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国際医療福祉大学「地域医療ビッグデータ入門」2018.10.12

略歴
・北里大学薬学部卒業
・東京大学医学部附属病院にて薬剤師として勤務
・東京医科歯科大学大学院医療政策管理学（MMA）コース修了
・同大学院医療政策情報学分野（伏見研究室）博士課程修了
2005～金町中央病院 診療支援部長・経営企画部長
2010～東京大学医学部附属病院

国立大学病院データベースセンター 特任助教
2013～ヨーテボリ大学（スウェーデン）客員研究員
2014～国立病院機構本部総合研究センター診療情報分析部

（専門分野など）
・病院経営分析、診療機能分析
・ビッグデータを活用した医療政策研究、薬剤疫学研究
・医薬品情報専門薬剤師。医療薬学会指導/認定薬剤師
・診療情報管理士

今井 志乃ぶ
（いまい しのぶ）
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本講義の目標

①DPCデータの基礎知識を習得する。
②分析手法の基本的な操作。
②医療の課題に対し、計画を立て分析する。
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本日のお話し
19:45～20:15 DPCデータ分析概論
20:15～20:45 自院のDPCデータを活用する
20:45～21:15 地域分析に挑戦する
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DPCデータ分析概論
19:45～20:15
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DPCデータ分析概論

DPC分類（診断群分類）とは、医療資源の必要度の均
質性と臨床的な類似性に基づいて患者を分類する方法
ある病院のカルテ

Aさん 大腸がんで手術をしました。
Bさん 目の病気で点眼薬を処方しました。
Cさん お腹が痛いとのことで手術してみました。
Dさん 目の病気でしたが経過観察になりました。

AさんとCさんは医療資源（手術）の必要度が均質とみなす
BさんとDさんは臨床的な類似性（目の病気）があるとみなす
一定の法則で患者を分類する

DPC（Diagnosis Procedure combination）
の誕生

オーダーメード医療とは
言うけれど、同じ治療と
して分類したほうが…



２，８７３分類の軌跡（樹形図）

Shinobu Imai
引用） ●電子点数表26年度版

１４桁のDPCコードが同じ患者は必要な医療資源の量
にばらつきが少ないと仮定
←このコードで集約すると色々なことがみえてくる

特定の手術の有無

特定の処置の有無

ICD-10に相当する分類

医療資源
少ない

医療資源
多い
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DPCデータ分析概論

DPCコード体系（14桁の意味をもった数値）
①主要診断群＝MDC
（Major Diagnostic Category）
１８の疾病群に分かれる

②病名＝ICD-10に対応
③DPC１４桁

※電子点数表で確認できる

①２桁
②６桁

③１４桁

引用）松田著 臨床医のためのDPC入門 じほう
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DPCデータ分析概論

 平成30年度の調整係数廃止に向け、より正確に医療資源必要量を診療報
酬支払いに反映させることが必要。

 例えば、病院毎の肺炎患者の病態・重症度の違いをDPC分類では十分適切
に評価されていない可能性。

 DPC分類の更なる精緻化が必要だが、分類数は増やせない。
 「 重症度を考慮した評価手法 」 CCP(Comorbidity Complication

Procedure)マトリックスの設計手法を検討。

重症度を考慮した評価手法(CCPマトリックス)



CCPマトリックスの導入によるDPCコード数の変化

Shinobu Imai平成30年度診療報酬改定説明資料より

11
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活用アイデア①
DPCコード体系を利用する。

DPCコードが同じ患者は、
医療資源の投入量が均一であることを前提に、
さまざまな比較ができます。

つまり。。。
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DPCデータ分析概論

DPC制度（DPC/PDPS）は、健康保険法等の一部を
改正する法律 附則第２条第２項の規定に基づく基本方
針（平成15年3月28日閣議決定）により開始
第３ 診療報酬体系
３ 具体的な方向
（２）医療機関のコスト等の適切な反映
① 疾病の特性等に応じた評価（DPC分類による支払い制度）
急性期入院医療については、平成15年度より特定機能病院について包括
評価を実施する。また、その影響を検証しつつ、出来高払いとの適切な組合
せの下に、疾病の特性及び重症度を反映した包括評価の実施に向けて検討
を進める。

DPCに基づく包括評価（DPC/PDPS）



包括評価の概要
診療報酬＝包括評価部分+出来高部分

DPC分類毎の１日当たり点数×医療機関係数×在院日数

包括評価
ホスピタルフィー的要素（入院料、検査、投薬など）

出来高評価
今までの請求方法と同じく行為ごとに点数を加算できる
ドクターフィー的要素（医学管理料、高額処置、手術など）

• 医療行為を行えば行うほど診療報酬が増えるということは
なくなった。検査漬け、薬漬けの解消。

• 臨床的に類似した疾患で、同じような支払額を実現

Shinobu Imai

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
医療機関係数は、実習で



包括評価と在院日数

Shinobu Imai 15

入院期間が長いほど
評価は低くなる

引用）H30診療報酬説明会資料



医療機関別係数（以下の①～④を合算したもの）

①基礎係数（医療機関群別）
医療機関群別に、医療機関の基本的な診療機能を評価したもの
②機能評価係数Ⅰ
包括範囲における、「入院基本料の差額」、「入院基本料等加算」などを評価
③機能評価係数Ⅱ
DPC/PDPS参加による医療提供体制全体としての効率改善等へのインセンティブ
（医療機関が担うべき役割や機能に対するインセンティブ）を評価
④激変緩和係数
診療報酬改定時の激変を緩和するための係数（当該医療機関のみ設定）

包括評価と医療機関係数
診療報酬＝包括評価部分+出来高部分

DPC分類毎の１日当たり点数×医療機関係数×在院日数

Shinobu Imai 16

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
医療機関係数は、実習で



Shinobu Imai

17
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DPCデータ分析概論

医療機関のDPCデータの質の向上
医療機関のDPCデータの分析力と説明力の向上

 DPC病院が病院指標を自ら作成し市民に情報を公開
 単に数値を示すことが目的ではない
 作成した数値の意味、自院の強みや課題を市民目線でわかりやすく解
説をすることが本旨

 公表により診療内容の透明化や改善の促進が期待できる
 市民も日本の急性期医療機関の現状を知ることができる
 平成29年度より、機能評価係数IIにおける保険診療指数の新項目
→インセンティブとして評価

病院情報の公表とは？

平成28年度 病院情報の公表の集計条件等について（案）



Shinobu Imai



Shinobu Imai 20
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DPCデータ分析概論

DPC/PDPS導入に際して、DPC/PDPS導入の評価・影響の検証等を行うために、
DPC評価分科会が設置され、以下の理由により退院患者毎の診療情報及び診
療報酬請求情報からなる退院患者提出データに基づく分析調査（いわゆる「退
院患者調査」）を実施するとともに、退院患者調査では把握が困難なものについ
て、必要に応じて別途、特別調査を実施している。
（１）診断群分類の妥当性の検証
（２）診療内容の変化等及び
（３）医療機関の機能の変化を評価するため

DPCデータ収集（退院患者調査）の目的



病院で作成される診療報酬関連データセット

Shinobu Imai 23

社保ほか
出来高レセプト
DPCレセプト
毎月10日

国保
出来高レセプト
DPCレセプト
毎月10日

厚生労働省へ
DPCデータ

3ヶ月毎



DPC調査データの概要

Shinobu Imai 24

内容 様式の名称

患
者
別
匿
名
化
情
報

診療録情報
様式１

Hファイル

診
療
報
酬

請
求
情
報

医科点数表による出来高情報（全患者）
EFファイ
ル

診断群分類点数表により算定した患者に係る診療報酬
請求情報

Dファイル

医科保険診療以外のある症例調査票 様式４

施設調査票（平均在院日数、病床利用率、病棟情報） 様式３



Administrative database としてのリンケージ

Shinobu Imai 25

様式１

施設コード

データ識別番号（患者）

退院年月日

入院年月日

患者属性

入院情報

診断情報

手術情報

診療情報

DPCコード

Eファイル

施設コード

データ識別番号（患者）

退院年月日

入院年月日

データ区分番号

順序番号

行為点数

行為薬剤料

行為材料料

行為回数

実施年月日

Fファイル

施設コード

データ識別番号（患者）

退院年月日

入院年月日

データ区分番号

順序番号

行為明細番号

レセプト電算コード

行為明細点数

行為明細薬剤料

行為明細材料料

引用）伏見 2010.12.05セミナー資料

平成23年度より統合

Ｄファイル

テキストの付録を確認しよう！！
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活用アイデア③
DPCデータ（様式１・EFファイル）

を利用する

経営分析だけでなく、臨床疫学研究まで、幅広く活
用できる。
「病院情報の公表」も、DPCの生データで分析可能。

つまり。。。
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DPCデータ分析概論

 DPCによる包括評価が対象となる病棟が存在する。
 DPC包括評価の対象外患者が存在する。

→「ＤＰＣ早見表」の表紙の裏で確認
 ＥＦファイルは、 DPC包括評価以外の患者や包括算定部分も実診療に従っ
たデータを提出することになっている。

 DPCデータは入院患者を中心としたデータである。
 入力されていないデータは存在しない。

そもそも論
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DPCデータ分析概論

 第１章 自院のDPCデータを活用する
→DPC参加病院が厚労省に提出するデータ形式
様式１（デモデータではFF1）
（伏見研究班の研究参加病院のもの約1,100病院）

 第２章 厚生労働省のDPC公開データを活用する
→DPC参加病院が提出したデータを、行政側で集計したデータ。
これは生のDPCデータではない。

DPCデータの認識違い
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DPCデータ分析概論

病院経営の視点
 出来高と包括の請求額を比較し、無駄を洗い出す
 他施設と比較して自院の立ち位置（患者構成）を確認する。
政策提言の視点
 診療報酬の改訂について要望する際に、DPCデータの分析を活用する。
 診療報酬点数は、データの蓄積により分析され、決定される。
研究の視点
 診療行為の評価・・健全経営の為には、提供する医療サービスの質が高いこと
が大切、と考える経営者もいる。

 薬剤疫学研究/臨床疫学研究

DPC調査データで出来ること



病院経営の視点

• 診療機能分析レポート（国立病院機構）より

後発医薬品の使用状況

Shinobu Imai

EFファイル



病院経営の視点
• 診療機能分析レポート（国立病院機構）

• 医療資源投入量の違いを明らかにする

Shinobu Imai国立病院機構本部ＨＰ
（http://www.hosp.go.jp/files/000030988.pd）

注射料はあまり違い
がないが、投薬料が
大きく違っているの

はなぜ？

他病院は３~５日で退
院しているのに、うち
は６～８日以上診療に

かかっている？

患者像は均一

DPCコード＆
EFファイル

http://www.hosp.go.jp/files/000030988.pd


政策提言
• ＤＰＣ研究班（伏見班）で厚生労働省に提出するデー
タを同じものをおよそ１，０００病院より提供してい
ただき、政策への提言を行っている。

Shinobu Imai

支払い側と診療側が同じ
データを持っている

医師の団体
病院の団体などが、同様の分析
を行い、政策提言に。
ＤＰＣデータによる容易な分析。
透明性のある政策提言

DPCコード



診療行為の評価研究
我が国の外科手術における

抗菌薬予防投与の適正使用要因の検討

• 外科手術を行った入院患者のデータベースを用い抗菌薬の予
防投与ガイドライン遵守の要因を検討した。

結果

• ガイドラインに則さない使用

Inguinal hernia repair
（薬剤選択１６％、投与日数３２％）

Appendectomy
（薬剤選択２０％、投与日数４４％）

Laparoscopic cholecystectomy
（薬剤選択４７％、投与日数６２％）

Shinobu Imai
Imai-Kamata S, Fushimi K. ISQua. 
2011;23(2):167-72.

DPCコード＆
EFファイル



診療行為の評価/経営視点

• 臨床評価指標

（国立病院機構本部）

Shinobu Imai
国立病院機構本部ＨＰ
（http://www.hosp.go.jp/files/000034524.pdf）

様式１
＆EFファイル

http://www.hosp.go.jp/files/000034524.pdf
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自院のDPCデータを活用する
20:15～20:45
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自院のDPCデータを活用する

「病院情報の公開」「Hファイル」にも対応！

伏見清秀 監修・今井志乃ぶ 著
日経ヘルスケア 編

本体12,000円
書籍＋CD‐ROM１枚

（消費税別）

DPCに関する基礎知識

自院のDPCデータを活用する
Section1 データを用意して集計・分析にトライ
Section2 基礎・応用で分かる 集計・分析の実際

厚生労働省のDPC公開データを活用する
Section1 データを用意して集計・分析にトライ
Section2 基礎・応用で分かる集計・分析の実際

DPC以外の各種統計データを知る
Section1 各種統計データの入手法と指標が示す意味
Section2 集計・分析の実際～統計データからできる分析



様式１に慣れる
仕様書（「ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査」実施説明資料）を熟
読し、各変数の定義を確認する。
（USBに同包）
※ 分析するデータに合わせた年度のものを使う

□ 病名は何種類入力されていますか？
□ 死亡退院はどこに入力されていますか？
□ ADLってこれどうやって解釈しますか？

すべて仕様書に書いてあります。

Shinobu Imai

デモデータを開い
てみよう！



様式１に基礎情報を追加する
テキストＰ.3２～52
•分析用IDを追加する
•様式１の分析対象を抽出する
• DファイルからDPCコードを挿入する。
• MDCを追加
• DPC６桁を追加
• OPE（手術の有無）を追加
•年齢を計算
• 65才以上高齢者にフラグをたてる。
•在院日数を計算
ここまでの処理が終わったデータ「FF1_demo.xlsx」を配
布しています。

Shinobu Imai

サンプル分析用コマ
ンド集を参考に



ピボットテーブルを活用し、
年齢階級別退院患者数をグラフ化する

• テキストＰ.５３～Ｐ.６０

Shinobu Imai

完成形

• 「病院情報の公表」で求められる
項目のひとつ（テキストP56参照）
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地域分析に挑戦する
20:45～21:15



厚生労働省のDPC公開データを
活用してみよう！

厚生労働省のホームページから、必要なデータをダウンロードします。
※今回分析に必要なデータはUSBに同包

Shinobu Imai



公開データ活用のポイント
Point １
DPC公開データには、病院の所在地にかん
する情報が記されていない。
⇒DPC調査対象病院リストを利用する。
Point ２
医療機関別の集計結果で症例数が10件未満
の場合は「-」となっている。
⇒「-」を便宜的に「0」に置き換え

Shinobu Imai



Step３ 例題
高知県で、二次医療圏ごとに救急車で搬送された入院患者（救
急車入院）を最も多く診療しているDPC病院はどこか？
• テキストP.216～225

完成形

※公開データ
「2-4救急車による搬送の有無の医療
機関別MDC別集計.xls」はUSBに同包

Shinobu Imai



おまけ

使える！！二次医療圏に関するデータ
■医療経済研究機構
郵便番号・二次医療圏対応表（平成28年度）
http://www.ihep.jp/business/other/2017/
■産業医大
公開資料 DPC分析関連
[H26公開データ医療機関二次医療圏.xlsx]
https://sites.google.com/site/pmchuoeh/fil
es/dpcfiles

Shinobu Imai

http://www.ihep.jp/business/other/2017/
https://sites.google.com/site/pmchuoeh/files/dpcfiles
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ご静聴ありがとうございました。

本講演の内容は、国立病院機構本部の見解とは関係のない個人の意見です。
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