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研究報告

内科系医療技術の評価手法に関する研究

-RBRVsの適用可能性について-

遠藤久夫*

本研究の目的は内科系医療技術を経済的に評価するための手法として、医師に対するアンケー卜調査によって得た個々
の医療サービスの負担感(=総合負荷)とサービス提供に要した時間(=直接時間)を用いることが適当であるかどうか
を検証することにある。分析結果は以下の通りである。

1 )回答者の専門性の違いや経験年数の遣いが回答結果に与える影響は小さい。
2 )総合負荷と直接時間の相聞は総じて高い。
3 )専門家による「外挿法」の結果は、アンケー卜調査結果とほぼ同じ評価値を示した。
このことより、本評価手法の有効性は高いと考えられる。また、分析によって以下の内容が明らかになった。
1 )時間当りの総合負荷の値は、診断、治療方針決定、生体検査判定、処方などの分析的要素の比重の高い医療技術の
方が処置、検査実施などより大きい。

2 ) 同じ医療技術でも対象とする患者の特性や疾病特性により「総合負荷」や「直接時間」が異なる。
3 )現行の報酬体系は過剰に評価されている技術と過小に評価されている技術とが混在している。

キーワード:RBRVS、アンケート調査、診療報酬

I 調査研究の目的と内容

1 .内科系医療技術注1の相対評価の背景と目

的

(1 )背景

医療行為に対する報酬を巡ってはさまざまな視

点からの議論があるが、そのひとつに「もの」と

「技術」を分離して評価すべきだというものがあ

る。一般に「ものjに対する経済的評価は「技術」

に対する経済的評価より技術上簡便である。それ

は「ものjの場合は個別に納入業者と医療機関と

の取引による市場価格が形成されており、それを
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参考とすることが可能で、ある。もちろんこの市場

価格は診療報酬点数、すなわち公定価格の存在に

よって歪みが生じている可能性があるためその点

の考慮は必要である O 一方、技術に対して経済的

評価を行う場合の市場価格に該当するのは医療従

事者の報酬(賃金、所得)であると考えられる。

この場合も公定価格による歪みが生じていると考

えられるが、それ以上に経済的な評価をする上で

の困難さが存在する。ひとつは、医療従事者は多

様な業務をこなしているため個々のサービスに費

消した時間の把握には改めて時間の計測が必要と

なることである。さらに面倒なことに、賃金を単

に時間で按分しただけでは技術に対する適切な経

済的評価だといえないことである。サービス提供

時間が同じであっても医療従事者の精神的、肉体
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的負担が大きいものもあれば小さいものもあるか

らである。したがって時間の計測に加えて何らか

の補正を加えることが必要となる O このように技

術評価には困難さが伴うが、内科系医療技術は外

科系技術と比較して医療サービスのインプットに

占める「もの」の割合が小さいため、技術の経済

的評価はより重要になる。本研究の目的は内科系

医療技術を合理的に経済評価するための有効な手

法について検討することにある。

実は、上記の議論はその背後には、医療の経済

的評価尺度は「市場ベース」か「投入ベース」か

という、より本質的な問題を含んで、いる。「市場

ベース」で評価するということは、実際に医師に

支払われた報酬を需給関係が反映された市場価格

とみなして、これを医療技術に対する報酬額決定

のベースとすることである。このアプローチは医

療サービス市場が効率的であれば適切である O し

かし、いうまでもなく、わが国の医療市場は公定

価格によって運営されており、また自己負担額が

実際のコストより低く設定されている、医師と患

者聞の情報の非対称性の存在があることなどを考

慮すれば、医療サービス市場はとても効率的だと

はいえない。一方「投入ベース」は、医療サービ

スの供給に伴う有形・無形の投入資源の大きさを

ベースに報酬額を決定しようという考え方であ

るO これは需要側の要因が全く考慮されていない

という(ある意味では決定的ともいえる)問題が

あるが、市場が有効に機能していない場合は、次

善の手段として有効だと考えられる。

この市場ベースか投入ベースかという議論はア

メリカのメデイケアにおける医師報酬の決定に際

し論議を呼んだ。アメリカにおけるメデイケアは

25年間に渡り CPR(Customary，Prevailing，and 

Reasonable)方式、すなわち「実際の請求実績に

基づく料金設定方式Jにより医師の技術に対して

給付を行ってきた。しかし保険者による給付額格

差や診療形態や医療技術の変化への対応の遅れ、

給付額の地域格差等の問題が顕在化することによ

り、報酬額の公定化の検討が進められた。その過

程で新たな価格は「請求額ベースJ(すなわち市

場ベース)で算定すべきか、「資源ベース」で算

定すべきかという議論が起きた。しかし、ハーバ

ード大学の研究等から請求額のデータを基準とし

た場合、実態にそぐわない矛盾が見られるなど正

常な市場機能が作用していないとの判断がなさ

れ、「資源ベースjの相対評価スケール (RBRVs)

の検討が行われることとなった柱20

わが国と比較してはるかに市場原理が浸透して

いるアメリカの医療市場においても、市場ベース

で医療を評価することは適切でないとされたこと

を見ても、わが国における技術評価は「投入ベー

ス」で行わざるをえないと考えられる。

(2)研究内容

上記の議論を踏まえて、医療技術を投入ベース

で評価することを前提として、医師に対して郵送

アンケート調査により、医療技術の提供に伴う負

担感と所要時間を計測し、その結果を用いて以下

の視点から検討を加える。

1)主観的評価としての「総合負荷」と客観的指

標である「直接時間jとの関係を明らかに

する。報酬額の決定要素として「総合負荷」

と「直接時間」のどちらを重視すべきかと

いうことは議論を要す。「総合負荷」はいわ

ば大変さを意味するので報酬の対価として

とらえるには適当な指標であるが、客観性

という点に課題がある。「直接時間」は客観

的であると同時にサービス提供における機

会費用をあらわす指標としても意味がある。

もし「総合負荷」と「直接時間」が高い相

関性を有しているのであれば一律に「直接

時間」を以って「総合負荷」の代理変数と



して使用することが可能で、ある。また相関

が小さい場合、「直接時間」と「総合負荷」

をどのように組み合わせるのが適当かを検

討する。

2)同ーの医療技術に対する評価が回答者の属性

(専門性等)によって大きく異なるのか否か

は本研究にとって重要な意味をもっ。回答

者属性により回答結果が大きく異なる場合

は、分析結果に合理的な補正方法を考案し

なくてはならないだけでなく、「総合負荷」

という主観的評価を報酬額決定の要素とす

ること自体の不安定さを示すものとなる。

3)医療技術開ごとの「総合負荷」及び「直接時

間」の相違を明らかにする。すなわち、医

療技術聞の相対評価を行う。また、同一医

療技術であっても対象患者(疾患)の違い

によってこれらの指標がどのように異なる

のかを明らかにする。これらの作業によっ

て医療技術と報酬額との関係の妥当性を検

討する。

4)試みに、現行の報酬点数の示す技術聞の相対

評価と本調査による相対評価結果とに希離

があるかどうかを検討する。これにより現

行の診療報酬点数の歪みの有無を明らかに

する。

5)少数の専門家による評価方式 cr外挿法J)の

妥当性を実験する。少数の専門家による

「総合負荷Jr直接時間」の評価結果と代表

性を有するだけのサンプル数を確保したア

ンケート調査結果とが大きく希離しないこ

とがわかれば、外挿法によって得た値でも

代表性をもつことになる。外挿法を用いれ

ば数多くの医療技術を低コストで迅速に評

価することを可能にするため、その実行可

能性を検討する。
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2.本調査研究の特徴

(1)本調査研究における医療技術評価の特徴

本調査研究の特徴は、第ーには医療技術に対し

て医師自らが主観的な評価を行うことである。評

価尺度のひとつである「直接時間」は客観評価で

あるが、もうひとつの評価尺度である「総合負荷」

は医師の主観的な評価である。

第二の特徴は負荷の評価に関しては医療技術聞

の相対的な差のみを評価している点である。すな

わち本研究は医療技術Aは医療技術Bの1.5倍の負

荷がある、といった相対評価を行うものであり、

医療技術Aはいくら、医療技術Bはいくらと直接

に報酬額を算定する絶対的評価を行うものではな

し、。

第三の特徴は「技術料」という言葉が持つイメ

}ジにある「個々の医師の技能に対応した報酬」

という観点はもっていないことである。個々の医

師の経験や能力を報酬額に反映させることには合

理性があるが、本研究はあくまでも異なる技術開

の評価に焦点を置くものであり、個々の医師の能

力差には着目しない。平均的な技能を有する医師

の技術を評価するという前提に立つものとする。

第四の特徴は本研究から導出された医療技術開

の相対評価の結果は、報酬の支払い方式(出来高

払い、包括支払いなど)を規定するものではない

ことである。本調査によって技術聞の相対評価を

行い、それから何らかのプロセスにより個々の医

療技術の適正な報酬額が決定できたとしよう。こ

れを出来高払い制の下での個々の技術の報酬額と

して使用しでもかまわないし、他の技術と組み合

わせて包括支払いの対象としてもかまわない。そ

の場合でも、合理的な包括金額を算定する上で本

研究の結果は有益となるのである。
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(2)先行研究との相異点

本調査研究の調査スキームを検討するに当た

り、先行研究例として米国RBRVs(Resources 

Based Relative Value Scale)を参考とした。本調

査と米国のRBRVs調査との相違点は以下のとお

りである。

1)評価手法において米国のRBRVsが電話イン

タビュー形式を採用していたのに対して本

調査研究ではアンケート調査方式とした点

2) RBRVs調査の評価要素は 4つであったが

(最終的に本調査では時間に一本化)、試行

実験の結果「時間Jを「直接時間JI総合負

荷」の 2つにした点

3)専門分野および医療技術の選定において米国

のRBRVsが外科系を含む18の診療科目につ

いて各22の医療技術を評価していたのに対

して内科系診療分野を対象に各科60程度の

医療技術を評価した点

またわが国における外科系医療技術の評価体系

として「手術報酬に関する外保連試案(外保連)J

があるが、外保連試案は絶対評価を基本とした原

価調査データに基づく評価を行っているのに対し

て、本調査は医療技術聞の相対評価とした点が大

きく異なるところである

3.内科系技術評価体系の考え方

わが国の診療報酬体系では、原則として医療技

術を診療行為の種類と対象となる臓器(疾病)と

の組み合わせで評価している(例:腹部エコー検

査)。しかし、確定診断前の診断技術(例:初診

料)は対象となる疾病で分類されることなく一律

の額で評価している。これは米国のCPT-4

(Physician's Current Procedural Terminology，4th 

ed.)では、患者属性を考慮した診断料の設定を

行っていることと対照的である。また技術の提供

主体という視点から見ると、①医師の技術を独立

して評価したもの(例:画像診断料、初診料)、

②医療技術全体(コメデイカルスタッフの評価、

治療や診断に関わる医療機器等の評価を包括した

もの)を包括的に評価したもの(例:各種処置料)、

③主として医師以外のスタッフが提供する技術を

評価するもの(例:検体検査料)に大別できると

考えられる。これからわかるように現行の報酬体

系は、医師が提供する技術を単独かつ網羅的に評

価してはいない。そこで本研究では、医療技術

(医師が提供する医療サービス)を評価する軸と

して、下記の 3つの視点で評価すべき技術の選定

を行った。

①医療技術分類のバリエーション(診察、検査、

処置等)……技術(群)の単位

-各医療技術群にはさらに多様な医療技術、

具体的な診療行為の種類が存在する

②患者特'1空のバリエーション(年齢、疾病、重

症度等)…・・・技術の提供対象

③医療機関特性のバリエーション(医療機器、

スタッフ等)・…・・①および②に影響

この概念に基づき、医師の技術評価体系(内科系

技術評価の視点から)の整理を行ったものが、

表 1である注30

E 医師アンケー卜による医療技術評価調

置

1 .調査方法

設問は表 1の概念に基づき、①診療頻度が高く

医療技術として代表的であるもの、②難易度(難

しさ)にバリエーションが得られるもの、という

条件で幅広く評価対象技術の候補を作成し、内科

系学会社会保険連合(内保連)の医師で構成され

る専門委員会で、決定を行った。その結果、設問内

容および回答対象専門分野として、勤務医のうち

循環器、呼吸器、消化器、および開業医の 4分野
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表 1

N 0.1 行為(技術)分類(大分類) I 定義・説明 ! 備考 主な行為(中分類)
A: 1 1診察 診断実施|診察・診断;問診・診察 |・問診、診察を中心に鑑別 1・検査オーダーを含む。

2 

3 

4 

5 

B 1 6 1検査実施

7 

C 1 8 治療関連

1 9 

10 

D:ul救命救急

E : 121訪問診療

F : 131オンコ}ル対応

G : 141生活指導

日 1 151カウンセリング

1 : 161説明と同意

診断、検査方針の決定まで ー
; ドの診療行為。 1

区Illí 'wらみ五「張主詰某抗日，U:該 T~幅五財J五百陥司、一一一ーーーーーーーーーーーー-
l い断を下し、治療方針の決定 l看護婦への指示だし、カル

ーーーーーーーーし乏官 1J_CZ<72~安ilJî巻己ー- ~τ~èÀ乏含Y'2_ ーーーーー--'--一ーーーー一一ーーーーーーー
1. )患者病態管理として、ル

!慢性疾患管理(再診)ーチン的な検査データの確
E |認、患者状態観察等の行為。

判定・読影 l生体検査判定 | 特定の検査の結果判定をト結果の記録は含み、検査|呼吸循環機能検査(超音被検査、内視鏡

: 同で行う場合。の実施は含まず。 lrzA週五撲協同)
定、脳波検査判定、神経筋検査刊定、
耳鼻咽喉科学的検査判定、限科学的検査
判定、臨床心理ー神経心理検査判定、負
荷試験判定、内視鏡検査(臓器別)判定、
IR 1検査判定等

--ーーーーーーーーードーーーーーーーーーーーーーー -4-ーーーーーーーーーーーーーーー1-ーーーーーーーーーーーーーーー
;読影診断 |・特定のフィルム読影を単 1・検査の結果は合み、検査 Ix椋TV(臓器別)読影診断、一般撮影
I ド独に行う場合の実施は含まず。 u臓器別)読影診断、 CT撮影(臓器別)

1-"." ， ，--0 l'  "，.~ ._， --， v 読影診断、 MR1撮影(臓器別)読影診
l 断、 PET撮影(臓器別)読影診断 等

I生体検査実施 | 生体検査に関わる準備かト患者説明、記録、整理等|呼吸循環機能検査(超音波検査、内視鏡
ら実施までの行為。 1は含まず、協力スタッフへ|検査を除く)実施、超音波検査(臓器別)

I ----，.~~. - I ........u--.~kkl_l.~.3-実施、監視装置による検査(臓器別)実

の指示等は含む。 I施、脳波検査実施、神経 e筋検査実施、
耳鼻咽喉科学的検査主施、眼科学的検査
実施、臨床心理神経心理検査実施、負
荷試験実施、内視鏡検査(臓器別)実施、
IR 1検査実施等

1-_ーーーーー】一一-1-一一ーーー一一一一一ー一一一一二一一一一一一一ー同ーーー__ _ _1_ _ __同ーーー----一回--
l画像撮影実施 |・特定の撮影に関わる準備 Ix線TV(臓器別)実施、一般強影(臓
: トから実施までの行為で協力器別)実施、 CT撮影(臓器別)実施、

1:" _"V ':~:..; -;':'，- IMR 1検査(臓器別)実施、 PET禄影
1スタッフへの指示等を含む n臓器別)実施等

; 十行為。 1

l処置(注射、手技的な行為) I・処置に関わる準備から実 1 協力スタッフへの指不、 |各種注射、創傷処置、ドレーン法、湿布
上施までの行為 l記録行為は含み、患者説明、|処置、穿刺(部位別)、エタノール局所
I IJIJ:!J， d-o .... V .J 'J "'''':10 整理等は含まずo lEG1223ト立与えiJ理作、

ジー法(部位別)、イレウス管挿入、血
紫交換療法、人工腎臓、局所極流、腹膜
湛流、ストーマ処置

L_________________L_______________~_______________~ 

「 ーー ーーーーー司自ーー寸ーーー--回目ー町田--【ーー四1--ーーー四ーー--------
l処方 | 投薬に関わる薬の選択と 1・製剤、調剤の行為は含まず。|各種処方

1用量等の決定、処方筆書き;
いこ関わる行為。 1

1..____________ーーー」ーーーーーーーーーーーーーーーー，-ーーーーーーーーーーーーーーー「ーーーーーーーーーーーー r-------------------------------~ 
限素吸入(各種)、インキュ

lその他処置 一 |気圧酸素治療等

' 判断、処置、指示を伴う ト手術、入院までの対応と |救急外語の初期治療、中毒、環境障害の
緊急的な対応全般。 1する。 I初期治療、その他各科技急の初期治療
・ 訪 問診療は、施設外サー在宅における設祭診断、在宅における

ビスと し て 在 宅 で 実 施 す る 詫ti52224?謹詰2235、
診療 行 為 全 て 。 噂 等 )

オンコールは、時間帯を;
間わない緊急的でかつ直接 l

患者をみない状況下(ベッ l
ドサイド以外)での各専門 1

職への指示だし等の行為。
-慢性期疾患、生活習慣病 l ・一般の診断行為の範囲を
に対する、特別な生活上の(超え、特別に実施する患者
指導等の行為。 1サービス0

・特別な相談、指示等の行; 一般の診断行為の範囲
為全般。 1を超え、特別に実施する患

!者サ}ビス。

特別な説明、説得等の行 l・一般の診断行為の範囲を
為全般。超え、特別に実施する患者

lサービス。
J 1 171コンサルトの実施(返信) 他医師からの専門的な問;・調査、記入作業を含む。

K : 181福芥扇蓮

い合わせに対する相談(返 I

信)行為。
患者紹介のための、簡単!

な調べもの、紹介状書き、 ; 
返書書きに関わる行為。 1
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を選ぴ、各分野ごとに約10程度の患者像とそれに

関連する60前後の診療行為を設問とした。また設

問構成は、「すべての専門分野に共通の診療行為」

「勤務医の 3専門分野(循環器、呼吸器、消化器)

に共通の診療行為Jrすべての専門分野毎の専門

の診療行為」とした(表 2)。なお、具体的な設

問の一部は表8に示した。

2.評価の方法

評価基準としては、平均的な患者像に対し平準

的な診療行為を行うのに必要とされる時間を分単

位で評価する「直接時間jと、平均的な患者像に

平準的な診療行為を行うのに伴う所要時間、スト

レス、難しさ等の心理的・肉体的負荷である「総

合負荷」を採用した。「総合負荷」の評価方法は、

主観的評価には量測定法 (MagnitudeEstimation) 

を用いた相対評価が有益であるとしたアメリカの

先行研究等から量測定法を採用した。具体的には、

「鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事前に初

診来院した。 23歳男性の「問診・診察Jを行った。

(検査の実施は含まず。)Jという医療技術(医療

サービス)に伴う「総合負荷」を 1とし、他のサー

ビスがその何倍の負荷であるかを評価してもらう

ことにした。

3.アンケー卜調査の実施状況

本調査研究は、内科系学会社会保険連合(内保

連)と臨床内科医会の会員を対象に、アンケート

調査方式にて、各種データの収集を行った。なお

対象者の選定にあたっては、指導医、認定医等の

資格の有無、診療実績(週間診療患者数)、経験年

数(卒後年数)、就業医療機関の各種条件について

検討を行い、その結果次のような選定条件を設定

した。①極端に経験年数の浅い医師は除外する、

②極端に週間診療患者数の低い医師は除外する、

③可能な限り資格を有する医師が望ましい。

アンケート調査は平成12年上旬にし、配布調査票

数および回収調査票数は、表3のとおりで、あった。

表 2 専門分野と設問構成(患者像と設問の数量)

専門分野 全専門分野共通 勤務医共通 専門分野専用 小計

勤務医(循環器) 患者像数:4 患者像数:3 患者像数:3 患者像数:10 
設問数 :24 設問数 : 58 

勤務医(呼吸器) 設問数 : 21 設問数 : 13 患者像数:4 患者像数 :11
設問数 : 27 設問数 : 61 

勤務医(消化器) 患者像数:3 患者像数 :10
設問数 : 25 設問数 : 59 

開業医(※) 患者像数:6 患者像数:13 
設問数 : 31 設問数 : 65 

注(※) 本調査においては内科系に限定したので開業医を専門分野のーっとして分類した。

表 3 調査票の配布と回収の結果

専門分野 配布数 回収数 回収率

勤務医用 循環器 151 67 44.4% 
呼吸器 136 72 52.9% 
消化器 136 59 43.4% 

開業医 200 123 61.5% 
合計 623 321 51.5% 



E調査分析結果

1 .回答の分布特性

統計的検定(コモロゴロブースミルノフ検定)

の結果、すべての回答結果が正規分布に従わない

ことが判明したため、回答値は中央値を使用し、

検定もノンパラメトリック検定を行うこととし

た。

2. r総合負荷」と「直接時間jとの関係

(1 )相関関係について

表4は、各設問に対する「総合負荷」と「直接時

間」の中央値を、全分野共通設問、勤務医共通設

問、各専門分野別設問に分けて相関係数を算出し

たものである。表では設問を11グループに分類し、

各グループに属する設問の「総合負荷Jの中央値

および「直接時間」の中央値の相関係数を示して

いる。

全科共通設問に対する循環器の回答結果、呼吸

器の回答結果、消化器の回答結果、専門分野別設

問に対する開業医の回答結果、循環器の回答結果、

呼吸器の回答結果、消化器の回答結果は相関係数

0.8以上ときわめて高い相関を示した。一方、全科

共通設問に対する開業医の回答結果、勤務医共通

設問に対する循環器、呼吸器、消化器の各回答結

内科系医療技術の評価手法に関する研究 59 

果が相関係数0.48から0.63とやや低い傾向を示し

た。以上より、一部に相関係数が低いものがある

ものの、総じて、「総合負荷Jと「直接時間」は

高い相関があり、「総合負荷」の代理変数として

「直接時間」を使用できる可能性を示したといえ

る。しかし、全ての医療技術を「直接時間」で評

価することは適切で、はないことも示唆している。

(2)負荷密度(1分間当りの負荷)について

「総合負荷」と「直接時間」との関係をみる指

標として相関係数とは別に「負荷密度」という指

標を作成し、設問問でどの程度の差異があるか調

べた。「負荷密度」は「総合負荷jの中央値を

「直接時間」の中央値で除した値として定義した

もので、いわば時間当りの「大変さ」を示したも

のである。この値が設問問でどのように違うのか

を示したのが表5である O 表中の*は、設問ごと

の結果 1つに対応する。

各専門領域とも設問の 7-8割程度は負荷密度

0.2-0.4台に分布した。しかし、診断・治療方針

決定、生体検査判定、読影診断、処方など「判断

的要素」の比重が高い技術は「直接時間」が短い

割に「総合負荷」が大きいため負荷密度が高くな

る傾向が見られた。このように医療技術によって

負荷密度が異なるため、「直接時間」を「総合負

荷」で代理する場合、医療技術の特性によって調

整する必要があると考えられる。

表4 中央値ベースの「総合負荷」と「直接時間」の相関関係

相関係数
全科共通設問

有意確率

相関係数
勤務医共通設問

有意確率

相関係数
専門分野別設問

有意確率

注)サンプルは各分野別の回答者(回答者数)

有意確率は両側

循環器

0.817 

0.000 

0.482 

0.095 

0.887 

0.000 

中央値ベース

呼吸器 消化器 開業医

0.889 0.851 0.635 

0.000 0.000 0.020 

0.603 0.633 

0.029 0.020 

0.959 0.929 0.860 

0.000 0.000 0.000 
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呼吸器

医療技術分類

処置

カウンセリング

コンサルトの実施(返信)

訪問診療

慢性疾患管理(再診)

説明と同意

生活指導

生体検査

紹介関連

問診・診察

処方

診断・治療方針決定

生体検査判定

読影診断

オンコール対応

合計

割合

開業医

医療技術分類

生体検査

訪問診療

コンサルトの実施(返信)

カウンセリング

読影診断

問診・診察

慢性疾患管理(再診)

紹介関連

診断・治療方針決定

生体検査判定

生活指導
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20.0% 

16 

29.1% 

表 5

7 

12.7% 

15 

27.3% 

6 

10.9% 

循環器

医療技術分類

生体検査

生活指導

説明と同意

カウンセリング

コンサルトの実施(返信)

紹介関連

問診・診察

慢性疾患管理(再診)

診断・治療方針決定

生体検査判定

オンコール対応

処方

読影診断

合 計

割合

14 

23.7% 

4 

6.8% 
消化器

医療技術分類 I 0.1台 0.2台

処 置 1**  
オンコール対応 * 
コンサルトの実施(返信)I * 
慢性 疾患管理(再診*

カウンセリング ** 
生体検査 * *** * ** 
説明と同意 *** ** 
生活指導 * * * 
生体検査判定 * ** ** ** 
診断・治療方針決定 * ** ***** ** 
問診・診察 ** ** ***** 
処 方 * ** 
紹介関連 * 
読影診断 * *** 
合 計 I 2 18 10 17 9 

割 合 I 3.6% 32.1% 17.9% 30.4% 16.1 % 

その他:0.5以上

0.4台 0.5以上0.3台



3圃震師の属性と回答傾向

医師の属性(①専門分野:循環器勤務医、呼吸

器勤務医、消化器勤務医、開業医、②経験年数・

資格の有無、③勤務医療機関特性)が、全科共通

設問 (21問)および勤務医共通設問(13問)の

「総合負荷」および「直接時間Jに有意な影響を

与えるか否かを検定(クラスカル・ウォリス検定)

した。

内科系医療技術の評価手法に関する研究 61 

( 3・1)専門分野の影響

表6は専門分野の違いによる回答値の有意な差

が生じた設問数を各グル}プ内の総設問数で割っ

た値である

「総合負荷」の傾向

全科共通設問21問(二つの回答グループ間で有

意な差が生じているかどうか比較した件数126件)

の内15問(比較件数110件)には専門分野聞の有

表6 専門分野の違いが回答結果に及ぼす影響の分析(クラスカル・ウォリスの検定)

全分野共通設問において中央値に有意差が見られた件数割合と

有意差がある場合の中央値の相対比較(中央値が高い設問の件数の割合)
[全科共通の設問]

21設問中

有意差が見 l

られた割合;

50.0% 
開業医の値l
|が高い割合;

循環器の値l
0.0% |が古い割合 l同I

有意差が見;
0.0% られた割合ー; 

消化器 |有意差が見;

られた割合l
開業医の値;

0.0% が高い割合l

総| |循環器の値;
0.0% 

が高い割合;

消化器の値l

い割合;

合| |消化器の値l
が高い割合l 0.0% 

有意差が見;

られた割合 1

負| 呼吸器 |有意差が見l
0.0% 

られた割合l

23.8% 

40β% 

40.0% 

9.5% 

0.0% 

50.0% 

19目0%

開業医の値 25.0%
が高い割合l

荷|
循環器の値 l

|が高い割合i0.0% 0.0% ~ ~，..，.i.-_ 止且~.r ^ I 

呼吸器の値; 50.0% 
が高い割合;

呼吸器の値;

が高い割合;

開業医

0.0% 

[表の見方;循環器と開業医の検定(総合負荷)の例] 注)有意水準は5.0%
有意差が見られた割合 (28.6%) 全体の検定の組合せ数のうち有意差の見られた組合せの割合
循環器の値が高い割合 (66.7%) :;有意差が認められたもののうち循環器(上段分類)の中央値が高い組合せの割合
開業医の値が高い割合(0.0%) 有意差が認められたもののうち開業医(左段分類)の中央値が高い組合せの割合
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意差は認められない。有意差が認められた 6問

(比較件数16件)はすべて開業医が勤務医に対し

て「総合負荷」がやや低い傾向が見られたがその

差も大きなものではない。勤務医聞に有意差は認

められなかった。また、勤務医共通設問13問中に

有意差のあった設問はない。

「直接時間」の傾向

全科共通設問21問(比較件数126件)の内14問

(比較件数111件)には専門分野間の有意差は認め

られない。有意差があった設聞から、読影診断に

おいて開業医 (3分)が勤務医(2分)よりやや

時聞がかかり、一方診断・治療方針の決定の一部

で勤務医(5分)が開業医(3分)よりやや時聞

がかかる、といった傾向は認められるが大きな時

間の差ではない。また、勤務医共通設問13問(比

較件数39件)中に有意差のあった設問は 2設問

(比較件数4件)しかない。

以上のように、同一属性の患者に対する同一の

医療行為は、「総合負荷J1直接時間」ともに専門

分野が異なってもほとんど同じように評価される

ことが明らかになった。

( 3・2)経験年数・資格の影響

表7は経験年数(医学校卒後年数)および資格

(認定医、指導医等)が及ぼす影響を示したもの

である。

「総合負荷」の傾向

全科共通設問21問(比較件数126件)の内 9問

(比較件数日件)で経験年数・資格聞の有意差が

認められた。有意差が認められた設問では、 20年

以上と20年未満の視点、から比較を行うと、 20年以

上の医師の「総合負荷」がやや低い傾向にあった。

勤務医共通設問13問(比較件数78件)の内 6間

(比較件数8件)で経験年数・資格聞の有意差が

認められた。有意差が認められた設問では20年以

上で資格のある医師の「総合負荷jがやや低い傾

向が認められた。

「直接時間」の傾向

全科共通設問21問(比較件数126件)の内16問

(比較件数116件)には経験年数・資格問で有意差

は認められない。有意差があった設問から、読影

診断において20年以上の医師 (3分)が20年未満

の医師 (2分)よりやや時聞がかかり、一方生体

検査実施の一部、カウンセリング等で20年未満の

医師が20年以上の医師より時聞がかかる(5分程

度の差)といった傾向が認められた。勤務医共通

設問13問中に有意差のあった設問は見られなかっ

た。

以上のように、同一属性の患者に対する同ーの

医療行為は、「総合負荷」のほうが「直接時間」

よりも経験年数・資格の影響を受けやすしかっ

一部の設問では経験年数が長い人は短い人より低

く評価する傾向が見られたものの、全体とすれば

経験年数・資格の有無が医療行為の評価に与える

影響は小さいと考えられる。

以上の分析結果から、専門分野や経験年数など

の医師属性が評価に大きな違いを及ぼすことはな

いと判断し、評価値の属性聞の調整は行わないこ

ととした。

4.同一医療技術分類における「総合負荷J
および「直接時間」

次に医療技術ごとの評価値の違いを見てみよ

う。ここでは同一医療技術分類 (1問診・診察J、

「生体検査実施」などの分類)内における「総合

負荷Jや「直接時間」の値の違いに着目する。同

一医療技術分類において、評価値に違いが生ずる

理由として、①同じ医療技術分類で、あっても設聞

が対象としている患者特性や疾病特性が異なる場

合と、②本研究の分類カテゴリーでは同じ医療技

術として分類されていても、具体的な行為が異な

る場合とが考えられる。前者の例としては、「問
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診・診察Jr診断・治療方針決定Jr処方Jr生活

指導JrカウンセリングJr説明と同意Jが該当す

る。これらでは、対象となる患者が軽症の場合と

重症の場合とでは、総合負荷や直接時聞が異なる

と考えられる O 後者の例としては、「生体検査実

施Jr生体検査判定Jr読影診断Jr処置」などが

該当する。同じ生体検査判定というカテゴリーで

あっても、心電図検査判定と心エコー検査判定で

は作業内容が異なるのは当然で、ある。表8は、主

な医療技術 (r問診・診察」など同じカテゴリー

でまとめたもの)別に中央値の分布を見たもので

ある。

表7 経験年数・資格の違いが回答結果に及ぼす影響の分析(クラス力ル・ウォリスの検定)

全分野共通設問において中央値に有意差が見られた件数割合と

{全科共通の設問]
有意差がある場合の中央値の相対比較(中央値の高い設問の件数の割合)

経

験

20 

年

総|未

満
合|

負| 資格なし

荷|経

験

20 

年|資格あり

以

上

られた割合

資格がなく経験20年l

未満の値が高い割合l
資格があり経験20年l
未満の値が高い割合 l

有意差が見

られた割合

資格がなく経験20年;

未満の値が高い割合l
資格があり経験20年

未満の値が高い割合

有意差が見

られた割合

有意差が見

られた割合

有意差が見 -_， 1有意差が見
4.8% 1 ~. '.~"'~~.'.~ 4.8% 1 4.8% 

られた割合 "~'ï られた割合 ; 

資格があり経験2C年l

未満の値が高い割合 l

資格がなく経験2C年l
未満の値が高い割合 l

資格がなく経験20年:， " ，_，1資格があり経験20年:
0β% 1 := ::'~ ，: :，，:''''::::; ;100.0% 1 := ::'~ = :，，:'."::::;; 0.0% 

未満の値が高い割合(VV'V'i未満の値が高い割合 l

資格があり経験20年， ， _，1資格がなく経験20年!
0.0% 1 :=::'~:~ :，，:m::::;: 0.0% I :=::'~ .:: :.:""::::; :100.0% 

未満の値が高い割合_._，-1'未満の値が高い割合 l

られた割合

資格があり経験20年 1

:100.0% 
未満の値が高い割合 i

資格がなく経験20年l

I 0.0% 
未満の値が高い割合;

有意差が見
0.0%1 

られた割合

有意差が見 I ，_ _， 1有意差が見
9.5% 1 : 23.8% 

|られた割合 i 

資格がなく経験20年"，1資格があり経験2C年l

~ 50.0% 1 :，::: _ .:. :.=':"，，; ~ 20.0% 
未満の値が高い割合:v_'_'_1未満の値が高い割合;

資格があり経験20年，，1資格がなく経験2C年;
I 50.0% 1 :，::: _ ，~ ..= ':....: I 80.0% 

未満の値が高い割合 Iv_'~'_1 未満の値が高い割合 l

有意差が見

られた割合

資格があり経験2C年l
未満の値が高い割合l
資格がなく経験2C年l

未満の値が高い割合 l

資格がなく経験20年 _ _，，1資格があり経験20年I __  ，" 1資格がなく経験20年J

句 0.0%1'::: ; 55.6% 1 '::: :."'~ '~.: ; 
未満の値が高い割合_._，-1未満の値が高い割合;vV'~'_1 未満の値が高い割合 l

資格があり経験20年，"1資格がなく経験20年， "， 1資格があり経験20年l

I 0.0%1':::' I 0.0% 1 一

未満の値が高い割合 ~'V'_I 未満の値が高い割合~.~'-1未満の値が高い割合;

[表の見方;資格なし20年未満と資格あり20年以上の検定(総合負荷)の例] 注)有意~*準は5.0%
有意差が見られた割合 (0.0%) 全体の検定の組合せ数のうち有意差の見られた組合せの割合
資格がなく経験20年未満の値が高い割合 (0.0%) 有意差が認められたもののうち「資格がなく経験初年未満J (上段分類)

の平均値が高い組合せの割合
資格があり経験20年以上の値が高い割合 (0.0%) 有意差が認められたもののうち「資格があり経験初年以上J (左段分類)

の平均値が高い組合せの割合
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(1)1総合負荷」の差異

①「問診・診察」では、患者特性により1.0から

3.0の範囲で中央値に差異が見られた。特に勤務医

共通系の高齢者で緊急J性の高い患者に対する医療

技術の「総合負荷」は高い傾向を示した(最低の

例:鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事前初

診来院した23歳男性の問診・診察/最高の例:突

然に胸痛、呼吸困難、およびチアノーゼを呈した

ため外来診療時間帯に初診来院した62歳男性の問

診・診察)。

②「診断・治療方針決定」では、患者特性により

1.0から3.0の範囲で中央値に差異が見られた。特

に勤務医共通系の高齢者で緊急性の高い患者に対

する医療技術の「総合負荷」は高い傾向を示した

(最低の例:鼻水、のどの痛み、咳を呈したため

仕事前初診来院した23歳男性の問診・診察/最高

の例:突然に胸痛、呼吸困難、およびチアノーゼ

を呈したため外来診療時間帯に初診来院した62歳

男性の診断・治療方針決定)。

③「生体検査判定」では、検査種別内容の違いお

よび患者特性の違いにより1.0から5.0の範囲で中

央値に差異が見られた(最低の例:階段を上ると

息切れとともに前胸部および両下肢が重くなるよ

うになり初診来診した64歳男性に対する心電図検

査の判定/最高の例:会社健診の胸部X線写真で

肺癌を疑われたため初診来院した54歳男性患者

の気管支鏡検査判定)。

④「読影診断Jでは、患者特性により1.0から2.0

の範囲で中央値に差異が見られた。特に勤務医共

通系の高齢者で緊急J性の高い患者に対する医療技

術の「総合負荷jは高い傾向を示した(最低の

例気管支瑞息にて通院加療中であったが、 2日

前から咳、疲、瑞鳴が増悪したため初診来院した

37歳男性の胸部X線単純写真の読影/最高の例:

会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われたため初

診来院した54歳男性患者の胸部CT写真の読影診

断)。

⑤「生体検査実施」では、検査内容の違いにより

1.0から5.0の範囲で中央値に差異が見られた(最

低の例:階段を上ると息切れとともに前胸部およ

び両下肢が重くなるようになり初診来診した64歳

男性に対する心電図検査/最高の例:3年前より

他院で狭心症にて加療中、 2週間前から胸部痛が

増悪したため初診来院した74歳男性患者の心カテ

ーテル検査)。なお、心電図検査、エコー検査の

「総合負荷」については、腹部エコーであると消

化器の値が低く、心エコーで、は循環器の値が低い

というように、対象となる検査の専門分野の医師

は他の分野の医師より低い「総合負荷」を示す傾

向があった。

⑥「処方Jでは、患者特性と処方した薬により0.5

から1.0の範囲で中央値にわずかながら差異が見ら

れた(最低の例:循-A-1 鼻水、のどの痛み、

咳を呈したため仕事前初診来院した23歳男性に対

する総合感冒薬などの処方/最高の例:呼-J -9 

9 会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われたた

め初診来院した54歳男性患者に対する抗癌剤の処

方)。

⑦「生活指導」では、患者特性により1.5から3.0

の範囲で中央値に差異が見られた。特に勤務医共

通系の合併症を抱える高齢者と同居する家族への

説明という複雑なケースについて高い値を示した

(最低の例:十二指腸潰傷にて通院治療の病歴が

あり軽度の腹痛が出現したため初診来院した66歳

男性に対する生活指導/最高の例:肺炎にて 1ヶ

月入院している 1人暮らしの70歳男性本人、非同

居の娘に対する退院後の治療計画、退院後の療養

上の留意点についての特別な「生活指導J)。

⑧「慢性疾患管理」は、循環器と呼吸器と消化器

と開業医の 4つの専門分野で 6つの設聞を設けた

が、循環器および開業医では患者特性による中央

値に違いは見られなかった。



⑨「処置Jは、消化器と呼吸器の 2つの専門分野

で3つの設聞を設けているが、消化器の 2つの設

問問では患者特性により「総合負荷」の中央値に

差は見られなかった。

⑩「カウンセリング」は、循環器と呼吸器と消化

器と開業医の 4つの専門分野で 8つの設聞を設け

ているが、中央値は2.0から3.0の範囲にあった。

⑪「説明と同意」は、循環器と呼吸器と消化器の

3つの専門分野で10の設問を設けているが、消化

器の 6つの設問問では患者特性および説明内容に

より中央値がl.l(会社健診の胃X線検査で異常を

指摘され初診来院した64歳男性に対する「内視鏡

検査jの説明と同意)と3.5(発熱、黄喧、腹痛が

出現したため初診来院した51歳女性に対する「胆

管癌に関わる治療」の説明と同意)という違いを

見せ、また呼吸器の 3つの設問間でも患者特性お

よび説明内容により中央値が2.0(会社健診の胸部

X線写真で肺癌を疑われたため初診来院した54歳

男性に対する「気管支鏡」の説明と同意)と4.0(会

社健診の胸部X娘写真で肺癌を疑われたため初診

来院した54歳男性に対する「化学療法の治療Jの説

明と同意)という違いを見せた O このように、

「説明と同意jに伴う「総合負荷」はばらつきが

あるとともに、かなり高い値を示すケ}スがある

ことがわかった。

(2) r直接時間」の差異

表Bの通り、ほぽ「総合負荷」と同様の傾向を

示した。

5.調査結果と現行の診療報酬体系との比較

調査結果から得られた医療技術聞の相対評価は

現行の診療報酬が定める医療技術聞の相対評価と

どのような関係にあるのか。それを明らかにする

ために、各医療技術別の診療報酬点数を「総合負

荷」および「直接時間」の値で除することにより、
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「総合負荷J1および「直接時間J1分あたりの

診療報酬点数を算定した(以降、これを「点数密

度」と呼ぶ)。この点数密度が高い医療技術は、

現行の診療報酬では相対的に高く評価されている

と考えることができる。そこで、診療報酬点数表

(平成12年4月改訂分)の単価にてらし、医療技

術別に点数密度の推計を行うが、その際、以下の

二つの操作を行った。

(1 )点数の合算

現行の診療報酬点数表では 1つの項目とされて

いるが、本調査では複数の診療行為として細分化

してデータ4又集を行っているものがある(例;

「問診・診察Jr診断・治療方針決定J)。これらに

ついては、現行の診療報酬点数表の区分にあわせ

てまとめた値(合算値)を算定し、現行の診療報

酬点数表の対応する項目の点数を設定した(以降

これを合算と呼ぶ)。具体的に合算の対象となる

のは次の二つである。

現行報酬上の初診料=r問診・診察J+ r診
断・治療方針決定」

現行報酬上の生体検査=r生体検査実施J+ 

「生体検査判定」

(2)医療機器コストの考慮

現行の診療報酬点数は、医療技術(概念上人件

費と考えられる)ばかりではなく、放射線撮影関

係(一般撮影、 CT撮影とそれに伴う読影)や生

体検査関係(超音波検査、内視鏡検査)などでは

医療機器コストを含んだ評価を行っている診療行

為もあると考えられる。したがって、これらの医

療機器コストを合理的な方法で算出して報酬点数

から控除した額を「総合負荷」と「直接時間」で

除して点数密度を求めた。注40

これらの補正を行った上で主な医療技術別の点

数密度を見ると以下の傾向が読み取れた。
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表8 同一医療技術分類における「総合負荷Jおよび「直接時間」
「問診・診察」の設問別中央値

医療技術

I全科共通の設問]

A 
23歳男性が、鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事

前に初診来院した。特筆すべき既往歴は無い。

問診・診察
上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含まず、

1.0 1.0 1.0 
検査オーダーは含む)。なお来院時体温は37.2'Cだった。

1.0 1.0 5.0 5.0 

B 
37歳男性、気管支端息にて通院加療中であったが、 2目前から咳、
疲、哨鳴が増悪したため初診来院した。なおチアノーゼは認めないロ

問診・診察
上記患者について「問診・診察」を行った(検査の実施は含ま

1.5 1.5 1.8 
ず、検査オーダーは含む)。なお来院時体温は38.0tであった。

1.5 1.6 5.0 5.0 

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

ぴ両下肢が重くなるようになり初診来院した。

問診・診察
上記患者について「問診・診察」を行った(検査の実

2.0 2.0 2.0 
施は含まず、検査オーダ}は含む)。

2.0 2.0 8.0 7.5 

D 
51歳男性、 2週間前より時々右季肋部痛が出現するよ

うになったため初診来院した。

問診・診察
上記患者について「問診ー診察」を行った(検査の実

2.0 2.0 
施は含まず、検査オーダーは含む)。

2.0 1.5 1.9 5.0 5.0 

[勤務医共通の設問]

F 
62歳男性、突然に胸痛、呼吸困難、およびチアノ ゼ

を呈したため外来診療時間帯に初診来院した。

上記患者の「問診診察」を行った(検査の実施は含
ト一一ー

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

3.0 2.3 3.0 2.8 8.0 7.0 

61歳男性、 4日前より排便なく、昨日より左下腹部痛
ト一一一ー

G 
、幅吐が出現したため初診来院した。

上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含
ト一一一ー

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 2.0 2.0 7.5 6.5 

30歳男性、感冒症状続き、発熱、膿性炎、呼吸困難が
ト一一一

H 
持続したため初診来院した。

上記患者の「問診・診察Jを行った(検査の実施は含
トー一一ー

問診・診察
まず、検査オ}ダーは含む)。

2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 6.5 

[循環器専門の設問]

J 
74歳男性、 3年前より他院で狭心症にて加療中、 2週

間前から胸部痛が増悪したため初診来院した。

上記患者に「問診・診察Jを行った(検査の実施は含
ト一一一 一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 10.0 

39歳男性、心室中隔欠損症と百われたことがあり放置していた
ト一一一ー ト一一一一一ー

K 
が、 10日前より安静時呼吸困難が出現したため初診来院した。

上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は合
卜一一一一 ト一一一一一一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

3.0 3.0 10.0 

50歳男性、数年前から 1ヶ月に数回、飲酒後のトイレ
ト一一一 ト一一一一

L 
に行く前後に不整脈が発生するため初診来院した。

上記患者の「問診 診察jを行った(検査の実施は含
ト一一 ト一一一一一ー

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 10.0 

[呼吸器専門の設問1

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癒を疑われた

ため初診来院した。

ヒ記患者の「問診・診察Jを行った(検査の実施は合
ト一一一一 トー一一 ト一一一一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 7.0 

40歳女性、 20歳より鴨息にて他院で加療中である。 3 ト一一一一 「一ー一一一一 ト一一一

K 
目前より哨嶋、呼吸困難増悪したため初診来院した。

上記患者の「問診回診察」を行った(検査の実施は含
ト一一一 ト一一一 ト一一一一一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 9.0 

65歳男性、大腸癌の術後、突然胸痛、チアノーゼが出
トー一一 ト一一一一

L 
現したため初診来院した。

上記患者の「問診・診察jを行った(検査の実施は含
ト一一一一 ト一一一一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

3.0 3.0 10.0 

5年前より略療が多く最近血療が出現したため初診来
ト一一一一 トーーー ト一一一一一

M 
院した。

上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含
ド一一一一一 ト一一 ト一一一一一

問診・診察 2.0 2.0 10.0 

5.0 5.0 5.0 

5.0 5.0 5.0 

5.0 5.0 6.4 

5.0 5.0 5.0 

ト一一

10.0 8.2 
ト一一

ト一一ー

7.0 7.0 
ト一一

ト一一一

5.0 

ト一一

10.0 
ト一一一

ト一一

10.0 
ト一一

ト一一ー

10.0 

ト一一一

7.0 

ト一一一

9.0 

10.0 
ト一一

ト一一

10.0 
まず、検査オーダーは含む)。

ーーーーーー一 一一一一 L一一一一
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i清花事事両り蚕両]

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来院

した。

上記患者の「問診診察」を行った(検査の実施は含 一 一一一一寸

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

1.0 1.0 5.0 5.0 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院
一一「

K 
した。

上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含
一一一寸

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 10.0 10.0 

64歳男性、会社健診の胃X線検査で異常を指摘され初
一一→

L 
診来院した。

上記患者の「問診・診察jを行った(検査の実施は含
一一→

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 

[開業医専門の設問]

F 
33歳男性、発熱、咳、疲、全身倦怠感を訴えて初診来

院した。

問診・診察
上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含

1.0 1.0 
まず、検査オーダーは含む)。

5.0 5.0 

G 
61歳男性、 3日前に感冒症状出現した後、左顔面上部

に水泡が出現したため初診来院した。

問診・診察
上記患者の「問診・診察jを行った(検査の実施は含

1.0 1.0 
まず、検査オーダーは含む)。

5.0 5.0 

H 
66歳男性、十一指腸i貴蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

問診・診察
上記患者の「問診・診察Jを行った(検査の実施は含

1.0 1.0 
まず、検査オーダーは含む)。

5.0 5.0 

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

問診・診察
上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含

1.5 1.5 
まず、検査オーダーは含む)。

5.0 5.0 

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

問診・診察
上記患者の「問診診察」を行った(検査の実施は含

1.5 1.5 
まず、検査オ」ダーは含む)。

5.0 5.0 

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

問診・診察
上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含

2.0 2.0 
まず、検査オーダーは含む)。なおうっ血乳頭を呈する。

7.0 7.0 

「診断・治療方針決定Jの設問別中央値

医療技術

I全科共通の設問]

A 
23歳男性が、鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事

前に初診来院した。特筆すべき既往歴は無い。

診断・械方針決定
同日、上記患者について「普通感冒であるという診断・

1.0 1.0 1.0 1.0 
治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

1.0 2.5 3.0 3.0 2.0 2.6 

B 
37歳男性、気管支鴨息にて通院加療中であったが、 2目前から咳、
夜、輸鳴が増悪したため初診来院した。なおチアノーゼは認めない。

診断・語審方針決定
同日、上記患者に対して「上気道感染症であるという診断ー

1.0 1.0 1.0 1.0 
治療方針決定Jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.8 

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

ぴ雨下肢が重くなるようになり初診来院した。

診断白糠方針設定
同日、上記患者に対して「下肢慢性動脈閉塞症を伴う狭心症であるとい

2.0 2.0 2.0 
う診断・治療方針決定jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.5 

D 
51歳男性、 2週間前より時々右季肋部痛が出現するよ

うになったため初診来院した。

詰断i械方針決定 同日、上記患者の「胆石による胆嚢炎であるという診断・治
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 2.0 1.0 1.8 5.0 5.0 5.0 3.0 4.5 
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[勤務医共通の設問]

F 
62歳男性、突然に胸痛、呼吸困難、およびチアノ ゼ

を呈したため外来診療時間帯に初診来院した。

同日、上記患者に対して「急性心筋梗塞症であるという診断
ト一一一ー トー一一一

話断1械方針決定
'治療万針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

61歳男性、 4目前より排便なく、昨日より左下腹部痛
ト一一ー ト一一一

G 
、幅吐が出現したため初診来院した。

同日、上記患者に対して「腸閉塞症であるという診断・
ト一一一 ト一一一

診断・械方針法定
治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

30歳男性、感冒症状続き、発熱、膿制炎、呼吸困難が
ト一一 ト一一一一

H 
持続したため初診来院した。

同日、上記患者に対して「細菌性肺炎であるという診断・
ト一一ー ト一一一

設断。械方針決定
治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

[循環器専門の設問]

J 
74歳男性、 3年前より他院で狭心症にて加療中、 2週
間前から胸部痛が増悪したため初診来院した。

後日、上記患者の「労作性狭心症であるという診断・治
ト一一一一一ー

診断械方針決定
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 10.0 10.0 

39歳男性、心室中隔欠損症と百われたことがあり放置していた
ト一一一一

K 
が、 10日前より安静時呼吸困難が出現したため初診来院した。

同日、上記患者の「心臓外科適応症例であるという診断・
トーー一一ー一

訓練方針決定
治療方針決定jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 10.0 10.0 

50歳男性、数年前から 1ヶ月に数回、飲酒後のトイレ
ト一一一一一ー

L 
に行く前後に不整脈が発生するため初診来院した。

繍械方針決h正同日、上記患者の「発作性心房細動であるという診断・治
ト一一一一

療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

[呼吸器専門の設問]

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われた

ため初診来院した。

同日、上記患者の「早期肺癌である診断・治療方針決 一 一一一一寸

設断。械方針決定
定Jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 10.0 10.0 

40歳女性、 20歳より鴫息にて他院で加療中である。 3 一 一一一→

K 
日前より端鳴、 I呼吸困難増悪したため初診来院した。

同日、上記患者の「上気道感染症による増悪であるという診断
」一一一一一一一一一 一一一寸

訪問・械方針決定
-治療方針決定Jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 

65歳男性、大腸癌の術後、突然胸痛、チアノーゼが出
一一一-1

L 現したため初診来院した。

同日、上記患者の「肺塞栓症であるという診断 治療方
一一一一→

設断。械方針法定
針決定jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 8.0 8.0 

53歳女性、 5年前より略疲が多く最近血疲が出現した
一一一『

M 
ため初診来院した。

同同日、上記患者の「気管支拡張症であるという診断・治
ト一一一一 ト一一→ ト一一一一→

診断i治事方針決定
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 5.0 

[消化器専門の設問]

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来院

した。

後日、上記患者の「早期大腸癌であるという診断 治療
トー一一一一 ドー一一一 ト一一一一一 トーーー

診断。械方針決定
方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 10.0 10.0 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院
ト一一一一 ト一一一ー ト一一一一一 ト一一

K 
した。

後日、上記患者の「胆管癌による胆管閉塞であるという診断
ト一一一一 トー一一 ト一一一一 トーーー

診断械方針決定
-治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)0 

2.5 2.5 7.0 7.0 

64歳男性、会社健診の胃X線検査で異常を指摘され初
ト一一一一 ト一一一一 ト一一一一 ト一一一

L 
診来院した。

後日、上記患者の「早期胃癌(転移なし)であるという診断
ト一一一一 トーーーー ト一一一 』一一

診断，械方針決定
-治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 10.0 10.0 



内科系医療技術の評価手法に関する研究 69 

医療技術

[開業医専門の設問]

F 
33歳男性、発熱、咳、疲、全身倦怠感を訴えて初診来

院した。

苦闘・糠方針法定
同日、上記患者の「上気道感染症であるという診断 治療方

1.0 1.0 3.0 3.0 
針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

G 
61歳男性、 3日前に感冒症状出現した後、左顔面上部

に水泡が出現したため初診来院した。

設断。械方針決定
同日、上記患者の「ヘルベスの疑いありという診断 治

1.0 1.0 3.0 3.0 
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

H 
66歳男性、十一指腸潰蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

話断ー械方針法定
同日、上記患者の「十一指腸潰蕩の増悪であるという診断・治

1.0 1.0 3.0 3.0 
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

診断I繍方針決定
同日、上記患者の「胃潰蕩であるという診断 治療方針

1.0 1.0 3.0 3.0 
決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

診断白械方針決定
同日、上記患者の「気管支炎症であるという診断・治療

1.0 1.0 3.0 3.0 
方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

診断・械方針法定 同日、上記患者の「脳腫蕩の疑いがあるという診断 治
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 

「生体検査判定」の設問別中央値

医療技術

[全科共通の設問]

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

ぴ両下肢が重くなるようになり初診来院した。

生体検査判定
同日、上記患者に対して「心電図検査の判定」を行っ

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 
た(記録は含む)。

生体検査判定
同日、上記患者に対して「心エコ 検査の判定」を行

2.0 2.0 1.8 1.5 1.8 5.0 5.0 5.0 3.0 4.5 
った(記録は含む)。

D 
51歳男性、 2週間前より時々右季肋部痛が出現するよ

うになったため初診来院した。

生体検査判定
同日、上記患者の「腹部エコ 検査の判定」を行った

2.0 1.7 1.5 1.0 1.5 4.5 4.0 3.0 3.0 3.6 
(記録を含む)。

1101201，， 1 ~ 
邑.-円、 H" .~ .ぜ'・..

J 
74歳男性、 3年前より他院で狭心症にて加療中、 2週
間前から胸部痛が増悪したため初診来院した。

同日、上記患者の「負荷心電図検査の判定Jを行った
ト一一一

生体検査判定
(記録を含む)。

2.0 2.0 3.0 3.0 

同日、上記患者の「心力テーテル検査の判定」を行っ
ト一一一

生体検査判定
た(記録を含む)。

3.0 3.0 10.0 10.0 

39歳男性、心室中隠欠損症と田われたことがあり放置していた
K 

が、 10目前より安静時呼吸困難が出現したため初診来院した。

同日、上記の「心エコー検査の判定」を行った(記録
生体検査判定

を含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

50歳男性、数年前から 1ヶ月に数回、飲酒後のトイレ
L 

に行く前後に不整脈が発生するため初診来院した。
一2日後、上記患者の「ホJレター心電図検査の判定」を

生体検査判定
行った(記録を含む)。

2.0 2.0 10.0 10.0 

M 
下記個別行為についてお聞きいたします。

心筋虚血部位検索のための「運動負荷心筋シンチグフ
生体検査判定

ムの判定」を行った(記録を含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

一一一一
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[呼吸器専門の設問]

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われた

ため初診来院した。

後日、上記患者の「気管支鏡検査」を行った(直視所
ト一一一 ト一一一

生体検査判定
見記録、協力スタッフへの指示を含む)。

5.0 5.0 30.0 30.0 

65歳男性、大腸癌の術後、突然胸痛、チアノーゼが出
ト一一一一 卜一一一ー

L 
現したため初診来院した。

同日、上記患者の「心電図検査の判定」を行った(記
ト一一一一 ト一一一 ト一一一一

生体検査判定
録を含む)。

2.0 2.0 3.0 3.0 

[i肖化器専門の設問]

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来i涜
した。

同日、上記患者の「注腸造影検査の判定」を行った
ト一一一一 卜一一一一 一生体検査判定

(記録を含む)。
2.0 2.0 5.0 50 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来続
ト一一一一 ト一一一 ト一一一

K 
した。

同日、上記患者の「腹部エコー検査の判定」を行った
ト一一一一一 ト一一一一 ト一一一一

生体検査判定
(記録を含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 

64歳男性、会社健診の胃X線検査で異常を指摘され初
ト一一一一 ト一一一 ト一一一

L 
診来院した。

同日、上記患者の「内視鏡検査」を行った(検査所見
ト一一一一 ト一一一 ト一一一

生体検査判定
記録、協力スタッ 7への指示を含む)。

3.0 3.0 15.0 15.0 

[開業医専門の設問]

H 
66歳男性、十一指腸i貴蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

生体検査判定
両日、上記患者の「腹部エコー検査の判定」を行った

1.0 1.0 3.0 3.0 
(記録は含む)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

生体検査判定
同日、上記患者の「腹部エコー検査の判定」を行った

1.0 1.0 3.0 3.0 (記録は含む)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

生体検査判定
同日、上記患者の「負荷心電図検査の判定」を行った

1.5 1.5 3.0 3.0 (記録は含む)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

生体検査判定
同日、上記患者の「心エコー検査の判定」を行った

1.5 1.5 3.0 3.0 
(記録は含む)。

「読影診断」の設問別中央値
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医療技術

I呼吸器専門の設問]

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われた

ため初診来院した。

向日、上記患者の「胸部CT写真の読影診断」を行っ
読影診断

た(記録は含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

一 一 一40歳女性、 20歳より崎息にて他院で加療中である。 3
K 

目前より端鳴、呼吸困難増悪したため初診来院した。

同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断」を
一一一『

読影診断
行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

1.5 1.5 3.0 3.0 

65歳男性、大腸癌の術後、突然胸痛、チアノーゼが出
L 

現したため初診来院した。

一 一 一同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断」を
読影診断

行った(記録は含む)。
2.0 2.0 3.0 3.0 

一 一 一53歳女性、 5年前より略療が多く最近血疲が出現した
M 

ため初診来院した。

同日、上記患者の「胸部CT写真の読影診断」を行っ トー一一一一→ ト一一ー→
読影診断

た(記録を含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

J i トェ~ t1 
F 

33歳男性、発熱、咳、疾、全身倦怠感を訴えて初診来

院した。

読影診断
同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断Jを

1.0 1.0 3.0 3.0 行った(記録を含む)。

G 
61歳男性、 3目前に感冒症状出現した後、左顔面上部

に水泡が出現したため初診来院した。

読影診断
同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断」を

1.0 1.0 4.0 4.0 行った(記録は含む)。

H 
66歳男性、十一指腸i貴蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

読影診断
同日、上記患者の「上部消化管バリウム造影の読影診

2.0 2.0 10.0 10.0 断」を行った(記録は含む)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

読影診断
同日、上記患者の「上部消化管バリウム造影の読影診

2.0 2.0 10.0 10.0 断」を行った(記録は含む)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

読影診断
同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断Jを

1.0 1.0 5.0 5.0 行った(記録は含む)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

読影診断
同日、上記患者の「頭部単純X線写真の読影診断」を

1.5 1.5 5.0 5.0 行った(記録は含む)。

「生体検査実施」の設問別中央値

医療技術

[全科共通の設問I

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

ぴ雨下肢が重くなるようになり初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者に対して「心電図検査」を医師自ら行

1.3 2.0 2.0 1.0 1.6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
った(協力スタッフへの指示を含む)。

生体検査実施
同日、上記患者に対して「心エコ 検査」を医師自ら

2.0 3.0 3.0 2.0 2.5 15.0 15.0 15.0 10.0 13.81 行った(協力スタップへの指示を含む)。

D 
51歳男性、 2週間前より時々右季肋部痛が出現するよ

うになったため初診来院した。

生体検査実施
両日、上記患者の「腹部エコ 検査」を医師自ら行っ

3.0 3.0 2.0 1.0 2.3 15.0 15.0 10.0 10.0 11.3 た(協力スタッフへの指示を含む)。

ド。TT1T1



72 医療経済研究 vo1.9 2001 

医療技術

[循環器専門の設問l
74歳男性、 3年前より他院てψ狭心症にて加療中、 2週

間前から胸部痛が増悪したため初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者の「負荷心電図検査」を医師自ら行っ

ト一一ー ト一一一一 トー一一

た(協力スタッ 7への指示を含む)。
3.0 3.0 15.0 15.0 

生体検査実施
後日、上記患者の「心力テ テル検査J (冠動脈造影)

ト一一ー ト一一一一 トー-→

を行った(協力スタソ 7への指示を含む)。
5.0 5.0 60.0 60.0 

39歳男性、心室中隔欠損症と日われたことがあり放置していた
ト一一一ー ド一一一一一一 トー一一→

K 
が、 10日前より安静時呼吸困難が出現したため初診来院した。

生体検査実施
向日、連続性雑音があったため、上記患者の「心エコー

ト一一ー ト一一寸

検査」を医師自ら行った(協力スタップへの指示を含む)。
3.0 3.0 20.0 20.0 

生体検査実施 心筋虚血部位検索のため「運動負荷心筋シンチグラム」
ト一一ー ト一一一一 トー一→

を医師自ら行った(協力スタッ 7への指示を含む)。
4.0 4.0 30.0 30.0 

A
U
 

• 9
“
 .....ー ・.

J 
61歳男性、健診で使i替血反応陽性を指摘され初診来院

した。

同日、上記患者の「注腸造影検査」を医師自ら行った
ト一一一一 ト一一 ト一一一一 ト一一

生体検査実施
(協力スタッフへの指示を含む)。

3.0 3.0 20.0 20.0 

同日、上記患者に大腸の「内視鏡検査と粘膜組織の採取Jを医師自
ト一一一 ト一一一 ト一一一一 ト一一一

生体検査実施
ら行った(病理検査の実施は含まず、協力スタッ7への指示を含む)。 4.0 4.0 30.0 30.0 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院
ト一一一一 ト一一一 ト一一一

K 
した。

生体検査実施 同日、上記患者の「腹部エコー検査jを医師自ら行っ
ト一一一一 「一一一一 ト一一

た(協力スタッ 7への指示を含む)。
2.8 2.8 10.0 10.0 

[開業医専門の設問]

H 
66歳男性、十一指腸潰蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者の「腹部エコー検査Jを医師自ら行っ

2.0 2.0 10.0 10.0 
た(協力スタッフへの指示を含む)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者の「腹部エコー検査」を医師自ら行っ

2.0 2.0 10.0 10.0 
た(協力スタッフへの指示を含む)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者の「負荷心電図検査」を医師自ら行っ 2β 2.0 10.0 10β 
た(協力スタッ 7への指示を含む)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

生体検査実施
同日、上記患者の「心エコー検査」を医師自ら行った

2.0 2.0 15.0 15.0 
(協力スタッフへの指示を含む)。

「処方」の設問別中央値

医療技術

[全科共通の設問]

A 
23歳男性が、鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事

前に初診来院した。特筆すべき既往歴は無い。

処方
同日、上記患者に「総合感冒薬等の処方Jを行った

0.5 0.9 0.5 1.0 0.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
(調剤・製剤は含まず)。

B 
37歳男性、気管支哨息にて通院加療中であったが、 2目前から咳、

疲、端鳴が増悪したため初診来院した。なおチアノーゼは認めない。

処方
同日、上記患者に対して「抗生物質の処方」を行った

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
(調剤製剤は含まず)。

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

び両下肢が重くなるようになり初診来院した。

処方
向日、上記患者に対して「硝酸剤の処方」を行った

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
(調剤・製剤は含まず)。
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却|同出
阜 目白 ' 

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺痛を疑われた

ため初診来院した。
一後日、入院後、プロトコールどおり上記患者の「化学

処方
療法」を行った。

3.0 3.0 20.0 20.0 

40歳女性、 20歳より目指息にて他院で加療中である。 3
K 

目前より端鳴、呼吸困難増悪したため初診来院した。

同日、上記患者に「抗生物質の処方」を行った(調剤
処方

製剤を含まず)。
1.0 1.0 3.0 3.0 

53歳女性、 5年前より略疲が多く最近血疾が出現した
ト一一一一 ト一一一ー 一 ト一一一

M 
ため初診来院した。

同日、上記患者に「抗生物質等の処方Jを行った(調
ト一一一一 ト一一一ー ト一一ー

処方
剤・製剤を含まず)。

1.5 1.5 3.0 3.0 

[開業医専門の設問]

F 
33歳男性、発熱、咳、夜、全身倦怠感を訴えて初診来

院した。

処方
向日、上記患者に「抗生物質の処方」を行った(調剤

1.0 1.0 2.0 2.0 
-製剤jは含まず)。

H 
66歳男性、 卜一指腸潰蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

処方
同日、上記患者に「制酸剤等の処方jを行った(調斉11

1.0 1.0 2.0 2.0 
-製剤は含まず)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

処方
同日、上記患者に「制酸剤等の処方」を行った(調剤

1.0 1.0 2.0 2.0 
-製剤は含まず)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

処方
悶目、上記患者に「気管支拡張剤、抗炎症剤、および

1.0 1.0 2.8 2.8 
冠拡張弗j等の処方jを行った(調剤・製剤lは含まず)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

処方
同日、上記患者に「鎮痛剤の処方jを行った(調剤

1.0 1.0 -製剤は含まず)。 2.0 2.0 

「生活指導」の設問別中央値

h~ ~ 



74 医療経済研究 vo1.9 2001 

1~ t1 
H 

66歳男性、十一指腸i貴蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

生活指導
後日、上記患者に食事等の「生活指導」を行った。

1.5 1.5 5.0 5.0 

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時

の息切れが出現したため初診来院した。

生活指導
後日、上記患者に呼吸訓練、禁煙指導等の「生活指

2.0 
導jを特別に行った。

2.0 5.0 5.0 

L 
下記個別行為についてお聞きいたします。

生活指導
2年前より7トピー性皮肩尭に対しステロイド外用拍療中である16最男子が、

2.0 2.0 
最近症状増悪したため、特別に本人、家族に[生活指導jを行った。

10.0 10.0 

生活指導
2年前より梧尿捕に対し経口血糖降下藁にて拍時中である日最男性が、

2.0 
血糖コントロール不良なため、本人、家族に対して「生活指導Jを行った。 2.0 11.0 11.0 

「慢性疾患管理」の設問別中央値

l i同
回

目
15.0 15.0 1 

l5.0 15.0 1 

「処置」の設問別中央値

に
-u

今
、

υ

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来院

した。
ト一一一 一処置 後日、上記患者に iS状結腸のポリ プの内視鏡的切

5.0 5.0 30.0 
(住射、械的ml除術」を行った(協力スタッフへの指示を含む)。

ト一一一一

K 
51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院

した。
ト一一一一 一処置 後日、上記患者に「経皮経肝的胆道ドレナ ジ」を行

8.0 8.0 30.0 
(注射、千側約品)った(協力スタッフへの指示を含む)。
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「カウンセリング」の設問別中央値

「説明と同意Jの設問別中央値

刷出 ~ 
・

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われた

ため初診来院した。

同日、上記患者に「気管支鏡に関わる説明と同意」を
ト一一一 ト一一一

説明と同意
行った。

8.0 8.0 8.0 8.0 

後日、上記患者と家族に化学療法の治療に関わる「説
ト一一一 ト一一一ー

説明と同意
明と同意」を行った。

4.0 4.0 30.0 30.0 

65歳男性、大腸痛の術後、突然胸痛、チアノーゼが尚
ト一一一 ト一一一

L 
現したため初診来院した。

後日、入院後、胸水貯溜が増悪したため「胸腔窄刺に
ト一一一一 ト一一回

説明と同意
関わる説明と同意Jを行った。

3.0 3.0 10.0 10.0 

[消化器専門の設問]

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来院

した。

両日、上記患者に「内視鏡検査と組織の採取」に関わ
ト一一一一 ト一一一 ト一一一一 ト一一

説明と同意
る説明と同意」を行った。

1.5 1.5 5.0 5.0 

後日、上記患者に「内視鏡的切除術」関わる「説明と
ト一一一 ト一一一ー ト一一一一一 ト一一一

説明と同意
同意」を行った。

2.0 2.0 7.0 7.0 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院
トー一一一 ト一一一ー ト一一一一一 ト一一一

K 
した。

後日、上記患者に胆管癌に関わる治療の「説明と同意」
ト一一一一 ト一一一 ト一一一 ト一一

説明と同意
を行った。

3.5 3.5 10.0 10.0 

後日、入院中に、上記患者が角度黄痘を呈したため
ト一一一一 ト一一一 ト一一一一 ト一一一

説明と同意
「経皮経肝的H日道ドレナージの説明と同意」を行った。

3.0 3.0 15.0 15.0 

64歳男性、会社健診の胃X線検査で異常を指摘され初
ト一一一一一 ト一一 ト一一一 ト一一一

L 
診来院した。

同日、上記患者に内視鏡検査に関わる「説明と同意」
ト一一一一一 ト一一 ト一一一一一 ト一一一

説明と向意
を行った。

1.1 1.1 5.0 5.0 

後日、上記患者に胃癌に関わる治療の「説明と同意」
トー一一一一 ト一一一 ト一一一一 ト一一

説明と向意
を行った。

3.0 3.0 15.0 15.0 
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「紹介関連Jの設問別中央値

lmo1〓同
G 

61歳男性、 3目前に感冒症状出現した後、左顔面上部

に水泡が出現したため初診来院した。

紹介関連
同日、紹介状を書いて総合病院に「紹介」を行った。

1.5 1.5 5.0 5.0 

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

紹介関連
向日、紹介状を書いて総合病院に「紹介」を行った。

20. 2.0 5.0 5.0 

「問診・診察+診断・治療方針決定」について

は、総合負荷の点数密度は41.7-135.0の範囲に分

布、直接時間の点数密度は12.5-38.6の範囲に分

布している。「総合負荷Jr直接時間」ともに各分

野の専門的な設問の点数密度が低く、共通設問の

点数密度が高い傾向にあった。「生体検査実施+

生体検査判定(医療機器のコストを除く調整済)J

では、総合負荷の点数密度は37.5-500.0の範囲に

分布、直接時間の点数密度は13.6-76.0の範囲に

分布している。「総合負荷Jr直接時間」ともに検

査種別によって点数密度に差があることが示され

た。「読影診断」は、総合負荷の点数密度は42.5-

440.0の範囲に分布し、直接時間の点数密度は11.0

-90.0の範囲に分布している。「処方」に関しては、

総合負荷の点数密度は19.0-84.0の範囲に分布し、

直接時間の点数密度は2.95-28.5の範囲に分布し

ている。「総合負荷Jr直接時間」ともに全科共通

系の設問では、専門分野間、患者特性(設問)聞

に点数密度の差は小さい傾向にあった。一方で、化

学療法に関わる処方の点数密度が相対的に低い傾

向にあった。「慢性疾患管理(再診)Jは、「総合

負荷」の点数密度は49.3-199.3の範囲に分布、

「直接時間」の点数密度14.8-59.8の範囲に分布し

ている。勤務医の点数密度は、「総合負荷Jr直接

時間」とともに専門分野間の差は見られなかった

が、開業医においては点数密度の低いもの(片頭

痛に対する薬物療法の管理)と点数密度の高いも

の(利尿薬等の薬物療法の管理)に二極化してい

。
た

なお、「生活指導」、「カウンセリングJ、「説明

と同意」、「コンサルト返信」、「紹介関連」の点数

密度については、①現行の診療報酬点数表上で明

確に評価をされていないため、分析対象となる診

療報酬点数の設定が困難であること、②施設規模

(基準)によって点数が異なるため分析対象とな

る診療報酬点数の設定が困難であること、などの

理由で点数密度の計算対象から除外した。

医療技術グループ毎に同じマークを用いて、

「直接時間」の点数密度を横軸に、「総合負荷」の

点数密度を縦軸にとってプロットしたものが図 1

である。これより現行点数の評価の特徴が読み取

ることができる。
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図1 総合負荷に対する点数密度と直接時間に対する点数密度の関係
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6.外挿法の実行可能性

本調査では、 300程度の医療技術について、 300

人程度の臨床医による相対的評価を試みたが、評

価の対象としていない医療技術(医療サービス)

は、いうまでもなく多数存在する。評価の対象と

する医療技術を大幅に拡大する場合、本調査で行

ったような多数の臨床医に相対評価を依頼する方

法は調査負担、迅速性の面から効率的な方法とは

いえない。そこで外挿法の実行可能性を検証した。

(1 )外挿法の評価方法

外挿法の実施手続き次のとおりである。①本調

査の調査対象者以外から循環器の専門医 3人を選

定、②本調査の設問および新たに作成した設問を

7題を作成、③選定した医療技術について、上記

臨床医による討議を行い、個々の技術ごとの評価

値を確定。その際、選定された設間以外の設問と

そのアンケート回答結果は参考として上記回答者

に提示する。④3人の臨床医により確定された値

とアンケート調査の集計結果を比較検討する。

(2)外挿法の評価結果

外挿法による 7設問の回答結果(総合負荷)の

うち、アンケート調査結果の95%信頼区間の範囲

にあったものが4設問、アンケート調査の最頻値

と一致していたものが 1設問であったことから、

7設問のうち 5設問に高い一致性が見られたこと

になる。また、新たに作成した高度で専門性が高

いと考えられる設問の回答結果は、アンケート調

査によって得られたその他の医療技術の回答値と

比較しでも、バランスのとれた妥当な水準である

という意見を専門家から得ることが出来た。以上

の試行結果から外挿法による技術評価は、十分な

代表性を持ち得ることが示された。

7.調査結果の総括と考察

以上の分析結果を総括すると以下のとおりであ

る。

(1) 1総合負荷」と「直接時間」との関係

「直接時間」の測定は客観性や簡便性という意

味では「総合負荷」を計測するより優れている。

しかし、「直接時間」と「総合負荷jの相関は総

じて高いものの、相関係数が0.5程度(中央値ベー

ス)と低い設問群もあるため、医療技術の「総合

負荷」をすべて「直接時間」で代理するのは適当

ではない。「直接時間」を使用する場合でも、計

測値の補正が必要であると考えられる。その際、

負荷密度 (1総合負荷J/ 1直接時間J)の概念は

有効であると考えられる。負荷密度を計測すると、

診断・治療方針、生体検査判定、処方など判断的、

分析的要素の比重が高い医療技術の方が処置、検

査の実施などの医療技術より時間当たりの負荷が

大きいことがわかる。このことは、時間のみで技

術評価するとこれらの判断的な技術が相対的に低

く評価される可能性があることを示唆しており、

特に内科系技術の場合この点に留意する必要があ

る。代表的な医療技術をグループ化し、グループ

毎の負荷密度を把握することができれば、個々の

技術の時間測定のみを行い、それに当該技術が属

するグループの負荷密度を乗ずるといった補正方

法によって、個々の技術に対する適正な経済的評

価が行えると思われる。

(2)医師属性と回答結果の相違

同じ医療技術の評価が医師の属性によって差異

が生ずる場合は、回答結果を医師の属性によって

何らかの方法で補正しなければならない。あまり

差異が大きい場合には、そもそもアンケート調査

による主観評価という本研究のアプローチそのも

のの妥当性が疑問視される。そこで「総合負荷」

「直接時間」のそれぞれについて、医師の専門分



野、勤務年数・資格の有無、勤務先医療機関特性

の違いによって評価の違いが認められるかどうか

検定したが、その分析結果は医師属性の違いが回

答結果に及ぼす影響は小さいことを示した。

(3)医療技術ごとの評価値と現行点数との関係

疾病の特性の違いによって、それに対応する技

術の「総合負荷」ゃ「直接時間」の値は異なるこ

とになる。「総合負荷」だけに着目しても、同一

技術のグループ内であっても個々の技術間では次

のような評価値の差が見られた。「問診.診察」

「診断.治療方針」では共に疾病特性の違いによ

つて1.0から3

「生体検査実施」およぴぴ、「生体検査判定」では

共に主として検査内容の違いにより1.0から5.0の

範囲でで、差が認められた。「読影診断」では1.0から

2.0と比較的ぱらつきは小さい。しかし同じ胸部X

線単純撮影・診断でも、晴息の増悪した患者は1.0

(呼吸器、開業医)、大腸癌手術後の胸痛を訴えた

患者は2.0(呼吸器)と同じ医療行為でも患者特性

によっても負荷は大きく異なることにも注意が必

要である。「処方」では、 0.5から3.0の範囲で差が

認められる。これは感冒薬の処方と抗癌剤の処方

の差であり同じ処方でも治療内容によって大きく

異なった。「生活指導」では、1.5から3.0の範囲で

差が認められる。腹痛患者に対する食事等の指導

1.5 (開業医)に対して入院高齢者の退院後の生活

指導を非同居の娘にする場合は3.0(呼吸器、消化

器)と複雑なケースの負担は大きい。

現行の報酬体系では評価が不明確、もしくは全

く評価の対象となっていないと考えられる「説明

と同意Jに関しても、複雑な治療に関する場合の

「総合負荷」は以下に示すようには小さくないこ

とが示された。「心カテーテル検査に関する説明

と同意J3.0 (循環器)、「気管支鏡検査に関する説

明と同意J2.0 (呼吸器)、「早期肺癌患者と家族に
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対する化学療法に関する説明と同意J4.0(呼吸器)、

「胸水を抜くための胸腔穿刺に関する説明と同意J

3.0 (呼吸器)、「高度黄痘を呈した胆管癌患者に対

するドナレージに関する説明と同意」は3.0(消化

器)。

さらに、個別の医療技術ごとに現行の診療報酬

上の点数を「総合負荷」および「直接時間jで除

した「点数密度」を試算することによって、診療

報酬と医師自らによる評価値との関係を分析し

た。図 1は診療技術ごとに「点数密度」をプロッ

トしたものであるが、かなりのばらつきがあり、

実質的に高く評価されている技術と低く評価され

ている技術が混在していることが明らかになっ

た。このようなことを明らかにした本研究のアプ

ローチは現行の診療報酬上の歪みの是正に有効な

情報を提供すると考えられる。

(4)外挿法の利用

専門医による外挿法の結果はアンケート結果と

比較的高い一致性を得たため、外挿法は費用対効

果の高い技術評価の手法として有効で、あることが

示唆された。これにより、評価の対象となる技術

を容易に増やしていくことが可能だと思われる。

N 今後の課題

一方で、本研究が示す技術評価方法は主として

次の三つの解決すべき課題を有している。

1圃相対評価か5絶対評価への転換ルールの

必要性

この医療技術の評価方法はあくまでも技術聞の

相対的な差を評価しているに過ぎない。実際の価

格に反映させるためには何らかの絶対評価への転

換作業が必要となる。絶対評価と相対評価を結び

つける一つの試案としては、統計データより医師

の時間当りの賃金を計測し、それにその技術グル



80 医療経済研究 vo1.9 2001 

ープの平均的な負荷密度 (1総合負荷J/1直接時

間J) を乗ずることにより報酬の絶対額を決める

といったアプローチも考えられる。

2.個人の技能とどう関連付けるか

本研究における評価アプローチは個々の医療技

術単位の相対評価を行っているに過ぎず、医師個

人の技能と関連付けてはいない。しかしこの問題

については、臨床上の能力を評価する基準を学会

なり医師団体なりが作成し、基準をクリア}した

医師に報酬を加算するといった方法により個人の

技能と報酬額との対応を図る方がより現実的だと

考えられる。

3.チーム医療の評価

本研究では、医師の提供する技術を医師自らが

評価するというアプローチをとっているため、チ

ーム医療を評価するためにはー工夫が必要であ

る。同様な手法で看護職、その他医療技術職の調

査を実施し、医療技術に集約整理することにより、

チーム医療に提供される医療技術(医療サービス)

の評価も可能だと考えられる。看護必要度の議論

などはこれに類するものだと思われる。

j主

1 本研究では医療技術を医師が提供する医療サ

ービスとしてとらえている。

2 AMA刊 IMedicareRBRVs : The Physicians' 

Guide1997Jより。

3 この医師の技術評価体系では、内科系の技術

として重要な診断技術を「問診・診察」と「診

断・治療方針決定」の 2つに大別している。ま

た現行の診療報酬体系では明確な評価方法が定

まっていないインフォームドコンセント関係

(説明と同意、カウンセリング等)についても

評価対象として整理を行っている。なお検査関

係については、医師の日常の診療形態に則して、

デ}タ収集の負荷的要素の高い「実施」と判断

的な負荷要素の高い「判定」という 2つの視点

で整理を行っている O ただし内視鏡検査のよう

に「実施」と「判定」を同時に行う診療行為に

ついては、便宜上「判定jの中に分類を行って

いる。

4 既存データから 1件当たりの医療機器コスト

推計すると以下のようになった。

種目。 装置単価設置台数減価償却費診療実績 医療機器コスト

単位 千円 4口a、 千円/年・台件/年台 円/件

X線診断
12.100 39，000 1，260 362 3，481.4 

(一般単純)

超音波診断 4，946 9，300 515 215 2，391.3 

診療実績は、全年齢(入院、入院外/一般、老人)
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Is it possible to evaluate medical service 
economically by RBRVS survey ? 

Hisao Endo M.B.A * 

Objective. 

To verify the possibility if medical payments can be determined by RBRVS(Resource -Base 

Relative Value Scales) viewpoint. 

Study Design. 

1) Ask physicians to evaluate their medical practices from the view of time and work (load) 

bya questionnaire survey. 

2) To investigate the e宜'ectof attributes associated with the respondents upon the answers. 

3) To analyze the relationship between time and work. 

4) To consider if there are more efficient methods to evaluate medical service from RBRVS 

perspectives other than the questionnaire survey. 

Conclusions.. 

1) The di旺'erencein the disciplinary and years of experience of the participated physicians 

had less influences on answers to the questionnaire. 

2) The correlation coefficient between work and time was high in the answers to the 

questionnaire. 

3) The results of the evaluation by mutual consent of a small number of medical specialists 

resulted in the similar values with those obtained by the questionnaire survey， suggesting 

that the assessment even by a small number of authorities retains enough 

representativeness. 

These results indicated that medical and technical service payment could be determined 

from RBRVS perspectives. 

The data analysis also revealed the followings: 

1) Even the same medical service resulted in huge di妊'erencesin time and work required， 

depending on the disease characteristics of the subjects. 

2) The current medical fee payment system includes both economically overestimated and 

underestimated medical services. 

These facts would have substantial significances in the future improvement of the medical 

fee payment system. 
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