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研究成果の概要（和文）：本研究では、大規模個票医療データの分析を行ったにおける在院日数等の分析を行った。ま
ず、データベースの整備を行った。次いで、データ分析のために必要な手法の開発を行った。ボックス・コックス変換
モデルの推定には、誤差項に正規分布を仮定した最尤推定量（BC　MLE）が用いられるが、一般的には、一致推定量と
はならない。ここでは、一致性を有する推定量の開発に成功した。また、BC　MLEに関する検定方法を新たに提案した
。これらに基づき、白内障および糖尿病における在院日数・診療報酬費の分析を行った。その結果、傷病の種類や患者
の属性の影響を取り除いた後においても、病院ごとに非常に大きな差があることが認められた。

研究成果の概要（英文）：In this research project, we analyzed the medical data. We first built a new 
database over one million patients so that we could use the DPC (Diagnostic Procedure Combination) data 
obtained from various hospitals. Next, we developed new estimation and testing methods for the Box-Cox 
transformation model (BC model). The BC model is usually estimated by the maximum likelihood estimator 
(BC MLE) assuming normality of error terms. However, the estimator is usually inconsistent. We proposed 
new consistent estimators by the modification of the likelihood function and Hausman type tests for the 
model. Using the newly developed database and estimation and testing methods, we then analyzed the length 
of stay (LOS) in a hospital for cataract and diabetes patients. To control the medical expenditure by 
reducing LOS is a very important issue in Japan. We found out that there were large differences in LOS 
among hospitals even after controlling types of diseases and characteristics of patients.
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１．研究開始当初の背景 

(1)我が国の国民医療費は、2012 年度に 39.2

兆円（GDP の 8.3%）となっている。2002 年度

における国民医療費は 30.4 兆円であるから

国民医療費はこの間 10 年で 9.7 兆円、23.1%

増加したことになる。我が国の平均在院日数

OECD の国々と比較して際立って長くなって

いる。このため，在院日数の短縮化が国の重

要な政策的課題となっており，今後の診療報

酬体系などを考える上で非常に重要な問題

となっている。 

(2)DPC(Diagnosis Procedure Combination，

診断群分類)による包括支払制度が，2003 年

4月から82の特定機能病院に対して導入され

た。一般病院に対しては，2004 年 4 月より，

順次制度の施行が開始され，2 年ごとの診療

報酬改定に伴って各種の見直しが行われて

いる。なお、DPC に基づく包括支払制度は、

2012年度中央社会保険医療協議会DPC分科会

によってＤＰＣ/ＰＤＰＳ (Diagnosis 

Procedure Combination / Per-Diem Payment 

System）と呼ばれている。また、DPC の導入

に併せて、診療データの電子化が行われたた

め、数十万以上といった非常に多数の患者の

データが得られるようになって来ており、デ

ータの有効利用が学術的のみならず、政策的

にも大きな課題となっている。 

 

２．研究の目的 

(1)すでに述べたように、我が国における医

療資源の効率的な利用のためには、大規模な

DPC データの効率利用が不可欠となっている。

例えば、在院日数の分析においては、ただ単

に患者の病院ごとの在院日数を比較するだ

けでは不十分である。当然，扱う傷病の違い

が考慮されなければならない。同一の傷病に

関しても患者の属性や手術等の措置の違い

が考慮されなければならない。例えば，重症

患者や特別な介護を必要とする患者を多く

扱う病院では必然的に平均在院日数が長く

なってしまう。また，主な手術に加え付属す

る手術を行った場合も在院日数が長くなる

ことが予想される。 

(2)このため，年齢・性別・重症度等の患者

の属性や付属する手術等の処置の違いを考

慮した分析が計量モデルによる分析が不可

欠である。しかしながら、これまでの分析は、

十分ではなかった。大規模個票データに基づ

く在院日数・診療報酬等の医療データの分析

を行なう。これらは、療報酬改定等の適正な

医療政策の策定やさらには病院経営の適正

化に資するものであると考えられる。 

 

３．研究の方法 

(1)本研究では、データベースの構築、分析

手法・分析用ンピュータプログラムの開発、

実際のデータ解析の手順で研究を行う。まず、

データベースの整備を行い、協力病院から得

られた DPC データの整理を行い、DPC データ

の利用を可能とする。 

(2)次いで、データ分析のために必要な手法

の開発を行った。これまで、在院日数などの

生存時間解析の分野で幅広く使われてきた

ボックス・コックス変換モデル（BC モデル）

に関して研究を行った。ボックス・コックス

変換モデルの推定には、誤差項に正規分布を

仮定した最尤推定量（BC MLE）が用いられ

るが、BC MLE は、一致性などの問題がある。

ここでは、大規模データベース分析のための

新推定方法、検定方法の開発を行う。 

(3)構築されたデータベースおよび新たに開

発された手法・プログラムを用いて実際の傷

病の分析をおこなう。ここでは、とくに白内

障手術と糖尿病について着目し、その在院日

数・診療報酬等の分析を行う。 

 

４．研究成果 

(1)データベースの構築においては、100 を超

える協力病院から得られた100万人分以上の

患者のデータベースの構築に成功した。この

データベースは東京医科歯科大学大学院医

歯学総合研究科医療経済学分野において保



管・管理されている。 

(2)すでに述べたように生存時間解析等の分

野で幅広く利用されている BC モデルは、一

般的には一致推定量とはならず、”small 

σ”と呼ばれる条件を満足した場合のみに

分析に使用することが出来る。本研究では、

最尤法を改訂することにより、この条件を必

要としないか推定方法の開発に成功し、ハウ

スマン・タイプの検定方法を新たに提案した。

さらに、ハウスマン・タイプの検定には利用

できるパラメータ数に大きな制限があるこ

とを指摘した。これらは、モデルの推定・検

定において画期的なものであり、今後のデー

タ解析の分野において、大きな影響を与える

もと考えられる。 

(3)構築されたデータベースおよび新たに開

発された新手法に基づき、白内障および糖尿

病における在院日数・診療報酬費の実証分析

を行った。まず，DPC 導入による白内障の在

院日数への影響の分析を行った。この結果、

導入以前に平均在院日数の長かった病院ほ

ど、在院日数の短縮効果が大きかったことが

認められた。ついで、2006 年度の診療報酬改

定に伴うDPC見直しの白内障手術における在

院日数への影響の分析を行った。分析では,

片眼に白内障手術＋眼内レンズ挿入術を行

い，手術・措置 2等がなかった患者を対象と

した。2006 年の DPC 見直し前後の両方の期間

において手術の報告があった病院に入院し

た患者を分析対象とし，在院日数に影響する

要因の分析を新たに提案されたモデルを使

って行った。この結果，病院ごとの平均在院

日数は，患者の属性等の違いを考慮しても，

大きく異なり、在院日数の長い病院において

は，病院独自の取り組みとして，クリニカル

パスの導入，入院スケジュユールの適正な管

理，適切な医療技術の採用などを通した診療

体制の見直しによる在院日数の短縮を計る

必要があることが示唆された。また、2006 年

度制度の見直し後は併存症数の在院日数へ

の影響はほとんど無くなっており，副傷病の

有無による診療報酬の差の撤廃が予想通り

の効果をもたらしたことが認められたこと

を示した。さらに、2 型糖尿病における在院

日数の分析を行った。糖尿病は教育目的の入

院が認められている唯一の傷病である。教育

目的の入院では、食事や運動といった生活習

慣の改善が目的となっている。2 型糖尿病の

患者のうち教育目的で入院した患者の在院

日数についての分析を行った。その結果、患

者の属性等の影響は小さく、在院期間は病院

ごとによって決まっていること、（患者の属

性をコントロールしても）病院ごとの平均在

院日数は3倍以上異なることが認められるこ

とを示した。したがって、在院日数の長い病

院が教育プログラムを改善することによっ

て、医療費の大幅な削減の可能性があること、

また、このためには、地方自治体、保健所、

地域の診療所との協力などの地域的な取り

組みが重要となることを示唆した。さらに、

ここでの分析モデルの応用として、医療経済

分野以外にも原発の下請労働者問題および

WTO における輸出規制の問題等の問題に関す

る研究を行った。これらの成果は、研究期間

中に査読付き論文 19 編、学会発表 11 件、図

書 5件、などとして発表されている。 
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http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/qal/ 
川渕 孝一 
http://reins.tmd.ac.jp/html/100007019_j
a.html?k=%E5%B7%9D%E6%B8%95 
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