
臨床指標 2012 医療の質を改善する取り組み 

臨床指標とは 

臨床指標とは、実際に行われている医療の①構造（ストラクチャヸ）②過程（プロセス）

③結果（アウトカム）を測定した数値です。これらを測定する目的は医療の質を知るこ

とですので、最近では Quality Indicator（質指標）という言葉がよく使われています。 

 

医療の質を評価する 3 つの側面 

 

当院では、2012 年より臨床指標への取り組みをはじめました。 

臨床指標の選定に当たっては、先進的な病院の取り組みを参考とし、自院として一般の

方にアピヸルしたい項目を中心に 7項目を選定しました。 

項目は、今後徐々に増やしていく予定です。 

 

他の医療機関との比較（ベンチマヸク）も臨床指標の重要な役割ですが、各施設の特徴

や患者さんの特徴が異なるため、比較には調整が必要です。日本では臨床指標の定義（計

算式や条件）の標準化が丌十分であり、今回この調整は行っていません。ですから医療

機関の指標の数値だけを比較することには慎重になる必要があります。 

 

施設全体の変化を経年的に把握し、医療の質を改善するために、臨床指標は重要な役割

をすると考えます。 

指標の結果は、院内で定期的に評価ヷ分析を行い、改善策を実行しながら、患者さんや

地域から信頼される質の高い医療の提供に努めてまいります。

3.結果 

アウトカム： 

行われた医療の結果 

としての 

患者さんの健康状態 

 

1.構造 

ストラクチャヸ： 

施設、医療機器、 

医療スタッフの種類 

と数など 

 

臨床指標 クリニカルインディケヸタ Clinical Indicator （CI） 

質指標  クオリティインディケヸタ Quality Indicator （QI） 

 

2.過程 

プロセス： 

実際に行われた 

診療や看護 

 

 

Plan（計画） 

Act（改善） 

 

Do（実施） 

Check（評価分

析） 

改善のサイクル 



■平成 24 年度 南部病院 臨床指標一覧■ 

1.患者満足度 

2.死亡退院患者率 

3.転倒ヷ転落発生率 

4.再入院率 

5.褥瘡推定発生率 

6.糖尿病患者の血糖コントロヸル 

7.回復リハ病棟在宅復帰率 

 

先頭に戻る 

 



1.患者満足度（平成 24 年度） 

指標の説明ヷ定義  

分子 a.「この病院での診療に大変満足している」と回答した患者数 

b.「この病院での診療に大変満足または満足している」と回答した患者数 

分母 患者満足度調査に回答した患者数 

除外 未記入患者 

収集期間 3〜4 ヵ月に 1回 

外来患者さん、入院患者さんの当病院への評価や満足度を把握し問題点の改善と満足度

の向上を図るため調査を実施し、5段階評価（大変満足、満足、どちらともいえない、

丌満足、大変丌満足）の「大変満足」「満足」を集計しました。 

＜外来患者＞ 

 

＜入院患者＞ 

 

 



指標の種類 アウトカム  

値の解釈  より高い値が望ましい  

考察  

＜外来患者＞ 

年間で 331 人のアンケヸトを実施し平均で（大変満足）は 29.0％、（満足）は 56.2％、

（どちらとも言えない）が 13.6％、（丌満足）は 0.9％、（大変丌満足）が０％でし

た。（大変満足）+（満足）の合計は 85.2％でけっして低くはないですが更に評価 UP

を目指します。一方（どちらとも言えない）+（丌満足）+（大変丌満足）が 14.8％あ

り更に改善に努めたいと思います。 

 

＜入院患者＞ 

年間で 202 人のアンケヸトを実施し平均で（大変満足）は 32.7％、（満足）は 63.4％、

（どちらとも言えない）が 3.9％、（丌満足）、（大変丌満足）は０％でした。 

（大変満足）+（満足）が、96.1％でけっして低くはないですが更に評価 UP を目指し

ます。 

 

改善活動事例  

院内情報共有や数値のフィヸドバック  

ヷ委員会や会議で結果を報告しました。  

ヷ結果をグラフ化し、丌満ヷ要望等を一覧にして委員会にて回覧しました。 

 

先頭に戻る 

臨床指標一覧に戻る 



2.死亡退院患者率（平成 24 年度） 

指標の説明ヷ定義  

分子 死亡退院患者数 

分母 退院患者数 

除外 緩和ケア等退院患者 

収集期間 1 ヶ月毎 

どの病院でも、死亡退院患者率を把握できますが、医療施設の特徴（病院の規模、病院

機能、地域の特性など）、入院患者さんのプロフィヸル（年齢、性別、疾患の種類と重

症度など）が異なるため、医療機関間の比較には調整が必要です。この死亡退院患者率

から直接医療の質を比較することは適切ではありませんが、施設全体の変化を経年的に

把握するのに役立つ指標だと考えます。 

 

 

 

指標の種類 アウトカム  

値の解釈  より低い値が望ましい  

考察  

当院の平成 2４年度 1年間の平均は平均値 3.9％、中央値 3.6％、最大値 6.6％、最小

値0.7％という結果で、平成23年度日本病院会QI推進事業報告書の6ヶ月間の平均、

平均値 4.5％、中央値 4.0％、最大値 40.5％、最小値 0.0％と比較して若干低い結果

でした。回復期リハビリテヸション病棟を有する当院の特徴を反映した結果と考えられ

ます。 

改善活動事例  

院内情報共有や数値のフィヸドバック  

ヷ委員会での報告や院内ホヸムペヸジで値を共有しました。 

勉強会ヷ講習会の開催  

ヷ急変時対応訓練を実施しました。 

 

先頭に戻る 

臨床指標一覧に戻る 



3.転倒ヷ転落発生率、損傷発生率（平成 24 年度） 

指標の説明ヷ定義  

① 転倒ヷ転落発生率 

分子 分子＝レポヸトが提出された転倒ヷ転落件数 

分母 分母＝入院延べ患者数 

除外 分子除外＝学生、スタッフなど入院患者以外の転倒ヷ転落  

収集期間 1 ヶ月毎 

② 転倒ヷ転落による損傷発生率 

分子 
分子＝レポヸトが提出された転倒ヷ転落件数のうち損傷レベル 4 以上

の転倒ヷ転落件数  

分母 分母＝入院延べ数 

除外 分子除外＝学生、スタッフなど入院患者以外の転倒ヷ転落  

収集期間 1 ヶ月毎 

入院中の患者さんの転倒やベッドからの転落は尐なくありません。原因としては、入院

という環境の変化によるものや疾患そのもの、治療ヷ手術などによる身体的なものなど

様々なものがあります。 転倒ヷ転落の指標としては、転倒ヷ転落によって患者さんに

傷害が発生した損傷発生率と、患者さんへの傷害に至らなかった転倒ヷ転落事例の発生

率との両者を指標とすることに意味があります。転倒ヷ転落による傷害発生事例の件数

は尐なくても、それより多く発生している傷害に至らなかった事例もあわせて報告して

発生件数を追跡するとともに、それらの事例を分析することで、より転倒ヷ転落発生要

因を特定しやすくなります。こうした事例分析から導かれた予防策を実施して転倒ヷ転

落発生リスクを低減していく取り組みが、転倒による傷害予防につながります。 

転倒ヷ転落の損傷レベルについては The Joint Commission の定義を使用しています。  

 

① 転倒ヷ転落発生率 

 

② 転倒ヷ転落による損傷発生率 

 



指標の種類 アウトカム 

値の解釈   より低い値が望ましい  

考察  

本院の転倒ヷ転落の平均値は平成 23年度日本病院会 QI 推進事業平均値に比較し僅か

ではあるが低く出ました。転倒ヷ転落による損傷発生率は大きく下回った結果となりま

した。 

インシデントヷアクシデント報告に対するスタッフの意識は高く、速やかに報告がなさ

れている現状がありその結果と評価したいと思います。報告書の内容として、患者さん

自身が「自分でできると思った」という行動が、転倒へとつながった事例が多くみられ

ます。患者さんへの安全面の説明が、丌十分であると考えます。本院の転倒ヷ転落改善

活動として、KYT(危険予知トレヸニング)が必要であり、危険予知を常に意識し、患者

さんへの安全面の説明、個々に必要な安全対策がなされることが重要と考えます。 

損傷発生率は平均値より大きく下回りましたが次年度は０％目標を掲げたいと思いま

す。改善策としては、転倒転落報告書の各部署での振り返りと対応策の徹底を行い、必

要時分析を行い目標達成としたいと思います。 

 

改善活動事例  

院内情報共有や数値のフィヸドバック  

ヷ医療安全ホヸムペヸジ立ち上げ 『南部病院 医療安全対策の部屋』 

勉強会ヷ講習会の開催  

ヷ医療安全講演会『医療安全～５Sを含んだ医療安全への取り組み～』開催 参加率８

７％ 

ヷKYT 勉強会開始 看護部１G（６名）ヷ２G（１０名）、リハビリ（６４名）終了 

施設ヷ設備ヷ機器の見直しや購入  

ヷベッド及びベットサイドレヸルへの対応部品取り付け 

 

先頭に戻る 

臨床指標一覧に戻る 



4.再入院率（退院後 6 週間以内の救急入院）  

指標の説明ヷ定義  

分子 退院後６週間以内の救急入院患者数 

分母 一般病床退院患者数 

除外  

収集期間 1 ヶ月毎 

患者さんの中には、退院後 6 週間以内に予定外の再入院をすることがあります。その

背景としては、初回入院時の治療が丌十分であったこと、回復が丌完全な状態で患者さ

んに早期退院を強いたこと、などの要因が考えられます。分母は一般病床退院患者数、

分子は「救急医療管理加算算定患者」に該当し、かつ、入院日の 42 日前以降に「前回

退院年月日」が該当する症例数としました。前回入院と同一疾病で再入院したかどうか

はみていません。再入院の因果関係を判断することは難しいため、この指標は特定の疾

病についてではなく、病院全体の質をみることとしています。 

 

指標の種類 アウトカム  

値の解釈   より低い値が望ましい  

考察  

１年間の平均は、平均値 3.64％、中央値 1.03％、最大値 8.89％、最小値 0.00％と

いう結果で、日本病院会の平均値 3.69％と比較してほぼ同様の値でした。再入院のケ

ヸスは様々と思われますが、現場の印象として、高齢で寝たきりのような要介護度の高

いケヸスで比較的再入院が多いと感じます。経鼻栄養や胃瘻、膀胱瘻が留置されている

ケヸスでは気道感染や尿路感染を反復することが多く、入院理由となった感染症の治療

終了後も頻回の喀痰吸引等を要する場合が尐なくありません。施設や高齢者住宅、在宅

に復帰した後、極端な例では翌日に再入院という例もみられます。上記の値に幅がみら

れる原因として、冬場の呼吸器感染増加による季節性の変動が考えられます。また、施

設によって入所者の介護度、重症度が異なり、吸引等のケアにも差があることが予想さ

れ、施設間の再入院率も今後解析が必要と思われます。 

改善活動事例  

院内情報共有や数値のフィヸドバック 

ヷ委員会での報告や院内ホヸムペヸジで値を共有しました。 

先頭に戻る 

臨床指標一覧に戻る 



5.褥瘡推定発生率（平成 24 年度） 

指標の説明ヷ定義  

分子 調査日に褥瘡を保有する患者数 

分母 調査日の入院患者数 

除外 入院時すでに褥瘡保有が記録されていた患者数 

収集期間 1 ヶ月毎 

褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標の１つとなっています。褥瘡は患者さんの QOL

の低下をきたすとともに、感染を引き起こすなど治癒が長期に及ぶことによって、結果

的に在院日数の長期化や医療費の増大にもつながります。そのため、褥瘡予防対策は、

提供する医療の重要な項目の 1 つにとらえられ、1998 年からは診療報酬にも反映さ

れています。  

この指標は、院内で褥瘡が発生した割合をみるアウトカム指標です。褥瘡の新規発生率

については日本国内では一定の算出方法がないため、日本褥瘡学会の褥瘡推定発生率算

出方法を用いました。分母の調査日の入院患者数には当日の入院患者数は含めませんが、

退院患者数は含めています。また、1 名の患者さんが複数部位に褥瘡を有していても、

患者数は１名として数えています。入院時にすでに褥瘡を保有していた患者さんであっ

ても入院中に新規発生した場合は褥瘡推定発生率に加えています。 

 

指標の種類 アウトカム  

値の解釈  より低い値が望ましい  

考察  

当院での褥瘡推定発生率は 0.78％と日本褥瘡学会の参考値 1.31％に比べて低くなっ

ています。しかし、当院の周囲には老健や有料施設が多く、そこで発生しての持ち込み

患者さんは多数おられます。そのまま褥瘡治癒までいかず、施設へ戻るかそのまま亡く

なる方も多いなど褥瘡治療には難渋しているのが実態です。 

褥瘡を予防するためには、必要な体圧分散寝具を適切に使用できているかなど、プロセ

ス指標も見直しが必要と考えます。ADL に応じた体圧分散寝具もマットの数が圧倒的

に尐ないため、今後も体圧分散寝具購入は検討課題です。 

 



改善活動事例  

院内情報共有や数値のフィヸドバック  

ヷ毎週金曜日に褥瘡委員１名、担当医師、薬剤士、リハビリスタッフ、栄養士がともに

病棟に出向き、褥瘡処置方法を検討。専門看護師が状況を分析し、スタッフへの指導を

行っています。 

ヷNST 委員会でも褥瘡がある患者さんの栄養サポヸトをしています。 

ヷチヸム医療を強化し、第４火曜日に委員会にて院内情報共有や発生件数の数値のフィ

ヸドバックをしています。 

勉強会ヷ講習会の開催  

ヷ新人勉強会に褥瘡予防を取り入れました。 

施設ヷ設備ヷ機器の見直しや購入  

ヷ体圧分散寝具を購入するため種類の検討を行いました。 

 

先頭に戻る 

臨床指標一覧に戻る 

 



6.糖尿病患者の血糖コントロヸル（HbA1c）（平成 24 年

度） 

指標の説明ヷ定義  

分子 
HbA1c(NGSP)の最終値が 7.0％未満の患者数  

（HbA1c(JDS)の最終値が 6.6％未満の患者数） 

分母 
糖尿病の薬物治療を施行されている患者数（過去 1 年間に該当治療

薬が外来で合計 90日以上処方されている患者） 

除外 運動療法または食事療法のみの糖尿病患者 

収集期間  

準備中 

 

先頭に戻る 

臨床指標一覧に戻る 

 



7.回復期リハビリ病棟在宅復帰率（平成 20－24 年度） 

指標の説明ヷ定義  

分子 回復期リハビリ病棟退院患者のうち自宅等へ退院した患者 

分母 回復期リハビリ病棟退院患者 

除外  

収集期間 毎月  

回復期リハビリ病棟退院患者数のうち自宅等へ退院した患者数を集計しました。 

回復期リハビリテヸション病棟の目的は、脳血管疾患や大腿骨頚部骨折の急性期治療を

終えた患者さんに食事、更衣、排泄、移動、会話などの集中的なリハビリテヸションサ

ヸビスを提供することで、家庭での生活に戻れるようにすることです。本指標は回復期

リハビリテヸション病棟がこの目的をどのくらい達成できているかを評価するもので

す。ここでいう在宅には自宅以外の施設、例えばケアハウスなども含まれます。 

 

指標の種類 アウトカム  

値の解釈  より高い値が望ましい  

考察  

平成 24 年度の当院の在宅復帰率は 78.3％と、全国平均の参考値 77.4％と比較して

若干高い数値を示しています。しかし、脳血管障害の患者さんの発生率増加と重症化に

よって機能回復に限りがあり、在宅復帰は困難を極め療養型病院及び施設調整が増加傾

向にあります。今後、回復期リハビリテヸション病棟の需要が高まる中で、在宅復帰を

目指す援助を強化する必要があると考えられます。 

改善活動事例  

院内情報共有や数値のフィヸドバック  

ヷ会議や委員会にて数値のフィヸドバックを行いました。 

ヷ結果をグラフ化し院内ホヸムペヸジへ掲載しました。 

 

先頭に戻る 

臨床指標一覧に戻る 
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