計画初期から多数関
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与

⑤公的病院中心の急性期医療体制:導入が容易

⑥漸進的な政策運営

⑦保険者(あるいは行政)の強いリーダーシップ

冒頭でも述べたように2001年度から開始された

厚生労働省のDRG試行調査では、従来のDRG/

PPSに加えて、試行病院と同様な機能を有する民

間病院等において「診断群分類を活用しつつ定額

払いを伴わない形で診療内容に関する調査を行

う」という試行の枠組みの見なおしゃ、 ICDlOを

基礎とした診断群分類の再整理などを 3年にわた

って行うこととなっている。また、従来の183分

類にかわって532分類が各関連学会の臨床家の検

討により作成され、今回の試行の中でさらに精綾

化される予定である。これらは欧州における

DRG導入の成功要因である①、②、④、⑥、⑦

を満たすものであり、その意味で今回の厚生労働

省におけるDRG試行調査は、わが国における

DRG一般化に向けての大きな一歩になると著者

は考えている。経済財政諮問会議の答申は

DRG/PPSの速やかな導入、しかも部分的な導入

から開始することを求めているが、ここまで説明

してきた欧州における導入経験を踏まえると、同

会議の提言はその一般化と本来の目的である医療

の質の向上及び医療費の適正化のために決してベ

ストの選択ではないと思われる。将来的にDRG

がどのような形で利用されるべきであるかについ

ての議論は、政治的な問題であり、著者の能力の

範囲を超える問題である。しかし、あえて私見を

述べるとすれば、医療費における大きな地域格差

や施設問格差が問題となっているわが国の医療費

の適正化と病院医療の質向上のためには、まず

DRGをベンチマーク指標として用い、個別医療

機関を対象として適切な指標に基づいて策定され

た総枠予算方式を試行的に行い、その後可能であ

ればDRG/PPS導入を模索するというフランス的
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展開がわが国には適切ではないかと考えている。

その意味で、 2001年4月から始まった厚生労働省

の試行においては、試行結果の系統的分析に加え

て、わが国の医療制度と類似点の多いヨーロッパ

諸国における状況を適宜参考にして、関係者間の

データに基づく議論と合意形成を積み上げなが

ら、システム整備を漸進的に行っていくことが、

遠回りのようではあるが、結局は最も実際的な方

法であると考える。
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DRG in the European countries 
-Lesson from French experience園

Shinya MATSUDA， MD* 

Among the developed countries， it is a common problem how to control the medical 

expenditures. In order to harmonize such cost containment programs with the 

improvement of medical services， we need an appropriate information system that reflects 

both clinical and economic aspects. The DRG is such an information tool that was 

originally developed in the USA， and is widely used among other developed countries. 

Since 1999， the Japanese Ministry of Hea1th， Labor and Welfare has been conducting a 

social experiment of DRG. Although the usefulness of DRG as a tool for effective hospital 

administration has been established， further consideration is required in order to decide 

how to apply the DRG to the existed health system of each country. In this article， the 

author summarizes the findings of our research on the DRG in Europe held by IHEP (1999 

-2000)， and intends to summarize the requirements for introduction of the DRG based 

system into Japan. According to my personal opinion， in the case of Japan where a social 

insurance scheme is generalized based on the fee-for-services， it is more appropriate to 

introduce the European type of DRG based system such as the combination of DRG and 

global budgeting in France， instead of the American DRG/PPS system that is combined 

with the managed care. 
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