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パート１
クリテイカルパスとの出会い

それは1995年3月のシカゴ



クリティカルパスとの出会い

• 1995年3月

• JCAHOで病院機能評価
の10日間研修

• 病院訪問

–シカゴ郊外のコミュ
ニテイホスピタルを
訪問

– クリテイカルパスに
出会う！！ JCAHO本部



シカゴの病院で・・・パスに出会う
（1995年）

• 研修最終日にシカゴ郊外の病院見学（1995年3月）

–整形病棟で、「クリテイカルパスを発見！」

–最初の印象「へ～、これまで、なんでこんなことに
気づかなかったんだろう？」

–看護師さんにインタビュー
• 「年配のアテンデイング・ドクターの中には、こんな定

型的なプログラムで縛られるのはかなわないという人
もいるけど、レジデントには好評ですよ」

• 「それにアウトカムも明確になっているので、みんなが
目標を共有できる。それで看護師はみんな熱心にとり
くんでいるのよ」

• 業務改善委員会（ＰＩ委員会）で作成していた



「基礎からわかるクリテイカルパス
作成・活用ガイド」（1997年）

• クリティカルパス研究会
発足（１９９８年）

• 「基礎からわかるクリテ
イカルパス作成活用ガ
イド」を出版

• クリテイカルパス研究
会から日本医療マネジ
メント学会が発足

• 日本医療マネジメント
学会は会員数6000名

1997年日綜研出版

1万部も
売れまし

た！



パート２
ＤＰＣ拡大とクリティカルパス

ＤＰＣ関連病院、現在その数１５５７病院

三田病院もDPC準備病院
三田病院も2008年からＤＰＣ突入



ＤＰＣ関連病院の拡大
1730病院、50万床へ

2010年7月からのＤＰＣ対象病院数
　1391病院
2010年度ＤＰＣ準備病院
　339病院 
合計　1730病院（50万床）

　ＤＰＶ準備病院

ＤＰＣと共
にパスも

普及



米国でのクリティカルパスの定義

• 「クリティカルパスとはＤＲＧが決め
ている入院期間内に標準的な結果
を得るために患者に対して最も係わ
る医師、看護師がおこなうべき手順
と時間のリスト」（マッケンジー１９８９
年） 



三田病院では2008年ＤＰＣ導入直前に
診療科別にＤＰＣ分析ソフトを使った

パス・シミュレーションを行った

DPC分析ソフトを使ったシミュレーション



DPC対応型パスシミュレーション
　赤パスを黒パスに変える！

020110xx97x0x0:白内障、水晶体の疾患 手術あり 処置2なし 片眼　Aのシミュレーション 

ＤＰＣシミュレーション
　　　パスソフト



ＤＰＣによるクリティカルパス見直し

• 在院日数見直し
– 在院日数を入院期間Ⅱ以内に納める

• 医薬品の見直し
– 注射薬・内服外用薬の見直し、絞込み

–注射薬のジェネリック医薬品への置き換え
– 化学療法の外来移行

– 持参薬
• 検査・画像診断の見直し
– 絞込み、外来への移行

• 医療材料の見直し

• ケアプロセスの見直し



パート３
クリテイカルパスと診療のばらつき

国際パス比較



各国のパスを集める

オーストラリア膝人工関節置換術パスオーストラリア膝人工関節置換術パス

米国カイザー財団病院の心筋梗塞パス米国カイザー財団病院の心筋梗塞パス

国によって、同じ
疾患でもパスの
内容が異なる



日米の大腿骨頭置換術パス比較
   

日本
 

 

アメリカＡ
 

アメリカＢ

標準退院日数 30～50日 6～7日 7日
退院時状況 自立ステッキ歩行 自立ステッキ歩

行
自立ステッキ歩行

リハビリ開始 POD7 POD1 POD1
歩行器歩行訓練
開始

POD11～13 POD2 POD2

階段歩行訓練開始 POD5週目 POD4 POD5

抗生剤 POD5まで POD2まで POD1
24～36時間まで

排泄 POD５
バルン抜去
トイレ介助・夜間尿

器使用 

POD2
バルン抜去

ＰＯＤ1
バルン抜去



日米腸管切除クリテイカルパス比較

小腸、大腸切除術 (合
併症なし)

米国Cメディカルセンター 日本K医療法人

術前検査 入院前にクリニックにて実施 外来または入院後に実施

入院 98％が手術当日。術前の下剤投
与は入院前日自宅にて自己服用

術前1日前

抗生剤予防投与 執刀0-2時間前に1剤、術後1日
のみIV。第一選択薬はセファゾ
リン1g。

執刀1時間前1回、術後3日目までIV。第
一選択薬はセファゾリンと塩酸セファチ
アムを3ヶ月ごとにcycling therapy。

深部静脈血栓 (DVT) 
予防

低分子ヘパリン投与 弾性ストッキングやフットポンプ (治療
は主にワーファリン、またはヘパリン)

経鼻チューブ 挿入せず 挿入

歩行開始 術後1日目 術後5日目

経口摂取開始 術後2-3日以内 術後5日目

疼痛管理 ATC dosing (自己管理可能な麻
薬投与方法)

基本的に硬膜外麻酔。疼痛が強い場合は
NSAIDs座薬や、ペンタジンIMを併用

在院日数 6.4日 10-15日、医師によって異なる



医師ごとのばらつき



医師ごとに診療パターンが違うので、　　　
　入院期間が変わる

• 入院期間に影響を与える診療要因で入院期間が変
わる
– 術後抗生剤の投与方法と期間

– 術後の食事のステップアップ（術後食のステップアップは
まちまち）

– 術後の絶食期間もまちまち

– 経鼻チューブ、尿道カテーテルの挿入期間

– ドレーンの抜去時期で入院期間が変わる（ドレーン抜去
の基準がない）

– 退院基準も医師ごとにばらばら



結腸切除術

(株)メディカルアーキテクツ「girasol」による分析

◆◆AA病院は１１日入院　食事開始は３日後病院は１１日入院　食事開始は３日後

３日の絶食期間



結腸切除

(株)メディカルアーキテクツ「girasol」による分析

◆◆BB病院は２４日入院　食事開始は８日後病院は２４日入院　食事開始は８日後

8日間



パート４
パスとアウトカム研究



オーストラリアの股関節・膝関節の
人工関節置換術

• オーストラリアの股関節と膝関節の人工関節置換術のクリテ
イカルパスのランダム化研究
– パスを使用した９２人のパス群

– 通常の診療をおこなった７１人の比較

– パス群では座位、歩行とも非パス群よりはやく、在院日数はパス群７
．１日、非パス群では８．６日

– 合併症発生率はパス群で１１％、非パス群で２８％でパス群で低かっ
た。

– 再入院率はパス群で４％、非パス群では１３％で、やはりパス群で低
かった。

• MM Dowsey et al. Clinical pathways in hip and knee 
arthroplasty:a prospective randomoized controlled 
study.Medical Journal of Australia 1999 170 :Kr-62



股関節・膝人工関節パスのアウトカム研究（オーストラリア）
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N=92 N=71



米国小児心臓手術パス

• 米国の小児先天性心臓手術
–パス群でNICU滞在時間が短縮

–臨床検査数が減少

–入院日数が４．９日→３．１日に減少

–医療費
• 非パス群の１．６万ドル→パス群では１．４万ドル

–両群では、肺合併症などの合併症率はかわらな
かった

• 　Price, M. B.,et al  Critical pathways for postoperative care 
after simple congenital heart surgery. American Journal of 
Managed Care, 5(2), 185-92.1999。



パート５
がん対策基本法とがん連携パス

切れ目のないがん医療連携を目指して



2006年5月



がん対策推進基本計画（2007年）

• 「がん対策推進基本計画」
– 2007年6月閣議決定

– 10年以内にがん死亡率20％減少
– ５年以内にがん検診受診率50％以上を目指す

– ５年以内（2012年まで）にすべてのがん診療連携
拠点病院で

　5大がん（胃、大腸、肺、乳、肝がん）の地
域連携クリティカルパスを整備する



がん診療連携拠点病院制度　４７都道府県（3７７カ所）※Ｈ２２年2月現在

都道府県 厚生労働省

国立がんセン
ター がん対策情報セン

ター

協力・支援

地域の医療機関
（かかりつけ医、在宅療養支援センター

等）

＜拠点病院の役割＞

症例
相談

研修

診療
支援

情報
提供

●専門的ながん医療の提供等
●地域のがん医療連携体制の構築
●情報提供、相談支援の実施

都道府県がん診療連携拠点病院
相談支援センター

地域がん診療連携拠点病院

相談支援センター

地域がん診療連携拠点病院

相談支援センター

地域がん診療連携拠点病院

相談支援センター

診療支援

研修

研修

情報
提供

地域連携パ
ス地域連携パス

地域連携パス

がん医療の
均てん化



　　しかし現状はばらついている

大腸がん・直腸がんの化学療法の
　　　　　地域によるばらつき

がん医療の均てん化



FOLFOX 療法実施状況 /
 DPC 関連病院
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(株) メディカルアーキテクツ作成



FOLFIRI 療法実施状況 / 
DPC 関連病院

66% 61% 64% 64%
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FOLFIRI療法のみ

(株) メディカルアーキテクツ作成



がんパスモデル開発
～谷水班の紹介～

厚生労働科学研究

全国のがん診療連携拠点病院において活用が可能な地
域連携クリティカルパスモデルの開発

　(H20-がん臨床-一般-002）



全国のがん診療連携拠点病院において活用が可能な地域
連携クリティカルパスモデルの開発　(H20-がん臨床-一般-002）

研究者氏名　
　谷水正人（研究代表者）

所属
　四国がんセンター

　池垣淳一 　兵庫県立がんセンター

　河村進 　四国がんセンター
　佐藤靖郎 　済生会若草病院
　住友正幸 　徳島県立中央病院
　田城孝雄 　順天堂大学医学部付属病院
　藤也寸志 　九州がんセンター
　梨本篤 　新潟県立がんセンター
　奈良林至 　埼玉医科大学国際医療セン

ター

　林昇甫 　大阪市立豊中病院
　武藤正樹 　国際福祉大学三田病院
　望月泉 　岩手県立中央病院

班長協力者

　愛媛県がん診療連携協議会メン
バー

　池谷俊郎（班長協力者） 　前橋赤十字病院
　池田文広（班長協力者） 　前橋赤十字病院
　舩田千秋（班長協力者） 　四国がんセンター
　新海哲（班長協力者） 　四国がんセンター
　若尾文彦（班長協力者） 　国立がんセンター



谷水班として作成すべき４点セット

• ①医療機関の機能・役割分担表

• ②共同診療計画表（連携パス）

• ③私のカルテ

• ④医療連携のポスター



①医療機関の機能・役割分担表

機能 専門的ながん診療 かかりつけ医 緩和ケア 居宅

診断
確定診断、精密診断（ステー
ジ診断）、再発時の診断

初期診断、再発時の診断、
精査の必要性の判断

検査
精密（画像、血液）検査、経過
観察のための（血液、画像）
検査

スクリーニング検査、
経過観察のための検査

経過観察のため
の検査

治療

縮小手術、内視鏡手術、定型
手術、拡大手術、化学療法、
術後補助化学療法、術前化
学療法、放射線療法、臨床試
験、症状緩和治療

術後症状コントロール、専門
施設と連携した化学療法、術
後補助化学療法の継続、症
状緩和治療

症状緩和治療（疼
痛、食思不振、倦
怠感、呼吸困難
感等）

担当医による症状
コントロール、症状
緩和治療の継続

経過観察、
対応、ケア

定期観察、かかりつけ医と連
携した副作用・合併症の対応

日常の指導・管理、専門施設
と連携した副作用・合併症の
対応、レスパイト入院、ショー
トステイ

ホスピスケア、デ
イホスピス、レス
パイト入院

療養の場の提供、
デイケア、ショート
ステイ、レスパイト
入院
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胃癌StageII, III 術後長期連携パス　案 様

○○○○病院主治医： （電話：　　　　　　　　　　　　　　）

診療所名： 主治医 （電話：　　　　　　　　　　　　　　）

○○○○病院
入院 退院 外来 6ヵ月後 1年後 1年半後 ２年後 ２年半後 ３年後 ４年後 ５年後
/ / / / / / / / / / /

達成目標 順調な回復 化学療法の完遂 術後フォローの完遂

手術 □

検査・診断 心電図 □ □ □ □ □ □ □ □ □

腹部X線 □ □ □ □ □ □ □ □ □

腹部超音波 □ □ □ □ □ □ □ □ □

内視鏡 □ □ □ □ □ □ □

CT □ □ □ □ □ □ □ □ □

MRI □ □ □ □ □ □ □ □ □

連携、連絡 □連携説明 診療所
教育・指導 □治療スケジュール説明 再発、副作用発生等の場合、○○○○病院に連絡

□連携パス説明

□ステージ確定

□服薬指導

投薬 チェック □残薬チェック

□併用薬チェック

処方 □TS-1

消化器症状
皮膚症状
全身症状
薬物処置

検査・測定 PS
血圧
体温
採血 ２週毎 １ヶ月毎

腫瘍マーカー １ヶ月毎

採尿 １ヶ月毎

診療報酬 特定疾患療養管理料(225x2)
診療情報提供料Ⅰ(250) □ □ □ □ □ □ □ □

悪性腫瘍特異物質治療管理料(400)

紹介

②医療者用連携パス（胃がん連携パス）　



③私のカルテ（患者日誌）

四国がんセンター　

患者用連携パス

患者がいつも持参することにより
どの施設でも治療経過が分かる



外来化学療法（TS1)の患者用連携パス



医療連携ポスターの作成

安心と信頼を支える医療の連携安心と信頼を支える医療の連携安心と信頼を支える医療の連携

がん診療連携拠点病院と地域医療機関は連携してあなたの療養を支えます

私のカルテを持ちましょう私のカルテを持ちましょう私のカルテを持ちましょう

④医療連携ポスター

④医療連携ポスター



がん地域連携パスに
診療報酬点数がついた！

2010年診療報酬改定



750点

300点



港区がん連携パス研究会で
がん連携パス説明会

2010年9月20日国際医療福祉大学東京青山キャンパス



東京都がん診療連携拠点病院は３０カ所

三田
病院



港区内のがん診療連携拠点病院

• ①東京慈恵会医科大学

• ②国家公務員共済組合連合会虎の
門病院

• ③東京都済生会中央病院

• ④国際医療福祉大学三田病院

• ⑤北里大学北里研究所病院



第2回港区がん連携パス研究会
• 港区内の５つのがん診療連携拠点病院で研

究発表会を9月20日に開催

• プログラム
• 港区医師会　会長　赤枝恒雄　先生
• みなと保健所　所長　大久保さつき　先生

– 平成22年診療報酬改定とがん関連項目

• 　　　　　厚労省保険局医療課　前田彰久　先生

– 東京都医療連携手帳について
• 都立駒込病院　鶴田先生）

– 事例発表
• 虎ノ門病院の取り組み（竹内）

• 国際医療福祉大学三田病院の取り組み（久保田）

• 東京都済生会中央病院の取り組み（鳥海）

• 港区薬剤師会　龍岡健一先生



東京都がん診療連携拠点病院
協議会

５大がん連携手帳を作成

都立駒込病院
鶴田　耕二先生













　　　　　　　　　　　　　　　まとめと提言まとめと提言

・クリテイカルパスが我が国に導入されて・クリテイカルパスが我が国に導入されて
　　　　　　1515年すぎたが、なおパスは進化している年すぎたが、なおパスは進化している

・ＤＰＣデータをパス作りや評価に活用しよう・ＤＰＣデータをパス作りや評価に活用しよう

・パスのアウトカム研究を行おう・パスのアウトカム研究を行おう

・がんの地域連携パスを普及させよう・がんの地域連携パスを普及させよう

・・



がん地域連携クリティカルパス

• がん地域連携クリティカ
ルパス
―がん医療連携とコー
ディネート機能 

• 編著 日本医療マネジメ
ント学会／監  

• 判型 B5  発行日 2010
年5月刊 

•  ページ 220 
•  定価(税込) \4,200 



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
　　gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/
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