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研究成果の概要（和文）：組織の現状理解に基づく目標設定は、組織のこれまでの実績と連続性を保ち、組織内部に理
解されやすく目標の共有が図りやすいと考えられた。（１）横断的な現状報告のみならず時系列的な現状の推移を可視
化することで、自発的で現実的な目標設定が行えるようになること、（２）ばらつき管理によって問題設定に確実さと
いう新しい視点を入れられること、（３）中央値と四分位範囲を用いることで、実績の分布が偏っていてもより確実に
現状を把握できること、（４）統計的仮説検定には、定常性の評価と特定の分布を仮定しないノンパラメトリックな手
法が使えること、が分かった。

研究成果の概要（英文）：Goal setting by understanding of the current situation of organizational 
performance can be easily shared among the organization due to its understandability and continuity with 
the existing organizational performance. To identify goals based on the current situation, the study, 
taking the case of actual operation of the routine health information system, concluded (1) visualization 
of time series behavior of performance rather than cross-sectional reporting enables the organization to 
set self-active and realistic goals; (2) accuracy rather than level as a new view of problem 
identification can be introduced when more attention was paid to control of disparity of performance; (3) 
performance can be appropriately visualized by median and inter-quartile range even though a distribution 
of data was skewed that was common in service performance; (4) assessment of stability of time-series 
data, non-parametric methods and simulation are applicable for statistical hypothesis test of change.
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１．研究開始当初の背景 
資源制約下の地域行政では、公共保健サー

ビスの提供とそれらの維持・改善のサイクル

が十分機能しているとは言えない。このこと

は限られた資源投入の機会に実績を確実に

向上させるための「土台」の確保を困難とし

ている。 

近年、欧米ではパブリック・ヘルスの分野

でも、医学といった固有技術を安全かつ効果

的に活用する技術としての「管理技術」、と

りわけ継続的質改善（CQI）の応用が国家戦

略として「サービス科学」を推進する動きの

中で進められている。しかし、産業で製品を

対象に発展してきた CQI の文化と技法は、サ

ービス提供を主とする分野にそのまま適用

することは難しく、医療やパブリック・ヘル

スにおいてはサービスの質を維持・改善して

いくサイクルを十分に構築できているとは

言えない[1]。公共保健サービスにおいても

サービスの維持・改善のサイクルを生み出す

には、サービスの実動データを整備しながら、

公共保健サービスの特質（nature）とその運

営に要求される技術課題を明らかにする必

要がある。 
 
２．研究の目的 
本研究では、資源制約下の公共保健サービ

スの特質（nature）およびサービスに維持・

改善のサイクルを作り出すための技術課題、

を実証的に明らかにする。 

 
３．研究の方法 
本研究では、既存の保健プログラムの運用

の仕組みをモデル化し運用実績の挙動を可

視化する。またこれらの結果を地域のリソー

スや保健プログラムの実務担当者の経験知

および他分野の専門家が有する知見と合わ

せて分析する。 

資源制約下の地域行政で運用される公共

保健サービとしてフィリピン共和国の地域

保健情報システム（Field Health Services 

Information System: FHSIS）を対象に、(1) 

報告提出プロセスの構造化、(2) 報告提出日

データの収集、(3) 報告提出状況の可視化、

(4)報告提出にかかる改善機会の検討を行っ

た。 

 

(1) 報告プロセスの構造化 

運用マニュアルのレビュー、実態観察と現

場担当者との対話に基づき、既存の報告プロ

セスの仕組みをモデル化した。 

フィリピン共和国では、保健省が所管する

保健情報システム；FHSIS（Field Health 

Service Information System）が 1990 年よ

り運用されている。導入後 2 回目の改訂を経

て、2009 年 1 月からは FHSIS（2008 年版）

としての運用が開始された。2011 年には

eFHSIS という報告の電子化ソフトの導入が

試みられている。FHSIS（1990 年版）と

FHSIS（2008 年版）の共通点と違いを把握

した。 

 

(2) 報告提出日データの収集 

パラワン州保健局が所管する 22 の市保健

局から、1996 年から 2014 年の期間に提出さ

れた 1672 件の四半期報告書をレビューし、

これらが州保健局へ提出された日のデータ

を収集した。 

 

(3) 報告提出状況の可視化 

提出期限内に受領された四半期報告書の

件数をカウントした。中央値と四分位範囲を

用いて報告準備期間（日数）と報告遅れ（日

数）の推移を可視化した。適時性の変化を順

列組み合わせ検定で確認した。 

 

(4) 報告提出にかかる改善機会の検討 

 パラワン州保健局と共同して、2015 年の

時点でパラワン州保健局の所管であり、四半

期報告書を提出することになっている 23 の

市保健局の FHSIS 担当者を集めて、①報告

提出に遅れを引き起こす要因、②次年度の報



告提出の目標設定、③改善機会の検討を行っ

た。23 市となったのは、2015 年にはパラワ

ン州の所管地域が 1 市増えたためである。 

 

４． 研究成果 

(1) データ処理プロセスの構造化 

 FHSIS のデータは、村（市）で収集され、

市、州、地方、国へと報告されることになっ

ている。対象とする保健プログラムは図１に

示す 10 領域にまたがる。この情報システム

全体の枠組みは、FHSIS (1990)と FHSIS 

(2008)で共通している。 

 
図１ FHSIS(2008)の報告フロー 

 

FHSIS のデータ処理フローは大きく症例

抽出のプロセスと集計プロセスとに分けら

れる。FHSIS (1990)の症例抽出プロセスにつ

いては、村井らがシステムの設計に起因する

システム要因の存在を確認している[2]。

FHSIS(2008)では、指摘されたシステム要因

を改善する形で指標の定義の具体化と帳票

レイアウトの改訂とともに実施された。 

 

図２ FHSIS(2008)のプロセス・フロー 

 

市保健局の役割は、村の月次データを市の

四半期データへと変換する処理である。

FHSIS（1990）では、村単位の四半期データ

を集計していたが、FHSIS (2008)では、市単

位の月次データをまず集計してから市単位

の四半期データを集計することになった。 

 

図３ 市保健局のデータ集計方法の違い 

 

図４は、市保健局の管轄地域が仮に 10 地

域だった場合に、市の集計プロセスで 2008

年版と 1996 年版に求められる作業回数をそ

れぞれ示す。四半期報告に求められるデータ

項目数は FHSIS（2008）では FHSIS（1990）

に比べて約 3.9 倍に増加した。 

 
図４ 市保健局の集計プロセスの違い 

 

図５に報告書を作成するための標準作業

時間の違いを示す。患者台帳から市の四半期

報告書を州保健局の集計結果を作成するま

での標準作業時間は、FHSIS（2008）では

28 日間、FHSIS（1996）は 7 日間で、前者

が後者の 4 倍長く設定されている。患者台帳

から市の四半期報告書が州保健局へ提出さ

れるまでの機関は、FHSIS (1990)は 7 日間、

FHSIS（2008）は 21 日間である。 



 
図５ 標準作業時間の違い 

 

(2) 報告提出日データの収集 

調査対象 1672 件のうち、99.0%（1656 件）

の四半期報告書の提出を現物で確認した。そ

のうち、提出日の記録が確認できたのは、現

物が確認できた四半期報告書のうち 94.7％

（1568 件）であり、これらを分析対象とし

た。 

 

図６ データ収集対象と分析対象 

 

(3) 報告提出状況の可視化 

標準マニュアルの定める提出期限を満た

した四半期報告書は全体のわずか 11.4%

（188/1656）であった。その四半期ごとの変

化をみると、2009 年から 2010 年に提出期限

を満たした報告書数は増加したが、2011 年

（電子化）以降は減少傾向を示した。 

 

 
図７ 標準提出期限内に提出された四半期報

告書の件数の推移 

 

図８に報告準備日数の水準とばらつきを

示す。報告準備日数の水準は、1996 年の導

入時に一時的に悪化した。次いで 2009 年以

降に増加しているが、これは標準マニュアル

の提出期限が 7 日から 21 日に延長されたた

めである。2011 年以降は水準の変化がより大

きくなった。ばらつきの変化は、電子システ

ムが導入された 2012 年以降に大きくなった。 

 

図８ 報告準備日数の水準とばらつき 

 

図９に報告遅れ日数の水準とばらつきを

示す。報告遅れは、標準提出期限日からの遅

れ日数を意味する。2009 年には作業負担が

大幅に増加したが、2009 年と 2010 年の報告

遅れ日数は、1996 年第 2 四半期から 2008 年

第 4四半期までの報告遅れ日数と同様の推移

を示した。標準提出期限日が作業負担を吸収

する形になった。一方で、2012 年以降は水

準の変化が大きくなった。ばらつきは、全期

間を通じて、報告準備日数のときのばらつき

と同様に、2012 年から大きくなった。 



 

図９ 報告遅れ日数の水準とばらつき 

 

(4) 報告提出にかかる改善機会の検討 

報告状況の知見を、パラワン州の報告デー

タ修正会議にて、20（現在 23 市中）の市保

健局担当者と共有した。①報告提出に遅れを

引き起こす要因としては、村レベルの報告遅

れが主要因として挙げられ、提出締切日の目

標が共有されていない、新しい記録・報告様

式が使いづらい、活動の数に比してマンパワ

ーが不足している、地理的にアクセスしづら

いエリアがあるといった要因が挙げられた。  

②昨年度（2014 年）の報告準備日数を各市

保健局担当者へ共有した。昨年度の実績を考

慮して担当者が立てた次年度（2015 年）の目

標は、多くが標準作業時間よりも長かった。

目標設定の根拠としては、昨年度の実績、地

域におけるアクセスや年間行事による遅れ

等が挙げられた。③改善機会としては、目標

をスタッフと共有する仕組み、リマインドの

仕組みの徹底、遅れに対する罰則、が挙げら

れた。 

 

【結論】 

本研究から、組織の現状理解に基づく目標

設定は、組織のこれまでの実績と連続性を保

ち、組織内部に理解されやすく目標の共有が

図りやすいと考えられた。 

地域保健情報システムの実際の運用を例

に、①横断的な現状報告のみならず時系列的

な現状の推移を可視化することで、自発的で

現実的な目標設定が行えるようになること、

②ばらつきの管理に注目することで問題設

定に確実さという新しい視点を入れられる

こと、③実績の可視化には、中央値と四分位

範囲を用いることで、分布が偏っていてもよ

り確実に現状を把握できること、④統計的仮

説検定には、定常性の評価と特定の分布を仮

定しないノンパラメトリックな手法、シミュ

レーションの手法が使えること、が分かった。

シミュレーションの応用は、とりわけ運用か

ら得られる知見の一般化の適用範囲が限定

される改善活動では有用な解析手法になる

と考えられる。 
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