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DPCデータやビッグデータを利活用し
医療の質や地域医療を分析・評価
医療安全管理からクオリティ・マネジメントへ
2003年に始まったDPC制度の対象病院は年々拡大し、2019年度には1,727施設、48.2万床に導入されている。
2018年度に完了した調整係数の基礎係数・機能評価係数Ⅱへの置き換えなど、さまざまな改定を行いながら進めてき
たDPC制度だが、近年は、そこで得られたDPCデータを、医療の質の向上や地域医療構想など幅広い分野において利
用する研究が活発化している。日本のDPC制度の導入や地域医療構想に関わってきた東京医科歯科大学大学院の伏見
清秀教授に、同学医学部附属病院（東京都文京区）
に設立したクオリティ・マネジメント・センターでの取り組みやDPCデ
ータ利活用の現状、これからの日本の医療における課題などについてお話を伺った。

「医療をデータとして可視化できる」
DPCデータの利活用は多くの可能性秘める

（聞き手／編集部）

と人事交流する機会に恵まれ、私は日本版DRGのデータ分析
に携わりました。それが縁で、2001年に始まった「急性期入
院医療試行診断群分類を活用した調査研究」
（主任研究者：松

私の専門は腎臓内科で、東京医科歯科大学医学部を卒業

田晋哉産業医科大学教授）
に参加し、DPC制度の設計に加わ

後は、臨床医として従事してきました。転機になったのは、本

ることになったのです。ここで医療サービスの統計データや

学医学部附属病院医療情報部の業務を併任する人事異動が

患者調査を分析し、診断群分類の見直しや精緻化を進め、医

あったことです。腎臓内科の患者さんに対しては、透析治療へ

療の質や病院管理、医療経済といったさまざまな角度から研

移行する際などに医療制度の面からのアプローチも必要で、

究班のメンバーと検討を重ねた結果、
DPC制度は2003年か

課題を感じていたこともあり、医療資源や医療経済について

ら大学病院などの特定機能病院から実施され、現在に至って

学ぶ良い機会になりました。

います。

日本のDPC（Diagnosis Procedure Combination）制

DPC制度の利点の１つは、
「 医療をデータとして可視化で

度が始まる以前から、アメリカには診断群分類を用いた包括

きること」でしょう。DPC対象病院は、入院患者に関するレセプ

支払方式としてDRG
（Diagnosis Related Group）
がありま

トと診療内容の概要に係る情報の提出が求められるため、全

した。日本でも診断群分類をベースとした包括支払方式の導

症例に関するデータが定期的に集計・公表されます。疾患別・

入が検討され、1998年には日本版DRGの試行事業が開始

治療種別の症例数や在院日数といった情報に基づいて地域

されます。ちょうどそのころに、医療政策に関して厚生労働省

における医療の実態を把握し、分析することが可能で、今後の
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東京医科歯科大学医学部附属病院
42科の診療部門と、29の中央診療施設を有する、東
京医科歯科大学医学部の附属病院。外来患者延数54

病院概要

万9,118人/年、入院患者延数23万8,022人/年、入
院平均在院日数11.23日、処方箋枚数19万2,273枚/
年（外来１万8,949枚、入院17万3,324枚）、手術件数
8,680件/年
（数字はいずれも2018年度）
。特定機能病
院、
エイズ拠点病院、災害拠点病院、
がん診療連携拠点
病院、
がんゲノム医療拠点病院ほか認定多数。

■所在地：東京都文京区湯島１－５－45
■病床数：753床
（一般病床712床、
精神病床41床）
■院 長：内田信一
■URL：http://www.tmd.ac.jp/medhospital/

医療に関する課題も見えてきます。医療の質の評価や、近年

者さんを診療しています
（2018年度）。各診療科が協力して

は地域における医療機関の機能分化にも応用されています。

提供する救急を含めた急性期医療が中心ですが、療養型医療

これらDPCデータなど、医療データの利活用は多くの可能性

機関とも密接に連携し、長期にわたる医療システムの構築に

を秘めており、
これからの医療を変える一助になると考えてい

も努めています。
現在の私の研究のメインは、DPCデータやNDB（レセプト

ます。

情報・特定健診等情報データベース）、官庁統計などさまざま

大学病院内に「クオリティ・マネジメント・センター」設立

なデータを用いた医療政策や制度設計です。研究の成果を医

データ分析で抽出した改善点を現場へ還元

療の現場で活かすため、2014年、本学医学部附属病院に「ク
オリティ・マネジメント・センター」を設立しました。医療の質の

東京医科歯科大学は、
1928年に官立歯科医学教育機関と

保証と病院マネジメント改革のため、院内の医療安全・感染制

して設立されました。医学と歯学の融合を通じて、先進的な医

御部門と連携したデータなどを集めて診療科ごとに比較・分析

療の実践に取り組む日本で唯一の医療系総合大学院大学で

し、月１回の幹部会議で改善点の提案などをしています。組織

す。歯学部は国立大学の中では最古の歴史を有し、国立大学

体制を、診療の質と経営の質の両面から評価し、DPCデータ

で初となる保健衛生学科を設置するなど、医歯学教育･研究

の分析により可視化することで問題点を抽出、適切なPDCA

のパイオニアを志しています。

サイクルの実施につなげています
（図１）。他の医療機関に、同

本学の医学部附属病院には、
42の診療科と29の中央診療
施設があり、入院と外来を合わせて年間延べ約78万人の患

様の部署はまだ少ないですが、当センターの取り組みがモデ
ルケースとなり、広まっていくことを期待しています。

図１ クオリティ
・マネジメント・センターで実施する分析
診療の質の視点からの評価
１．医療の質・安全・感染の臨床指標
２．パスの管理と分析
３．診療アウトカム分析

経営の質の視点からの評価
１．医療連携の評価
２．外来診療の効率性の評価

関連部⾨との連携
１．安全対策
２．感染制御に関する分析
３．診療科が問題とする事象の分析

病院に対して：医療の質の可視化、質改善活動のエビデンスの提供
教育に関して：実践的教育体制の整備と教材開発
（資料提供：伏見清秀氏）
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DPCデータを使った４つの分析を柱に

可視化した分析結果を、患者説明や

医療の質の改善・向上へ

スタッフのモチベーションアップに利用

DPC制度を設計した当初から、DPCデータを始めとする

医療の質に関わるのは、
「プロセス分析」と「アウトカム分

医療データを、医療の質の改善や向上に役立てていく考えは

析」です。QI（Quality Indicator：エビデンスに基づいた医療

持っていました。

の実践度合いを測定するための指標）
と親和性が高く、公表

1999年にアメリカで発表された『To err is human（邦
題：人は誰でも間違える）』
という本があります。医療事故とそ

されているQIを用いて他病院との比較も可能で、医療の質を
客観的に評価し、改善点を浮き彫りにさせます。

の防止策の提言で、
「 医療分野の安全対策は、他の分野より

DPCデータを細かく見ていくと、
日本の医療の問題点が如

10年ほど遅れている」といったことが書かれていました。ま

実に示されていることがあります。例えば、胃悪性腫瘍手術

た2001年に発表されたレポート
『Crossing the quality

の手術ボリュームと輸血量を比較した「プロセス分析」を見て

chasm』では、医療の質にはchasm（深い隔たり）
と表現され

みましょう
（図２）。手術した日の輸血量は、手術のときの出血

るほど深刻な差異があると報告されています。

量とほぼ同じです。輸血量が多いのは手術時に多量に出血し

これらの報告に世界中の医療関係者が衝撃を受け、医療安

ているということなので、患者さんの病態によりますが、担当

全対策については世界的にも広まって、日本でも対策が導入

医師の技術が高くないと判断できます。また医療機関ごとに、

されました。
しかし、質の確保については残念ながらあまり広

この手術を年間何例ほど実施しているか手術ボリュームで見

まらず、2015年ごろに腹腔鏡手術による死亡事故などの医

ていくと、手術数の多い医療機関は輸血量が少ないのです。

療ミスが多発したことで社会問題化し、
ようやく医療の質が注

一方、手術数の少ない医療機関では輸血量が多い、つまり手

目されるようになりました。安全の問題ではなく、質のモニタ

術の質が低いことが分かります。日本には、年間に数例しか胃

リングができていなかったことが医療ミスにつながったと考え

悪性腫瘍手術を実施しない医療機関があり、医療機関の集約

られたからです。質の評価については、海外に比べて日本はま

化・機能分化が遅れているという現実が見えてきます。
「アウトカム分析」は、医療安全の評価に用いています。

だ遅れていますので、DPCデータを利活用することでクオリ
ティ・マネジメントを充実させていきたい、
というのが私の考え

DPCデータと電子カルテを一緒に使うことで、患者さんごと

です。
DPCデータを使った分析には、主
に「ケースミックス分析」
「プロセス

図２ プロセス分析の一例：胃悪性腫瘍手術 実施医療機関における比較
（手術ボリュームと輸血量の関係）

分析」
「アウトカム分析」
「地域医療

年間平均手術数と平均輸血量から見た医療機関の分布

分析」の４つがあります。
機能を評価するものです。DPCに
は、他の病院よりも効率的な治療を
行っていたり、重症の患者さんを多

400

100
10

マンスについて調べます。
「プロセ
ス分析」では、
レセプトを細かく見て
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平均輸血量

析を行います。
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どを比較分析。
「アウトカム分析」で

療提供体制を効率化するための分

20

年間平均手術数の階級別に見た平均輸血量の比較

いき、診療プロセスや医療の経過な

の機能の役割を明確にし、地域の医

1.00回以下

500

較分析することで病院のパフォー

療分析」では、地域ごとの医療機関

39.00回以上

600
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指標がありますので、
この指標を比

どを評価して分析します。
「地域医

サイズの基準
年間平均手術数

300

く診ていると診療報酬が高くなる

は、死亡率、再入院率、合併症率な

胃悪性腫瘍手術
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平均輸血量

「ケースミックス分析」とは、病院
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（資料提供：伏見清秀氏．編集部一部改変）

に合併症の発生率などを分析していきます。外科医は薬剤の

図３ 傷病別入院患者数の将来推計
（都市部二次医療圏の例）
2.0

使用よりも手術への興味が強いものですが、ガイドラインに

肺炎

沿った抗菌薬の使い方をしたときの感染症の発生率や、減薬

脳血管疾患

した場合の合併症の発生率などのデータを可視化すると、積
実態を把握でき、
インフォームド・コンセントの際に「当院の術
後の感染症発生率は○％」
「平均の入院期間は△日」など、具
体的な数値を示せるので、患者さんの信頼も得られやすくな

患者数増減比

極的に興味を持ってもらえます。医療機関にとっても、自院の

1.5

虚血性心疾患
悪性新生物

1.0

ります。
分析結果を他の医療機関と比較し、公表することに抵抗を

0.5

感じる人もいるでしょうが、改善点を提案しながら毎年分析し

2010

2015

ていると、改善の結果が数値として表れ、医療の質の向上が目

2020

年

2025

2030

2035

（資料提供：伏見清秀氏）

に見える形になります。患者さんへのアピール材料の１つに
なりますし、
スタッフのモチベーションにもなるでしょう。

ています。現在、国としては日本の医療基盤の１つにしたい
と、指標内容を標準化した「共通QIセット」の作成事業が始

「ケースミックス分析」で診療科ごとに改善点を提案
PDCA推進し経営改善につなげる

まっているところです。数年後には、
どの医療機関でも医療の
質を評価できる仕組みが成立していくと思います。
＊PDCA：計画（Plan）実行（Do）評価（Check）改善（Act）

「ケースミックス分析」によって分かるのは、医療機関のパ
フォーマンスです。DPCの大きな係数に効率性指標と複雑性

地域における医療機関の役割をデータで明確にし

指標があります。効率性指標は在院日数短縮の努力を、複雑

地域医療構想に応用

性指標は１入院当たりの医療資源投入の観点から患者構成を
評価していますので、効率性指標は患者さんを早く治して帰

「地域医療分析」では、地域ごとの医療機関の役割が明確に

すこと、複雑性指標は重症の患者さんを適切に診療すること

なるため、医療計画などへの応用が可能で、地域医療構想に

が求められます。この両方に積極的に取り組んでいる医療機

も関わる部分です。地域医療構想は、超高齢社会にも耐えう

関の係数は上昇するので、高収入が得られる仕組みです。

る効率的な医療提供体制の構築を目指すもので、将来の人口

効率性指標の継続的改善は急性期病院の義務と考えてい

推計を基に、2025年に必要とされる病床数を高度急性期、

ます。診療科別・疾患別に対策を立て、転院・在宅医療にスムー

急性期、回復期、慢性期の４つの医療機能ごとに推計し、地域

ズに移行するための後方医療連携が重要になります。なお、

の状況に合わせた機能分化と連携を進めています。私は地域

短期入院の患者さんを増やしても改善はされません。

医療構想策定ガイドラインを検討するために開かれた内閣府

複雑性指標は病院機能を反映する指標です。専門的な手術

の「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調

や検査の患者さんを増やすことで改善されますが、病床稼働

査会」に2015年に参加し、
データ分析の専門家という立場か

率が下がり、軽症の患者さんの入院が増えると低下するので、

ら地域医療構想の実現に携わっています。

自院の特徴を明確にし、後方医療連携を強化することが重要
になります。

地域医療構想の基本的な考え方として、
まず手術などが必
要な急性期の患者さんと、高齢者向けの慢性期医療が必要な

私が行っている
「ケースミックス分析」では、診療科ごとに効

患者さんを大きく分けて、数値ベースでどのくらいの医療需

率性・複雑性指標を出し、特性に合わせた改善点を提案してい

要があり、
どのくらいの医療支援が必要かということを推計し

きます。患者さん一人ひとりのデータを示して説明できるの

ました。

で、例えば、
「この患者さんの入院が長引いているから効率性

需要の部分では、国勢調査と患者調査のデータを組み合わ

指標が低下している」
「後方病院との連携がスムーズではない

せ、将来の人口予測とともに、増加する疾患やその患者数を

ことが理由なので、連携強化の取り組みが必要である」など、

予測しました。その結果、肺炎や脳血管疾患など、高齢者に多

PDCA につながるような分析にもなり、
うまくいけば自院の

い疾患が2035年ごろには２倍近く増えるのに対し、虚血性心

係数が上がって、経営改善も図れます。

疾患や悪性新生物はそこまでの増加率ではないことが分かり

＊

なお、2010年度から「医療の質の評価・公表等推進事業」
が実施され、全国の医療機関がQIを作成・公表するようになっ

ました
（図３）。次に供給の部分では、病床機能報告制度により
医療機関ごとのデータを提出してもらい、
６年後までの供給
日本ケミファ
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量を計算しました。すると、医療提供体制のメインを急性期に

図４ 病床機能の需要と供給のギャップ
（横浜市を例に）

据え、虚血性心疾患やがんの患者さんを診療するための最先

（床）
14,000

供給
（病床機能報告・2016年）

端の設備をそろえた医療機関が多すぎることが判明したので
す。
需要と供給を突き合わせてみると、数年後には最先端の設
備を備えた医療機関に、さほどテクニカルな診療を必要とし
ない高齢者が増加し、医療資源の無駄が生じることが分かりま
した。オーバースペックの部分をある程度制限し、高齢者を支
ていた医療機関が機能転換をしなければならないのですが、

重症急性期を集約化・効率化して
地域急性期へ機能転換を

10,000
8,000
6,000

地域急性期

える医療の仕組みを作るために、今まで最先端の医療を行っ

需要
（医療需要推計・2025年）

12,000

4,000

どこの医療機関がどのくらい機能転換をするのか、それを決
めるのに非常に難渋しています。
2014年に「2025年の医療機能別必要病床数の推計結
果」が発表された際に、
「病床数が10万床ほどオーバーしてい

2,000
0

高度急性期

一般急性期

回復期

慢性期

（資料提供：伏見清秀氏）

る。病床削減が必要」
という部分がセンセーショナルに報道さ
れましたが、
これは実際には機能分化の問題です。急性期・慢
性期を含めた全体の病床数がオーバーしているとは思いませ

期」などの名前にして急性期機能の一部を残して回復期・慢性

ん。ただ、急性期病床が多過ぎて、高齢者向けの回復期病床

期に転換することを地域の機能分化の１つとして位置づける

が足りないのは事実なので、病床数を減らすというより、病床

など、病床の供給ギャップを解消することはできると思います

の機能をうまく転換していかなければならない、
という話なの

（図４）。ただ、そのときに診療報酬をどうするのかは難しく、

です。医療費を減らしたい財務省と、適切な医療の提供を目

急性期、回復期、地域急性期等の混在を適正に評価できる仕

指す厚労省と間には、裏のせめぎ合いもあって誤解されやす

組みが必要です。

いのですが、一般の人たちから強い拒絶反応を持たれては地

DPC制度は、都市部に多い急性期や回復期など専門がき

域医療構想が進まなくなってしまいますので、本来の目的を

ちんと分かれた医療機関にとっては使いやすい制度設計に

多くの人々に理解してもらうように、努めていきたいと思って

なっていますが、ケア・ミックス型が増えている地方の医療機

います。

関では使いにくい面が出てきています。ケア・ミックス型の医
療機関が増え、DPC入院期間Ⅱを超えた患者さんが急性期か

臨床経験で培った現場感覚を生かしながら

ら回復期病棟に移ると、点数が高くなるケースも出てきてい

データ分析を深めたい

ます。基本的に、急性期から慢性期までの間に医療資源の必
要性は下がっていくものなので、回復期のほうが診療報酬の

今後、
どのように機能分化を進めていくか。
「地域のどの医

点数が高くなるのは、制度としての整合性がとれていません。

療機関の、
どの病床が過剰で、
どの病床を機能転換しなけれ

2020年度の診療報酬改定ではそのような歪みへの対応が

ばならないか」
くらいまで具体的なデータを出していかなけ

導入されましたが、患者さんの病態に合わせたスムーズな移

れば、実際は進まないと思っています。問題となるのは、200

動ができるような制度設計は引き続き今後の課題です。

～300床クラスの病院がいくつもあって、その地域の急性

最初にDPCの制度設計を行ったときにも、整合性・連続性

期病院の病床数を全部足していくと明らかにオーバースペッ

については課題でしたが、医療の現実と突き合わせると、そう

クになるような地域でしょう。再編統合も１つの方法ですが、

簡単に解決する問題ではないのです。現状を探りつつフィー

各病院が急性期機能を少しずつ減らし、代わりに回復期・慢性

ドバックし、改善していくしかありません。

期を担う形の機能転換をしていく方法も考えられると思いま
す。
現在も、一部では急性期医療を行いながら、実際は慢性期

「データ分析が専門」というと、数値ばかり見ているのでは
という印象を持たれるかもしれませんが、幸い私には腎臓内
科での臨床経験があり、高齢の患者さんを多く診てきたほか、

医療や、在宅医療の後方支援として高齢者の緊急入院への

認知症などを合併しているケースについても、医療現場の難

備えなどに重点を置いている医療機関があります。そのよう

しさは体験してきました。そのような現場の感覚を大切にしな

な医療機関の在り方を周知させ、
オーバースペックの医療機

がらデータ分析を深め、
これからも日本の医療改革に尽力し

関は、ある程度は急性期の部分を縮小し、例えば「地域急性

ていきたいと思っています。
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医療法人社団小林国際クリニック 理事長・院長
特定非営利活動法人 AMDA 国際医療情報センター 理事長
公益社団法人大和市医師会 会長

小林 米幸 氏

外 国 人
診 療 日 記
本欄は、
「 A M D A 国 際 医 療 情 報 セ ン タ ー 」ホ ー
ム ペ ージ のブ ログ「 理 事 長 D r . 小 林 米 幸 の 独り言 」
（http://blog.canpan.info/amdamedicalcenter/）か
らの 転 載です 。小 林 氏 の 外 国 人 診 療 にお けるエピソ
ードや 所 感 などを、毎 号 選りすぐってお 届 けします 。

ここに至るまで約20分。それでも慣れている分、スペイン語
が理解できる分、早かったと思うが、後ろにカルテがぎっしり並ん
でいた。患者の側の要領が悪いとこういうことになってしまう。
昨日の夕方、診察終了後に２人のカルテを出してもらい、過去
の処方と、今後の処方の予定について記載しておいた。次の診
察のときに要領を得ないと、またまた時間がかかってしまうの
で。

真

の来院目的判明までに時間を要した
血液検査希望で早朝にやってきた兄妹のケース

早朝にやってきたペルー人の兄と妹。その下の妹がついてき

２

〔2019年9月10日
（火）付〕

カ月分処方した薬で３カ月も血圧安定!?
最近気がついた不思議な内服のカラクリ

て、
２人の血液検査をしてほしいと言ったのが先週の木曜日。何

フィリピン人女性41歳。たしか３カ月前に、頼まれて２

の項目をしてほしいかを尋ねたところ、
「コレステロールとか一

カ月分の降圧剤を処方したはずなのに……フィリピンから

般的なもの」という返事だった。血圧が高いそうなので、なるほ

戻ってきて昨日でちょうど薬を飲み終えたという。いった

どと思って採血を行った。

い、どういう飲み方をしているのだろう？ 不思議に思う。

２日後の先週の土曜日、やはり早朝にやってきた。採血した２
人は日本語が話せないわけではないけれど、買い物ができる程
度だろう。
最初は兄のほうから結果を話そうとすると、突然、手提げから
薬の箱と薬を取り出した。血圧が高い傾向にあるのかと思った

血圧を測定してみると、130/86。内服していないと180
近くまで上昇するので、これまた不思議だ。
最近、気がついたのは「いい加減に」内服していて、いよ
いよ薬がなくなり、僕のところにやってくる数日前からは残
りをきちんと飲むという「賢い」人たちだ。

ら、そうではないらしい。薬の箱はすべてスペイン語で印字され

昨日も彼女に「I am sorry」を連発されたので、「僕に謝

ていたが、意味はよく分かった。高血圧の薬が２つ、
コレステロー

る必要はない、I am sorryは自分の体に言いなさい」と話し

ルを下げる薬が１つ、そしてなんと最後に、血糖値を下げる薬が

ておいた。

１つあった。いずれも日本で発売されている薬だ。
しかし、前回、

〔2019年11月2日
（土）付より一部抜粋〕

糖尿病の薬を内服しているとか、糖尿病の検査をしてほしいと
か聞いてはいないので、施行していない。
「もう薬はほぼない状
態」
というので、いつ帰国するのかと訊ねたら……ついてきた一
番下の妹が「もう、
こっちにずっといるから」と言う。いい加減な
ことはできないので、相談の結果、
９日の月曜日に食べずに来て
もらうことにした。
次は妹のほう、ついてきた人からみたら姉になる。彼女に結果
を伝えようとしたら、かばんから同じように薬を取り出した。そう
か、
２人ともペルーで薬を内服していて、その継続のためにやっ
てきたのかとようやく理解した。
やはり血糖値について尋ねられたので、兄のときと同じように
再度、月曜に採血させてもらうことにした。内服しているのは、高
血圧と中性脂肪を下げる薬だった。両方とも日本で同じ薬が発
売されている。
さらに頸部をみると甲状腺が脹れている。いわゆる甲状腺腫
だろう。すると取り出したのが、甲状腺腫のエコー検査とニード
ル バイオプシーの結果が記された報告用紙だった。スペイン語
で書かれていたが、がんではなく、良性のgoiter と書いてある
のが分かった。こちらは薬が不要らしい。

こばやし・よねゆき
1974年慶應義塾大学医学部卒業。
神奈川県大和市立病院外科医長、
内視
鏡室長、
1985年よりインドシナ難民大和定住促進センター嘱託医を兼任。
1990年
小林国際クリニック
（神奈川県大和市）
を開設し、
現在に至る。
1991年NPO法人
「AMDA国際医療情報センター」
を立ち上げ、
所長に就任。
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大腸がん検診の受診率は男女とも上がっているが
女性の受診率は相対的に低いのが現状

大腸がんによる
死亡ゼロを目指して

大腸がんに対する大腸内視鏡検査の感度は、95％以上と
されています。早期に適切な治療を行えば高い生存率が望
め、大腸がん撲滅に大腸内視鏡は欠かせない検査です。
2011年に離島住民（40～79歳の男女）
を対象に実施さ
れた新島STUDYでは、大腸内視鏡受検者の29.6％に５㎜
以上の腫瘍性病変、13.5％に10㎜以上の腫瘍あるいは内

第

1

回

（全３回）

大 腸 内 視 鏡 検 査の
現 状と
受 診 率 向 上の課 題
大腸がんは比較的予後の良いがんで、
ス
テージ1の５年生存率は結腸がん、直腸がん
で97.4％を超える。大腸内視鏡のシステムや
検査技術は進歩し、NBIやBLI、超拡大内視鏡
システムにより病変の発見率も向上している。
しかし、
日本では年間約５万人が大腸がんで
死亡し、
女性のがん死亡数の１位となっている
（公益財団法人 がん研究振興財団「がんの
統計’18」
）
。
年間１万2,000件以上の大腸内視鏡検査実
績を持つ、辻仲病院柏の葉院長の浜畑幸弘
氏に、
大腸内視鏡検査の苦痛を低減させる工
夫や、大腸がん死ゼロに向けた取り組みなど
を伺った。

視鏡的にがんが疑われる病変が発見されました1)。腫瘍性病
変の発見に大腸内視鏡が有効なのは確かであり、そこに目覚
しい技術的進歩が加わったことで、大腸がん対策における大
腸内視鏡の価値はいっそう高くなっていると感じます。
日本の大腸がん死亡数がなかなか減らないのは、検診受
診率が低いためだといわれていますが、国などが行ってきた
啓発活動の効果もあり、検診受診率は徐々に増加していま
す。３年に１度 実 施される「 国 民 生 活 基 礎 調 査」によると、
2016年の大腸がん検診受診率（40～69歳）は、2007年
に比べ、男性は16.6ポイント増の44.5％、女性は14.8ポイ
ント増の38.5％です。
それでも米国などと比較すると低い水準ですし、男性に比
べて女性の検診受診率が低く、女性の大腸がん死亡数が多
いのは、やはり検診受診率の低さが影響していると考えられ
ます。さらなる啓発に加え、女性が検査を受けやすい環境づ
くりを積極的に推し進めることが必要でしょう。

内視鏡システムやスコープは大きく進歩
画像で良性・悪性、
深達度の判断が可能になっている
最新の大腸内視鏡システムは、400～1,000倍という高
倍率、360度の視野に加え、NBI（Narrow Band Imaging、
狭帯域光観察）
やBLI（Blue Laser Imaging）
により、白色光
では見過ごしやすい病変を捉えることが可能になっていま
す。一般の医療機関では、拡大率70～80倍の内視鏡システ
ムを使用していることも多いですが、NBIやBLIの導入は進
んでいます。
NBIやBLIを用いて拡大観察を行うと、粘膜表層の毛細血
管と粘膜微細模様が強調され、がんに特徴的な血管構造、粘
膜構造を確認できます。そのため、病変が良性なのか悪性な
のか（組織型）、内視鏡的切除が可能なのか外科手術が必要
なのか
（深達度）
まで画像で判断できるようになりました。
スコープの操作性も向上しています。以前は、スコープに
たわみやゆるみが生じて、押す、引くといった操作がしにくく、
先端部の曲がり方が柔らかすぎたり硬すぎたりしましたが、今

医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉
院長

浜畑 幸弘 氏

浜畑 幸弘（はまはた・ゆきひろ）氏
医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉院長。
消化器外科、
大腸・肛門外
科、
上下部消化管内視鏡、
骨盤臓器脱を担当。
1984年横浜市立大学医学部
卒業。
同大医学部付属病院第２外科、
関東逓信病院、
癌研究会附属病院を
経て、
1997年４月～2009年５月東葛辻仲病院。
2009年６月辻仲病院柏の葉副
院長、
2015年３月より現職。
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はスムーズに操作できます。このことは、患者さんの苦痛低
減と検査時間の短縮につながり、術者の疲労低減というメリッ
トももたらしています。

患者にとって負担が重い腸管洗浄
個別的な洗浄剤の選択で検査精度も向上
患者さんが大腸内視鏡を敬遠する理由は、恥ずかしさや挿
入時の痛みもありますが、当院内視鏡センターでアンケート

病院紹介

医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉
病院基本方針

5SCIのモットー

・ Safety ： 医療の安全・人権の保護
・ Smile ： 優しく微笑む
・ Sincerity ： 真心を込めて
・ Speed ： すばやく対応
・ Satisfaction ： お役にたって喜ばれる
・ Cleanliness ： 清潔に、快適に
・ Internationality ： 国際基準の医療を提供
1988年、主に大腸・肛門疾患と消化器疾患を診療する東葛辻仲病院が我孫
子市に開院。
よりよい診療を目指し、
設備などを拡充する中、
柏の葉キャンパス駅周
辺の開発を機に、2009年「辻仲病院柏の葉」
を新設。胃・大腸とともに、骨盤臓器
脱を含む骨盤臓器全体を診る病院として、
婦人科、
泌尿器科などにも力を入れてい
る。
地域医療の中核を担う病院として機能する一方、
国際水準の医療の提供にも取
り組み、2014年11月20日付で経済産業省により
「医療滞在ビザ」の身元保証機
関に認定。中国語や英語を話せるスタッフを常駐させ、
2016年よりメディカルツーリ

所在地：千葉県柏市若柴178番地2 柏の葉キャンパス148街区6
院 長：浜畑 幸弘

病床数：150床

診療科目：内科、
外科、
消化器内科、
消化器外科、
大腸・肛門外科、

ズムを実施している。病院の基本方針として
「5SCI」
（上表）
を掲げている。

婦人科、
泌尿器科、
漢方内科、
麻酔科、
ペインクリニック内科、

https://www.tsujinaka.or.jp/

乳腺外科、
緩和ケア内科

調査を実施したところ、検査自体が苦痛という回答は約１割
にとどまり、腸管洗浄剤の服用が苦痛だとする人が８割以上
いました。具体的には、
「大量の洗浄液を飲むのがつらい」
「お

見逃しの要因は残渣と観察時間
大腸内視鏡を受けやすい環境づくりも大切

いしくない」などです。最近は飲みやすさに配慮した腸管洗

大腸内視鏡の効果を調べた研究報告はいくつかあります

浄剤も開発され、当センターでも患者さんが楽に飲めそうな

が、大腸内視鏡検査におけるポリープの見逃し率については、

ものを選んでいますが、
さらなる改良が望まれます。

１回の検査で約22％のポリープが見逃されていると指摘し

腸内をくまなく観察するためには、腸管洗浄が十分に行わ

た海外の報告もあります２）。

れていなければなりません。当センターでは、検査前に排泄

ポリープなどの前がん病変を見逃す要因は、腸管内の残渣

物の色や残渣の有無を看護師が直接確認し、不十分のような

と観察時間です。盲腸から肛門までの抜去時間が短いほど、

ら腸管洗浄剤を追加するなどして対応しています。特に、初め

つまり観察時間が短いほど見逃しが多くなるとされています。

て大腸内視鏡を受ける人は、排泄物の透明度などの自己判

便潜血陽性や自覚症状がある患者さんは、大腸内視鏡でポ

断が適切でないこともあるので、看護師による確認は必須で

リープなどの病変が見つからない場合でも１年後に再度実施

す。また、便秘の人や、前回の検査で腸管洗浄が不十分だっ

し、それで異常がなければ、次回検診は３～５年後でもよいと

た人などのために、前処置のパターンを複数設定し、腸管洗

いわれていますが、確実とはいえないのが実情です。

浄剤も数種類用意しています。
肛門から内視鏡を挿入することに強い抵抗がある場合や、

大腸内視鏡検査を、大腸がんによる死亡ゼロという目標に
近づけるためには、内視鏡システムの技術開発、腸管洗浄剤

検査中の痛みに対して強い恐怖心がある場合にはカプセル

など前処置の改良、医師の検査技術向上などが必要ですが、

内視鏡も有効な選択肢です
（2014年保険適応）。
しかしなが

それは患者さんが積極的にがん検診を受け、早期発見が可

ら、腸管洗浄に加えて、
カプセルを排泄させるための洗浄液

能なタイミングで大腸内視鏡検査を行うことで初めて成り立

を大量に服用する必要があり、検査に伴う患者負担は小さく

ちます。患者さんにとって最も高いハードルは、大腸内視鏡

ありません。

検査を受けるために病院を受診することなので、前述した通

当センターでは少しでも患者負担を軽減できるよう、無送
気軸保持短縮法で検査を行っています。内視鏡検査は通常、

り、そのための環境づくりに積極的に取り組むことが最大の
課題だといえるでしょう。

（談）

空気を入れながら行いますが、代わりに少量の水を入れるこ
とで、腸を伸ばさずに内視鏡を入れていきますので、痛みを
感じにくくなっています。
挿入技術の改善や腸管洗浄剤の選択により、大腸内視鏡
検査に伴う負担を軽減すると同時に、精度の高い検査を行う
ことが可能になります。
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