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Background	

・The	  American	  College	  of	  Surgeons	  Na'onal	  Surgical	  
Quality	  Improvement	  Program	  (ACS	  NSQIP)とは、
2001年から始まったインターネット上のデータ収集
ソフトウェアである。	

	

・ ACS	  NSQIPのルーツは、the	  Veterans	  Affairs(VA)	  
systemである。	

	

・	  ACS	  NSQIPについて評価している研究は、1つしか
ない。	

	



・アメリカの400の病院が参加し、	

毎年1万ドルから2万9千ドルの参加費が必要。	

	

・手術症例の死亡や入院日数などのデータを入力
することで、全参加病院と比較でき、それらのアウト
カムの基準を知ることができる。	

	

	

	



The	  Department	  of	  Veterans	  Affairs'	  NSQIP:	  the	  first	  
na'onal,	  validated,	  outcome-‐based,	  risk-‐adjusted,	  
and	  peer-‐controlled	  program	  for	  the	  measurement	  
and	  enhancement	  of	  the	  quality	  of	  surgical	  care.	  
Na'onal	  VA	  Surgical	  Quality	  Improvement	  Program.	  
Ann	  Surg.	  1998;228(4):491-‐507	

	

	
・期間：1991～1997年	
	
・123のVeterans	  Affairs	  Medical	  Centersで、	
major	  surgeryの、術前の危険因子や術後30日の
死亡率や合併症について毎年レポートさせた。	
	
・このアウトカムを基にVA	  systemは設立された。	



Does	  surgical	  quality	  improve	  in	  the	  American	  
College	  of	  Surgeons	  Na'onal	  Surgical	  Quality	  
Improvement	  Program.	  Ann	  Surg.	  2009;250(3):363-‐376	  
	

・2005～2007年の183のACS	  NSQIP	  参加病院
の縦断研究である。	
	
・評価項目：一般外科手術と血管外科手術の
術後30日死亡率と術後30日の合併症発生率	
	



	

・問題点：コントロール（非参加）群と比較してないので、非
参加群のアウトカムが改善された可能性を計算に入れて
いないため、有効性を判断できない。	
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Introduc'on	

・ACS	  NSQIPの臨床登録は増加しているが、それが
臨床の改善に結びついているかは、不透明である。	

	  
・今回は、メディケア患者を対象にして、ACS	  NSQIP
参加群と非参加群でのアウトカムと医療費を比較し
た。	

	

・ちなみに、メディケアとは、アメリカの65歳以上の
高齢者向け医療保険制度である。	



Methods	
・ 294のACS	  NSQIP参加病院vs526のACS	  NSQIP非参加
病院（propensity	  score後）	

	

・対象：2003～2012年に、ICD-‐9-‐CMでコードされる手術
を受けた、65～99歳のメディケア患者	

	

・除外基準：症例数の少ない術式と複数同時手術の患
者（例えば、冠動脈バイパスと頸動脈内膜剥離術）	

	

・期間：参加した前後6年間で比較	
　　　　　　　　　例：2008年にACS	  NSQIPに参加した病院の場合	  

Before	  Enrollment	  year3:2005,	  year2:2006,	  year1:2007	  
　　　　　　　　　A?er	  Enrollment	  year1:2009,	  year2:2010,	  year3:2011	  
	  

	  
	

	

	

	

	  
	

	

	

	



ICD-‐9-‐CMでコードされる手術内容	

・一般外科手術	

食道切除術	

膵臓切除術	

結腸切除術	

胃切除術	

肝臓切除術	

腹壁ヘルニア再建術	

胆嚢摘出術	

虫垂切除術	

・血管手術	

腹部大動脈瘤再建	

下肢バイパス術	

頸動脈内膜剥離術	



Methods	

・統計ソフトはStata　version	  12.0を使用した。	  
	  
・	  propensity	  scoreを用いて、6年間のACS	  NSQIP参
加群と非参加群について差分の差分析をした。	  
	  
・アウトカムは、30日死亡率、重篤な合併症、再手
術、退院後30日以内の再入院および	  
Medicare	  paymentsである。	  
	  
	  
	



・重篤な合併症	
肺不全・肺炎・心筋梗塞・DVTとPE・急性腎不全・出
血・SSI・消化管出血	
	
・再手術	
手術部位の再手術・離開の再閉鎖・術後ショック/
出血の操作・残存異物の検索・深部SSIの操作・臓
器障害/裂傷の治療・創傷合併症の操作・瘻孔の操
作	
	
・	  Medicare	  payments	  
収入と地域差を調整	
	  
	

アウトカムの詳細	



・ propensity	  scoreは全
体の98.4%で一致	
	
・参加群の294病院の
内、小児病院や加入期
間が短い病院は除外さ
れ263病院	
→263病院（参加群）：
526病院（非参加群）＝
1：2の比率でmatching	
	
・人数は約43万人（参
加群）：約80万人（非参
加群）	
	



・両群でmatchinｇ前後
に関係なく、平均年齢
は約76歳、男女比も
約1：1	
	
・ matchinｇ後の手術
の割合は、一般外科
65％、血管外科35％	
	
・高血圧や糖尿病など
の既往症の割合は参
加群と非参加群でほ
ぼ差はない	
	





Results	

・3年間ACS	  NSQIPに参加した群の死亡率、重篤な合併症、再手術、再入院のアウ
トカムについて有意差なし。	



・Total	  paymentsは、参加群で２万ドル、非参加群で１万８千ドルである。しかし、病院の
評価が上がっているのか、合併症が減っているのか、手術費用が減っているのか、など
の具体的なことがわからないので、正確に比較できない。	  
	  
・この結果から、	  ACS	  NSQIP参加は医療費削減の効果があるとは言えない。	



Limita'ons	

・詳細な情報が得られる臨床登録のデータではなく、
メディケアという行政上のデータを使用したこと。	  
	  
・メディケアの行政上データベースとICD-‐9-‐	  CMには、
例えば合併症などのクライテリアに差があるため、
アウトカムに影響が出た可能性がある。	  
	  
・2010年から参加した病院も含まれ、2年間だけの
データもアウトカムに含んでしまったこと。	  
	



Discussion	

	  
・外科的アウトカムと医療費削減の効果を出すには
3年間では短い可能性がある。	  
	  
・	  ACS	  NSQIPの参加病院の内、  ACS	  NSQIPの情報
を活用していない病院があるのかもしれない。	  
	  
	  
	  
	

	  



Conclusions	

	  
・ACS	  NSQIPなどの質的改善プログラムへの参加は、
メディケア患者において、予後の改善や医療費削
減には寄与しなかった。	  
	  
・この研究結果のフィードバックだけで手術のアウト
カム改善につなげるには、不十分かもしれない。	
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Introduc'on	

・全入院患者のうち27%は外科治療を受ける患者と
推定される。	  
	  
・ACS	  NSQIPは2004年から著しく広まり、現在は445
の病院が参加している。	  
	  
・先の文献では、メディケア患者をACS	  NSQIP参加施
設と非参加施設で比較していたが、この文献では、
大学病院の患者を対象にしている。	

	  



Methods	
・	  University	  Health	  System	  Consor'um(UHC)のデー
タ内の44病院(参加群)vs69病院(非参加群)	

	  
・対象：	  ICD-‐9-‐CMでコードされる手術を受けた患者	

	

・除外基準：複数同時手術、2000件未満の報告の
病院、	  ACS	  NSQIP参加が続かなった病院	

	

・期間：2009年1月1日～2013年7月1日	  
	

	  
	

	  



Methods	
・統計ソフトはSAS	  sodware	  version	  9.3を使用した。	  
	  
・後ろ向きコホート研究で、	  ACS	  NSQIP参加群と非参
加群について差分の差分析をした。	  
	  
・アウトカムは、UHCにより規定される合併症、重篤
な合併症、死亡率である。	

	

・1番目の文献との違い：大学病院、全年齢、臨床
登録のデータ、対象となる病院数が少ない	

	

	

	



UHC®	  is	  an	  alliance	  of	  the	  na'on's	  leading	  nonprofit	  academic	  medical	  
centers	  and	  their	  affiliated	  hospitals	  which	  are	  focused	  on	  delivering	  
world-‐class	  pa'ent	  care.	  

117の大学病院で成り立ち、収集したデータを1箇
所のデータベースに集中させている。	
	



合併症：機械的な合併症、創感染、院内肺炎、CAUTI	
麻酔薬や中枢神経抑制薬に関連するもの	
	
重篤な合併症：手術部位の再手術、敗血症、誤嚥性肺炎、入院中の心筋梗塞、
術後の脳卒中、消化管出血、入院中の心筋梗塞以外の心臓の異常、術後昏睡、
術中・術後の麻酔によるショック	



ICD-‐9-‐CMでコードされる手術内容 
	

ヘルニア手術	
肥満手術	
乳腺切除術	
胆嚢摘出	
動脈内膜切除	
甲状腺切除術	
外科的閉鎖術	
胃切除術	
膵切除術	
	

腹腔鏡下結腸切除術	
開腹結腸切除術	
直腸切除術	
血管バイパス術	
虫垂切除術	
結腸瘻・回腸瘻造設術	
食道切除術	
	  
	



除外基準により約43万人から約35万人に。 
その中で、ICD-9CMでコードされる手術はサブタイプを含んでいて、そのサブタイプ
の手術の発生率0.25%未満の重篤な合併症と死亡も除外される。	



女性61.5％	
	
平均年齢55.7歳	
	
NSQIP参加群	
50.1％	
	
合併症4.9％	
	
重篤な合併症
2.0％	
	
死亡率0.8％	
	



Results	
・両群で、調査期間の合併症、重篤な合併症、死亡
率は減少を示した。参加群は最初から死亡率は低
かった。	  



・参加群の方が	
手術件数と退院
数が多い	
	
・移植を行ってい
る施設が	
46％(非参加群)
対84％(参加群)と
大きく違う	
	
	
・参加群の方がメ
ディケア患者に多
く医療費が支払
われる	
	  
	



Results	



・合併症：非参加群5.0% vs. 参加群4.8%　オッズ比1.00 [95%CI, 0.97-1.03]	
	
・重篤な合併症：非参加群2.0% vs. 参加群2.1%　オッズ比0.98 [95%CI, 0.94-1.03]	
	
・死亡率：非参加群0.7% vs. 参加群1.0%　オッズ比1.04 [95%CI, 0.94-1.14]	
	
→アウトカムに有意差なし。	



Discussion	
・ 期間中、参加群は、毎年入退院の患者の数は増
え、より移植が増えた、などの違いがある。	

	

・例えば、SSIやDVTなどの、UHCで規定される以外
の合併症が起きていたかもしれない。	

	

・UHC内の病院というサンプルサイズが限定的で、
アカデミックに偏っており、n=113は比較的数が少な
かった。	  
	



Conclusions	
・一般外科手術と血管手術を受けた入院患者では、 
ACS	  NSQIP参加に対する外科的アウトカムは不明な
ままである。	  
	  
・前述したようなことがバイアスになり、	  UHC内の病
院は、ACS	  NSQIP参加の影響は、他の病院と同じよ
うな効果は出ないかもしれない。	  
そのため、この研究結果が、ACS	  NSQIPのレポート
システムが効果がないことを示しているわけではな
い。	



Editorial	
・1番目の文献では、 両群で6年後の死亡率、重篤
な合併症、再入院の数が減少した。つまり、改善効
果を出すにはそれだけの期間が必要かもしれない。	  
	  
・例えば、1番目の文献では、正確なmatchingをして
いる。そのため、これらの大規模な観察研究より質
の良い研究は珍しい。	  
	  
・単純に、ほとんどの病院はACS	  NSQIPの情報を活
用しているが、活用していない病院もあると考えら
れる。	  



Editorial	
・	  ACS	  NSQIPの情報が重要なのではなく、その情報
により病院に変化をもたらすことが重要である。そ
の考えは、少なくともアメリカでは十分に普及してい
ない。	  
	  
・ ACS	  NSQIPはこれらの研究結果を重要と捉えるべ
きであり、より精力的に参加病院に対して、より良い
情報提供ができるようにするべきである。	  
	  
・	  ACS	  NSQIP非参加病院も、これらの研究結果を受
けて、自施設の外科的アウトカムを調査するのを避
けるべきではない。	  
	



私見	

・日本では、医療機能評価機構などが相当すると思
われる。1995年に設立し、現在は全病院の1/4が認
定されている。日本も歴史は浅く、十分に普及して
いるとは言えない。	  
	  
・例えば、感染制御に対する取り組みを始めても、
耐性菌の発生を10人から翌年に0人にするのは難
しいのと同様に、結果を出すには時間がかかると考
えられる。	  
	  
	



私見	

・しかし、感染制御の取組みを始めなかったら、耐
性菌の発生を0人にするのは不可能と思うので、ま
ずは始めてみることが肝心なのでは？それにより、
病院の意識も変わるのでは？	  
	  
・病院が努力することが、患者への信頼感や職員
のモチベーションの向上につながるのでは？	

	


