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１．本稿の目的と構成

１．１．目的

高齢化による人口構造の変化と医療技術の急速な発展により、主要先進

国では医療費が増加し続けている1。各国とも需要面での受診のコントロー

ル、供給面での効率化などの対策を繰り出しているが2、時代の医療水準に

応じた診療を国民に保障するには、一定程度の国民医療費の伸びは甘受せ

ざるを得ない。そこで厳しく問われるのが、国民の医療費負担に見合った

1	　主要先進国における医療費の変化につき、OECD,	Health	Statisticsの各年
版参照。

2	　各国の動向について、医療経済研究機構ドイツ医療保障制度に関する研究
会編『ドイツ医療関連データ集【2016年版】』（医療経済研究機構、2017年）、
同フランス医療保障制度に関する研究会編『フランス医療関連データ集

【2014年版】』（医療経済研究機構、2015年）、同イギリス医療保障制度に関
する研究会編『イギリス医療保障制度に関する調査研究報告書【2015年度
版】』（医療経済研究機構、2016年）参照。
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高い質の診療提供が行われるかどうかである。わが国でも、国民医療費は

主要先進国に比べ比較的低い水準で推移してきたものの、毎年約1兆円の

ペースで増え続け、すでに対国民所得比10％を超えるに至っている3。今後

とも公的医療保険制度によって必要かつ適切な医療水準を確保していくの

は当然であるにしても、負担に見合った医療の良質性は、これまで以上に

厳しく問われなければならない。貴重な財源・医療資源投入に相応しい医

療の質の確保が要請されるのである4。

ところが、わが国の医療法制には、医療の質の確保について明示的に定

めた条項はほとんど見られない。確かに、医療法は、目的規定などにおい

て「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保」を掲げ（1条、

1条の3、30条の3第1項）、健康保険法も、理念規定において「医療の質

の向上」を総合的に図る旨、規定する。しかし、医療法にも、健康保険法

にも、医療の質を題名とした章や節はないし、医療の質を見出しとした条

文もない。もちろん、医療法に「医療の安全の確保」と題する章が置かれ、

医療事故調査制度を設けていること（第3章、6条の9ないし6条の27）、

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険医療養担当規則に特殊療法等を

原則として禁止する旨の規定（18条）や使用医薬品などを有効性・安全

性が確認されたものに限定する規定（19条）があること、診療報酬の算

定方法における算定要件に構造の質やプロセスの質に係る指標を組み込ん

でいることなど、医療の質の確保に資する規定は少なくない。問題は、そ

うした規定が数多くの医療関係法令や告示などの中に無秩序に散在し、体

系的な法制度の整備がなされていないところにある5。

3	　OECD,	Health	Statistics	2015参照。
4	　OECD『OECD日本の医療の質のレヴュー』（OECD、2014年）33頁参照。
5	　このことについては、OECD・前掲（注4）38頁、39頁が、既に、日本の

医療制度の課題として挙げている。曰く、「医療の質の監視及び改善に関す
る日本の主な課題には、2つの側面がある。第一に、質に関するイニシアチ
ブが制度レベルでほとんど組み込まれていないこと、第二に、制度レベルか
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体系的な法制度が整備されていなくとも、医療法制が全体として適切に

医療の質の確保のために機能していればよい。しかし、各種関係法令の中

に関連規定が散在している状況では、それらの規定群が医療の質の確保の

ためにどのように機能しているかを認識することは難しい。このような法

状況の下で、わが国の医療の質の確保に関する法制度とその体系の現況を

把握し、今後のわが国における法制的対応を検討するためには、一旦、何

らかの「枠組み」に照らし合わせて、各種規制やその担保措置6などの制

度構成要素、それらの間の構造的連関と間隙、構成要素の欠落を明らかに

する作業が不可欠である。構成要素や構造的連関のあり様こそ、制度を設

計し、修正していく上で決定的に重要な情報であるからである。また、医

ら1歩離れると、質に関連する活動の拡大がみられるものの、これらが無計
画に適用されていることである。制度レベルでは、質の構造が、医療サービ
スに対する最小のスタッフ数、最低限の資格及び最低限の基準のみにほぼ焦
点を当てている。専門能力の開発及び再認定に関する要件や、有害事象を照
合し、有害事象から学ぶ制度など、他の医療制度に不可欠な要件について
は、取組が進められているが、それほど確立されていない。日本では、異な
る最低基準及び認定基準で多くの認定機関が活動しているほか、非常に多く
の医学会が独自の臨床ガイドラインを作成しており、重複、不一致又は相違
のリスクを抱えている。日本の支払い制度は、洗練されている一方、特に洗
練された方法や一貫した方法で質を評価するものではない。例えば、病院部
門における質のベンチマーキングプロジェクトは任意であることが多く、ベ
ンチマーキングの結果に対する国民の意識は高まっているが、未だに低い。
同様に、制度レベルの情報インフラストラクチャは、活動の定量化に焦点を
当てている。患者の記録及び質の指標で構成される、質及びアウトカムを重
視したシステマティックなデータインフラストラクチャが必要である」。

6	　本稿では、「担保措置」の語を医療施設や医師がそれぞれに課された義務
を履行し、基準を遵守し、所要の要件を具備し、又は、指標の達成や指標値
の改善に向けた措置を実行することを担保する目的や効果を持つ法制度上
の措置の意味で使用する。例えば、診療報酬支払いに関して利益又は不利益
を与える措置、一定の資格や権利を付与し又は剥奪する措置、協議や協定、
情報公開を通じて医療の質の改善に向けたインセンティブを与える措置な
どが含まれる。
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療の質に関する法体系を見出すことは、医療の質に関する法的問題を発見

し、その分析を行う営みの前提でもある。法体系が明確化されないままで

は、法的問題を同定し、論点の間の関係を整理することも困難であるから

である。

わが国の医療の質に関する法制度とその構成要素や欠落部分などを把握

するための「枠組み」が必要であるとして、それを日本法内在的に導出す

るのは容易ではない。前述のとおり、日本法では、医療の質に関する法制

度が数多くの法令の中に散在しているのみならず、法令の規律密度が薄

く、法定外の事実上の制度も少なくないからである。何がしかの外在的な

「枠組み」を持ち込まざるを得ないのである。

そこで、本稿では、かかる「枠組み」として利用することができる医療

の質に関わる法体系のモデルを導出する試みを行う。そのため、外国法研

究の手法を用いることとし、ドイツ法を参照する。ドイツ法を参照する理

由は、5つある。

第1に、社会保険医療というわが国と共通する制度基盤があること、第

2に、社会保険医療の下で診療報酬設定によって医療の価格が固定され、

価格競争ではなく医療の質をめぐる競争が発生する環境があること7、第3

に、医療の質の確保のため主に、医療提供者の側に対する義務づけなどの

規律による手法が採用されていることである。

このように比較の基礎となる制度間の類似性が存在する一方で、第4に、

医療の質の確保に関し、わが国とは異なり法律レベルで詳細な規定群を有

していること、とりわけ公的疾病保険法に「給付提供の質の確保」

（Sicherung	der	Qualität	der	Leistungserbringung）を題名に掲げる節が

7	　Fleßa,	S.	,	Gründzüge	der	Krankenhausbetriebslehre	Band	1	3.	Aufl.	2013,	
S.	251.
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あること（社会法典第5編8	第4章第9節）、第5に、病院構造法9の主要部

分が2016年1月1日から施行され、多様な法的手法がほぼ出揃うとともに、

医療の質に関する法体系の整備も一段落した状況にあることも重要であ

る10。現在のドイツ法は、法律レベルでの規律密度が高いこともあり11、医

療の質の確保に関する法体系のあり方を探る素材として適切であると考え

る12。

１．２．対象領域

ところで、医療の質13には、多様な要素が含まれる。例えば、患者、症

8	　Das	Fünfte	Buch	Sozialgesetzbuch	 -	Gesetzliche	Krankenversicherung	 -
（Artikel	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1988,	BGBl.	I	S.	2477,	2482）.

9	　Das	 Gesetz	 zur	 Reform	 der	 Strukturen	 der	 Krankenhausversorgung
（Krankenhausstrukturgesetz	-	KHSG）vom	10.	Dezenmber	2015,	BGBl.	I	S.	
2229.

10	　ドイツ法は、OECD・前掲（注4）が日本の医療制度における課題として
挙げた事項に関係する制度や法的手法を備えている点でも、比較対象として
魅力的である。

11	　「給付提供の質の確保」（Sicherung	der	Qualität	der	Leistungserbringung）
を題名に掲げる社会法典第5編第4章第9節には、135条から139d条まで、
24の条、100の項が置かれている。

12	　ただし、医療の質の確保に関する現行ドイツ法の体系化の完成度は十全な
ものであるとはいえない。後に検討するように（３．１．参照）、内容面で関
係の深い規定群が分散しているといった難があり、体系モデルとしてそのま
ま利用できるわけではない。

13	　日本法にもドイツ法にも「医療の質」の定義は見られない。本稿も「医療
の質」の定義について検討しない。「医療の質」を定義するには「医療」の
範囲を画定しなければならないがそれ自体困難な作業であり、「健康」の概
念も定まっておらず、患者も多様なニーズを持っているほか（Katzenmeier,	
C.	in:	Laufs,	A.	/Katzenmeier,	C.	/Lipp,	V.,	Arztrecht,	7.	Aufl.	2015,	X.	Rn.	
72）、「質」についても、「製品又はサービスの特徴及びその特徴が持つ価値
の総体であり、規定された要件を充足する能力に関すること」（DIN	 EN	
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例群、対象集団といった医療を受ける者ないし受ける可能性のある者の集

合に関する要素、医師、看護師等の医療職、医療チーム、医療施設内の診

療科、医療施設、医療保険制度といった医療を提供する者の組織や集合に

関する要素、医療を受ける者の身体的生理的機能や心理的機能、社会的機

能といった健康に関する要素が挙げられる14。また、医療の質を検討する

視点としてしばしば引き合いに出される構造の質、プロセスの質、結果の

質15は、主に個々の診断治療方法と医療機関に焦点を当てたものであるか

ら、診断治療方法の保険適用や診療報酬の算定要件、医療施設の開設基準

も医療の質に影響を与える。医薬品や医療機器、医療材料それ自体の安全

性や有効性も医療の質にとって重要である。医療施設への地理的アクセス

や医療連携体制の状況、医療の受ける際の費用負担のあり方も患者が受け

ることができる医療の範囲に影響するから、医療の質を左右する。すべて

の医療に関する制度を医療の質という主題の下で描写し、論ずることがで

ISO	8042）という定義がしばしば引用されるものの、一般に受け入れられて
いる定義はない（Fleßa（Fn.	 7）,	 S.	 246）のに加え、定義から演繹的に対象
領域を画定しても法体系モデルの導出や比較法に役立つ見通しがあるわけ
でもなく、実益がないからである。なお、わが国の社会保障法学において医
療の質を主題とした文献において、「医療の質」の定義を論じたものは管見
の限りでは見当たらなかった。

　　同様の理由から、「医療の質の確保」の定義についても検討しない。なお、
ドイツでは、「医療の質の確保は、一般に、構造組織の企画構成、責任の規
定、手続きの進行及び医療の質の目的の実現のための手段として理解されて
いる」（Katzenmeier,	 C.	 in:	 Laufs/Katzenmeier/Lipp,	 a.	 a.	O.,	X.	 Rn.	 73）、

「医療の質の確保は、一般に、規定された質に関する要求を満たすことを確
保するための多様な方法と措置に関する集合概念として理解されている」

（Vießmann,	T.	in:	Spickhoff,	A.（Hrsg.）,	Medizinrecht,	2.	Aufl.	2014,	§135a	
Rn.	2）といった説明が見られる。

14	　Donabedian,	 A.（東尚弘訳）『医療の質の定義と評価方法』（認定NPO法
人健康医療評価研究機構、2007年）17頁ないし20頁参照。

15	　Donabedian（東訳）・前掲（注14）84頁ないし91頁参照。
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きるのである16。

16	　近年の社会保障法学の文献において「医療の質」、「質の高い医療」、「良質
な医療サービス」、「医療サービスの質保障」などの語の下で検討され又は言
及された日本法の制度分野としては、医療職の資格関係では、臨床研修（国
京則幸「地域医療の展開のための医療の人材確保のための課題について」社
会保障法26号（2011年）152頁参照）、再教育研修（原田啓一郎「医療安全
対策の展開と課題─医療サービスの質と安全性の向上に向けて」社会保障法
26号（2011年）163頁、164頁参照）がある。

　　医療提供体制の方面では、病院開設許可における人員設備基準（西田和弘
「医療サービスの質保障の観点から見た医療供給体制の課題」社会保障法17
号（2002年）119頁ないし123頁参照）、医療情報の提供・広告（新田秀樹「日
本における医療サービスの質─広告規制の議論を中心に─」海外社会保障研
究129号（1999年）3頁ないし12頁、石田道彦「医療提供体制」日本社会保
障法学会編『新・講座	社会保障法	第1巻	これからの医療と年金』（法律文
化社、2012年）182頁ないし184頁参照）、医療計画・医療連携体制（石田道
彦「医療提供体制に関わる法制度の変化と課題─医療計画を中心に─」社会
保障法26号（2011年）123頁、124頁、同「医療提供体制における医療計画
と情報提供制度の展開」山田晋ほか編『社会法の基本理念と法政策─社会保
障法・労働法の現代的展開─』（法律文化社、2011年）187頁ないし202頁参
照）、医療事故防止・安全対策（西田・前掲論文123頁ないし127頁、石田・
前掲論文「医療提供体制」181頁、182頁参照）、医療機能評価（西田・前掲
論文128頁ないし131頁参照）、苦情相談・改善勧告（池永満「患者の権利オ
ンブズマン活動とサービスの質」社会保障法17号134頁ないし150頁参照）、
医療事故紛争解決・被害者救済（原田・前掲論文164頁、165頁、171頁、
172頁）、身体拘束（原田・前掲論文169頁、170頁）、在宅医療（原田・前掲
論文170頁）などが挙げられる。

　　医療保険の方面では、療養担当規則（原田・前掲論文167頁ないし169頁
参照）、診療報酬（石田道彦「診療報酬制度の機能と課題」社会保障法17号

（2002年）109頁、110頁、原田・前掲論文163頁、166頁、島崎謙治「診療
報酬による政策誘導」社会保障法30号145頁、146頁、加藤智章「公的医療
保険と診療報酬政策」日本社会保障法学会編・前掲書129頁参照）、保険者
機能（加藤智章「医療保険における保険者論」社会保障法14号（1999年）
25頁、32頁ないし36頁参照）、医療情報と質評価（西村周三「高齢者医療と
医療保険制度」社会保障法17号（2002年）156頁、157頁参照）が見られる。

　　医療提供体制と医療保険制度の両面に着目して検討された制度分野として
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しかし、医療制度すべてを検討対象にしていては、法体系モデルが複雑

かつ散漫なものになってしまう。それでは本稿の目的は達せられないか

ら、検討の対象領域を絞り込まざるを得ない17。まず、医薬品や医療機器、

医療材料については、それぞれの製造販売等に係る法制度の完結性が高い

ことから、それらの法制度の検討に委ねる。医療の地理的アクセスに関わ

る医療提供体制も、診療そのものの質からすればやや間接的な要素であ

り、また、医師や看護師等の確保などと同時に論じる必要がある。医療の

質というテーマのもとで検討対象にするには、はみ出す部分がやや大きす

ぎると思われる。このため、医療提供体制については、その全体像を扱う

ことは差し控え、個々の医療施設に関わる機能集約などの事項を取り上げ

るにとどめる。医療職には多様な職種が含まれるが、検討の簡素化のため

は、医療情報へのアクセス（西田和弘「医療保障における医療情報へのアク
セス権保障─イギリス1990年保健医療記録へのアクセス法とその成立過程
を参考に─」社会保障法13号（1998年）183頁ないし190頁）、医療安全対
策（原田・前掲論文160頁ないし169頁）がある。

17	　「医療の質」と同じように、「医療アクセス」というテーマについても、検
討対象を絞り込み、画定することが制度描写や検討作業の前提となる。

　　例えば、医学教育や臨床研修、医療機関の配置、機能分担と連携など医療
提供体制に関する制度は、地理的アクセスに関わる。公的医療保険の人的適
用範囲や医療費自己負担の程度は経済的アクセスの問題ということができ
る。公的疾病保険の保険料水準や未納未加入者、外国人や難民への対応も同
様である。公的医療制度の給付範囲やいわゆる混合診療の取扱いも、私費診
療部分の費用を賄うことができない所得層があり得る以上、経済的アクセス
に関わる。場合によっては、地理的アクセスの障害にも関係することもあ
る。さらに、「良質な医療へのアクセス」などというテーマもあり得よう。

　　このように、アクセス概念に何らかの関連性のある事項を列挙していくよ
うな捉え方をしていては、「医療アクセス」の語の下で、医療制度全体を対
象として調査研究をすることになりかねない。医療の質や医療アクセスとい
う主題の下で制度描写や所要の検討を行うに当たっては、わが国や比較対象
国での問題状況や医療界などにおける関心、両国間の制度群の相違、検討対
象とする制度群の大きさや完結性・独立性の程度、サブシステム間の重なり
具合や関連性などを踏まえ、調査研究の対象領域を限定しなければならない。
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本稿では医療職の中心に位置する医師の職業法に集中する。

したがって、本稿の対象領域は、医師の教育研修や資格に関する法制度、

医療施設の構造や診療過程などに関する法制度、公的疾病保険による給付

の規格に関する法制度に限定される。検討素材とするドイツ法は、連邦医

師法18などの医師職業法、社会法典第5編、病院資金調達法19、病院診療報

酬法20、これらの法律に係る法規命令や指針である。

歯科や精神科は対象としない。それぞれ一般医療からの独立性が高く、

法整備の経緯や動きも異なるからである。家庭医中心診療や構造化治療プ

ログラムなどの被保険者が選択可能な診療形態も除外する。これらの診療

形態は、医療の質の向上を図る目的を持つ制度として重要ではある。しか

し、その医療の質に関する側面だけを取り扱うことは困難であるから、そ

れらの制度描写はそれぞれの診療形態の全体像を主題とする文献21に譲り

たい。外来手術に対する疾病金庫の審査（社会法典第5編115b条2項5文）

や医療の質確保協定（115b条1項3文）、臨床解剖（病院診療報酬法9条

1a項3号）などについても、検討の簡素化のため取り扱わないこととする。

18	　Bundesärzteordnung（BÄO）neugefasst	durch	B.	v.	16.	April	1987,	BGBl.	
I	S.	1218.

19	　Gesetz	 zur	 wirtschaftlichen	 Sicherung	 der	 Krankenhäuser	 und	 zur	
Regelung	der	Krankenhauspflegesätze（Krankenhausfinanzierungsgesetz	 -	
KHG）neugefasst	durch	B.	v.	10.04.1991	BGBl.	I	S.	886.

20	　Gesetz	über	die	Entgelte	für	voll-	und	teilstationäre	Krankenhausleistungen
（Krankenhausentgeltgesetz	-	KHEntgG）vom	23.	April	2002,	BGBl.	I	S.	1412.

21	　家庭医中心診療や構造化治療プログラムなどの診療形態を概説した邦語
文献として、田中伸至「ドイツ医療提供体制の法的構造─機能分化・適正配
置・機能連携─」健保連海外医療保障82号（2009年）1頁ないし9頁、舩橋
光俊『ドイツ医療保険の改革	 その論理と保険者機能』（時潮社、2011年）
129頁ないし160頁、田中伸至「ドイツの公的疾病保険と家庭医」研究代表
者松田晋哉『先進諸国におけるかかりつけ医制度の比較及び我が国における
かかりつけ医制度のあり方に関する研究総括報告書・総合報告書』（2016年）
44頁ないし59頁参照。
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なお、契約法や責任法も医療の質に関係する。患者と医療機関との間に

締結される診療契約には診療の質に関する条項が含まれ得るし、損害賠償

請求訴訟を通じて認められる注意義務は医療の質を確保する義務でもあり

得るからである22。ただし、民事法の領域に属するテーマまでも検討する

ことは、筆者の能力をはるかに超える。本稿の検討対象は、医療提供体制

や公的医療保険制度に限定したい。診療ガイドライン（又は治療上のガイ

ドライン23。Leitlinien24）も取り扱わない。確かに、診療ガイドラインは、

22	　Fleßa（Fn.	7）,	S.	266.
23	　わが国の医事法では、「治療上のガイドラインとは、特定の臨床状況にお

ける適切な医療について、医師と患者の決定を支援するための系統的な見解」
であり「治療当時に最も効果的とされる処置に関する情報を提供するもの」

（手嶋豊『医事法〔第4版〕』（有斐閣、2015年）223頁）などと定義されている。
24	　ドイツにおいても、診療ガイドライン（Leitlinien）については、医師と

患者が適切に治療方針を決定することができるよう支援するため、推奨され
る診断治療方法や医薬品の使用を収載したものであり、エビデンスに基づく
医療の主要なツールとして、現在の学術的知見の水準と臨床医学において実
証された診断治療方法を反映する、といった説明がされている。ガイドライ
ンの臨床適用に当たっては、原則として、個々の患者の状況と医療ニーズを
考慮する必要があり、医師の治療の自由を制約するものではないとされる。

　　診療ガイドラインは、日本と同様、通例、医学系学会が作成する
（Bundesministerium	 für	 Gesundheit ,	 Leit l inien,	 <https ://www.
bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/l/leitlinien.
html>）。学会ガイドラインの作成については、医学系諸学会が構成員となっ
ている医学系学会共同事業体（Arbeitsgemeinschaft	der	Wissenschaftlichen	
Medizinischen	Fachgesellschaften（AWMF）e.V.）が調整作業を行っている。
各診療ガイドラインは、AWMF	 online,	 Aktuelle	 Leitlinien（Listen）,	
<http://www.awmf.org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html>において入手する
ことができる。

　　また、AWMF、連邦医師会（Bundesärztekammer（BÄK））及び金庫医
連邦協会（Kassenärztliche	 Bundesvereinigung（KBV））が、共同して、国
民診療ガイドライン（Nationale	 Versorgungsleitlinien（NVL））策定プログ
ラムを実施している。特に重要性の高い疾患に対するセクター共通の診療
ガイドラインを策定し、臨床現場に適用していくことが目的である。これま
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臨床医学において重要な役割を果たしている25。しかし、本稿の対象領域

に属する法制度の直接的な構成要素とは言い難いから、必要に応じ簡単に

言及するにとどめたい。

検討対象とする法律は、2016年1月1日時点のものとする。共同連邦委

員会（G-BA。2.2.4.参照）の指針や決定などは、おおむね2017年4月1日

までに発出されたものを対象とする。歴史研究は行わない。本稿の目的は

医療の質に関するモデル的な法体系の導出にあり、現行ドイツ法の静態的

な構造を把握することにより目的は達成されるからである。

でに、喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、足病変を合併する2型糖尿病の
予防及び治療戦略、糖尿病網膜症の予防及び治療、成人の糖尿病性神経障
害、成人の糖尿病性腎症、糖尿病構造化トレーニングプログラム、2型糖尿
病治療、慢性心不全、慢性冠動脈疾患、非特異的腰痛、単極性うつ病につい
てのNVLが策定されている（VersorgungsLeitlinien<http://www.leitlinien.
de/nvl/>参照）。プログラムの運営や調整事務は、医療の質・医師センター

（Ärztliches	 Zentrum	 für	 Qualität	 in	 der	Medizin（ÄZQ））が担当する。
ÄZQは、BÄKとKBVが医療の質の向上などの共通の所管事項についての
専門的な調査研究作業を行うために設立した組織である（ÄZQ,	 Über	 uns	
<http://www.aezq.de/aezq/uber>	参照）。

　　さらに、重要な診療分野に関するガイドラインは、IQWiG（2.2.4.参照）
の審査を受ける（社会法典第5編139a条3項3号）。審査の目的は、エビデン
スに基づく医療の観点から診療ガイドラインを審査し、G-BAが行う勧告

（2.2.4.及び5.1.2.参照）の基礎となる典拠とするところにある（Ulmer，M．
in:	Eichenhofer,	E./Wenner,	U.（Hrsg.）,	Kommentar	zum	Sozialgesetzbuch	
V,	2.	Aufl.	2016,	§139c	Rn.	29）。

25	　診療ガイドラインは、自主規制規範であり、「原理的には国法上の効力を
有しないが、裁判上の過失等の基準として尊重され、結果として実質的な法
的意義を承認されることが多い」（米村滋人『医事法講義』（日本評論社、
2016年9頁注7））とされる。
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１．３．構成

本稿の作業は、4段階で行う26。

26	　本稿では、先行研究の検討を行う節や項は置かない。管見の限りでは、医
療の質に関する法制度の法体系モデルそのものを主題とする先行研究が見
当たらないからである。

　　ただし、医療の質に関する制度に含まれる多種多様なサブシステムや個別
の法的手法については、数多くの研究がある。

　　日本法の研究では、注16に掲げた諸論考がある。
　　比較法研究では、ドイツについては、上田真理「ドイツにおける医療・福

祉労働としてのサービス給付と質確保」海外社会保障研究129号（1999年）
64頁ないし74頁が、1990年代後半の医療の質に関する制度を「質概念」、「給
付調達義務」、「保険医による療養給付の質確保」、「施設療養での質確保」に
分けて描写した上で、医師による職業規律と疾病保険法による医療の質の確
保との緊張関係の存在を指摘する。

　　フランスについては、加藤智章「フランスにおける医療情報共有化の動向」
海外社会保障研究129号（1999年）53頁ないし63頁が、患者が持つ医療保
険カードと病院評価システムなどを考察している。原田啓一郎「医療の質保
証に関する法的検討─フランスにおける医療認証と標準化を中心に」九大法
学81号（2000年）は、医療の質の評価認証機構と医療活動の評価、病院予
算配分の法制を詳細に検討する。同「医療サービス基準の法構造─フランス
の医療保障制度における『患者の権利』の展開─（一）～（三）」（未完）駒
澤法学7巻3号（2008年）55頁ないし112頁、同巻4号（同年）27頁ないし
69頁、11巻4号77頁ないし91頁では、「患者の権利」を基盤とする医療サー
ビスの質の基準の構築を見据えて、フランス医療保障制度における患者の権
利の展開を踏まえ、医療サービスの質が医療サービス基準の中でどのように
規定されているのか、分析がなされている。

　　イギリスについては、西田和弘「医療における良質保障の法的枠組み─イ
ギリスの取組みを手掛かりに─」九大法学71号（1995年）1頁ないし52頁
が、質に対する総合的アプローチの一環として医療従事者の資格、質評価シ
ステム、苦情処理手続きに考察を加えている。国京則幸「医療サービスの

『質』確保と『健康権』議論の展開─医療における権利志向の意義─」海外
社会保障研究129号（1999年）13頁ないし21頁は、質の確保における医師
の責任とその制度的担保などについて整理している。西田和弘「イギリスに
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第1段階では、ドイツの医療制度のうち医療提供体制と診療報酬に関係

する部分を整理する（２．）。医療の質に関する制度を把握するための前提

知識として必要であるからである。

第2段階は、モデル的な法体系を導くためのアプローチの選定である。

ドイツでは医療の質の確保に関する法整備が進んではいるが、そのままで

は、日本法を把握するための枠組みとしては用いることは難しい。ひとま

とまりの制度が、離れたところに位置する条項により規定されていたり、

複数の法律に跨っていたりするからである。そこで、医療の質に関する制

度を整理・体系化するアプローチを参照し、それらに検討を加え、本稿に

おける体系的な制度描写のための枠組みを獲得したい（３．）。

続いて、第3段階で、その枠組みに基づき、ドイツの医療の質の確保に

関する法制度を腑分けしつつ、制度描写を行う。この作業の中で、現行法

上の条文配置を超えた整理を行い、制度構成要素相互間の関係などを把握

おける医療情報とサービスの質─患者憲章の実装」同号22頁ないし32頁は、
同国の患者憲章における医療の質に関する理念・基準、患者が医療情報を得
る権利を概説する。

　　アメリカについては、石田道彦「第三者評価による医療の質の確保：アメ
リカの医療機関合同認定委員会（JCAHO）の活動を素材に」佐賀経済論集
30巻6号（1988年）79頁ないし113頁が、アメリカにおける医療機能評価を
取り上げる。同「医療の質評価とアメリカの医療システム」海外社会保障研
究129号（1999年）33頁ないし41頁では、病院の利用権審査と民間認証制
度、州医師免許審査会などの制度描写が行われている。菊池馨実「マネジド
ケアと医療の質─法的側面からの検討─」海外社会保障研究129号（1999年）
42頁ないし52頁は、マネジドケアに対する医療の質に関わる法規制と法理
論を整理する。

　　良質な医療を受ける権利を含む患者の権利に関する欧州各国の法制を概観
する研究として、林かおり「ヨーロッパにおける患者の権利法」外国の立法
227号（2006年）1頁ないし58頁がある。

　　これらの研究から、本稿のテーマを設定するに当たって、また、医療の質
に関する法体系やその要素、論点の位置付けなどを想定しつつ調査研究を進
めるに際して、貴重な示唆を得たことを付言する。
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することを通じて、全体的な制度枠組みと構造を明らかにする（４．及び

５．）。

最後に、ドイツの医療の質に関する制度の構造を取りまとめ、それを基

にモデル的な法体系を定式化する（６．）。

２．医療提供体制と診療報酬に関する制度概観

医療の質の確保に関する法制度は、医療制度のサブシステムの一つであ

る。このため、医療の質の確保に関する諸制度を理解するには、医療制度、

特に医療提供体制、診療報酬、新たな医療技術の導入に関する制度の枠組

みや制度構成、主要な構成要素の名称や内容を把握しておく必要がある。

医療の質の確保に関する制度を描写し具体的な検討を行う作業に入る前

に、医療提供体制と診療報酬に関する制度を概観しておく27。

２．１．契約医診療と病院診療の区分

ドイツの医療制度は、日本と同様、社会保険医療の枠組みの中で28、現

物給付方式や診療報酬の点数・単価制、診療報酬制度などの構成要素にお

27	　近年のドイツの医療提供体制や診療報酬に関する制度を概説する邦語文
献として、加藤智章編『世界の診療報酬』（法律文化社、2016年）34頁ない
し60頁（田中伸至執筆部分）、田中伸至「診療報酬制度の構造と診療報酬決
定過程	─	日本とドイツを例に	─（増補）」法政理論48巻2・3号（2015年）
27頁ないし129頁参照。

28	　公勤務労働者を除く公務員等は公的疾病保険の加入義務を免除されており、
公費による医療保障が行なわれている。高所得労働者や自営業者も公的疾
病保険加入義務を負っておらず、公的疾病保険への加入に代えて、民間医療
保険の完全医療保険に加入することができる。加藤智章・西田和弘編『世界
の医療保障』（法律文化社、2013年）23頁、24頁（水島郁子執筆部分）参照。
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ける個別的な決定のための診療側と支払側による当事者交渉の仕組みを採

用している。ただし、ドイツでは、日本と異なり、診療所の開業医による

「契約医診療」と「病院診療」とが截然と区分され規律されている。

まず、医師の資格と医業については、連邦医師法が規律し、医業を行う

には原則として医師免許（Approbation）が必要である（2条1項）。医師

免許は州が行い（12条1項）、医療職法（Heilberufsgesetz）や医療職会法

（Heilberufekammergesetz）といった州法が医師会の組織、卒後研修、診

療科等の標榜等の規律を行う。病院については、連邦の病院資金調達法が

病院診療報酬の取扱いのほか病院の投資費用に係る公的助成制度を設け、

州による病院計画・投資プログラム制度の枠組みを定める（6条）。州の

病院法では、それらの策定手続きや助成方法が規定される。このように、

開業医は医師免許制度、病院は病院計画・投資プログラム制度というよう

に、その開業・開設の局面から規律の枠組みが異なっている。

公的疾病保険においても、給付提供者（Leistungserbringer）29としての

契約医（Vertragsarzt）と病院は、疾病金庫との関係で別々の規律に服す

る形となっており（契約医診療につき、社会法典第5編72条ないし106b

条。病院診療につき、107条ないし114条）、給付提供者の組織化のための

法的仕組みも異なる。また、基本的に契約医は外来診療を、病院は入院診

療を担当する30という形で明確な役割分担がされてきている。ただし、近

29	　「給付提供者」とは、社会法典第5編に明確な定義は置かれていないが、
同編に規定されている給付であって、疾病金庫が自ら提供することができな
いものを提供する主体をいう用語である。健康診断、医師による診療、歯科
医師ないし矯正歯科医による診療、在宅看護、一般病院診療、医学リハビリ
テーションなど24種類の予防及び疾病に関して提供される給付の種類に応
じて、給付提供者の概念も規定される。Becker,	U./Kingreen,	T.	in:	Becker,	
U./Kingreen,	 T.（Hrsg.）,	 SGBⅤ	 Gesetzliche	 Krankenversicherung	
Kommentar,	5.	Aufl.	2017,	§69	Rn.	25.

30	　病院資金調達法2条1項は、病院を「医学的看護的診療を通じて、疾病、
苦痛及び身体損傷を診断し、治療し、苦痛を緩和し、又は、助産を提供する
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年、病院の外来診療が拡張されてきている。

２．２．契約医診療

2.2.1.　開業医の公的疾病保険への参加

開業医は、医師の診療科名（Gebietsbezeichnung）、部分診療科名

（Teilgebietsbezeichnung）又は重点診療域名（Schwerpunktbezeichnung）、

副診療科名（Zusatzbezeichnung）31といった標榜科目に係る規制によって、

機能分化されている。標榜には、卒後研修（Weiterbildung）の修了と州

医師会の承認が必要である32。卒後研修の詳細は、州医師会が制定する卒

後研修規定（Weiterbildungsordnung）が規定し33、連邦医師会がモデル卒

後研修規定を作成している34。具体的な診療科名等は、この卒後研修規定

に掲げられている。

開業医が公的疾病保険における契約医診療に参加するには、原則として、

金庫医協会、疾病金庫州連合会及び代替金庫の代表者により構成される許

可委員会（社会法典第5編96条）による許可が必要である（95条1項）。

許可は、標榜規制と連動して設定されている医師グループ（Arztgruppen）

ごとに設定される契約医の需要計画により制限される（103条）。許可申

請には、医籍への登録が前提とされ（95条2項）、登録要件は、医師免許

ところであり、かつ、診療を受ける患者に宿泊と食事を提供することができ
るところ」と定義する。

31	　モデル卒後研修規定2条1項参照。なお、細分診療科名と重点診療域名は
同義であるとされる（ザクセン−アンハルト州医療職団体法22条2項2文）。

32	　例えば、ザクセン−アンハルト州医療職団体法24条1項。
33	　例えば、ザクセン−アンハルト州医療職団体法29条、ザクセン−アンハ

ルト州医師会卒後研修規定（Weiterbildungsordnung	 der	 Ärztekammer	
Sachsen-Anhalt	vom	16.04.2005	in	der	Fassung	vom	01.01.2011）。

34	　連邦医師会モデル卒後研修規定2003（（Muster-）Weiterbildungsordnung	
2003	in	der	Fassung	von	23.10.2015）。
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と卒後研修の修了、修了した診療科の標榜資格の保持である。

2.2.2.　家庭医診療と専門医診療

契約医診療は、家庭医診療（hausärztliche	Versorgung）と専門医診療

（fachärztliche	Versorgung）とに区分される（73条1項）。家庭医には、

一般医、小児科医、重点診療域名を標榜しない内科医等が属する（同条

1a項）。専門医には、標榜科目に相応する形で設定された内科、外科、眼

科、婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科、小児科、整形外科などの医師グループ

が属する。

2.2.3.　診療報酬

契約医診療では、州の金庫医協会が管轄地域での契約医による診療を確

保する責任を負う（75条）。このため、診療報酬の支払いは、2段階構成

となっている。第1段階で、各疾病金庫が各州金庫医協会に対し当該協会

に所属する契約医により行われた診療全体につき全体報酬を支払う（85

条1項）。第2段階で、金庫医協会が全体報酬をその所属する契約医に分配

する（87b条1項）。

診療報酬の対象経費は、経常的経費と投資的経費の双方である。全体報

酬額は、州金庫医協会と疾病金庫州連合会及び代替金庫が締結する集合契

約において定められる（85条2項）。全体報酬額の設定は、点数・単価制

による。州レベルで金庫医協会と疾病金庫州連合会等は、被保険者の人数

と 疾 病 構 造 に 応 じ た 治 療 需 要 を 統 一 評 価 基 準（Einhe i t l i cher	

Bewertungsmaßstab.	EBM）に基づいた点数量として協定する。それに

点数単価を乗じ、ユーロ価格で示す形で決定される（87a条3項）。

EBMは、診療報酬支払いの対象となる給付の内容を確定するものである。

その点数は、対象給付間の相対価値を定める。点数設定に当たっては、診

療に要する時間や診療領域ごとの経営状況が考慮される（87条2項）。

EBMは、家庭医・専門医共通の給付、家庭医が診療報酬請求できる給付、
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専門医が診療報酬請求できる給付などの部から構成される（87条2a項）。

家庭医に対する診療報酬形態は、主に、被保険者1人当たり包括報酬とさ

れる（87条2b項）。専門医に対する診療報酬形態は、主に、症例ごとの包

括報酬とされる（87条2c項）。EBMの策定と改定は、連邦レベルにおい

て、金庫医連邦協会と疾病金庫中央連合会との協定によって行われる。内

容は、両自治当事者35が共同で設置する評価委員会（Bewertungsausschuss）

が決定する（87条1項）。同委員会は、診療側支払側両当事者による自治

（「共同自治」（gemeinsame	Selbstverwaltung）と呼ばれる）の機関であり、

委員は自治当事者からそれぞれ3名指名され、6名により構成される（87

条3項）。両者によって設立された評価委員会研究所（Institut	des	

Bewertungsausschusses.	InBA）が評価委員会の事務局を担当し（87条3b

項）、診療報酬体系化の検討を担う。

点数単価は、州レベルで金庫医協会と疾病金庫州連合会等により協定さ

れる。協定に当たっては、EBMに規定される連邦統一単価が指針値とな

る（87a条2項）。連邦統一単価においては、診療所の投資的経費・経常的

経費の動向等が考慮される（87条2g項）。

2.2.4.　新たな診断治療方法の評価

契約医診療への医療技術の導入は、共同連邦委員会（Gemeinsame	

Bundesausschuss.	G-BA）の承認制度を通じて行われる。G-BAが新たな

診断治療方法（Neue	Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden.	NUB）

の保険適用につき、その公布する指針（Richtlinien.	92条）36において積極

35	　ドイツでは、公的疾病保険制度において診療報酬などの個別的な規範の決
定を委ねられている保険者ないし保険者側団体と診療側団体ないし個別病
院を「自治当事者」（Selbstverwaltungspartner）と呼ぶ。具体的な自治当
事者は、連邦レベル、州レベル、地域レベルそれぞれにおける決定について
法定されている。

36	　指針は、法規範であると理解されている（BSGE	 78,	 70）。また、G-BAの
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的な勧告を行った場合に、公的疾病保険の負担で診療報酬が支払われる給

付になる（許可留保を伴う禁止。Verbot	mit	Erlaubnisvorbehalt）。G-BA

の積極的な勧告がない場合には、EBMには収載されない。消極的な勧告

がされた場合は、当該診断治療方法は疾病金庫の負担による診療提供から

排除される（135条1項）。

G-BAは、金庫医連邦協会、ドイツ病院協会、疾病金庫中央連合会が共

同で設置運営する共同自治の機関であり、当事者交渉の枠組みである37。

診療側、支払側、中立委員の三者、すなわち、金庫医連邦協会指名の委員

2名、金庫歯科医連邦協会指名の委員1名、ドイツ病院協会指名の委員2

名、疾病金庫中央連合会指名の委員5名、中立委員3名から構成され、委

員長は中立委員が務める。中立委員の任命に際しては、連邦議会保健委員

決定は、G-BAの設置運営者、設置運営者の構成員、疾病金庫、被保険者及
び給付提供者（公的疾病保険に参加する医療機関）を拘束する（社会法典第
5編91条6項）。

37	　G-BAの所管事項は、①指針の公布（社会法典第5編92条1項）、②新たな
作用物質を含む医薬品の有効性評価（35a条）、③医薬品の費用対効果評価

（35b条、139b条）、④排除された医薬品の一覧表の作成（93条）、⑤高度専
門給付、希少疾患、特殊経過を伴う疾患のカタログの改定（116b条）、⑥医
療の質に関する指標の決定（136c条）、⑦医療の質に関する要件の施行と監
視（137条）、⑧病院における診断治療方法の評価（137c条）、⑨医療制度質
と経済性研究所（IQWiG）の設置（139a、b条）など多岐にわたる。

　　指針の対象事項としては、①医師の診療、②義歯の診療及び歯列矯正治療
を含む歯科医師の診療、③疾病の早期発見等に関する措置、④妊娠及び出産
に関する医師の世話（Betreuung）、⑤新たな診断治療方法の導入、⑥医薬品、
包帯材料、療法手段及び介助手段並びに病院診療、在宅看護及び社会治療、
⑦労働不能の判定、⑧医学的リハビリテーションのために個別症例において
提供される給付の処方並びに医学的リハビリテーション、労働生活への参加
及びリハビリテーションに関する補足給付についての相談、⑨需要計画、⑩
妊娠をもたらす医学的処置、⑪避妊、妊娠中絶及び不妊手術の処置、⑫患者
移送の処方、⑬医療の質の確保、⑭専門外来緩和ケア、⑮予防接種が法律上
列挙されている（92条1項）。
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会が候補者への公聴会を経て3分の2以上の多数で任命を認めない権限を

持つ（91条1項、2項）。

NUBに対する評価の開始は、金庫医連邦協会、金庫歯科医連邦協会、

州の金庫医協会と金庫歯科医協会、疾病金庫中央連合会及び中立委員の申

請による（135条1項1文）。評価作業は、G-BAの下部組織である方法評

価部会やその作業グループ等が行う。部会も三者構成であり、中立の委員

長と疾病金庫側6名、医療機関側6名の委員で構成される。部会が準備し

た決定案は、決定委員会において決議される。決定委員会における議決権

は、決定事項に応じ、医療機関側の委員間で移譲される（91条2a項）。

G-BAでは、事務局が委員会の準備、法律的、方法的助言や学術上の調

査を担うほか、医療制度質と経済性研究所（Institut	 für	Qualität	und	

Wirtschaftlichkeit	 im	Gesundheitswesen.	 IQWiG）が有効性や経済性の評

価作業を行う。IQWiGはG-BAが設立・運営する法定の財団であり（139a

条1項）、G-BAはIQWiGの勧告を考慮しなければならないこととされて

いる（139b条4項2文）。

申請されたNUBは、その時点での医学的知見に基づき審査される。そ

の時点での治療上の方針における当該方法の診断上及び治療上の有効性と

その時点での学術的知見に基づく医療上の必要性と経済性が承認されるこ

となどが基準となる（135条1項）。有効性、医学上の必要性、経済性につ

いては、明確な定義は置かれていない。ただし、共同連邦委員会手続規

則38には、審査の対象となる資料の内容が規定されている。

38	　Verfahrensordnung	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 in	 der	
Fassung	vom	18.	Dezember	2008,	zuletzt	geändert	am	20.	April	2017.
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２．３．病院診療

2.3.1.　病院計画と許可病院

病院の開設や配置、公的疾病保険における病院診療への参入に関する規

律は、病院資金調達法と州の病院法が規定する病院計画・投資プログラム

において行われる。

病院資金調達法は、質が高く患者ニーズに適合した病院診療の提供を給

付能力があり自己責任で経済的な運営ができる質の高い病院により保障す

ること（um	eine	qualitativ	hochwertige,	patienten-	und	bedarfsgerechte	

Versorgung	der	Bevölkerung	mit	leistungsfähigen,	qualitativ	hochwertig	

und	eigenverantwortl ich	wirtschaftenden	Krankenhäusern	zu	

gewährleisten）を目的とし（1条1項）、そのための病院投資費用の確保

を公的助成の方法により行うと定める（4条1号）。公的助成については、

州が病院計画及び投資プログラムを策定することとされ（6条1項）、詳細

は州法に委任されている（同条4項）。病院計画に収載された病院は、助

成に対する請求権を有する。当初の建設費用や3年以上の平均利用期間の

ある施設設備の更新等への助成については投資プログラムへの収載も必要

とされる（8条1項、9条1項）。

病院には病院計画への収載請求権はないとの明文があるが（8条2項1

文）、1条1項及び8条2項の解釈に基づき、病院診療に関して基本的に適

格な病院は、供給がニーズ（Bedarf）を超えない限り、病院計画への収載

請求権を持つと解されている。ここにいう基本的な適格性は、1条1項に

規定するニーズ適合性、給付能力、経済性、医療の質の高さに関するメル

クマールによって判断される39。このため、病院計画には、病院や診療科、

診療領域についての要件や基準が規定されることになる（5.4.3.参照）。

39	　Harney ,	 A ./Huster ,	 S .	 in :	 Huster ,	 S . /Ka l tenborn ,	 M.（Hrsg）,	
Krankenhausrecht,	2.	Aufl.	2017,	§7	Rn.	11.
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供給がニーズを超えるため病院計画及び投資計画に収載する病院の選抜

が必要な場合は、州の所管省が公益と病院運営者の多様性を考慮して一定

の裁量の下で決定する（8条2項2文）。その際、1条1項に規定する医療の

質などのメルクマールも判断基準になる40。

州は、こうした病院計画及び投資プログラムの策定を通じて、各病院の

機能設定と病床の量的管理を行うことができる。

州の病院計画に収載された病院（計画病院）は、公的疾病保険における

病院診療を担う許可病院になる（Zugelassene	Krankenhäuser.	社会法典

第5編108条2号）。病院診療には、州法により大学病院として認められて

いる病院（Hochschulklinik.	108条1号）や疾病金庫州連合会及び代替金庫

連合会と診療提供契約を締結した病院（同条3号）も許可病院として参加

する。これらの病院も、入院診療を担い州の住民に対する一般的診療に参

加する場合は、病院計画の対象とされ得る41。

計画病院については、州が作成する病院計画への収載により、大学病院

については、州法に基づく承認により、疾病金庫との間の診療提供契約の

締結が擬制される（109条1項2文）。これらの診療提供契約に基づき、許

可病院は保険診療を行うことができるようになる一方、疾病金庫は、病院

と療養費（Pflegesatz）42の交渉を行わなければならないことになる（同条

4項）。

被保険者は、許可病院に対し、病院計画などにおいて規定された許可病

院の診療提供任務に含まれる給付のみを請求することができる。診療提供

任務は、診療科構成、病床数等をもって定められる。許可病院は、その診

40	　Harney,	A./Huster,	S.	in:	Huster/Kaltenborn（Fn.	39）,	§7	Rn.	12.
41	　 例 え ば、 ノ ル ト ラ イ ン − ウ ェ ス ト フ ァ ー レ ン 州 病 院 整 備 法
（Krankenhausgestaltungsgesetz	 des	 Landes	Nordrhein-Westfalen	 -	KHGG	
NRW	-	）12条3項。

42	　療養費（Pflegesatz）は、多様な形態を持つ診療報酬（Entgelt）の上位概
念である。
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療提供任務の枠組みの中で公的疾病保険被保険者に対する診療の義務を負

うとともに、その診療提供任務に含まれる給付のみを提供することがで

き、その対価として実施した診療につき疾病金庫に対する診療報酬請求権

を取得する（社会法典第5編39条1項3文、109条4項2文、3文、病院診

療報酬法8条1項3文、4文）。

2.3.2. 二元資金調達方式

ドイツの計画病院の資金調達・費用補填には、契約医診療と異なり、二

元資金調達方式が採用されている。前述のとおり、原則として投資的経

費43は、州による病院計画・投資プログラムに基づく公費助成の対象にな

る（病院資金調達法4条）。公費助成の対象とする理由について、連邦政

府は、病院給付による住民への診療提供は生存配慮（Daseinsvorsorge）

に係る公的任務であり、それ故、病院の投資には公的財政援助が必要であ

るとし44、病院の整備や維持が生存配慮の公的任務である以上、公的疾病

保険の保険料負担者ではなく、租税支払者全体で資金調達されるべきもの

であると説明している45。一方、診療報酬の対象経費から投資的経費が概

ね除外されることが法定されており（17条4項）、診療報酬は経常的経費

を補填対象としている。

契約医診療と異なり、個々の病院が診療提供任務を引き受ける。このた

め、診療報酬配分システムは1段階構成であり、診療報酬は疾病金庫から

43	　病院資金調達法は、投資的経費をa）病院の施設（新築、移転、拡張）と
病院に帰属する耐久消費財（非耐久消費財を除く財）の費用、b）病院に帰
属する施設設備財産（設備財）の再調達に係る費用と定義している（2条2
号）。州から公費助成される投資的経費には、病院の建設費用、病院経営に
必要な施設設備の初期費用、平均使用期間が3年を超える施設設備の更新費
用などが含まれる旨の規定もある（9条1項）。

44	　Behrends,	B.	,	Praxishandbuch	Krankenhausfi	nanzierung.	2.	Aufl	.	2013,	S.	3.
45	　Simon,	M.	,	Das	Gesundheitssystem	in	Deutschland.	4.	Aufl	.	2013,	S.	405.
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各病院に支払われる。

2.3.3.　予算制と診療報酬

診療報酬制度については、病院別の予算制の下で、DRG包括報酬シス

テムが採用されている。診療報酬は、病院別に、DRG一件包括報酬や追

加報酬に係る収入予算（Erlösbudget）及びその他の個別的な診療報酬に

係る収入合計（Erlössumme）に基づき支払われる。収入予算等の額は、

個々の病院と疾病金庫側が交渉し、翌年分につき協定する（18条、病院

診療報酬法4条1項、2項、6条3項）。交渉は、DRG評価係数のデータに

基づき行われる。

DRG包括報酬システムは、公的疾病保険による診療報酬の配分基準で

あり、すべての一般病院について適用されている（病院資金調達法17条

1a項、17b条1項1文）。包括報酬システムにおける診療報酬形態は約10

種類設定されているが、最も枢要なものがDRG一件包括報酬（DRG-

Fallpauschalen）である。DRG一件包括報酬は、定義された症例に係る病

院での給付をすべてカバーする（17b条1項3文）。

DRG一件包括報酬の対象となる症例は、DRGに基づく分類に従い連邦

レベルで統一的に設定されるDRGカタログに掲載され、DRGごとに評価

係数が設定される（17b条1項4文、病院診療報酬法8条2項1文）。評価係

数は、他のDRGの評価係数との相対的な関係で算定された平均的な費用

の大きさを示すものであり（病院資金調達法17b条1項5文）、実際の診療

費用調査に基づき設定される（病院診療報酬法21条参照）。この評価係数

の合計に州ごとに設定される州基本単価が乗じられて診療報酬が算定され

る（4条2項2文）。ただし、DRGカタログに規定された各DRGに係る入

院期間上限を超えた入院に対しては、追加の診療報酬が支払われ、入院期

間下限を下回る入院に対しては、減算が行われる。

DRG一件包括報酬以外の診療報酬形態には、例えば、追加報酬

（Zusatzentgelte）、その他報酬（Sonstige	Entgelte）、加算・減算（Zu-	
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und	Abschläge）などがある。このうち、追加報酬は、未だDRGでは適正

に支払うことができない給付についての診療報酬であり、対象給付は、連

邦レベルの自治当事者が毎年協定する追加報酬カタログに収載される（病

院資金調達法17b条1項7文、病院診療報酬法7条1項2号、9条1項2号）。

DRG包括報酬システムの導入と発展は、連邦レベルの当事者である疾

病金庫中央連合会、民間医療保険協会、ドイツ病院協会が共同自治の任務

として担うこととされ、この任務においてこの三者はDRGカタログ等を

協定することが義務づけられている（病院資金調達法17b条2項、病院診

療報酬法9条1項1文）。DRGシステムの調整や評価係数の具体的な算定作

業は、三者が共同で設立した病院診療報酬研究所（Institut	 für	das	

Entgeltsystem	im	Krankenhaus.	InEK	GmbH）が担当する。InEKは、毎

年、臨床医学団体からのヒアリング等の手続きを行い、DRGカタログを

改定する。診療報酬システムの基本構成、評価係数の算定手続、連邦レベ

ルでの継続的なシステム改修等に係る重要な決定については、InEKの株

主総会の同意が必要である。InEKの改定に基づき、三当事者はDRGカタ

ログを協定する。

州基本単価については、州レベルの当事者である州病院協会、疾病金庫

州連合会、民間医療保険協会が、毎年、翌年に適用する単価を協定する（病

院診療報酬法10条1項1文）。

2.3.4.　新たな診断治療方法の評価

病院診療分野における新たな医療技術の保険適用如何もG-BAが決定す

るが、その仕組みは契約医診療の場合とは大きく異なる。

DRGカタログ未収載のNUBであっても、G-BAが公的疾病保険被保険

者の診療に必要がないと決定しない間は、病院は疾病金庫の負担で提供す

ることができ、診療報酬が支払われる（社会法典第5編137c条1項）46。

46	　ただし、社会法典第5編137c条は、G-BAの消極的な決定がなされるまで
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G-BAの決定は、契約医診療の場合と異なり、DRGカタログから当該診断

治療方法を排除する方向でのみ働く（禁止留保を伴う許可。Erlaubnis	

mit	Verbotsvorbehalt）47。このため、G-BAのかかる決定がない間は、高度

で先進的な診断治療方法が比較試験などの臨床研究を経ることなく公的疾

病保険の給付対象になり得る仕組みになっている。

その制度趣旨は、病院診療において医療技術のイノベーションが顕著に

発生することを積極的に評価する一方で、医学的に疑問のある診療が公的

疾病保険の負担となるのを防ぐところにあると説明されている。また、病

院におけるNUBの導入に関する許容性については、病院組織や病院勤務

医間のピアレヴューによって、恣意的な診断治療方法の実施から患者は保

護されるとの認識が挙げられている48。

病院診療におけるNUBに対する評価においては、契約医診療の場合と

同様、研究機関であるIQWiGが有効性や経済性の評価作業を行い、その

勧告をG-BAは考慮しなければならない。

の間、病院に対し任意の診断治療方法を許容する趣旨ではなく、2条1項3
文の医療の質に対する基準（一般的に承認された医学水準に応じ、医学の進
歩を考慮したもの）の適用は排除されない。137c条は、新たな診断治療方
法の導入に当たり統一的な公式手続を経ることは要求しないが、適応や必要
性、経済性についての事前審査等を病院が自主的に行うことなどを帰結す
る。Altmiks,	 C.	 in:	 Bergmann,	 KO.	 /Pauge,	 B./Steinmeyer,	 H-D.（Hrsg.）,	
Gesamtes	Medizinrecht.	2.	Aufl.2014,	§SGBⅤ§139c	Rn.	5.

47	　当該NUBがDRGカタログから排除されても、その費用を患者が自発的に
負担することにより、臨床適用の余地があるかどうかについては争いがあ
る。Pütter,	 N.	 in:	 Dettling,	 H-U.	 /Gerlach,	 A.（Hrsg.）,	 Krankenhausrecht	
kommentar,	2014,	§137c	SGBⅤ	Rn.	29は、職業の自由の表れである治療の
自由を根拠に臨床適用の可能性を認める。Viessmann,	 T.	 in:	 Spickhoff（Fn.	
13）,	§137c	 SGBⅤ	 Rn.	 7は、社会法典第5編137c条が医療の質を確保する
ための規範でもあることを理由に臨床適用から排除されるとする。

48	　BT-Drucksache	17/6397,	S.	6.
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３．体系化のアプローチ

２．の医療提供体制と診療報酬に関する制度概要を踏まえ、医療の質の

確保に関する制度の描写に取り組む。その前提として、体系描写のあり方

を検討する。検討の素材は、ドイツ法における規定の配置（３．１．）、ド

ナベディアンによる構造、プロセス、結果の3分類（３．２．）、ドイツに

おける医療の質の確保に関する法制度の体系化についての議論（３．３．）

の3つである。

なお、本稿における体系化アプローチの検討は、網羅的なものではない。

ドイツの医療の質の確保に関する制度を描写するに当たって、さしあたり

有効と思われる体系の例を探索するにとどまる。

３．１．医療の質の確保に関する規定の配置

はじめに、医療の質の確保に関する規定の配置状況を評価する。法制と

法律内の条文の建て方は然るべく体系化されているはずであり、実際にそ

うであるなら、体系描写の構成としてそのまま利用できるからである。

規定群は、医師職業法（Berufsrecht）と社会法（Sozialrecht）に大き

く分けることができる。医師職業法は、医師資格と医学教育、研修などを

規律しており、人材（ヒト）の側面から医療の質の確保を図るものと理解

することができる。社会法は、社会法典第5編のほか、病院資金調達法や

病院診療報酬法から構成されており、主に医療機関（モノ）や公的疾病保

険の給付（カネ）の側面から医療の質を規律し得るものである。後述のと

おり、社会法においても研修の義務づけなど人材に着目した規律もある

が、医師の職業法と社会法は、概ね、ヒトとモノ・カネの分類に対応して

いるから、体系の第1段の区分に利用することができる。

問題は、社会法内での構成である。確かに、社会法典第5編には「給付

提供の質の確保」と題する節が設けられており、体系化の努力の跡が窺わ
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れる。しかし、同法典では自治当事者やG-BAに対して具体的な制度内容

の決定を命ずる形での規定が多用されており49、具体的な制度内容はG-BA

の指針などを併せ読まなければ把握できないことも少なくない。また、給

付提供者に対して一定の義務を課す規定と自治当事者やG-BAに対して給

付提供者への義務づけ内容の決定を命ずる規定が離れて置かれているな

ど50、医療の質の確保に関する制度単位ごとに規定がまとめられているわ

けでもない。診療報酬上の措置や病院計画からの排除、すなわち給付提供

からの排除を伴う制度については、病院資金調達法などの規定も参照しな

ければならない51。このため、社会法典第5編における関連規定の建て方

は、医療の質の確保に関する制度を構造的に描写するための体系としては

依拠しがたいと言わざるを得ない。社会法典第5編や病院資金調達法など

に含まれる医療の質の確保に関する規定を再整理するための外在的な視点

を導入することが必要である。

３．２．構造、プロセス、結果

外在的な視点として初めに思い浮かぶのが、ドナベディアンによる構

造、プロセス（過程）、結果の質という医療の質評価方法の3分類であろう。

構造とは、「医療の提供者、または提供者が使える道具や資源、その働く

49	　例えば、G-BAに対し、給付提供者に対する一般的な医療の質の確保改善
の義務づけ、施設内医療の質マネジメントシステム、診断治療方法の必要性
と質に関する基準（最低要件）に関する指針の策定を求める社会法典第5編
136条1項参照。

50	　例えば、施設・セクター共通の医療の質の確保措置について、契約医、外
来診療センター、許可病院などに当該措置への参加を義務づける規定は社会
法典第5編135a条2項に置かれているが、当該措置の具体的内容を定める
G-BAの指針については136条1項1文1号が規定している。

51	　例えば、施設共通医療事故報告システムに参加する病院に対する診療報酬
加算については、病院資金調達法17b条1a項4号が規定している。
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組織的な場所」、「医療を提供するのに必要な、人的、物理的、財政的な資

源」、「専門職の人材の数、分布、資格、また、病院や他の施設の数、規模、

設備」52などを指すとされる。プロセスとは、「医療者と患者の間及び彼ら

自身の内部で起こっている活動」や「規範的な行動」53をいうものである。

結果とは、「医療によって患者にもたらされた、現在とその後の間での健

康の変化を意味する」とともに、「身体的生理的面に加えて社会的心理的

な機能の改善」や「患者の姿勢（満足を含む）、患者が得た健康関連知識、

そして、健康関連行動の変化」を含むと整理されている54。こうした構造、

プロセス、結果という評価方法の違いに応じて、医療の質の確保に関する

制度を体系化していくアプローチも考えられる。確かに、わが国でも見ら

れるように、診療報酬の算定要件では構造指標が多用されているから、診

断治療方法や給付を対象とする制度は構造による評価として分類し、医療

事故報告システムのような制度は結果の質に着目するものとして整理する

ことはできそうである。

しかし、診断治療方法や給付の要件には、近年、プロセス指標や結果指

標も導入されてきており、構造評価の枠内に位置付けることは難しくなっ

ている。また、施設内の医療の質に関して組織的にマネジメントを継続し

ていく手法（5.3.2.（１）参照）は、構造、プロセス、結果のいずれの側

面も包摂するものである。医療機関ごとに医療の質の確保に関する現況や

データを公開させる手法（5.3.3.（５）参照）も同様である。

このように、構造、プロセス、結果という評価方法は、医療の質の確保

に関する制度において何らかの要件を設定する際に指標の形で利用される

ものであり、制度群を腑分けしていく分類軸としては、適切ではない。

52	　Donabedian（東訳）・前掲（注14）86頁。
53	　Donabedian（東訳）・前掲（注14）84頁。
54	　Donabedian（東訳）・前掲（注14）88頁。
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３．３．カテゴリーと手段

医療の質の確保に関する規定を再整理するための外在的な視点として、

次に、ドイツの医療法学（Medizinrecht）において医療の質の確保に関す

る法の体系化につき初めて論じたハーニーらによる提案55を検討する。

その体系化のアプローチは、医療の質の確保のカテゴリー（Kategorien）

と医療の質の確保の手段（Instrumente）を区別し、カテゴリーに手段を

位置付けていくというものである。カテゴリーとして設定されるのは、

（a）「データに基づく医療の質の確保」、（b）「構造、プロセス、結果に関

する質の確保」、（c）「医療機関における内部的医療の質の確保」、（d）「医

療の質の確保に関する情報提供を通じた医療の質の確保」、及び、（e）「ファ

イナンスによるインセンティブを通じた医療の質の確保（成果に対する支

払）」の5つである。手段として分類されるのは、例えば、臨床がん登録、

（新たな）診断治療方法の評価、最低給付量規制、許可病院の構造化され

た医療の質報告書、公的疾病金庫の評価ポータルサイトなどである56。

この提案によれば、カテゴリーの設定は、手段の共通点と相違点を可視

化し、手段を整理し、体系的な観察を行うのに役立つという57。例えば、

「データに基づく医療の質の確保」のカテゴリーは、データベースないし

データシステムを利用して、医療の質を標準化されたデータに基づき体系

的に把握し、評価し、改善し、コントロールするという特徴がある58もの

として設定されている。データ等に基づく施設間比較による措置や臨床が

ん登録が手段として位置付けられている。「構造、プロセス、結果に関す

55	　Harney,	A./Huster,	S./Recktenwald,	B.,Das	Recht	der	Qualitätssicherung	
im	 SGBⅤ	 –	 rechtliche	 Grundlagen	 und	 Systematisierung,	 MedR（2014）
32,	S.	273-282,	365-372.

56	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	273.
57	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	273.
58	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	274.
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る質の確保」のカテゴリーは、診断治療方法や給付に関する直接的な最低

基準を定式化する手段が属するものであり、公的疾病保険からの診療報酬

の支払いの対象となるかどうかに決定するものであるとして画されてい

る59。医師に対する継続研修の義務づけ、診断治療方法の評価と要件、最

低量規制などの手段が含まれる。「医療機関における内部的医療の質の確

保」のカテゴリーは、他のカテゴリーとは異なり、医療機関外の機関が関

与しないで施設内で実施されるという特徴があるものとして設けられてい

る。施設内医療の質マネジメントシステムがこのカテゴリーに属する。

こうしたアプローチの特徴は、個々の制度群ないし手段群の主要な共通

要素に着目して、カテゴリーを設定するところにある。確かに、何を主要

な共通要素と見るかについての検討や理由付けがされているわけではな

い。が、医療機関内部で一応完結する手段なのか、データベースを用いて

施設間の比較を行う形で行う手段なのか、個々の診断治療方法を対象とす

る手段なのかといった共通要素を看取しようとする視点は、医療の質を確

保する手段が働きかける規律対象60の種類ないし範囲に対応するものであ

る。規制的手法を中心とする医療の質の確保に関する制度を体系化するア

プローチとして、わかりやすく説得力がある。また、医療制度における規

律対象は各国間で大きく異なるところはないから、規律対象の種類ないし

範囲に対応してカテゴリー分けをする方法は、比較法による調査研究を行

う際にも利用しやすいと考えられる。

３．４．本稿のアプローチ

そこで、本稿では、ハーニーらの体系化アプローチを踏まえて医療の質

59	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	277f.
60	　本稿では、「規律対象」の語を規制による義務や禁止の名宛人ではなく、

何らかの要件や指標があてがわれる事物を指すものとして使用する。



144 ドイツにおける医療の質の確保に関する制度の構造と法体系モデル　（田中伸至）

の確保に関する制度や法的手法を体系化することとしたい。

ただし、ハーニーらによるカテゴリーの設定や手段の位置付け自体には

採用しがたい部分もある。例えば、「ファイナンスによるインセンティブ

を通じた医療の質の確保（成果に対する支払）」が独立のカテゴリーとし

て設けられているが、「構造、プロセス、結果に関する質の確保」のカテ

ゴリーとの間での線引きが難しいように思われる。特に、わが国の公的医

療保険のように診療報酬算定区分に構造やプロセスなどの指標が数多く組

み込まれ、医療の質の改善に向けた動機付けが幅広く行われている制度で

は、これら2つのカテゴリーを別々に建てる意義は乏しい。本稿は、わが

国における医療の質に関する法状況を把握するための「枠組み」を比較制

度の方法により獲得することを目的としているから、ハーニーらによるこ

うした整理をそのまま用いてドイツの制度を整理するのは適切ではな

い61。

カテゴリーへの手段の位置づけにも、違和感を覚える部分がある。「構

造、プロセス、結果に関する質の確保」のカテゴリーは、概ね診断治療方

法ないし給付を対象とする手段を包摂するものの、医師の継続研修義務の

ような医師を対象とする手段も含まれているからである62。

61	　ただし、ハーニーらが「ファイナンスによるインセンティブを通じた医療
の質の確保（成果に対する支払）」を独立したカテゴリーとしている背景に
は、ドイツ法が医療の質に関する最低基準と質の向上とを区別しようとして
いることがあると思われる（Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	 55）,	 S.	
368）。サンクションとの関係で整理すると、前者は給付提供の可否や診療報
酬支払の可否に対応し、後者は診療報酬の加算に対応しているようである。

62	　他の文献においても、専門医資格により医師の医業の範囲を当該専門分野
に制限することは医師の構造上の質（ärztliche	 Strukturqualität）の問題で
ある旨の記述があり（Ring,	G.	Die	ärztliche	Pflicht	zur	Qualitätssicherung,	
MedR（2016）34,	 S.	 425）、ドイツではそうした位置づけが一般的であるの
かもしれない。例えば、特定の専門医の配置医療機関や給付の構造要件の一
つとされる場合、その専門医の専門的能力如何は専門医資格や継続研修に依
存するから、専門医制度や継続研修の義務づけは構造の質の問題であると整
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こうした部分を修正し、日本法にもなじみやすいアプローチを案出する

こととしたい。すなわち、上述のとおり、第1段階の分岐は、医師の職業

法と社会法とする。ドイツ法では、職業法と社会法とを区分して制度描写

を行うのが通例であるように見受けられるし63、日本法でも、医師の資格

に関する医師法と医療保険各法と分けて制度描写するのが通例であるか

ら64、両国の比較制度のための基礎的作業としてもかかる分岐は適切であ

る。社会法における第2段階の分岐は、規律対象の種類ないし範囲に依拠

した簡明なものとなるよう、「給付を対象とする制度」、「医師を対象とす

る制度」、「医療施設を対象とする制度」、「医療提供体制に関係する制度」、

「医療施設情報提供制度」というように5つのカテゴリーを設定する65。そ

理することは可能であろう。
63	　Laufs,	A./Kern,	B-R.（Hrsg）,	Handbuch	des	Arztrechts,	4.	Aufl.	2010,	3.	

Kapitel,	 4.	 kapitel,	 6.	 kapitel;	 Quaas,	 M.	 /Zuck,	 R.	 /Clemens,	 T.	 ,	
Medizinrecht,	 3.	Aufl.	 2014,	 2.	Teil,	 1.	Abschnitt,	 3.	Abschnitt;	 Janda,	 C.	 ,	
Medizinrecht,	3.	Aufl.	2016.	3.	Kapitel,	5.	Kapitel.

64	　わが国の医療制度を対象とする近時の法学体系書・概説書を見ると、社会
保障法学の文献では、医療保険各法と医療機関のみを扱い、医療職の資格制
度を取り上げないものが見られる（例えば、菊池馨実編『ブリッジブック社
会保障法』（信山社、2014年）、河野正輝・江口隆裕編『レクチャー社会保
障法〔第2版〕』（法律文化社、2015年）、河野正輝・中島誠・西田和弘編『社
会保障論〔第3版〕』（法律文化社、2015年）、本沢巳代子・新田秀樹編『ト
ピック社会保障法〔2017	 第11版〕』（不磨書房、2017年）参照）。医師の資
格制度につき説明を加えるものもあるが、その分量は少なく、簡単な概略を
述べるにとどめるのが通例であるようである（例えば、西村健一郎『社会保
障法』（有斐閣、2003年）、加藤智章、菊池馨実、倉田聡、前田雅子『社会
保障法〔第6版〕』（有斐閣、2015年）。なお、医療職の資格制度に相応の分
量を割く社会保障法学の体系書として、菊池馨実『社会保障法』（有斐閣、
2014年）306頁ないし311頁がある。医事法の文献では、医療職の資格制度
につき章を建て詳しく説明を加えるものの、医療保険各法はほとんど取り扱
わないように見受けられる（手嶋・前掲（注23）、米村・前掲（注25）参照）。

65	　いくつかのカテゴリーを設けるアイディアは、わが国の社会保障法学にお
いても、医療の質の確保に関する制度をとらえる際の「医療機関が提供する
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して、第3段階として、これら5つのカテゴリーの中にハーニーらの体系

における手段に相当するサブシステムを位置付けることとする。

「給付を対象とする制度」のカテゴリーには、診断治療方法の審査や最

低要件、診療報酬の算定要件設定などの手段を置く。給付に焦点を当てた

措置を取りまとめるためである。「医師を対象とする制度」のカテゴリー

は、近時、社会法においても医師の研修義務を規定するに至っていること

から、職業法とは別に項目を設けるものである。「医療施設を対象とする

制度」のカテゴリーでは、施設内医療の質マネジメントシステム、データ

等に基づく施設間比較による措置、施設共通医療事故報告システムなどを

整理する。医療施設が施設全体として、あるいは、組織的に取り組む対応

を共通要素とするカテゴリーとして理解する。「医療提供体制に関係する

制度」のカテゴリーには、個々の医療施設を超え、医療施設自体の特定の

診療領域への参入、診療機能の分担や配置も視野に入れた手段を位置付け

る。病院計画からの排除や最低給付量規制による診療科などの機能集約が

サービスの質の評価、個々の診療行為に対する評価、医療従事者の資格の認
定、医療サービスの供給体制など」の「さまざまな側面」（石田・前掲（注
26）「第三者評価による医療の質の確保」80頁）や、「良質保障システムの
基本理念、医療従事者の資格基準、質評価システム、苦情処理手続き」を検
討する「総合的なアプローチ」（西田・前掲（注26）「医療における良質保
障の法的枠組み」2頁ないし4頁）という形で言及されている。また、原田・
前掲（注26）「医療の質保証に関する法的検討」100頁ないし107頁では、「わ
が国の医療の質をめぐる法規制の枠組」として「資格免許の規制」、「医療施
設の規制」、「費用機構の規制」、「第三者による評価・監視」、医療機関内の
QC活動や職能団体によるガイドラインの策定などの「その他」の5つ項目
に分け、日本法における医療の質の確保に関する規制手段を描写している。
本稿においてドイツ法を整理するために使用するカテゴリー設定は、これら
の「側面」や法規制分野の列挙とは異なるが、それらを各カテゴリーに包摂
し得るものである。医療の質の確保に関する制度について日本法を含めた
比較法研究を行う際の「枠組み」として十分に利用可能であると考えてよい
であろう。
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該当する。「医療施設情報提供制度」では、医療の質報告書の制度を描写

する。他の4つのカテゴリーに属する措置への医療施設の取組み状況を把

握し、公表するものである。

もちろん、このカテゴリーの区分けにも不全感はあろう。例えば、診断

治療方法や給付の最低要件などには、施設の構造や診療プロセスなどの指

標が位置付けられているから、「医療施設を対象とする制度」のカテゴリー

に置くことも可能である。最低要件や診療報酬の算定要件を満たすには施

設全体としての対応や組織的な取組みが必要であるといえなくもない。

「医療施設を対象とする制度」のカテゴリーと「医療提供体制に関係する

制度」とのカテゴリーの間の線引きも明確なものではない。

しかし、個々の給付に関する人的物的要件と施設の組織や運営をも視野

に入れたマネジメントとは、やはり区別するのが自然である。個々の医療

機関における改善措置を念頭に置く手段と医療機関の特定の診療領域への

参入や機能集約といった医療提供体制に関係する手段を区別することも、

手段の目的効果や影響の範囲を認識する上で有益であると思われる。

したがって、本稿では、社会法の中に第2段階の分岐として上掲の5つ

のカテゴリーを設け、体系的な制度描写を試みることとする。医師の職業

法における第2段階のレベルでは、「医師の資格と医学教育」、資格取得後

の「継続研修義務」に区分する。

４．医師の職業法

ここから、３．において採用することとしたカテゴリー区分の順で、ド

イツにおける医療の質の確保に関する制度を整理し、描写していく。



148 ドイツにおける医療の質の確保に関する制度の構造と法体系モデル　（田中伸至）

４．１．医学教育と卒後研修

はじめに、医師の職業法における医療の質を確保するための制度を取り

上げる。医師の資格に関わる制度は、すべて何らかの形で医師の診療能力

を涵養し、維持向上を図ることを通じて医療の質の確保に寄与するもので

あるが、ここでは、医師免許の取得に係る制度と医学教育に焦点を当てる。

4.1.1.　医師資格法制

ドイツの医師資格制度は、連邦医師法と医師免許令66、州の医療職法な

いし医療職会法によって構築されている。連邦医師法は、医師の職務の性

質を定め（1条）67、医業の実施（Ausübung	des	ärztlichen	Berufs）には原

則として医師免許（Approbation	als	Arzt）が必要であること（2条）68、免

許要件（3条）、免許の撤回・取消（5条）、停止（6条）等を規定する。免

許を受けるには、病院等での臨床研修を含む最短6年間の大学での医学教

育の後に医師試験に合格することが必要である（3条1項4号）。大学医学

教育と医師試験・免許の詳細については、同法の委任を受け（4条1項）、

医師免許令が連邦内を統一的に規定する。一方、州の医療職法は、州医師

会の組織、卒後研修、診療科の標榜等を規律する69。州医師会には、州内

で医業を行うすべての医師などが加入する70。

66	　Approbationsordnung	 für	 Ärzte（ÄapprO	 2002）vom	 27.	 Juni	 2002,	
BGBl.	I	S.	2405.

67	　医師は個人と国民全体の健康に奉仕し（1条1項）、医師の職務は商工業
（Gewerbe）ではなく、自由業（freie	Beruf）である（同条2項）とされる。

68	　一時的又は特定の医業の実施を認める許可（Erlaubnis）制もある（連邦
医師法2条2項、10条、10a条）。

69	　例えば、ザクセン−アンハルト州においては、同州医療職会に関する法律
（Gesetz	 über	 die	 Kammern	 für	 Heilberufe	 Sachsen-Anhalt（KGHB-LSA）
vom	13.	Juli	1994）である。

70	　例えば、ザクセン−アンハルト州医療職団体法2条1項。
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4.1.2.　医学教育と医師免許71

大学での医学教育は、連続48週間の臨床実習学年（praktisches	Jahr）

を含む6年間行われることとされ、その中に、4ヶ月の臨床研修（Famulatur）

と3回の医師国家試験が組み込まれている（医師免許令1条2項）。教育内

容は、診療科を総合した疾患の考察と治療の調整、他の医療職との協働な

どに留意したものとすることとされる（1条1項）。

初めの2年間の医学教育を終えると第1次医師国家試験があり（1条3項

1号）、物理学、生理学、化学、生化学、分子生物学、生物学、解剖学等

につき筆記試験及び口頭試問により審査される（22条1項、23条、24条）。

第1次試験合格後さらに3年間の教育を受けた後に、第2次試験が行われ

る（1条3項2号）。受験するには、それまでに履修した専門科目（総合診

療（Allgemeinmedizin.	診療科標榜上「家庭医」とも呼ぶ）、外科、内科、

小児科、婦人科・産科など22科目）や総合的科目（疫学、感染症学、救

急医療、緩和医療など14科目）などについての成績証明が必要である（27

条）。試験は、筆記形式であり、症例に基づいた出題がされる（28条）。

第2次試験合格後、1年間の臨床実習学年に入る。実習は、それぞれの16

週間ごとの実習期において内科、外科、総合診療又は他の専門科目からの

選択科目につき（3条1項）、大学病院又は大学が州所管庁の合意を得て指

定した病院で実施される。総合診療を選択した場合は、診療所でも実習を

行う（同条2項）。その後、第3次試験が実施される（1条3項3号）。試験

は、内科、外科、臨床実習における選択科目について口述形式で行われ（30

条2項）、実際に患者を診察しながら行う試験も含まれる（同条1項）。

1名又は複数名の患者に関する病歴、診断、予後予測、治療計画等の作成・

71	　ドイツにおける医学教育、医師免許制度等を概観できる資料として、
Bundesministerium	 für	 Gesundheit,	 Ärztinnen	 und	Ärzte,	 <http://www.
bundesgesundheitsminister ium.de/themen/gesundheitswesen/
gesundheitsberufe/aerzte.htmll>、Laufs,	A.	/Kern,	B-R.（Fn.	63）,	S.	87-105参照。
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提出も求められる（同条4項）。

第3次試験に合格した者は、当該試験が行われた州の所管庁に申請を行

い、医師免許を授与されることになる（39条1項）。

4.1.3.　卒後研修と診療科標榜規制

2.2.1.で見たように、医師免許を有していても、診療科（診療科名、細

分診療科名又は重点診療域名、副診療科名）の標榜を自由にできるわけで

はない。州の医療職法に基づく卒後研修の修了と州医師会による修了の承

認が必要である。

卒後研修は、州医師会により実施される72。研修は、（a）1診療科につき

3年以上の研修を受けること、（b）細分診療科の研修はその細分診療科の

属する診療科の研修内で行うことが可能であること、（c）診療科と細分診

療科の研修は原則としてフルタイムの勤務で行うこと、（d）研修は大学

病院又は診療所を含む許可された施設において医師会から権限付与された

医師会構成員の責任の下で実施されることといった枠組みの下で行われ

る73。卒後研修に関する詳細は卒後研修規定が定めることとされており、

卒後研修指導医への授権74、卒後研修機関（大学病院や医師会が承認した

72	　例えば、ザクセン−アンハルト州医療職団体法5条1項5号。
73	　例えば、ザクセン−アンハルト州医療職団体法25条1項ないし3項、26条

1項。
74	　例えば、ザクセン−アンハルト州医師会卒後研修規定A部5条。指導医へ

の授権要件は、主として、当該診療科目の標榜ができることと、多年にわた
る医業経験を有することである（同条2項）。指導医への授権の申請に当
たっては、卒後研修プログラムを作成・添付しなければならない。このプロ
グラムは指導医から研修医に手交される（同条5項）。また、指導医は医師
会の評価・質の確保対策に参加する義務を負う（同条6項）。



法政理論第50巻第3・4号（2018年） 151

医療機関であること）75、標榜承認試験76、診療科等の名称と研修内容などの

規定が置かれている77。診療科（Gebiet）は33科あり、専門医の領域を画

している（資料1「診療科、専門医資格、重点診療域資格一覧表」参照）。

「総合診療（家庭医）」（Facharzt	/	Facharztin	 für	Allgemeinmedizin

（Hausarzt））も一つの診療科、すなわち専門医として位置付けられてい

る78。

資料1　診療科、専門医資格、重点診療域資格一覧表

（ザクセン−アンハルト州医師会卒後研修規定B部）
診療科 専門医資格及び重点診療域資格

1. 総合診療 専門医　総合診療
2. 麻酔科 専門医　麻酔科
3. 解剖学 専門医　解剖学
4. 労働医学 専門医　労働医学
5. 眼科 専門医　眼科
6. 生化学 専門医　生化学
7. 外科 基本卒後研修

7.1　専門医　一般外科
7.2　専門医　血管外科
7.3　専門医　心臓外科
7.4　専門医　小児外科
7.5　専門医　整形外科及び災害外科
7.6　専門医　形成外科及び美容外科
7.7　専門医　胸部外科
7.8　内臓外科

75	　例えば、ザクセン−アンハルト州医師会卒後研修規定A部6条。診療所も
承認を受けることができる（同条1項2文）。承認要件は、卒後研修にとって
典型的な疾患の患者が日常的に十分に存在すること、施設の人員設備が医学
の進歩を考慮したものであることのほか、病院にあっては診療科医局におい
て定期的に症例検討会を行っていること（Konsiliatätigkeit）も加わる（同
条2項）。

76	　例えば、ザクセン−アンハルト州医師会卒後研修規定A部12条ないし16条。
77	　例えば、ザクセン−アンハルト州医師会卒後研修規定B部。
78	　例えば、ザクセン−アンハルト州医師会卒後研修規定B部1号。
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診療科 専門医資格及び重点診療域資格
8. 婦人科及び産科 専門医　婦人科及び産科

重点診療域
　−　婦人内分泌科及び生殖科
　−　婦人腫瘍科
　−　特殊産科及び周産期科

9. 耳鼻咽喉科 基本卒後研修
9.1　専門医　耳鼻咽喉科
9.2　専門医　言語発声小児難聴科

10. 皮膚科及び性病科 専門医　皮膚科及び性病科
11. 人間遺伝学 専門医　人間遺伝学
12. 衛生環境医学 専門医　衛生環境医学
13. 内科 基本卒後研修

13.1　専門医　内科
13.2　専門医　内科及び脈管学
13.3　専門医　内科及び内分泌科及び糖尿病科
13.4　専門医　内科及び消化器科
13.5　専門医　内科及び老人医学
13.6　専門医　内科及び血液科及び腫瘍科
13.7　専門医　内科及び循環器科
13.8　専門医　内科及び腎臓科
13.9　専門医　内科及び呼吸器科
13.10　専門医　内科及びリューマチ科

14. 小児青年科 専門医　小児青年科
重点診療域
　−　小児血液科及び小児腫瘍科
　−　小児循環器科
　−　小児腎臓科
　−　小児呼吸器科
　−　新生児科
　−　小児神経科

15. 小児青年精神科及び心理療法科 専門医　小児青年精神科及び心理療法科
16. 病理診断科 専門医　病理診断科
17. 微生物、ウイルス及び感染症疫学 専門医　微生物、ウイルス及び感染症疫学
18. 口腔外科 専門医　口腔外科
19. 神経外科 専門医　神経外科
20. 神経科 専門医　神経科
21. 核医学 専門医　核医学
22. 公的医療制度 専門医　公的医療制度
23. 病理科 基本卒後研修

23.1　専門医　神経病理科
23.2　専門医　病理科

24. 薬理学 基本卒後研修
24.1　専門医　臨床薬理学
24.2　専門医　薬理学及び毒物学

25. 理学療法及びリハビリテーション医学 専門医　理学療法及びリハビリテーション医学
26. 生理学 専門医　生理学
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診療科 専門医資格及び重点診療域資格
27. 精神科及び心理療法科 専門医　精神科及び心理療法科

重点診療域
　−　司法精神医学

28. 心療内科及び心理療法科 専門医　心療内科及び心理療法科
29. 放射線科 専門医　放射線科

重点診療域
　−　小児放射線科
　−　神経放射線科

30. 法医学 専門医　法医学
31. 放射線療法科 専門医　放射線療法科
32. 輸血科 専門医　輸血科
33. 泌尿器科 専門医　泌尿器科

研修内容は、各診療科別に規定され、診療科の定義が置かれた上で、研

修の目的、期間、研修内容が定められている。一例として、総合診療につ

いて見ると79、まず、「総合診療は、各年齢層の患者がそれぞれの健康障害

を得たときに患者の生活に寄り添う形で行う家庭医としての診療であり、

疾患、健康上の問題又は危険の生物的、精神的及び社会的な側面を考慮す

るとともに、医療制度における他の医師や専門職の助言を求めることを決

定する医学的な専門知識の下で行われるものである」といった定義が置か

れている。次に、60ヶ月間の卒後研修期間とその内訳が示され、さらに、

研修内容として「健康相談、暴力と中毒の予防を含む健康問題の早期発見、

予防、リハビリテーションの導入と実施、アフターケア」、「非感染性、感

染性、中毒性及び腫瘍性疾患並びにアレルギー性、免疫性、代謝性、栄養

関連及び変性疾患の鑑別診断と治療、これらの疾患の高齢者における特性

への配慮」、「高齢者薬物療法を含む高齢期における老年症候群及び疾患の

観察」、「糖尿病治療の実施及び記録」といった十数項目が列挙されている。

また、心電図、血圧測定、腹腔超音波、穿刺・カテーテル、輸液・輸注・

補血等の内科分野での診察・治療も含まれる（資料2「卒後研修規定にお

79	　ザクセン−アンハルト州医師会卒後研修規定B部1号参照。
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ける診療科の定義と研修内容等の規定の例」参照）。

資料2　卒後研修規定における診療科の定義と研修内容等の規定の例

（ザクセン−アンハルト州医師会卒後研修規定B部1号抜粋）

1.　診療科　総合診療

定義：

　総合診療は、各年齢層の患者がそれぞれ健康障害を得たときに患者の生活に寄り
添う形で行う家庭医としての診療であり、疾患、健康上の問題又は危険の生物的、
精神的及び社会的な側面を考慮するとともに、医療制度における他の医師や専門職
の助言を求めることを決定する医学的な専門知識の下で行われるものである。総合
診療は、患者を中心に据えて、疾病時の医学的、精神的及び社会的援助を統合する
ものである。
　また、総合診療には、急性疾患又は慢性疾患の診療、予防及び健康相談、疾病の
早期発見、リハビリテーションの導入、患者の保健医療にとって有意義なあらゆる
人員及び機関との連携、住民の健康増進活動の支援、患者にとって重要なすべての
データの集約も含まれる。
総合診療の専門医

（家庭医）

卒後研修の目的：

　卒後研修の目的は、本規定の卒後研修期間及び卒後研修内容並びに卒後研修コー
スの履修に基づいて、総合診療の専門医資格（家庭医）の獲得することである。

卒後研修期間：

　第5条第1項第1文に基づく卒後研修機関において卒後研修指導資格者の下での
60ヶ月
　うち、
　−　内科の入院診療についての基本卒後研修18ヶ月
　−　	直接患者を診療する診療科における18ヶ月（外来においても、また、3か月

単位で）
　　　うち、
　　　−　外科6か月
　　　−　小児青年科を原則として6か月
　−　外来家庭医診療における卒後研修24ヶ月
　　　うち、
　　　−　総合診療18ヶ月
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　心療内科の基本的な診療における第4条第8項に基づく卒後研修コース80時間

卒後研修内容：

　内科の基本卒後研修の内容における知識、経験及び能力の習得：
　−　	健康相談、暴力と中毒の予防を含む健康問題の早期発見、予防、リハビリテー

ションの導入と実施、アフターケア
　−　	非感染性、感染性、中毒性及び腫瘍性疾患並びにアレルギー性、免疫性、代

謝性、栄養関連及び変性疾患の鑑別診断と治療、これらの疾患の高齢者にお
ける特性への配慮

　−　基本的な腫瘍診療
　−　患者に対する緩和ケア
　−　	それぞれの病像に対する検査のための適応症の判断、適切な検体収集及びそ

の取扱い並びに結果の整理
　−　高齢者薬物療法を含む高齢期における老年症候群及び疾患の観察
　−　	中毒患者に対する危機介入及び一連の相談指導を含む心因性症状、精神身体

的反応及び社会的文脈の把握
　−　予防及び早期発見措置
　−　食事療法並びにカウンセリング及び研修を含む栄養障害の診療
　−　糖尿病治療の実施及び記録
　−　遺伝相談に関する適応症の判断を含む遺伝性疾患の基礎的な診療
　−　理学療法措置に関する適応症の判断及びモニタリング
　−　薬物療法の基本的な診療
　−　バイタルサインの維持及び蘇生のための救命措置を含む救急症例の鑑別と治療
　−　能力及び耐久力、労働能力、稼得能力並びに要介護状態の評価
　−　集中治療における基本的なケア

　その他の基本卒後研修の内容における知識、経験及び能力の習得：
　−　	不特定の患者集団において発生するあらゆる健康障害及び疾患に対する初期

診断、相談及び治療
　−　疾病罹患時における医学的、精神的、社会的ニーズの統合
　−　長期的な家庭医学的診療
　−　小児期及び青年期における行動上の問題の鑑別と診療の調整
　−　	特に複数疾患を持つ患者に対する診療における他の医師、看護介護職及び社

会的支援との連携を含む多職種協働
　−　	在宅医療を含む老人ホーム及びその他の社会環境における患者の家庭環境及

び居住環境を踏まえた診療
　−　例えば、地方自治体プロジェクトの枠組みにおける健康増進対策
　−　予防と早期診断
　−　中毒の鑑別診断と対応措置の導入
　−　職場に対する介入を含む環境関連の被害の影響の識別、評価と治療
　−　機能障害に対する特別な配慮の下での筋骨格系疾患の治療
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　−　	家庭医診療において必要な創傷ケア及び創傷処置の技術、切開、摘出及び摘
出生検並びに末梢神経ブロック及び局部末梢神経ブロックを使用して行うそ
れらの措置

　内科の基本卒後研修において定義された検査及び治療方法：
　−　心電図
　−　エルゴメータ運動負荷試験法
　−　長時間心電図
　−　長期血圧測定
　−　肺機能肺活量測定
　−　泌尿器生殖器を含む腹腔及び後腹膜の超音波検査
　−　甲状腺の超音波検査
　−　四肢と脳血管のドップラー超音波検査
　−　検体の確保を含む穿刺技術及びカテーテル挿入技術
　−　輸液、輸血及び血液補充療法、経腸及び非経口栄養
　−　直腸鏡検査

特別な経過規定：

　（略）

４．２．継続研修義務

医師に対する医学教育は、医師資格取得後も行われることが法定されて

いる。すなわち、医師には、州の医師会会員として、継続研修を受ける義

務がある80。継続研修は、州の医師会が実施する81。継続研修の目的は、医

療の質を確保するのに必要な医師としての専門知識を維持し継続的に向上

80	　例えば、ザクセン−アンハルト州医療職団体法19条2項1号、2号、ザク
セン−アンハルト州医師会医業規定（Berufsordnung	 der	 Ärztekammer	
Sachsen-Anhalt）4条。なお、州医師会医業規定は、医業に係る原則や患者
に対する医師の義務、診療所の開業や運営、他の医師等との連携のあり方な
どを規定しており、連邦医師会がモデル医業規定を作成している（（Muster-）
Berufsordnung	 für	 die	 in	 Deutschland	 tätigen	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 –	
MBO-Ä	 1997	 –	 in	 der	 Fassung	 des	 Beschlusses	 des	 118.	 Deutschen	
Ärztetages	2015）。

81	　例えば、ザクセン−アンハルト州医療職団体法5条1項5号。
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させるところにある82。その内容は、新しい学術的知見などを踏まえて、

医学と医療技術における医師としての専門知識の維持と継続的な向上に必

要な知見を医師に伝授するものである。継続研修を受ける義務は、5年ご

とに課され、義務を履行すると州医師会から修了証書を授与される。

なお、医師には、医師会が実施する医療の質の確保措置に参加すること

も義務づけられている83。

４．３．小括

医師の職業法における医療の質の確保に関する制度は、医学教育と連動

した医師資格法制の上に構築されている。卒後研修に基づく診療科標榜規

制によって医師の機能分化が行われており、こうした機能分化を通じて急

速な医学・医療技術の進歩と医療の専門分化に対応することが企図されて

いると考えられる。一方で、臓器別、疾患別の専門医だけでは、当該専門

医の専門外の領域に属する疾患が見逃されてしまうおそれもある。こうし

た専門分化に伴う問題点に対応するため、専門分化した医療を補完統合で

きるように家庭医も養成されている。

さらに、医師資格・診療科標榜資格取得後の医学進歩に医師が対応でき

るようにするため、継続研修義務が法定されている。ただし、義務不履行

の効果は、医師の職業法の枠内では修了証書が得られないに止まる（社会

法上の効果につき、５．２．参照）。

こうしたドイツの制度群が実際にどれほど機能しているのかについて

は、臨床医学や公衆衛生学による個別具体的なカリキュラムや試験内容な

82	　例えば、ザクセン−アンハルト州医師会医業規定付録C	 4条に係る付録	
ザクセン−アンハルト州医師会継続研修規定（Fortbildungsordnung	 der	
Ärztekammer	Sachsen-An-halt（beschlossen	von	der	Kammerversammlung	
der	Ärztekammer	Sachsen-	Anhalt	am	09.11.2013））1条。

83	　例えば、ザクセン−アンハルト州医師会医業規定5条。
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どの検討を待たなければならない。しかし、少なくとも、医師が臨床医学

や医療技術の展開に対応していくための法制度上の基盤が整備されている

ということができる。それらが医学教育や研修、カリキュラムの新設・改

廃を継続的に行っていくためのプラットフォームとして機能し得る点で、

積極的に評価すべきものと考えられる。

診療科標榜資格は、後述のとおり、個々の診断治療方法を行うことの可

否を決定する構造要件（5.1.2.、5.1.3.、5.4.1.、5.4.3.参照）の中に頻繁に動

員されており、構造要件を用いた手法の基盤ともなっている。

５．社会法

続いて、社会法における医療の質を確保するための制度を描写する。

３．４．において案出した「給付を対象とする制度」、「医師を対象とする

制度」、「医療施設を対象とする制度」、「医療提供体制に関係する制度」、

「医療施設情報提供制度」の5つのカテゴリーを設定し、それらのカテゴ

リーの中に個別のサブシステムを位置付け、制度描写を行う。

５．１．給付を対象とする制度

第1は、給付を対象とする制度のカテゴリーである。給付の原則とその

具体化のための制度により構成される。給付そのものを観念的に捉えて規

律するタイプのものが中心であるが、病院や診療所が実施した具体的な給

付を事後的に捉える制度もある。

5.1.1.　給付の原則

公的疾病保険における給付については、そのあり方の原則が法定されて

いる。すなわち、社会法典第5編第1章「総則」中の「給付」と題する2
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条は、給付の質と有効性は、医学的知見の一般的に承認された水準に適合

するとともに、医学進歩を考慮しなければならないと明記する（1項3文）。

さらに、「疾病金庫と給付提供者との関係」を定める第4章でも、第1節「一

般原則」において、「医療の質、人間性及び経済性」と題する70条が、疾

病金庫と給付提供者は、医学的知見の一般的に承認された水準に応じた診

療提供を被保険者に保障しなければならないこと（1項1文）、被保険者の

診療は、十分かつ目的に適合しなければならず、必要な範囲を超えてはな

らないとともに、専門的な見地から必要な質で経済的に実施されなければ

ならないことを規定する（1項2文）。

これらの規定の趣旨は、医学進歩により得られた新たな知見を可能な限

り幅広く診療提供に導入することによって、また、学術的に承認されない

診断治療方法を排除することによって、医療の質を確保するところにあ

る84。診療提供の必要十分性や目的適合性も明記されており、診療は医学

の専門的な見地から認められる医学的ニーズに基づくことが不可欠である

と考えられている85。

こうした給付の原則を実現するためには、診断治療方法の審査や実施さ

れた個別症例の審査のほか、給付を提供する医師や医療機関の能力に関す

る制度などの幅広い具体的な制度群が必要となる。５．１．では、本稿の

体系化のアプローチに従い、診断治療方法の規格や診療報酬における算定

要件などを取り上げる。

5.1.2.　診断治療方法の規格

診断治療方法については、2つの審査制度が設けられている。第1は契

約医診療における診断治療方法の評価であり、第2は病院診療における診

84	　BT-Drucksache	11/2237,	S.	157.
85	　過剰診療は医療の質を満たさないことも含意されているということができ

る。BT-Drucksache	11/2237,	S.	143.
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断治療方法の評価である。

（１）契約医診療

契約医診療には、2.2.4.で略説したように、診断治療方法に対する事前

審査制が存在する。すなわち、G-BAがその指針において、当該方法の有

効性、必要性、経済性を承認し、当該方法の実施に必要な医師の資格、機

械器具の要件、医療の質の確保措置に関する要件、必要な診療記録につい

て勧告を行った場合に、新たな診断治療方法は契約医診療において実施可

能になる（135条1項1文）。こうした審査は、既に契約医診療で実施され

ている既存の診断治療方法についても行われ（同項2文）、上掲の有効性、

必要性、経済性の基準を満たさない場合は、疾病金庫の負担によって実施

することは認められなくなる（同項3文）。診断治療方法の有効性等を審

査し、当該方法が基準を満たさない場合に契約医診療から排除する形で、

給付自体の質を確保する仕組みが設けられているのである。

また、特別の知識及び経験（Fachkundenachweis.	専門知識証明）や特

別の臨床設備などが必要な給付について、連邦枠組み協定当事者86は当該

給付の実施と診療報酬に関する要件を協定することができる（同条2項1

文）。資格として要件とされなければならない知識と経験について、医業

に関する州法の規定において、特に専門医に係る職業法において、連邦全

体で同じ内容であり医療の質の要件の点で同じ価値の資格が導入された場

合は、その資格が必要かつ十分な要件となる（同項2文）。

さらに、連邦枠組み協定当事者は、給付提供の質と経済性の確保のため、

一定の医療技術給付の実施（Erbringung	bestimmter	medizinisch-

technischer	Leistungen）を専門医の中の特定の範囲の者に留保する規定

を設けることができる（同項4文）。ここにいう医療技術給付とは、例え

86	　連邦レベルでの自治当事者である金庫医連邦協会と疾病金庫中央連合会
をいう。
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ば、診断のために用いられるCTやMRIによる検査の実施を指している。

この規定は、これらの診断方法の実施がその診療領域の核心的な部分に属

するような専門医に当該方法を留保させるものである。その目的は、治療

を担う医師が診断や所見を評価することと診断技術の専門医が医療技術給

付を実施することとを分離することにより、診断が治療者の利益や関心に

よって影響されるのを防止するとともに、高価な医療技術を節約するとこ

ろにある87。

こうした規定を受けて、個々の診断治療方法について多数の「社会法典

第5編135条2項に基づく医療の質の確保協定」が締結されている。これ

らの協定に関する総則や解釈原則を定めるのが、「社会法典第5編135条2

項に基づく医療の質の確保協定に関する枠組み協定」88である。当該診断

治療方法について医師の資格や施設設備に関する要件を具備している場合

にその診療報酬の請求を許可する手続きを定めている89。要件を満たさな

くなった場合は、当該許可は取り消される90。

診断治療方法別の協定は、現在、33協定ある。超音波、大腸内視鏡、

長時間心電図、マンモグラフィー、アンギオグラフィー、CTやPET/CT

などの検査を対象とするものが大半を占めるが、治療的角膜切除術や睡眠

時無呼吸症候群の治療、疼痛管理などに関する協定もある（資料3「社会

法典第5編135条2項に基づく医療の質確保に関する協定の対象」参照）91。

個々の協定には、概ね、対象となる診断治療方法のEBM算定区分番号、

87	　Schmidt-De	Caluwe,	R.	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§135	Rn.	34.
88	　Rahmenvereinbarung	 für	 Qualitätssicherungsvereinbarungen	 gemäß	

§135	Abs.	2	SGB	V.
89	　社会法典第5編135条2項に基づく医療の質の確保協定に関する枠組み協

定2条。
90	　社会法典第5編135条2項に基づく医療の質の確保協定に関する枠組み協

定2条7項。
91	　協定は、連邦金庫医協会ウェブサイト（http://www.kbv.de/html/qs-

vereinbarungen.php）で見ることができる。
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当該診断治療方法を実施することができる医師の資格要件、施設設備要件

などが規定されている（一例として、資料4「心臓ペースメーカーの機能

分析のための社会法典第5編135条2項に基づく医療の質の確保措置に関

する協定（ペースメーカー管理品質確保協定）」参照）。

現在のところ、構造に関する要件が中心であるが、公的疾病保険診療提

供強化法92による改正によって、プロセス要件や結果の質に関する要件も

取り込むことができることとされている93。

資料3　社会法典第5編135条2項に基づく医療の質確保に関する協定の対象
Akupunktur 鍼
Ambulantes	Operieren 外来手術
Arthroskopie 関節鏡検査
Balneophototherapie 鉱泉療法
Blutreinigungsverfahren 血液透析
Dünndarm-Kapselendoskopie 小腸カプセル内視鏡検査
Geriatrie 老年医学
Herzschrittmacher-Kontrolle ペースメーカ管理
Histopathologie	Hautkrebs-Screening 組織病理学、皮膚がんスクリーニング
HIV/AIDS HIV	/	AIDS
Holmium-Laser	bei	bPS 良性前立腺症候群ホルミウムレーザー治療
Hörgeräteversorgung 補聴器に関する診療
Hörgeräteversorgung	Kinder 小児に対する補聴器に関する診療
Interventionelle	Radiologie 画像化治療
Intravitreale	Medikamenteneingabe（IVM） 硝子体内薬物投与
Invasive	Kardiologie 侵襲的循環器診療（カテーテル検査・治療）
Kernspintomographie 核磁気共鳴画像法（MRI）
Koloskopie 大腸内視鏡検査
Laboratoriumsuntersuchungen 臨床検査
Langzeit-EKG 長時間心電図検査
Mammographie マンモグラフィー（乳房レントゲン検査）
Molekulargenetik 分子遺伝学的検査
MR-Angiographie アンギオグラフィー（血管造影検査）

92	　Gesetz	zur	Verbesserung	der	Versorgungsstrukturen	in	der	gesetzlichen	
Krankenversicherung（GKV-Versorgungsstrukturgesetz	-	GKV-VStG）von	
22.12.2011	BGBl.	I	S.	2983.

93	　Schmidt-De	Caluwe,	R.	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§135	Rn.	30.
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MRSA メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染の診断・
除菌

PET,	PET/CT 陽電子放射断層撮影、陽電子放射コンピュー
ター断層撮影法

PDT	am	Augenhintergrund 眼底光線力学的療法
PTK（phototherapeutische	Keratektomie） 治療的角膜切除術
Schlafapnoe 睡眠時無呼吸症候群治療
Schmerztherapie 疼痛管理
Strahlendiagnostik	und	-therapie 放射線診断・治療
Ultraschall 超音波検査
Vakuumbiopsie	der	Brust 真空補助下乳房生検
Zervix-Zytologie 子宮頸部細胞診

資料4　	心臓ペースメーカーの機能分析のための社会法典第5編135条2項
に基づく医療の質の確保措置に関する協定（ペースメーカー管理
品質確保協定）
Vereinbarung	 von	 Qualitätssicherungsmaßnahmen	 nach§135	
Abs.	 2	 SGB	 V	 zur	 Funktionsanalyse	 eines	 Herzschrittmachers

（Qualitätssicherungsvereinbarung	 zur	 Herzschrittmacher-
Kontrolle）,	Stand:	1.	April	2006（抄訳）

目次
A節　総則
　第1条　目的及び内容
　第2条　許可
B節　許可要件
　第3条　専門資格
　第4条　設備要件
C節　手続き
　第5条　許可手続
D節　経過措置、施行
　第6条　経過措置
　第7条　施行

A節　総則
第1条　目的及び内容
　この協定は、心臓ペースメーカー管理（心臓ペースメーカー及び/又は植込み型
除細動器の機能解析）の給付提供における構造の質を確保するための医療の質の確
保措置である。この協定は、公的疾病保険における心臓ペースメーカー管理に関す
る給付（統一評価基準（EBM）算定区分番号13552に基づく給付）の実施及び診療
報酬請求に関する専門資格要件及び設備要件を規定する。
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第2条　許可
（1）契約医診療に参加する医師による契約医診療における心臓ペースメーカー管理
の実施及び診療報酬請求は、金庫医協会による許可を得た場合にのみ認められる。
許可は、医師が第3条及び第4条に規定する専門資格要件及び設備要件を満たす場
合に与えることができる。

（2）第1項に規定する要件充足は、金庫医協会に対して証明しなければならない。
その手続は、C節の規定及び社会法典第5編第75条第7項に基づく医療の質確保手
続に関する連邦金庫医協会の指針に従わなければならない。

B節　許可要件
第3条　専門資格

（1）心臓ペースメーカー管理に関する給付（EBM算定区分番号13552）の実施及び
診療報酬請求に関する専門資格要件は、次の要件が満たされるとともに、第5条第2
項に基づく証明書により証明される場合に、証明されたものと看做す。
1．診療科「内科」とともに重点診療域「心臓科」を標榜することができること又
は診療科「小児青年科」とともに重点診療域「小児心臓科」を標榜することができ
ること。重点診療域を持たない内科医、総合診療医、診療科標榜を持たない医師は、
主に内科給付を実施するとともにもっぱら専門医診療に参加している場合に証明が
認められる。
2．指導の下で、200症例の心臓ペースメーカー又は植込み型除細動器の機能解析に
ついて、自ら適応症の決定又は確認を行い、記録したこと、かつ、そのうち、少な
くとも20症例の機能分析は植込み型除細動器に関するものであり、許可申請の日の
36月前以内の期間内において遠隔測定テストを行い又は再プログラミングを行った
こと。第1文に規定する機能分析の少なくとも半数は、両心室ペースメーカー又は
周波数適応ペースメーカーについて行ったものでなければならない。当該診療科に
関する卒後研修における機能分析は、認められる。第1文ないし第3文は、小児心
臓科における患者数が著しく少ないことに鑑み、同科には適用しない。

（2）第1項第2号に規定する指導は、臨床研修規定に基づき第1項第1号に規定する
診療科及び重点診療域における臨床研修を行うことができる医師の下で実施されな
ければならない。

第4条　設備要件
（1）次の各号に定める最低要件を満たさなければならない。
1．心臓ペースメーカー管理に適合した3チャンネル以上の心電計記録装置
2．除細動器を含む心肺蘇生緊急対応機器
3．心臓ペースメーカーの機能分析に適合したプログラミング装置

（2）設備要件の充足は、金庫医協会に対して許可申請のときに証明しなければなら
ない。

C節　手続き
第5条　許可手続

（1）許可申請は、所管の金庫医協会に行わなければならない。
（2）許可申請には、次に掲げる文書を添付しなければならない。
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1．診療科及び重点診療域「内科」及び「心臓科」の標榜又は診療科及び重点診療
域「小児青年科」及び「小児心臓科」の標榜ができる旨の証明書又は第3条第1項
第1号に規定する標榜の証明書
2．第3条第2項に規定する指導医の署名があり、かつ、少なくとも次の各号に規定
する記述を含む証明書
a）指導が行われた診療科における対象患者構成の概観
b）申請者（小児心臓科を除く）が実施した心臓ペースメーカーの機能分析及び植
込み型除細動器の機能分析並びに両心室ペースメーカー又は周波数適応ペースメー
カーの機能分析の数
c）心臓ペースメーカー又は植込み型除細動器の機能解析についての自ら適応症を
決定し又は確認することができる旨の申請者の専門的能力に関する判定書
3．第4条に基づく設備要件を満たすことを証明する文書

（（3）ないし（6）　略）
D節　（略）
　第6条　経過措置
　第7条　施行

（２）病院診療

病院診療における診断治療方法の評価は、2.3.4.で既に見たように、事

前審査制ではない。すなわち、G-BAは、疾病金庫中央連合会などの申請

を受けて、診断治療方法について一般的に承認された医学的知見の水準に

照らして審査を行い、有効性などが十分に証明されない場合には、当該方

法を病院診療から排除することを決定する（137c条1項）。G-BAのかかる

決定がされない間は、新たな診断治療方法であっても比較試験などの臨床

研究を経ることなく病院診療において実施することが許される（同条3

項）。

病院診療から排除する旨の決定がされた診断治療方法は、その適応が認

められない対象疾患や器官・部位などとともに、「病院診療診断治療方法
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指針」944条1項に収載される95	96。また、有効性が十分ではなく、代替的な

診断治療方法としてのポテンシャルもない診断治療方法は、同条2項に収

載される97。この場合は、臨床研究においても疾病金庫からの費用補填は

認められない98。一方、審査において有効性などが認められた診断治療方

法は、同指針別添1に収載される99	100。

審査当時、臨床研究の計画又は実施段階にあったことなどを理由として

審査が中断された診断治療方法については、同指針別添2に収載され

94	　Richtlinie	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	zu	Untersuchungs-	und	
Behand lungsmethoden	 im	 Krankenhaus（Richt l in ie	Methoden	
Krankenhausbehandlung）in	 der	 Fassung	 vom	 21.	 März	 2006,	 zuletzt	
geändert	am	19.	Januar	2017（Stand:	13.	April	2017）

95	　病院診療診断治療方法指針1条2項2文。
96	　例えば、「指関節への自家軟骨細胞移植」（1.1号）、「心筋梗塞に対する高

圧酸素療法」（2.1号）、「乳がんに対する陽子線治療」（3.5号）、「小細胞肺が
んのステージを判断するための陽電子放射断層撮影（PET;	 PET/CT）。
PETによる診断の前に既に根治的治療が可能であるとは考えられない患者
における肺転移の検出を含む」（4.1号）、「良性前立腺症候群（BPS）の治療
のためのトリウムレーザーによる切除術（TmLAP）」（13号）、「成人急性リ
ンパ芽球性白血病（ALL）に対する自家幹細胞移植」（14号）」など診断治
療方法14件（適応別に細分すると35件）が収載されている。

97	　「心臓血管狭窄症治療のための抗体被覆ステントの使用」（1号）など3件
が収載されている。

98	　病院診療診断治療方法指針1条2項4文、5文。
99	　病院診療診断治療方法指針1条3項1文。なお、病院診療において疾病金

庫の負担で行ってよい診断治療方法は別添1に収載されたものに限られるわ
けではない（同項2文）。

100	　例えば、「減圧症に対する高圧酸素療法」（1.1号）、「頭蓋底脊索腫及び軟
骨肉腫に対する陽子線治療」（2.2号）、「原発性非小細胞肺がんのステージを
判断するための陽電子放射断層撮影（PET）。肺転移の検出を含む」（3.1号）、

「重症再生不良性貧血に対する非血縁者間同種幹細胞移植」（4.1号）、「良性
前立腺症候群（BPS）の治療のためのホルミウムレーザー切除術（HoLRP）」

（5号）など、診断治療方法6件（適応別に細分すると18件）が収載されて
いる。



法政理論第50巻第3・4号（2018年） 167

る101	102。一定の期間中は、有効性を証明するための臨床研究を行うことが

できる103。その際に適用される構造、プロセス又は結果に係る医療の質の

最低要件は、G-BAが決定により定める104。例えば、前立腺がんの陽子線治

療については、「前立腺がんの陽子線治療における質の確保措置に関する

共同連邦委員会決定」105において、所要の資格のある医師や医師以外の医

療職の配置、特定の診療科の設置、集学的治療のためのカンファレンスの

実施、症例にかかる一定の指標の記録といった要件が規定されている（資

料5「前立腺がんの陽子線治療における質の確保措置に関する共同連邦委

員会決定」参照）。概ね、構造とプロセスに関する要件が中心になって

いる。

こうした最低要件の設定は、社会法典第5編136条1項1文2号に基づく

ものとされており106、その不遵守の場合は、G-BAは、当該給付に係る診療

101	　病院診療診断治療方法指針1条3項3文ないし5文。
102	　例えば、「膝関節へのコラーゲン被覆・骨膜被覆自家軟骨細胞移植」（1.1

号）、「前立腺がんの陽子線治療」（2.1号）、「化学療法/化学免疫療法を2か
ら4サイクル実施した後に攻撃的な非ホジキンリンパ腫に対する化学療法/
化学免疫療法の継続を決定するための中間ステージでの陽電子放射断層撮
影（PET;	PET/CT）」（9.1	a）号）など、診断治療方法14件（適応により細
分すると25件）が収載されている。

103	　共同連邦委員会手続規則（Verfahrensordnung	 des	 Gemeinsamen	
Bundesausschusses	 in	 der	 Fassung	 vom	 18.	 Dezember	 2008,	 zuletzt	
geändert	 am	 20.	 Oktober	 2016（Verfahrensordnung	 Stand:	 24.	 Januar	
2017））2章14条1項1文。

104	　共同連邦委員会手続規則2章14条1項2文。同文によれば、G-BAが構造、
プロセス又は結果に係る医療の質の最低要件を設定することができる法律
上の根拠として、社会法典第5編136条1項1文2号（5.4.1.参照）が適用され
ている。

105	　Beschluss	 des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	 über	Maßnahmen	 zur	
Qualitätssicherung	 bei	 Protonentherapie	 des	 Prostatakarzinoms	 vom	 19.	
Juni	2008.

106	　注104参照。
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報酬請求権を消滅させる措置を設けることができる（同編137条1項3文2

号。5.4.1.参照）。

資料5　	前立腺がんの陽子線治療における質の確保措置に関する共同連邦
委員会決定
Beschluss	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 über	
Maßnahmen	 zur	 Qualitätssicherung	 bei	 Protonentherapie	 des	
Prostatakarzinoms	vom	19.	Juni	2008	（抄訳）

第1条　決定の根拠と目的
（1）社会法典第5編第91条に規定する共同連邦委員会は、共同連邦委員会手続規則
21条4項の2に基づき、「前立腺がんの陽子線治療」に対する診断治療方法評価に関
する決定を2018年12月31日まで延期する。

（2）延期中は、共同連邦委員会手続規則第21条第4項の2第2文に基づき、給付提
供の質及び記録に関する要件を適用する。

（3）この決定は、拘束力のある要件（別添1）を含み、特に、前立腺がん治療にお
いて陽子線治療を疾病金庫の負担で実施する病院は、これを充足しなければならな
い。この定めは、専門家のコンセンサスに基づく。

（4）（5）　（略）

第2条　この決定は、放射線治療に関する現行の法的規制を踏まえ、単独又は他の
前立腺がん治療と併用して行われる陽子線治療に関する医療の質と記録に関する要
件を定める。

第3条　質と記録に関する義務的要件
（1）構造面での質及び記録に関する義務的要件は、この決定の別添1において定める。
（2）（3）　（略）

（第4条以下略）

別添1
　この別添において、医療の質と記録に関する拘束力のある要件を定める。

A　構造面での質の要件
　人員に関する要件により、患者の治療を資格のある人員が担当することが保障さ
れる。

A1　医師の資格
　陽子線治療を提供する間は、次の資格を有する医師を配置していなければならない。
−　放射線治療専門医の臨床研修修了



法政理論第50巻第3・4号（2018年） 169

−　放射線防護令に基づく遠隔医療の専門知識の証明
−　	等角放射線療法及び近接照射療法を含む、前立腺がん患者に対する従来の放射

線治療の専門家としての少なくとも1年以上の経験の証明
−　	深部腫瘍の陽子線治療又は重イオン療法による患者の治療に係る少なくとも1

年間の経験の証明
A2　医師以外の人員の資格
　陽子線治療を提供する間は、次の資格を有する人員を配置していなければならない。
−　	ドイツ医学物理学会（DGMP）による専門的承認を受けた医療物理学専門家又

は陽子線治療のための放射線防護担当者としての同等の資格
−　	深部腫瘍に対する陽子線治療又は重イオン療法による治療に係る少なくとも１

年以上の経験の証明

A3　病院に関する要件
　当該病院は、少なくとも、次の主要診療科を置いていなければならない。
−　放射線科/放射線がん治療科（等角放射線療法及び近接照射療法を含む）
−　泌尿器科（保存療法、手術、がん治療）
−　放射線科/放射線診断科

　さらに、病院は、次の医療の質に関する要件を規則どおりに充足することを確保
しなければならない。
−　例えば、がん診療センターにおける患者の集学的治療
−　	集学的症例カンファレンス（放射線科医、泌尿器科医、放射線科医、腫瘍科医、

病理医）を毎週開催すること；病理科医から助言を得るようにすること
−　集学的に実施することができる前立腺がんに関する特別診察
−　医師及び医師以外の人員に対する継続研修の定期的な実施
−　	陽子線治療の適用は、種類と範囲に基づき承認され出版された医術と医学的知

見の標準に応じたものでなければならない。
　（中略）

B　記録に関する要件
　記録の目的は、患者に対する診療の質の確保である。前立腺がんの陽子線治療を
受ける患者について、院内で次のパラメータにつき記録しなければならない。
−　陽子線治療の導入に至った診断
−　グリーソンスコアによる病変の病理学的分類
−　治療前のPSAの値
−　画像診断の結果（例えば、CT、MRI、PET）
−　遠隔転移の十分な排除
−　治療前の病期（TNM）
−　治療計画と照射ドキュメントプロトコル
−　異なる治癒的療法の選択肢についての患者への説明

C　フォローアップとその記録に関する要件（略）　
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5.1.3.　診療報酬制度

2.2.3.及び2.3.3.で見たように、診療報酬制度も契約医診療と病院診療と

で大きく異なっている。それぞれの診療報酬制度における医療の質に関す

る規律を整理する。

（１）契約医診療

①　EBMにおける算定要件

EBMには、所要の医療の質スタンダードを遵守した給付が行われ、包

括報酬の対象となる医療内容が完全に提供されるのを確保するための規定

を設けることとされている。このため、給付への診療報酬支払い要件とし

て、G-BAにより連邦枠組み協定において決定された資格要件や医療の質

の確保に関する要件などを置くことができる（87条2d項1文）。例えば、

「社会法典第5編135条2項に基づく医療の質の確保協定」（5.1.2.参照）に

収載されている医師の資格要件、施設設備要件などが、EBMにおける相

応の算定区分の算定要件に組み込まれている。また、当該算定区分を算定

するには、算定要件を満たしていることについて、金庫医協会の承認が必

要である107。

②　医療の質加算と追加診療報酬

家庭医診療における診療報酬では、被保険者ごとの包括報酬が原則的形

態である。ただし、特別な症例について、必要な質に対し診療報酬を支払

うための医療の質加算をEBMに規定することができる（87条2b項4文）。

例えば、緩和ケアなどが該当する108。

一方、専門医診療における診療報酬形態は、主に、症例ごとの包括報酬

107	　EBM	2017,	Ⅰ.1.3.
108	　BT-Drucksache	 16/3100,	 S.	 127.	 緩和ケアについての加算につき、EBM	

2017,	EBM-Nr.	03371-03373参照。
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である。ただし、特定の症例において給付提供者の給付・構造・医療の質

メルクマールから生じる特別な給付投入に対して、追加診療報酬が支払わ

れる（87条2c項3文）109。

③　特別の給付・構造・医療の質の保障メルクマールと加算

金庫医協会は、疾病金庫、疾病金庫州連合会、代替金庫協会とともに、

特定の給付に関し統一的に構造化され電子記録化された特別の給付・構

造・医療の質の保障メルクマールを定め、それを満たす医師に診療報酬上

の加算を与えることを内容とする全体契約協定を締結することができる

（同条4項1文）。この全体契約において点数単価の減算が協定され、この

減算により上掲の加算による診療報酬支払額の増加分が調整される（同項

2文）110。例えば、大腸内視鏡やマンモグラフィーについて、最低給付量基

準を満たしている契約医が加算を得ることができる111。

④　個別症例の検証と診療報酬

金庫医協会は、契約医診療について、無作為抽出で個別症例における給

付の質を検証する任務を負っている。質の判断基準や質の検証に関する選

択・範囲・手続き基準については、G-BAが定めることとされており

（135b条2項）、「契約医診療医療の質検証指針」112が発出されている。現時

109	　例えば、内科医による血液学/がん診療の算定区分表における追加診療報
酬として、EBM	2017,	EBM-Nr.	13500-13502参照。

110	　この仕組みの中に、医療の質の向上のための費用についてどのように資金
調達するかという課題が隠れている。資金の総枠を拡大できないときは、点
数単価の減算などにより得られる打出しを使わざるを得ない。この場合、加
算を受けることができない給付提供者には診療報酬引下げの形で制裁が加
えられる結果になる。Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	368.

111	　Scholz,	K.	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§135b	Rn.	6.
112	　Richtlinie	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 zu	 Auswahl,	 Umfang	

und	Verfahren	bei	Qualitätsprüfungen	im	Einzelfall	nach	§136	Abs.	2	SGB	
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点では、関節鏡術、透析、核磁気共鳴画像検査（MRI）、放射線検査など

について検証が行われている113	114。検証は、金庫医協会が設置する医療の

質確保委員会がいわゆるピアレヴューの形で実施することとされ115、検証

結果に応じて、金庫医協会は、対象となった契約医に対して、再検証、改

善義務づけ、診療報酬不払い、診療報酬返還、診療報酬請求の承認取り消

しといった措置や制裁をとることができる116。

（２）病院診療

①　手術・診断治療方法コード

病院診療において採用されているDRG包括報酬システムは、診断群分

類に基づく診療報酬支払い方式である。診断群分類は、傷病名と診断治療

方法名により構成される。診療報酬請求は、診断名、実施した手術その他

の診断治療方法等のデータを病院から疾病金庫に送信することにより行わ

なければならない（301条1項1文）。診断名は、国際疾病分類第10版ドイ

ツ修正版（ICD-10-GM）によりコード化され117、診断治療方法は、手術・

診断治療方法コード（OPS）によりコード化されている118。

V（“Qualitätsprüfungs-Richtlinie	 vertragsärztliche	 Versorgung”）vom	 18.	
April	2006.

113	　Scholz,	K.	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§135b	Rn.	3.
114	　検証対象となる症例は全体の4％以上になるという。Toepler,	 E.	 in:	

Mülheims,	 L./Hummel,	 K./Peter-Lange,	 S./Toepler,	 E./Schuhmann,	 I.
（Hrsg.）,	Handbuch	Sozialversicherungswissenschaft,	2015,	S.	576.

115	　契約医診療医療の質検証指針3条1項。医療の質確保委員会は、それぞれ
の診療領域について特に臨床経験のある契約医から構成される（同条2項）。

116	　契約医診療医療の質検証指針6条。
117	　最新のICD-10-GM	 Version	 2017は、ドイツ医療記録情報研究所ウェブサ

イト（http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/
onlinefassungen/htmlgm2017/index.htm）で見ることができる。

118	　最新のOPS	 Version	 2017は、ドイツ医療記録情報研究所ウェブサイト
（https://www.dimdi.de/static/de/klassi/ops/kodesuche/onlinefassungen/
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OPSは、DRG包括報酬システムにおいて診療報酬請求することができる

診断治療方法のすべてを収載し、ドイツ医療記録情報研究所（Deutsches	

Institut	für	Medizinische	Dokumentation	und	Information.	DIMDI）によ

り毎年改訂される（同条2項2文）。OPSは、第1章「診断方法」、第3章「画

像診断」、第5章「手術」、第6章「投薬」、第8章「手術以外の治療方法」、

第9章「その他の診断治療方法」の6章構成であり、第2章、第4章、第7

章は欠番である。それぞれのOPSコードには6桁の数字が付されている。

例えば、「5-525.20」は、1桁目の「5」が第5章「手術」を、1桁目から3

桁目の「5-52」で「膵臓の手術」を、1桁目から4桁目で「膵管の内視鏡

手術」を、1桁目から5桁目で「内視鏡的膵管膵石除去術」を、1桁目から

6桁目で「採石用バスケットによる内視鏡的膵管膵石除去術」を意味する。

OPSコードには、当該コードに含まれる診断治療方法と別のコードに分

類される診断治療方法に関する注釈が付されている。そして、全体のごく

一部であるが55区分のOPSコードの注には当該OPSコードに該当する診断

治療方法に関する構造要件やプロセス要件が付されている119。例えば、OPS	

8-550「早期リハビリテーション複合的治療」には、老人医学の専門医が管

理する老人医療チームを配置すること、老人医学的アセスメントを行うこ

と、チームカンファレンスを開催すること等が当該診断治療方法の最低必

要属性（Mindestmerkmale）として列記されている（資料6「手術・診断

治療方法コード（OPS）の例」参照）。こうした要件は、当該診断治療方法

を診療提供任務に含む病院に対して拘束力を持つ。このため、病院別予算

の交渉において病院は要件を充足していることを証明しなければならず、

要件の充足如何は診療報酬の支払審査の対象となると理解されている120。

opshtml2017/index.htm）で見ることができる。OPSの概要につき、
Deutsches	 Institut	 für	Medizinische	 Dokumentation	 und	 Information

（Hrsg.）,	Basiswissen	Kodieren,	2010,	S.16-23参照。
119	　Krankenhausplan	NRW	2015,	S26.
120	　Krankenhausplan	NRW	2015,	S26f.
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資料6　手術・診断治療方法コードの例

（OPS	Version	2017	8-550抄訳）

第8章　手術以外の治療方法
（8-01...8-99）

早期リハビリテーション及び物理療法
（8-55...8-60）

このグループは、次に掲げるカテゴリーに区分される。
8-55　早期リハビリテーション複合的治療
8-56　物理療法の個別療法
8-60　温熱療法及び冷却療法

8-55　早期リハビリテーション複合的治療
　注：この分野のコードは、それぞれ、1入院につき1回、急性期入院診療が必要な

場合にのみ適用する。

8-550　老人早期リハビリテーション複合的治療
　除外：神経科・神経外科早期リハビリテーション（8-552以下）
　　　　集学的その他の早期リハビリテーション（8-559以下）
　　　　物理療法複合的治療（8-563以下）
　注：最低必要属性（Mindestmerkmale）
　　・	専門医（老人医学分野における副診療科又は重点診療域を標榜することがで

きる者に限る）が診療の管理を担当する老人医療チームが治療を行うこと。
診療の管理を担当する専門医は、当該老人医療チームに所属していなければ
ならない。

　　・	治療開始時に4以上の分野（能動性、自立性、認知機能、情緒）についての
標準老人医学的アセスメントを行うとともに、老人早期リハビリテーション
治療終了時に2以上の分野（自立性、能動性）についての標準老人医学的ア
セスメントを行うこと。患者の状態によりアセスメントの一部が実施できな
い場合は、その旨記録すること。患者の状態が変化し、実施できなかったア
セスメントが可能となった場合は、その時点で行うこと。

　　・	従前の状況について5以上の分野（社会環境、住宅環境、家庭内外での活動
状況、要介護度/介助手段の要否、行為能力）について社会的アセスメント
を行うこと。患者の状態によりアセスメントの一部が実施できない場合は、
その旨記録すること。患者の状態が変化し、アナムネーゼ聴取以外のときに
実施できなかったアセスメントが可能になった場合は、その時点で行うこと。

　　・	診療の管理を担当する専門医を含むすべての職種のチーム構成員が参加して
治療結果及び治療目標に関する記録を基に検討を行うチームカンファレンス
を1週間に1回開催すること。
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　　・	特別な研修を受講した看護職員による患者の能動性を高める療法的看護を行
うこと。老人医療チームの看護職員のうち1人以上は、構造化されたカリ
キュラムによる180時間以上の講習に基づく老人医療に関する専門資格を取
得し、老人医療施設における6月以上の経験を有することを証明しなければ
ならない。

　　・	次の掲げる4分野のうち2分野以上の専門職を当該チームの構成員とするこ
と。：理学療法/物理療法、作業療法、言語療法、精神科/神経精神科

　	　同時に行う（継続的又は断続的に）急性期診断治療方法については、本コード
とは別にコードを付すものとする。

②　医療の質加算減算

結果の質に着目した制度もある。医療の質加算減算は、医療の質に関す

る評価に基づき診療報酬の加算又は減算を行うのに適した給付又は給付分

野について所要の加算減算を行う仕組みである。

（ⅰ）対象給付・医療の質指標等

対象となる給付又は給付分野、加算減算を適応する際に考慮すべき医療

の質の目標及び医療の質に係る指標については、G-BAが2017年12月31

日までに決定することとされている（136b条1項1文5号、9項1文）121。診

断治療方法の必要性と質に関する基準（最低要件）が設定された給付（136

条1項1文2号。5.4.1.参照）は、この制度の対象から除かれる（同項2文）。

加算は顕著に質が良好な給付に対して行われ、減算は質が不十分な給付に

対して行われる（136b条同項3文）。

（ⅱ）加算減算の協定

加算減算の額と加算減算制度の構成は、連邦レベルの契約当事者が

2018年6月30日までに協定により決定する（病院診療報酬法9条1a項4

号）。この協定に基づき、地域レベルの契約当事者が、個々の病院におけ

る顕著に良好又は顕著に不十分な質の給付又は給付分野について医療の質

121	　BT-Drucksache	18/5372,	S.	88.
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加算減算を協定する（同法5条3a項1文）。

（ⅲ）改善協定・減算・病院計画からの除外

給付の質が不十分である場合は、その不十分なところを1年以内に改善

する内容の協定を締結することもできる。その間、医療の質減算は適用さ

れない（同項4文）。当該病院や診療科が人員配置の充実などの対策を行

う時間的余裕を与えるとともに、診療報酬減算という厳しい措置を回避す

る趣旨に出るものである122。

医療の質減算を3年連続で課された病院は、病院計画から除外される

（同条3a項）。

疾病金庫は、どの病院がどの給付・給付分野について加算減算を受けて

いるかの情報をインターネット・プラットフォーム（（ⅳ）参照）や州の

病院計画所管庁に提供する（社会法典第5編136b条9項6文）。

（ⅳ）協定手続きとデータの取扱い

協定のための手続規定は、G-BAが定める。良質性又は不十分性に関する

判断基準についても、G-BAが毎年、作成・公表する。そのために必要な

データの評価は、医療の質と透明性研究所（Institut	 für	Qualitätssicherung	

und	Transparenz	 im	Gesundheitswesen.	IQTIG）が行う。このため、病院

は医療の質指標に関する可能な限り最新のデータをIQTIGに伝達するもの

とされる（同項4文）。評価結果は、インターネット・プラットフォームによ

るなどの方法で、疾病金庫と病院が利用できるように整えられる（同項5文）。

IQTIGは、G-BAが設立した財団であり（137a条1項）、独立して医療の

質の確保等に関する学術的な研究を行う機関である。主な任務は、医療の

質に関する指標や評価ツール、記録方法の開発、医療の質確保措置への参

画、医療の質の確保措置の結果の公表、医療の質に関する概観報告書の作

122	　BT-Drucksache	18/5372,	S.	64f.



法政理論第50巻第3・4号（2018年） 177

成と公表、医療の質に関する証明書と医療の質マークに対する評価基準の

開発とそれらの説得力についての情報提供などである（137a条3項）。

5.1.4.　小括

給付を対象として医療の質を確保する制度は、給付の原則と原則を具体

化する手段から構成される。給付の原則は、給付自体を観念的に捉えてそ

の質を問う局面に関するものと具体的な診療提供の局面に関するものに分

けることができる。前者の局面における給付の原則は、医学的知見の一般

的に承認された水準に適合し、医学進歩を考慮したものでなければならな

いことである。医学進歩を公的疾病保険による医療の質に反映させる意思

が法文上明確に示されていることが注目に値する。後者の局面における給

付の原則は、必要十分性、目的適合性及び経済性である。社会法典第5編

など関係法令に医療の質を定義する規定はないが、これら給付の原則は公

的疾病保険において実現すべき医療の質の一面を明らかにするものという

ことができる。

観念的な給付自体の質に関する原則を具体化する制度が、診断治療方法

の審査制度である。公的疾病保険において給付することができ、診療報酬

の請求が認められる診断治療方法を限定すること、すなわち、給付の公的

疾病保険への導入と排除の関門を設けることにより給付の質を確保するも

のである。関門のあり様は、契約医診療と病院診療とで大きく異なる。契

約医診療では、NUBの評価結果による診断治療方法の要件と診療報酬制

度EBMでの算定要件が連動している。これに対し、病院診療では、NUB

の評価結果による診断治療方法実施要件の設定と診療報酬制度の基礎とな

るOPSにおける要件設定は、別個の制度として置かれている123。ただし、

123	　病院診療においては、NUBが禁止留保付きで許可されている間は実施要
件の設定ができないため、医療の質確保の観点からは大きな不全感がある。
また、NUBに対する評価制度とOPSとの間の関係も不分明であり、給付の
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こうした違いはあるものの、契約医診療、病院診療、いずれにおいても診

断治療方法それぞれについて規定される構造要件やプロセス要件を満たさ

ない場合には、診療報酬請求は認められない。いわばオールオアナッシン

グの硬質なサンクションを内在する手法が採用されているのである。

他方、結果の質を問う制度、すなわち、病院診療における医療の質加算

減算制と契約医診療における個別症例検証制では、医療の質が良くない場

合、診療報酬請求の承認取消しといった強力なサンクションに至る前に、

段階的で柔軟な対応が用意されている。改善措置の協定や義務づけ、診療

報酬の減算やその公表などである。医療の質が良い場合には、診療報酬の

加算が行われる。

結果の質を問う制度に段階的で柔軟な担保措置が結びついている背景に

は、結果の質が医療施設の構造やプロセス如何だけではなく、個々の症例

や対象患者集団の特性など多岐にわたる要素に大きく左右されることがあ

ると考えられる。このため、結果の質が一定基準を下回る場合に一律に診

療報酬請求を認めないといった措置を採ることは、医療機関によって酷と

なる場合があり得るから、最適な手段とはいい難い124。むしろ、結果の質

が悪かった原因を探求する機会を設け、問題点を改善する意欲を喚起する

手法の方が建設的であるといえる。そして、医療施設がそうした機会を利

用しなかった場合に初めて硬質な措置（病院計画からの除外）を適用する

ことになる。

このように、給付の原則を具体化する制度は、給付の構造及びプロセス

に着目して最低基準を設け硬質なサンクションに結び付ける仕組みと結果

の質に対する評価を契機として改善義務づけや診療報酬の減算などの段階

的で柔軟な対応をとる仕組みから構成されている。両者間のロジックの違

構造要件やプロセス要件を規律する制度としてはあまり洗練されていない
印象は否めない。

124	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	278.



法政理論第50巻第3・4号（2018年） 179

いが意識されていると見てよいであろう。また、診断に関わる医療技術給

付については、構造基準の中でも専門医の資格が給付の実施の可否を左右

する重要な役割を果たしている。医師の資格制度が給付自体に着目した医

療の質に関する制度の前提となっているということができる。

５．２．医師を対象とする制度

続いて、第2のカテゴリー、契約医及び病院勤務医を対象として医療の

質の確保を図る制度を描写する。

5.2.1.　契約医の継続研修義務

契約医は、契約医診療に必要な専門知識を維持し継続的に向上させるた

め、継続研修を受ける義務を負う。継続研修の内容は、当該診療科の分野

の現在の学術的知見の水準に一致していなければならない（95d条1項）。

具体的な研修内容は、社会法典では示されていないが、継続研修の証明は、

医師会による継続研修（４．２．参照）の修了証明書によって行うことが

できることとされている（同条2項）。職業法と社会法による二重の義務

づけを回避するためである125。契約医は、5年に一度、金庫医協会に対して

継続研修の修了証明をしなければならない（同条3項1文）。契約医が継続

研修の証明をしなかった場合や完全にできなかった場合、当該契約医に対

する診療報酬が義務不履行期間に応じて10％から25％分減額される（同

項3文）。

また、継続研修の証明を5年間していない契約医には、その後2年の間、

継続研修証明書を事後的に取得する機会が与えられる（同項4文）。この2

年間が過ぎても継続研修の証明を行わない場合は、契約医診療の許可が取

り消される（同項6文）。

125	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	278.
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5.2.2.　病院勤務医の継続研修義務

病院勤務医については、G-BAが、許可病院に対して当該病院勤務の専

門医などが5年ごとに継続研修義務を履行したことの証明を義務づけるこ

とについての決定をすることとされている（136b条1項1号）。この規定

に基づき、「病院における継続研修に関する規則」126において、継続研修義

務を負う者がその継続研修義務を履行したことを5年ごとに当該病院の診

療部門に対して証明しなければならないことが定められている127。同規則

には研修内容は示されておらず、継続研修の証明は、契約医の場合と同様、

医師会による継続研修の修了証明書によって行うことができる128。

継続研修の証明が提示されない場合又は必要な範囲で提示されない場合

の対応については、同規定に定めはない。このような場合には、病院勤務

医の継続研修義務違反をもって当該勤務医との契約関係において制裁する

ことが病院に委ねられていると考えられている129。病院勤務医に資格・専

門知識がないために当該病院の給付提供の質が全体として危険な場合は、

疾病金庫は当該病院との診療提供契約を解除することができるとされてお

り130、継続研修義務の不履行があった場合も、診療提供契約の解除が問題

となることがあり得る。

継続研修義務の履行は、医療の質報告書制度（５．５．参照）によって

も間接的に担保される。各病院の医療の質報告書には、病院勤務医の継続

126	　Regelungen	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 zur	 Fortbildung	 der	
Fachärztinnen	und	Fachärzte,	 der	Psychologischen	Psychotherapeutinnen	
und	Psychotherapeuten	sowie	der	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherape
utinnen	 und	 psychotherapeuten	 im	 Krankenhaus（Regelungen	 zur	
Fortbildung	 im	 Krankenhaus/FKH-R）in	 der	 Fassung	 vom	 18.	 Oktober	
2012.

127	　病院における継続研修に関する規則3条1項、2項。
128	　病院における継続研修に関する規則3条2項。
129	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	278.
130	　BT-Drucksache	15/1525,	S125.
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研修義務の履行状況について記載しなければならない（同条6項1文）。

5.2.3.　小括

社会法における契約医及び病院勤務医の継続研修制度は、義務履行の間

隔、義務履行証明の方法、研修内容の点で、医師の職業法と同じである。

相違点は、義務不履行の効果にある。医師の職業法では修了証書の不交付

に止まるが（４．２．参照）、社会法では、契約医に対する診療報酬減額及

び契約医診療の許可取消しが規定されている。病院勤務医については、特

段の不利益措置は置かれていないが、関係条項の解釈上、当該病院と疾病

金庫との間の診療提供契約の解除に至ることもあり得る。継続研修義務不

履行に対して、社会法では、職業法に比べ、格段に強烈な制裁が用意され

ているのである。医学進歩への対応を図る趣旨に出る継続研修義務の履行

を強い制裁により担保することは、公的疾病保険における給付の原則とし

て医学進歩への配慮が明記されていること（5.1.1.参照）によく整合する。

給付の原則の重要性は、契約医及び病院勤務医に対する制度にも反映して

いるということができる。

５．３．医療施設を対象とする制度

第3のカテゴリーは、医療施設を対象とする制度である。初めに、給付

提供者に対し概括的な医療の質の確保改善義務が課されていることを適示

する。その後、かかる義務の具体化として位置付けられる施設内マネジメ

ント、データに基づく施設間比較、医療の質指標に基づく評価などについ

て制度描写を行う。

5.3.1.　一般的な医療の質の確保改善義務

すべての給付提供者は、医療の質を確保し改善する義務を負い、給付は、

学術的知見の水準に応じて専門的に必要な医療の質をもって実施しなけれ
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ばならない（135a条1項）。

また、契約医、外来診療センター（medizinische	Versorgungszentren.	

MVZ）131、許可病院などは、特に結果の質を改善する目的を持つ施設共通

の医療の質の確保措置（einrichtungsübergreifende	Maßnahmen	der	

Qualitätssicherung）に参加し、施設内に医療の質マネジメント

（Qualitätsmanagement）を導入し発展させる義務を負う（135a条2項）。

すべての給付提供者に対する医療の質の確保義務は、一般的、包括的な

義務づけであり、医療の質を保持するための基本的な前提条件であると理

131	　外来診療センターは、2003年の公的疾病保険現代化法（Gesetz	 zur	
Modernis ierung	 der	 gesetzl ichen	 Krankenversicherung（GKV-
Modernisierungsgesetz	 -	GMG）von	14.	November.	2003,	BGBl.	 I	S.	2190）
に基づき、2004年から契約医診療への参加が認められた医療機関類型である

（社会法典第5編	 95条1項1文）。医師が運営する医療機関であり、複数の医
師が勤務医又は契約医として医業に従事する（同項2文）。導入当初は、複数
の診療科を有するものでなければならなかったが（旧同項4文）、公的疾病保
険診療提供強化法（Gesetz	zur	Stärkung	der	Versorgung	in	der	gesetzlichen	
Krankenversicherung（GKV-Versorgungssrärkungsgesetz-GKV-VSG）von	
16.	Juli	2015,	BGBl.	2015	I	S.	1211）により2015年7月からは、単一の診療科
のみのセンターも認められている。このため、現在では、家庭医だけが在籍
するものや特定の専門医の診療科のみのセンターも設置することができる。
契約医診療への参加に係る許可は、在籍している医師ではなく、外来診療セ
ンター自体に対して診療施設の開設地ごとに付与される（同項5文）。開設
できる診療施設数には制限はなく、複数の診療施設を運営することができ
る。ただし、契約医診療に参加している医師がいない外来診療センターは、
許可を受けることはできない（同文）。外来診療センターの制度概要や機能
などについて概説した邦語文献として、田中伸至「ドイツのプライマリケア
における外来診療センター	─	Medizinische	Versorgungszentren（MVZ）─」
研究代表者松田晋哉『平成28年度	厚生労働行政推進調査事業費（政策科学
総合研究事業）我が国の制度的特徴を踏まえたかかりつけ医制度のあり方に
関する研究（Ｈ28−政策−指定008）総括・分担研究報告書』（2017年）38
頁ないし55頁参照。
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解されている132。このため、給付提供者は、具体的な医療の質の確保措置

の定めがない場合でも医療の質を確保する義務を負う133。

5.3.2.　施設内におけるマネジメントによる措置

施設内のマネジメントによる措置の中心は、医療の質マネジメントシス

テムの導入の義務づけである。いわゆる医療機能評価やそれに基づく認証

も、本項に整理する。これらは、医療機関全体を対象としてマネジメント

システムの審査を行うものであり、施設内マネジメント導入の契機ないし

導入・運用の支援としての性格が持つからである。医師に対し経済的イン

センティブを与えることにより診療に歪みが生じないようにする目標協定

も、病院組織におけるマネジメントの一環ということができるから、本項

で取り上げる。

（１）医療の質マネジメントシステム

給付提供者に対する医療の質の確保に関する具体的な義務の第1は、医

療の質マネジメント（Qualitätsmanagement）の導入である。医療の質マ

ネジメントの定義は法律にはないが、当該施設内のすべての職員の協力の

下で、医療の質の確保を職員の仕事の中核に位置付け、患者、家族、職員、

患者の紹介元の医師などのニーズを継続的に尊重するように努力を続けて

いくマネジメント手法であると理解されている134。患者からの苦情に対す

るマネジメント（135a条2項2号）、リスクマネジメントシステム及び医

療事故報告システム（Fehlermeldesysteme）（136a条3項1文）なども含

む135。

132	　Becker,	U	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§135a	Rn.	3.
133	　BT-Drucksache	14/1245,	S.	86.
134	　BT-Drucksache	14/1245,	S.	86.
135	　Becker,	U.	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,§135a	Rn.	10.
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契約医、外来診療センター、許可病院などには、医療の質マネジメント

を施設内に導入し発展させることが義務づけられている（135a条2項）。

マネジメントのあり方については、G-BAがその要件を指針により定める

こととされ（136条1項1文1号）、「医療の質マネジメント指針」136が発出

されている。同指針は特定のマネジメント方式の採用を義務づけるもので

はなく、行われるべきマネジメントの最低要件を定式化するものである。

医療の質マネジメントは個々の医療機関の実情や条件によって強く規定さ

れるからである137。

同指針では、医療の質マネジメントの目的やマネジメントの基盤となる

PDCAサイクルの原則とともに138、医療の質マネジメントにおいて原則と

して実施すべき方法や手段が規定されている。例えば、医療の質に係る目

的と達成すべき水準を定義し、定期的に評価すること、医療の質に関する

組織や責任、管轄、決定権限の所在を文書化すること、診療などのプロセ

スについて図表やフローチャート、業務方法説明書を用いて明確化するこ

と、プロセスについてチェックリストを作成し、その利用を徹底すること、

職員や医療チームが参加するカンファレンスを定期的に開催すること、す

べての職員がその職務に関する定期的継続的な研修に参加すること、患者

アンケートや職員アンケートを実施すること、患者からの苦情に対応する

マネジメントを行うこと、リスクの同定、分析、認識、評価、監視、リス

136	　Richtlinie	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 über	 grundsätzliche	
Anforderungen	 an	 ein	 einrichtungsinternes	 Qualitätsmanagement	 für	
Vertragsärztinnen	 und	Vertragsärzte,	Vertragspsychotherapeutinnen	 und	
Vertragspsychotherapeuten,	 medizinische	 Versorgungszentren,	
Vertragszahnärztinnen	 und	 Vertragszahnärzte	 sowie	 zugelassene	
Krankenhäuser（Qualitätsmanagement-Richtlinie/QM-RL）in	 der	 Fassung	
vom	17.	Dezember	2015.

137	　Murawski,	 R.	 in:	 Hänlein,	 A./Schuler,	 R.（Hrsg.）,	 Sozialgesetzbuch	 Ⅴ	
Lehr-	und	Praxiskommentar,	5.	Aufl.	2016,§136	Rn.	2.

138	　医療の質マネジメント指針A部1条、2条。
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クコミュニケーションなどを含むリスクマネジメントを行うことなどであ

る139。さらに、医療の質マネジメントにおいて取り組むべきテーマとして、

緊急事態対応、院内感染防止、薬物療法における安全確保、転落転倒防止

などが列記されている140（資料7「医療の質マネジメント指針（抄訳）」参

照）。

これらの方法や手段、テーマが施設内に導入すべき医療の質マネジメン

トの最低要件を構成するものと考えられる。

マネジメントシステムに対する最低要件の遵守は、医療の質報告書制度

（５．５．参照）において担保される。各病院の医療の質報告書には、医療

の質マネジメントの要件の履行状況について記載しなければならない

（136条1項1文1号）。

資料7　医療の質マネジメント指針（抄訳）

（目次）
前文
法律上の根拠
A部　施設内医療の質マネジメントの基本要件に関するセクター共通枠組み規定
　第1条　医療の質マネジメントの目的
　第2条　基盤となる方法
　第3条　基本要素
　第4条　方法及び手段
　第5条　記録
　第6条　施設内医療の質マネジメントの実施と発展の状況に関する報告と説明
　第7条　経過規定

B部
Ⅰ．入院診療
　第1条　入院診療における医療の質マネジメント
　第2条　施設共通医療事故報告システムに関する規定

139	　医療の質マネジメント指針A部4条1項。
140	　医療の質マネジメント指針A部4条2項。
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Ⅱ．契約医診療
　第1条　適用分野
　第2条　時間的枠組み
　第3条　要件の実施
Ⅲ．契約歯科医診療
　第1条　医療の質マネジメントの要件の実施
　第2条　時間的枠組み
　第3条　契約歯科医診療における医療の質マネジメント
　第4条　施設内医療の質マネジメントの実施と発展の状況に関する報告と説明

前文
　施設内医療の質マネジメントは、診療の継続的な確保及び改善並びに組織の発展を目
的とする。患者の安全を最大限保障する第一の目的の下で、患者中心の姿勢と診療従事
者の視点を重視する。
　この指針は、医療の質マネジメントの導入と実施に関する基本的要件を定める。その
際、資源投入は、特に人員と施設設備との間で適切な比率になるようにしなければなら
ない。施設内医療の質マネジメントの具体的な構築は、各施設の特性を踏まえて行う。
　A部ではすべてのセクターに共通の枠組み規定を定め、B部にはセクター別の節にお
いて枠組み規定を具体化する規定を置く。

法律上の根拠
　（略）

A部　施設内医療の質マネジメントの基本要件に関するセクター共通枠組み規定
第1条　医療の質マネジメントの目的
　医療の質マネジメントとは、診療において遵守しなければならない医療の質に関する
要求事項を達成するための活動を体系的かつ継続的に実施していくことである。具体的
には、組織、業務プロセス及び診療プロセスを規定し、結果とともに定期的に内部点検
を実施することである。同時に、業務・診療プロセスのそれぞれの施設に応じた専門的
スタンダード、法律上の規定及び協定上の規定への適合を促進しなければならない。医
療の質マネジメントは患者の安全を保障するための重要なアプローチであり、この意義
をすべての関係者が認識する必要がある。患者中心の業務・診療プロセスの最適化及び
患者満足度の向上が中心となる。さらに、医療の質マネジメントは、業務・診療プロセ
スに関わるすべての者の満足度の向上を目的とする。
　医療の質マネジメントは、当該施設、経営者・管理者、すべての職員及び患者にとっ
て、有益・有効でなければならず、安全文化の確立を促進するものでなければならない。
施設内及び外部の医療の質マネジメントから得られた結果と知見は、施設内医療の質マ
ネジメントに取り入れなければならない。
　施設内医療の質マネジメントの目的と実施は、施設に特有なその時々の実状を踏まえ
て行わなければならない。また、患者、施設、職員それぞれのニーズに適合するように
しなければならない。医療の質マネジメントの導入し実施する際には、施設固有のシス
テムを構築することも、既成の医療の質マネジメント方式又はマネジメントモデルを活
用することもできる。
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第2条　基盤となる方法
　医療の質マネジメントは、管理部門の責任である管理業務である。医療の質マネジメ
ントには、業務・診療プロセスに関与するすべての人員を参加させなければならない。
　医療の質マネジメントは、継続するプロセスであり、構造、プロセス、結果の質に関
する具体的目的を管理することによって達成される。施設内医療の質マネジメントにお
ける医療の質の目標設定は、第3条に規定する基本要素に基づくことが望ましい。目標
達成には、第4条に規定する方法及び手段を利用する。施設内の医療の質に関する目標
は、体系的な計画、実行、検証及び所要の改善による段階的な行動によって達成される
ものであり、いわゆるPDCAサイクルの原則に基づくものである。重要な業務・診療プ
ロセスの洗い出し、当該プロセスの安全確実な構築及びその体系的な解説によってリス
クを認識することができるようになり、問題事象の発生が回避されることになる。
　施設内医療の質マネジメントの枠組みにおいて目標を達成しているかどうかを判定す
るため、可能な限り、組織及び診療提供に関する構造、プロセス及び結果を測定し、評
価することが望まれる。指数や信頼できる医療の質に関する指標は、目的達成状況の内
部検証や施設内における個別対応の促進に資する。その際、匿名化したデータによる他
の施設との比較も役立つ。職員は、施設内クオリティーマネジメント研修コースを受講
することが望ましい。

第3条　基本要素
　医療の質マネジメントは、特に、次の基本要素を含むものである。
・患者の保護などの患者志向のアプローチ
・職員の保護などの職員志向のアプローチ
・プロセス志向のアプローチ
・コミュニケーション及び協働
・情報セキュリティー及びデータ保護
・責任と指導管理

第4条　方法及び手段
（1）次に掲げる方法及び手段は、医療の質マネジメントの実務的な構成要素として確立
されたものであり、適用が義務付けられるものである。これらの一覧表に収載された方
法及び手段については、それぞれの施設に係る具体的な人員施設設備の構造若しくは地
理的条件又はその他の給付提供に関する専門医学的な理由に基づく特殊事情が明らかに
当該手段の実施の障害になっている場合は、適用しなくともよい。この一覧表は、その
完全な実効を要求する趣旨のものではなく、各施設は異なる医療の質マネジメントの方
法及び手段を導入することもできる。第2文は、リスクマネジメント、医療事故マネジ
メント及び医療事故報告システムの最低基準、病院における苦情マネジメント並びに2
人以上の医師が行う手術及び鎮静下で行われる手術に関するチェックリストの利用につ
いては適用しない。
・医療の質に係る目的の測定及び評価
　診療又は組織を改善するための重要な目標基準を定義し、その達成水準を策定し、定
期的に評価し、必要に応じて結論を得る。
・現況報告及び自己評価
　定期的な現況報告及び自己評価は、施設内医療の質マネジメントの具体的な目標及び
内容の設定と検証に資する。



188 ドイツにおける医療の質の確保に関する制度の構造と法体系モデル　（田中伸至）

・責任及び管轄の規定
　組織文化並びに責任、管轄及び決定権の所在は、文書化し、例えば、図表又は組織図
を用いて確定する。その際、安全に関して重要なすべてのプロセスに関する主要な責任
の所在に留意する。
・プロセスの記述
　診療及び組織に関する重要なプロセスは、施設ごとに特定し、規定するとともに、例
えば、図表、フローチャート又は業務方法説明書を用いて叙述する。その際、特に安全
に関して重要なすべてのプロセスに係る責任の所在をプロセスの叙述において明記する
とともに、専門的なスタンダードを考慮する。
　プロセスの記述は、職員が利用できるようにするとともに、定期的に検証し、ニーズ
に適応させる。すべての職員は、プロセスの記述を理解する必要がある。また、すべて
の職員は、プロセスの記述から自己の任務を認識することができる。
・連携のためのマネジメント
　診療プロセスにおける連携に関する体系的なマネジメントは、そのためのコミュニ
ケーション及びすべての職員によるコーディネートされた協働を含む。安全で患者志向
の診療のために、特に、診療プロセス全体の中での病期間の移行の際にすべての必要な
情報が適時に伝達されるようにするとともに、診療がコーディネートされるようにする
ものとする。
・チェックリスト
　チェックリストにおいて、プロセスにおける個々のポイントが着実に実行されるよう
に体系化する。この作業は、患者の安全にとって重大なプロセスについて大きな意義を
有する。例えば、思い違いの防止のため、チェックリストの利用を徹底することは、診
療プロセスを円滑化するものであり、安全文化の重要な要素である。
　2人以上の医師が行う手術及び鎮静下で行われる手術は、手術チェックリストに収載
する。手術チェックリストは、施設の特性に応じて作成し、利用するものとし、手術に
関与する者すべてを考慮に入れて作成するものとする。特に、チェックリストは、有害
事象及びリスクを認識し、例えば、患者、術式及び手術部位の取違え、重大な合併症の
ような問題の発生を回避できるように作成しなければならない。また、チェックリスト
は、必要な設備機器の存在及び機能に関する問を含む。
・チームによる協議
　職員又はチームと定期的に構造化された協議を実施し、すべての職員に対しその時点
で問題となっているテーマについて意見を求める。
・継続的な研修及びトレーニング
　すべての職員は、定期的にその業務に直接関係のある継続的な研修に参加するものと
する。継続的な研修又はトレーニングの種類及び範囲は、施設の管理者と調整して、職
員に合ったコンセプトに組み込む。
・患者アンケート
　施設は、定期的に患者アンケートを行い、評価する。患者満足度及び患者から見た医
療の質並びに改善措置の手がかりについて、アンケートの結果を管理者及び職員に
フィードバックする。可能な限り、定評のある患者アンケートツールを利用することが
望ましい。
・職員アンケート
　定期的に可能な限り匿名化した職員アンケート実施する。アンケートの目的は、職員
の視点から見える情報を得て、改善措置を案出することである。
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・苦情マネジメント
　施設は、適切な苦情処理などの患者志向の苦情マネジメントを運用する。苦情マネジ
メントには、個別的にあるいは匿名で苦情申立てができることについて情報提供するこ
とも含まれる。フィードバックにより苦情を分析し、評価し、所要の改善措置を検討す
る。可能であれば、苦情申立人に対し実施した対応措置についてフィードバックする。
・患者に対する情報提供と説明
　患者に対する情報提供には、情報のみならず、その説明が含まれる。説明により、患
者が治療に協力しやすくなり、治療への信頼が増すことが期待できる。
　診察の際には、必要に応じ患者に手交できるように、確かで理解しやすい情報や自助
組織及び相談機関についての一覧表を作成しておく。
・リスクマネジメント
　リスクマネジメントは、潜在するリスクへの対処、事故及び有害事象の発生防止並び
に安全文化の向上を目的とする。その際、患者と職員の視点を考慮して、診療における
すべてのリスクを同定し、分析し、他の医療の質マネジメントの手段から得られる情報、
特に、医療事故報告システムからの情報を活用する。個々の対リスク戦略は、リスクの
体系的な認識、評価、管理及び監視並びに重大な有害事象、発生した損害及び予防措置
の案出と実行についての分析を含む。対リスク戦略の重要な部分は、構造化されたリス
クコミュニケーションである。
・医療事故マネジメント及び医療事故報告システム
　医療事故への体系的な対処（「医療事故マネジメント」）は、リスクマネジメントの一
部である。医療事故マネジメントには、事故発生及び有害事象を察知し、実務上の改善
プロセスを検討するために利用することが含まれる。
　医療事故報告システムは、医療事故マネジメントのための手段である。事故報告・学
習システムは、すべての診療科及び職種にとって、簡単にアクセスし実行ができるもの
でなければならない。その目的は、重大な結果から学習することにより、医療事故と損
害発生を防止することであり、そうすることによって事後、また、他の部署においても
それらを防止することができる。報告は、職員が自発的に匿名でかつ制裁措置を受けず
に行うことができる必要がある。報告を体系的に作成するとともに、事故防止のために
推奨される行動を案出し、実施し、リスクマネジメントの枠組みの中でその有効性を評
価する。

（2）医療の質マネジメントは、特に次の分野を対象とする。
・緊急事態マネジメント
　患者及び給付の構成に応じて緊急事態用の設備機器を装備するとともに、定期的なト
レーニングによって緊急事態対応能力を更新する。職員は、緊急事態の察知及び対処に
ついて教育を受ける。
・衛生管理マネジメント
　衛生管理マネジメントは、施設の衛生に関する構造及びプロセスによる適切な対応を
含み、疾病の感染を防止することを目的とする。衛生管理マネジメントには、抗菌剤の
適切な使用及び多剤耐性菌の拡大に対する措置も含む。
・薬物療法における安全確保
　薬物療法における安全確保は、投薬プロセスの最適化を確保する措置全体を指し、投
薬過誤のリスクと薬物療法における回避可能な患者に対するリスクを低下させることを
目的とする。
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　施設は、医薬品の処方及び投与の際に、薬物療法において発生する回避可能なリスク
を適切な措置により同定し、また、医薬品の取扱いに関する勧告を周知するとともに、
投薬プロセスにおけるリスクを最小化できるような適切な措置をとるものとする。
・患者の痛みに対するマネジメント
　患者の痛み及び今後発生する可能性のある痛みに対しては、痛みのマネジメントを行
い、痛みを理解するとともに、痛みの発生を防止し、痛みを和らげ、取り除く治療を行う。
・転落防止措置
　転落防止は、リスク及び危険を認識し、転落の可能性を除去又は軽減することによっ
て、転落を防止し、転落の結果生じる損害を最小化することを目的とする。転落防止措
置には、リスクの予見及び適切な防止措置が含まれる。

第5条　記録
　施設は、医療の質マネジメントの実行及び発展について定期的に自己評価しなければ
ならない。また、その評価結果を施設内で活用するため文書化しなければならない。

第6条　施設内医療の質マネジメントの実施と発展の状況に関する報告及び解説
　（略）

第7条　経過規定
　（略）

B部
Ⅰ．入院診療
　（略）

第1条　入院診療における医療の質マネジメント
　医療の質に関する目標は、経営戦略の構成要素であり、経営目標に位置付ける必要が
ある。医療の質マネジメント及び臨床リスクマネジメントは、管理者の任務であり、管
理者レベルで責任を持つものであって、管理職の職員は、ロールモデルとしての役割を
有する。病院管理者と密接な関係を持つ、包括的な多職種協働の中央委員会を活用する
ものとする。同委員会は、病院における医療の質マネジメント及び臨床リスクマネジメ
ントを促進し、調整する。医療の質マネジメント及び臨床リスクマネジメントが機能す
る前提は、当該施設の特性に応じた組織構築及び組織運営条件であり、医療の質マネジ
メントとリスクマネジメントとの二重構造は可能な限り回避しなければならない。病院
における臨床リスクマネジメントの手段としては、例えば、医療事故報告システム、リ
スク点検、罹患率・死亡率検討会又は症例研究が挙げられる。病院における衛生及び感
染症防止に関する構造及びプロセスの構築は、患者の安全を確保する上で前提となるも
のである。その適切な実施のためには、（基本的な）衛生対策を継続的に徹底し、説得
力のあるサーベイランスを行うとともに、所要の資格を有する職員によって抗生物質の
的確な使用管理を行うことが必要である。
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第2条　施設共通医療事故報告システムに関する規定
　社会法典第5編第136a条第3項第3文に基づき、G-BAは、病院資金調達法第17b条第
1a項第4号に規定する診療報酬加算の協定の基礎として、入院診療におけるリスク及び
事故の発生源を特定し、評価し、有害事象の回避に資する施設共通医療事故報告システ
ムの要件を定める。この要件は、G-BAの別の規則において定める。

Ⅱ．契約医診療
　（略）

第1条　適用分野
　（略）

第2条　時間的枠組み
　A部第4条に規定する方法及び手段は、契約医診療への参加の許可又は権限付与の後3
年以内に当該施設に導入し、点検し、かつ、引き続き継続的に改善しなければならない。

第3条　要件の実施
　施設内医療の質マネジメントの導入と継続的な改善は、段階的に、手段を自由に選ん
で行うことができる。
　多数の契約医が従事する施設は、施設内医療の質マネジメントを担当する契約医を置
くものとする。さらに、施設内医療の質マネジメントのコーディネートを担当する職員
を置くことが望ましい。

Ⅲ．契約歯科医診療
　（略）

（２）医療機能評価141

施設に導入する医療の質マネジメントシステムが上掲の最低要件に適合

していることの認証は、法律上要求されていない。ただし、2013年の推

計によればドイツ全体の2,045病院のうち879病院が自発的に民間認証を

受けている142。ドイツの病院が利用している民間認証は、「透明性と質のた

141	　ドイツにおける医療の質マネジメントの民間認証ないし医療機能評価に
ついて経営学の観点から概説した文献として、Fleßa（Fn.7）,	S.	245-269参照。
KTQ及びDIN	EN	15224の概要については、主に同書に依拠した。

142	　QZ-online.de,	 Qualitätsmanagement	 im	 Krankenhaus	 –	 KTQ	 oder	 ISO	
9001?（https://www.qz-online.de/qualitaets-management/qm-basics/recht_
normen/branchenspezifische_anforderungen_qm_systeme/artikel/
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めの協働」（KTQ）143とDIN/EN/ISO	9001:2008に限られているようであ

る144。

①　KTQ

KTQは、病院に特化した医療機能評価・マネジメント認証モデルであ

る。疾病金庫中央連合会、ドイツ病院協会、連邦医師会、ドイツ看護協会

などによって運営されている。認証の対象は、病院全体であり、診療科別

の認証は行っていない。

認証までの流れは、次のとおりである。まず、病院が医療の質マネジメ

ントシステムを構築する。構築したシステムについて、KTQが提供する

ソフトウェアを利用して自己評価を行い、報告書を作成する。そして、

KTQが外部評価を実施する。外部評価は、医師、看護師、事務職員の3

部門の鑑定人から成るチームが担当する。鑑定人は、模範的な病院に勤務

する常勤職員から選ばれる。構造とプロセスに関する基準に当てはめ145、

基準の55％以上が達成されていれば認証する。50％ないし55％の場合は、

再審査を受けることができる。認証の有効期間は3年間である。2013年時

点で、529病院が認証を受けている146。

②　DIN	EN	15224

DIN/EN/ISO	9001 : 2008は、 国 際 標 準 化 機 構（Internat i ona l	

Organization	for	Standardization.	ISO）の規格を取り入れたドイツ規格協

qualitaetsmanagement-im-krankenhaus-ktq-iso9001-722333）.
143	　Kooperation	für	Transparenz	und	Qualität	im	Gesundheitswesen.
144	　Toepler,	 E.	 in:	 Mülheims/Hummel/Peter-Lange/Toepler/Schuhmann

（Fn.114）,	S.	580,	581.
145	　Toepler,	 E.	 in:	 Mülheims/Hummel/Peter-Lange/Toepler/Schuhmann

（Fn.114）,	S.	581.
146	　QZ-online.de（Fn.	142）.
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会（Deutsches	Institut	für	Normung.	DIN）による品質規格である。工業

を初め、さまざまな産業に適用することが想定されている。認証は、病院

全体のほか、診療科などの部門ごとに受けることができる。2013年時点

で、350病院が9001シリーズの認証を受けている。このISO	9001シリー

ズをもとに、2012年、医療機関、特に急性期病院に特化した規格として

作成されたのが、DIN	EN	15224である。

DIN	EN	15224の認証プロセスは、4つのフェーズから成る。第1の開始

フェーズでは、病院が医療の質マネジメントシステムを構築する。医療の

質マネジメントに関する病院経営の責任の明確化、医療の質マネジメント

のための院内組織の構築、クオリティーサークル（Qualitätszirkel）147や医

療の質マネジメントに係る問題解決委員会などの機関の整備が行われる。

第2の準備フェーズでは、医療の質マネジメントシステムを文書化する。

この作業の中で、診療プロセスの現状分析を行うほか、リスクのあるプロ

セスや医療の質にとって重要管理点となるプロセスを特定するなど、プロ

セスの構造化と可視化を図る。作業の成果は、「医療の質マネジメントハ

ンドブック」にとりまとめ、内部自己評価を行う。その後、第3の認証

フェーズにおいて、認証機関が上掲の文書に基づきシステム分析を行う。

専門家が病院に赴き、数日間、審査を実施する。認証後は、第4の改善継

続フェーズに入る。少なくとも1年ごとに、病院組織が医療の質マネジメ

ントハンドブックの規定に従っているかどうか監査が行われる。認証は、

3年ごとに更新を受ける必要がある148。

147	　クオリティーサークルとは、8人から12人の医師が参加する小規模なグ
ループであり、参加者の医療業務のプロセスなどについて一定の基準に基づ
いて評価を行うといった活動を行うものであるとされる。Deutsch,	 E.	 /	
Spickhoff,	A.	,Medizinrecht,	7.	Aufl.	2014,	XVI.	Rn.	862.

148	　ISOの認証に対しては、形式主義的な文書作成によって病院職員のモチ
ベーションが低下することや高額の費用がかかることが指摘されている。院
内に生じる資料作成等の費用は平均60,000ユーロ（1ユーロ120円換算で720
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③　学会認証

このほか、臨床医学系の学会による認証もある。例えば、ドイツがん学

会（Deutsche	Krebsgesellschaft（DKG））は、ドイツ乳房学会（Deutsche	

Gesellschaft	für	Senologie（DGS））と共同で、集学的治療についての認証

マーク制度を設け、乳房センター、大腸センター、前立腺がんセンターに

ついて基準を定めている。こうしたセンター認証を受けるには、DIN/

EN/ISO又はKTQに基づく当該病院全体の認証を有していることが前提

となる。パーキンソン病治療、糖尿病治療、脳卒中ユニット、心的外傷セ

ンターなどについても、学会による認証制度が運営されている149。こうし

た学会認証は、州の病院計画において利用されることがある（5.4.3.参照）。

（３）目標協定の制限

目標協定（Zielvereinbarungen）とは、診療科長である医師（Chefärzte）

が一定の種類の給付について目標数量を達成した場合にボーナスを支払う

ことを、病院と当該医師との間で契約するものである。ボーナス協定とも

呼ばれる。この目標協定の対象から一定の事項を排除することにより、医

療の質が損なわれるのを防止しようとするのが、目標協定の制限という手

法である。

例えば、一定のDRG評価係数を達成した場合にプレミアを支払うこと

を内容する目標協定が締結された場合、医師が医学に基づいて診断治療の

万円）になり、コンサルタントや認証機関に支払う費用は15,000ユーロ（1
ユーロ120円換算で180万円）になるという。せっかく作成した「医療の質
マネジメントハンドブック」も実際に役に立たない「箪笥の肥やし」

（Schubladenwerk）になるといわれている。ただし、規格が明確であること
から、特に、臨床検査や病理検査、放射線などの技術部門において目標達成
基準として活用することができるという意義もあるとされる（Fleßa（Fn.	7）,	
S.	257）。

149	　Toepler,	 E.	 in:	 Mülheims/Hummel/Peter-Lange/Toepler/Schuhmann
（Fn.114）,	S.	581.
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方針を決定することが妨げられ、医療の質が損なわれるおそれがあるか

ら、その締結を防止する必要があると考えられている150。

このため、法は、ドイツ病院協会に対し、病院と診療科長である医師と

の契約に関し、連邦医師会の同意を得て、個別給付、給付量、給付複合又

は測定値に対する経済的インセンティブを与えるような目標協定が排除さ

れるようにする勧告を行うよう義務づけている（135c条1項）。その勧告

が「給付に係る目標協定に関する社会法典第5編136a条に基づく勧告」151

である。同勧告では、診療科長である医師は、診断治療について独立して

責任を持ち、病院経営者の指示を受けてはならないこと、経済的な内容を

伴う目標協定は、職業法の規定を遵守している場合には、原則として合法

であり適切であること、診療科長である医師が治療目的の決定に決定的な

影響力を行使できるようにすること、個々の手術又は給付に対する経済的

インセンティブの付与を協定してはならないことが規定されている。

勧告の遵守は、医療の質報告書制度（５．５．参照）において担保され

る。各病院の医療の質報告書には、指導医との契約の際に当該勧告を遵守

しているかどうかについて記載しなければならない。勧告を遵守しなかっ

た場合は、目標協定にいずれの給付や給付分野が規定されているのかを明

記しなければならないこととされている（同条2項）。

150	　BT-Druchsache	 18/5372,	 S.	 83;	 Becker,	 U.in:	 Becker/Kingreen（Fn.29）,	
135c	Rn.	4;	Murawski,	R.	in:	Hänlein/Schuler（Fn.	137）,	§135c	Rn.	2.

151	　Empfeh lungen	 gemäß	§136a	 SGBⅤ	 zu	 le i s tungsbezogenen	
Zielvereinbarungen,	on	line	verfügbar	unter:	http://www.dkgev.de/media/
f i l e/13777 .2013 -05 -10_Empfeh lung_von_DKG_und_BAEK_zu_
Zielvereinbarungen.pdf.	 同勧告が発出された後、法改正により根拠条文が
136a条から135c条に移されたが、これに応じての勧告改正はされていない
ため、題名において引用されている条文が異なっている。
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5.3.3.　データ等に基づく施設間比較による措置

施設内のマネジメントによる措置と密接に関係するのが、データ等に基

づいて施設間比較を行う制度群である152。自施設のデータを他の施設の

データ、平均的ないし標準的なデータなどと比較することにより、自施設

の現況を数値に基づいて可視化し、潜在的な問題を把握して、上掲の施設

内マネジメントに生かしていくことが想定されている。まず、様々な診療

領域やテーマを取り扱うことができる一般的なシステムとして、病院や診

療所などに共通する制度、病院に適用される制度、医療事故報告システム

を描写する。続いて、特定のテーマである院内感染防止に関するシステム

と臨床がん登録を取り上げる。

（１）施設・セクター共通の医療の質の確保措置

施設・セクター共通の医療の質の確保措置（einrichtungs-	und	

sektorenübergreifende	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung）は、当該施

設における医療の質を他の施設との比較において判断することにより、潜

在する問題点を認識できるようにするものである。比較による評価が可能

な診療や結果の質に関するテーマ153、例えば、検査に対するラウンドロビ

ンテスト、画像診断の質についての無作為抽出検査、周産期・新生児医療

に関する研究が想定されている154。この措置の具体化はG-BAが行うこと

とされ（136条1項1文1号）、「施設及び診療セクター共通医療の質の確保

に関する指針」が発出されている155。契約医、外来診療センター、許可病

152	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	366.
153	　BT-Drucksache	14/1245,	S.	86.
154	　Becker,	U.	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§135a	Rn.	9.
155	　Richtlinie	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§92	Abs.	1	Satz	2	

Nr.	 13	 i.	 V.	 m.	§136	 Abs.	 1	 Nr.	 1	 SGB	 V	 über	 die	 einrichtungs-	 und	
sektorenübergreifenden	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung（Richtlinie	zur	
einrichtungs-	 und	 sektorenübergreifenden	 Qualitätssicherung	 –	 Qesü-RL）



法政理論第50巻第3・4号（2018年） 197

院などは、この措置に参加しなければならない（135a条2項）。

同指針により、現在、「経皮的冠動脈インターベンション（PCI）及び

冠動脈造影」と「院内感染の防止	−	術後創感染」の2つがテーマとして

設定されており156、次のような手順が採用されている。すなわち、まず、

診療所や病院がテーマに係る所定のデータをデータ受付機関に提出す

る157。提出すべきデータは、施設に関するものや個々の症例に係るものま

で多岐にわたる。例えば、術後創感染のテーマについては、患者の年齢、

性別、被保険者番号等のデータ、手術部位での感染の有無、創傷感染診断

日、創傷領域の微生物学的検査の実施の有無158、施設内での抗生物質の使

用状況、感染防止のためのガイドラインやチェックリストの有無159などが

挙げられている。

データ受付機関では、提出されたデータの信頼性などが審査される。審

査後、データ受付機関から評価機関にデータが送られ、データの評価が行

われるとともに、フィードバック報告書が作成される160。フィードバック

報告書には、年間報告書と四半期報告書の2種類あり、病院や契約医に送

付される。報告書には、対象患者集団に関する統計上の特性、施設別の感

染防止マネジメントなどの指標に基づく評価、個々の指標に対する評価、

給付提供者ごとの個別指標に対する対照群との比較評価などが記載され

る161。州に設置される医療の質の確保に関するワーキンググループにも、

in	der	Fassung	vom	19.	April	2010,	zuletzt	geändert	am	15.	Dezember	2016.
156	　施設及び診療セクター共通医療の質の確保に関する指針第2編。
157	　施設及び診療セクター共通医療の質の確保に関する指針第1編	C節15条。
158	　施設及び診療セクター共通医療の質の確保に関する指針第2編作業方法第

2部	D節別添1	c）。
159	　施設及び診療セクター共通医療の質の確保に関する指針第2編作業方法第

2部	D節別添1	d）。
160	　「院内感染の防止−術後創感染」のテーマにつき、施設及び診療セクター

共通医療の質の確保に関する指針第2編作業方法第2部	A節9条参照。
161	　「院内感染の防止−術後創感染」のテーマにつき、施設及び診療セクター
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州内のデータに関する評価結果を示した年度報告書が送付される。対象患

者集団に関する統計上の特性や個々の指標に対する評価などが記載されて

いる162。

データの評価において、特定の給付提供者について異常値が見られた場

合には、初めに、当該給付提供者からの意見聴取が行われる。その際、文

書による意見聴取のほか、「構造化対話（strukturierter	Dialog）」と呼ば

れる専門家委員会などと給付提供者との間の協議も行われる。意見聴取の

手続は、上掲の州ワーキンググループやIQTIGが主催する163。この手続き

において異常値につき十分な説明がされなかった場合、州ワーキンググ

ループやIQTIGは適切な改善措置を決定するともに、当該給付提供者と

の間で改善についての協定を締結することとされている。改善措置として

は、研修や研究会への参加、専門家との協議、クオリティーサークルへの

参加、クリティカルパスの導入、ピアレヴューの実施、診療ガイドライン

の遵守などがある164。

（２）�病院に係る施設共通医療の質の確保措置（外部的入院医療の質の確

保措置）

病院についてのみデータ評価を行う制度もある。施設共通医療の質の確

保措置（einrichtungsübergreifende	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung）

ないし外部的入院医療の質の確保措置（Maßnahmen	der	externen	

stationären	Qualitätssicherung）と呼ばれるシステムである。個々の給付

分野について予め設定された指標について、当該病院における対象患者全

員に対する診療を記録し、その記録データに基づき医療の質に関する課題

共通医療の質の確保に関する指針第2編作業方法第2部	A節10条参照。
162	　「院内感染の防止−術後創感染」のテーマにつき、施設及び診療セクター

共通医療の質の確保に関する指針第2編作業方法第2部	A節11条参照。
163	　施設及び診療セクター共通医療の質の確保に関する指針第1編	C節17条2項。
164	　施設及び診療セクター共通医療の質の確保に関する指針第1編	C節17条3項。
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について外部評価を行うものである。

前述のとおり（5.3.1.参照）、許可病院は、特に結果の質を改善する目的

を持つ施設共通の医療の質の確保措置に参加する義務を負う（135a条2項

1号）。この措置の具体化はG-BAが行うこととされ（136条1項1文1項）、

「病院における医療の質の確保措置に関する指針」が発出されている165。同

指針には、「外部的入院医療の質の確保措置」との名称の下で、データの

記録や外部評価の流れ、対象給付分野が規定されている。

具体的な手順は、次のとおりである。許可病院は、対象給付分野につい

て指針に列記された項目のデータを記録する166。データは、病院の本院分

院ごとに統一のデータフォーマットに従い電子ファイル化され、州に設置

されたデータ受付機関167又はIQTIGに伝達される168。データは、少なくと

も1年に1度、許可病院の本院分院ごとに統計的に分析評価され、他院と

比較可能な形に取りまとめられた上で、当該病院にフィードバックされ

る169。また、特異なデータがないかどうか統計的な審査が行われ、異常値

が認められた場合は、ここでも、構造化対話と呼ばれる一連の手続きが開

始される170。手続きは、G-BAの医療の質確保部会又は州に設置される管理

165	　Richtlinie	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 gemäß	§136	 Abs.	 1	
SGB	V	i.V.m.	§135a	SGB	V	über	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	für	
nach	§108	 SGB	 V	 zugelassene	 Krankenhäuser（Richtl inie	 über	
Maßnahmen	 der	 Qualitätssicherung	 in	 Krankenhäusern	 /	 QSKH-RL）in	
der	 Fassung	 vom	 15.	 August	 2006,	 zuletzt	 geändert	 am	 21.	 Juli	 2016

（QSKH-RL	Stand	21.	Juli	2016）.
166	　病院における医療の質の確保措置に関する指針4条1項。
167	　州のデータ受付機関は、州医療の質機構（Landesgeschäftsstellen	 für	

Qualitätssicherung（LQS））、州病院協会（Landeskrankenhausgesellschaften
（LKG））又は保険医協会に置かれているようである。IQTIG,	 QS-Verfahren
（https://iqtig.org/qs-verfahren/）.

168	　病院における医療の質の確保措置に関する指針6条1項。
169	　病院における医療の質の確保措置に関する指針8条1項、2項。
170	　病院における医療の質の確保措置に関する指針9条5項、10条、11条。



200 ドイツにおける医療の質の確保に関する制度の構造と法体系モデル　（田中伸至）

委員会が実施する171。まず、当該病院に対し当該異常値についての見解の

表明が求められる172。その見解を考慮してもなお疑問が残る場合は、中立

の専門家と当該病院の当該給付分野の責任者との間で協議が行われる。協

議により両者が共通認識に達した改善措置については、その内容と実施期

限が協定として文書化される173。

対象給付分野は、毎暦年ごとに上掲の指針により設定される。臨床がん

登録（（５）参照）のように特定の給付分野について継続的な質の管理を

行うものではなく、当該給付分野において医療の質を改善していく余地が

残っている期間だけ取り上げる趣旨であるとされる174。2017年は24の給付

分野が対象とされ175、産婦人科の領域や臓器移植、人工関節植込み術など

の手術が中心になっている（資料8「外部的入院医療の質の確保措置の対

象給付分野」参照）。

なお、対象給付分野によってデータの受付機関と構造化対話の実施主体

が異なる。病院がIQTIGにデータを伝達し、G-BA医療の質確保部会が構

造化対話を実施する場合を「直接手続」（Direkten	Verfahren）という。

州のデータ受付機関にデータを伝達し、州の管理委員会が構造化対話を担

当する場合は「間接手続」（Indirekte	Verfahren）と呼ぶ。「直接手続」に

は、症例数が少ない給付分野や連邦全体で医療の質をマネジメントしてい

く必要がある給付分野が分類される176。

2014年の対象給付分野におけるデータの評価実績を見ると、統計上、

171	　病院における医療の質の確保措置に関する指針14条。
172	　病院における医療の質の確保措置に関する指針11条。
173	　病院における医療の質の確保措置に関する指針12条1項、2項。IQTIG,	

Strukturierter	Dialog（https://iqtig.org/ergebnisse/strukturierter-dialog/）.
174	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	275.
175	　2017年の指標数は不明であるが、2014年10月時点では30の給付分野につ

いて約470指標が設定されていた。Toepler,	 E.	 in:	 Mülheims/Hummel/	
Peter-Lange/Toepler/Schuhmann（Fn.114）,	S.	577.

176	　病院における医療の質の確保措置に関する指針5条1項、2項。
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異常値が250の指標について1万6,428件観察された。構造化対話の結果、

そのうち1,687件が「質的にも異常である」と評価され、6,291件が「質的

には異常ではない」と分類されたという177。

資料8　外部的入院医療の質の確保措置の対象給付分野

2017年における対象給付分野 手続
直接 間接

市中肺炎
Ambulant	erworbene	Pneumonie ×

産科
Geburtshilfe	 ×

婦人科手術（子宮摘出なし）
Gynäkologische	Operationen（ohne	Hysterektomien） ×

ペースメーカー（植込み、ユニット交換、点検、システム交換、摘出）
Herzschrittmacherversorgung（Herzschrittmacher-Implantation,	
Herzschrittmacher-Aggregatwechsel,	Herzschrittmacher-Revision/-
Systemwechsel/-Explantation）

×

腰部人工器官治療（腰部人工器官初回植込み。大腿骨骨折に係る人工
骨治療、腰部人工器官交換、部分交換）
Hüftendoprothesenversorgung（Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation	
einschl .	endoprothetische	Versorgung	Femurfraktur,	Hüft-
Endoprothesenwechsel	und	-komponentenwechsel）

×

股関節付近の大腿骨骨折の骨接合を伴う治療
Hüftgelenknahe	Femurfraktur	mit	osteosynthetischer	Versorgung	 ×

植込み型除細動器　―　ユニット交換
Implantierbare	Defibrillatoren	-	Aggregatwechsel	 ×

植込み型除細動器　―　植込み
Implantierbare	Defibrillatoren	-	Implantation	 ×

植込み型除細動器　―　点検、システム交換、摘出
Implantierbare	Defibri l latoren	 -	Revision/Systemwechsel/
Explantation	

×

頸動脈血行再建術
Karotis-Revaskularisation	 ×

177	　IQTIG,	Strukturierter	Dialog（https://iqtig.org/ergebnisse/strukturierter-
dialog/）.
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2017年における対象給付分野 手続
直接 間接

膝人工関節置換術（膝人工関節初回植込み。スリット人工関節、人工
関節交換、部分交換を含む）
Knieendoprothesenversorgung（Knieendoprothesen-Erstimplantation	
einschl.	Knie-Schlittenprothesen,	Knieendoprothesenwechsel	und	
-komponentenwechsel）

×

乳房手術
Mammachirurgie	 ×

新生児
Neonatologie	 ×

褥瘡予防
Pflege:	Dekubitusprophylaxe	 ×

大動脈弁手術、単独
Aortenklappenchirurgie,	isoliert	 ×

心臓移植及び補助人工心臓
Herztransplantation	und	Herzunterstützungssysteme	 ×

冠動脈手術及び大動脈弁手術の複合
Kombinierte	Koronar-	und	Aortenklappenchirurgie	 ×

冠動脈手術、単独
Koronarchirurgie,	isoliert	 ×

生体肝移植（ドナー）
Leberlebendspende	 ×

肝移植
Lebertransplantation	 ×

肺移植及び心臓・肺移植
Lungen-	und	Herz-Lungentransplantation	 ×

生体腎移植（ドナー）
Nierenlebendspende	 ×

腎移植
Nierentransplantation	 ×

膵臓移植及び膵臓・腎臓移植
Pankreas-	und	Pankreas-Nierentransplantation	 ×

（出典）QSKH-RL	Stand	21.	Juli	2016,	Anlage	1	Einbezogene	Leistungen	im	Erfassungsjahr	2017.

（３）施設共通医療事故報告システム

施設共通医療事故報告システムは、多数の医療施設から患者の安全に

とって重要な事故及びリスクに関する通報を受けるとともに、医療施設に
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対し医療事故に関する学習の機会を提供するプラットフォームである178。

契約医、外来診療センター、許可病院などは、施設共通医療事故報告シス

テムに参加することを義務づけられている（135a条2項1号）。給付提供

者がこのシステムに参加することにより、その提供する医療の質を他の給

付提供者と比較しつつ評価する中で、潜在的な問題点を把握し、対応する

ことができるようにする趣旨である179。

法律上、具体的な報告システムは、定められていない。ただし、入院診

療分野については、G-BAが、リスクと事故の発生原因を認識、評価し、

有害事象発生防止に資するために同システムが備えておくのが適切な要件

を設定しなければならないとされており（136a条3項3文）、「施設共通医

療事故通報システムの要件に関する共同連邦委員会決定」180が発出されて

いる。同決定が定める要件を満たす報告システムに参加する病院に対して

は、DRG包括報酬システムにおいて診療報酬の加算が支払われる。加算

額については、連邦レベルの契約当事者が協定する（病院資金調達法17b

条1a項4号）。

同決定が定める要件としては、例えば、すべての許可病院が参加するこ

とができ、インターネットを通じて自由に利用することができること、有

害事象、医療事故、ニアミス、その他のリスクなどの報告を可能な限り事

故防止措置に関する勧告とともに受理すること、報告様式を設けておくこ

と、施設内医療事故報告システムと施設共通医療事故報告システムとの間

のデータインターフェースを確保すること、報告内容を専門家が分析し、

有害事象の発生原因とその防止のための措置を盛り込んだ事例報告書を作

178	　施設共通医療事故通報システムの要件に関する共同連邦委員会決定2条1
項参照。

179	　Murawski,	R.	in:	Hänlein/Schuler（Fn.	137）,	§135a	Rn.	3.
180	　Bestimmung	 des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	 von	Anforderungen	

an	 einrichtungsübergreifende	 Fehlermeldesysteme（üFMS-B）in	 der	
Fassung	vom	17.	März	2016（üFMS-B	Stand:17.	März	2016）.
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成すること、事例報告書には、予防措置や問題の解決策を議論できるよう、

同システムの参加者がコメントを書き込むことができるようにしておくこ

と、事例報告書を事例データバンクに掲載し公表することなどが挙げられ

ている181。

（４）院内感染防止措置の評価

院内感染は、法律上、特別なテーマとして取り上げられており、院内感

染防止措置と評価指標を定め、施設間比較を行う形の制度が設けられてい

る。具体的な防止措置は、G-BAが2016年12月31日まで指針において定

め、特に、施設間での比較が可能となるような評価指標も規定することと

されている（136a条1項1文、2文）。病院での院内感染が多発したことへ

の対応策である182。病院は、院内感染などの衛生に関する質の測定結果を

医療の質報告書（５．５．参照）において公表する義務を負う（同項4文）。

上掲の院内感染防止に関する指針は、未だ策定されていない。ただし、

他の指針の中に院内感染防止に関する規範が見られる。例えば、「病院医

療の質報告に関する規則」（5.5.1.参照）には、院内感染防止担当職員や院

内感染防止に関する指標の現況を報告書に記載することが定められてい

る。「病院における医療の質の確保措置に関する指針」（5.3.3.（２）参照）

は、病院に対して医療の質の病院間比較が可能となるように所要のデータ

を記録するよう求めているところ、そのデータの中に、術後感染症の発生

件数や手術前抗生物質投与の頻度などの院内感染防止に関するものも含ま

れている。「早産児成熟児診療における医療の質の確保措置に関する指

針」183では、低体重早産児に係る感染監視機関に参加することや施設内医

181	　施設共通医療事故通報システムの要件に関する共同連邦委員会決定3条1項。
182	　Becker,	U.	In:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	136a	Rn.	3
183	　Richtlinie	 des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	 	 über	Maßnahmen	 zur	

Qualitätssicherung	 der	 Versorgung	 von	 Früh-	 und	 Reifgeborenen	 gemäß	
§136	Absatz	1	Nummer	2	SGB	V	in	Verbindung	mit	§92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	
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療の質マネジメントにおいて定期的に多職種協働症例検討会を行うことな

どが定められている184。

（５）臨床がん登録

がん治療も、法律上特にデータを収集すべきテーマとして位置付けられ

ており、臨床がん登録制度が設けられている。がん治療の質を標準化され

たデータによって包括的に把握することを目的とする。

臨床がん登録機関（Klinische	Krebsregister）は、州が設立し（65c

条1851項1文）、その運営費は、主に疾病金庫が負担する（同条2項1文）。

臨床がん登録機関の主な任務は、地域別に設定した診療圏ごとに、入院又

は外来で診療を受けたすべてのがん患者を対象にして、悪性腫瘍の発症、

治療、経過等に関する個人別データを把握すること（同条1項2文1号）、

それらのデータを分析評価し、評価結果を病院等の給付提供者にフィード

バックすること（同文2号）、がん患者に対する集学的な治療を個別的に

支援すること（同文4号）などである。登録は、ドイツがんセンター作業

13	SGB	V（Qualitätssicherungs-Richtlinie	Früh-	und	Reifgeborene/QFR-RL）
in	der	Fassung	vom	20.	September	2005,	zuletzt	geändert	am	16.	Februar	
2017.

184	　Gemeinsamer	 Bundesausschuss,	 Die	 Aufgaben	 des	 G-BA	 beim	 Thema	
Hygiene（https://www.g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/hygiene/
aufgabe/#）.

185	　臨床がん登録制度を規定する65c条は、がん早期発見登録法（Gesetz	 zur	
Weiterentwicklung	 der	 Krebsfrüherkennung	 und	 zur	 Qualitätssicherung	
durch	klinische	Krebsregister（Krebsfrüherkennungs-	und	-registergesetz	-	
KFRG）von	03.April	2013	BGBl.	I	S.	617）により新設された。従前、ドイツ
には数多くのがん登録機関があったが、その任務、組織、データセットなど
の内容には大きな差異があった。そこで、州に臨床がん登録機関の設立を義
務づけ、データフォーマットなどを統一することにより、連邦全体で包括的
ながん登録を推進することとしたものである。Harney/Huster/Recktenwald

（Fn.	55）,	S.	276.
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グループ（Arbeitsgemeinschaft	Deutscher	Tumorzentren）及びドイツ

疫学がん登録協会（Gesellschaft	der	epidemiologischen	Krebsregister	 in	

Deutschland）による統一データフォーマットに従って行う（同項3文）。

がん診療を担う病院やがんセンターは、臨床がん登録機関から提供され

るデータに基づき自院と他の施設を比較することを通じて、自院における

がん治療の問題点を把握し、改善することができる186。また、個々のがん

治療の症例についても、多職種の治療関係者がデータに基づきカンファレ

ンスを行い、進行中の治療について検討していくことも想定されてい

る187。このように、臨床がん登録では、病院等の診療構造やプロセスの質

を向上させていくだけではなく、個別的な現在進行中の症例に対する治療

をより最適化していくことも、重要な目的として位置付けられている。

さらに、臨床がん登録については、他の医療の質の確保に関するサブシ

ステムとの連携も規定されている。第1に、臨床がん登録機関は施設共通

医療の質の確保措置（（２）参照）に参加することとされており（同項2

文5号）、そのデータ受付機関となることが予定されている（同条8項）188。

第2に、臨床がん登録制度によるデータは、G-BAにおいて診断治療方法

の必要性と質に関する最低要件（5.4.1.参照）を設定する際に活用される

こととなっている（同条7項）。

5.3.4.　医療の質指標に基づく評価

医療の質に関するデータに基づき、直接的に病院に対し制裁ないし不利

益を課す制度もある。病院計画からの除外と診療報酬上の措置である。

186	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	277.
187	　Koch,	E.	 in:	Engelmann,	K./Schlegel,	R.（Hrsg.）,	 juris	PraxisKommentar	

SGBⅤ,	3.	Aufl.	2016,	§65c	Rn.	21.
188	　Koch,	E.	in:	Engelmann/Schlegel（Fn.	187）,	§65c	Rn.	81.
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（１）病院計画からの排除

前者は、州の病院計画を決定する際に医療の質を考慮する制度である。

G-BAが自ら決定した医療の質指標に照らして病院を評価した結果を踏ま

えて、州の病院計画所管庁が当該病院を病院計画に収載するかどうか、病

院計画から除外するかどうかを決定するというものである。

①　医療の質指標（病院計画基礎指標）

まず、医療の質指標については、G-BAが2016年12月31日までに病院

計画の構成要素となる構造、プロセス、結果に関する質の指標を決定し、

勧告として州の病院計画所管庁に送付する（136c条1項）。指標のあり方

については、州の病院計画が対象病院の診療科に着目して規律してきてい

ることから、診療科ごとの診療提供の質を評価することができるような指

標が求められる189。例えば、構造の面では施設設備要件や人員配置基準が

想定され、プロセス及び結果の面では特定の抗生物質の予防投与の実施率

や特定の手術の際の合併症発生率が想定されている190。医療の質指標に関

するG-BAの勧告は、病院計画の構成要素となる。ただし、州法によって、

医療の質指標の効力を全部又は一部除外又は制限することも、医療の質の

要件を追加することもできる（病院資金調達法6条1a項）。医療の質指標

を踏まえて、G-BAは、各病院の入院医療の質の確保に対する評価結果と

評価基準を州の病院計画所管庁に送付する（2項1文）。

具体的な医療の質指標は、2016年12月15日に初めて「病院計画基礎指

189	　Becker,	U.	In:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§136c	Rn.	3.
190	　Murawski,	R.	in:	Hänlein/Schuler（Fn.	137）,	§136c	Rn.	2.
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標指針」191により決定され、「病院計画基礎指標リスト」に収載された192。

この初回決定によって同リストに収載された指標は、産婦人科手術、出産、

乳房手術の3領域である。例えば、出産については、未熟児のケースにお

いて小児科医が臨床している割合90％以上、帝王切開周術期の予防的抗

生物質投与90％以上といった指標が収載されている。指標は、随時、追

加されていくものと見込まれる。

なお、こうした評価作業に必要なデータを取得するため、G-BAは、病

院が医療の質と透明性研究所に四半期ごとにデータを送付することを確保

しなければならない（2項2文）。

②　病院計画からの除外

G-BAによる病院に対する評価結果を受けて、州の病院計画所管庁は、

州内の病院について平均的な病院なのか、平均よりも良質な病院なのか、

あるいは、医療の質の面での不十分な病院なのか判断する193。医療の質指

標についてG-BAが発出した基準又は評価基準、州法の基準に照らして、

一時的にではなく重大な範囲で不十分な質を示す病院はその全部又は一部

の診療科について病院計画への収載が禁止され（8条1a項）、あるいは、

病院計画から除外される（8条1b項）。

なお、医療の質減算（病院診療報酬法5条3a項。5.1.3.参照）を3年連続

で課された病院も病院計画から除外される（同項）。

191	　Richtl inie	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 Richtl inie	 zu	
planungsrelevanten	Qualitätsindikatoren	gemäß	§136	Absatz	1	SGB	V	i.	V.	
m.§136c	Absatz	1	und	Absatz	2	SGB	V（Richtlinie	zu	planungsrelevanten	
Qualitätsindikatoren	–	plan.	QI-RL）in	der	Fassung	vom	15.	Dezember	2016.

192	　Beschluss	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 über	 die	 Liste	 der	
Qualitätsindikatoren	gemäß	§136c	Abs.	1	SGB	V:	Liste	planungsrelevanter	
Qualitätsindikatoren	vom	15.	Dezember	2016.

193	　BT-Drucks	18/5372,	S.	90.
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（２）病院計画基礎指標に基づく診療報酬加算減算

病院計画基礎指標は、診療報酬の加算減算にも利用される。利用対象と

なるのは、保障加算と救急医療加算減算である。

①　保障加算

保障加算は、地域住民に対する診療提供に必要な給付であるが、地域で

の診療ニーズが少ないためにDRG包括報酬及び追加報酬ではその費用に

足りないものを病院が提供できるように、費用補填を行うための診療報酬

である。個々の病院と疾病金庫側との間の協定により設定される（病院資

金調達法17b条1a項6号、病院診療報酬法5条2項）。

この保障加算協定については、G-BAが、2016年12月31日までに、加

算対象病院に関する連邦統一基準を定めることとされた（136c条3項1

文）。その際、特に、地理的アクセスに関する基準、診療ニーズの少なさ

に関する基準、住民への診療提供を保障するため保持し続けることが必要

な給付についての基準を決定しなければならない（同項2文）。決定に際

しては、医療の質指標も考慮する必要がある（同項3文）。

連邦統一基準は、「保障加算規則」194により定められている。地理的アク

セスに関する基準としては、乗用車で30分以内に到着できる範囲内に他

の適当な病院がなく、当該病院が閉院すると、地域住民への診療提供が脅

かされる場合、具体的には、新たに5,000人以上の住民が適当な病院に到

達するのに30分以上を要することになってしまう場合が規定されてい

る195。診療ニーズの少なさに関する基準は、当該病院の診療圏における人

194	　Regelungen	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	für	die	Vereinbarung	
von	Sicherstellungszuschlägen	gemäß	§136c	Absatz	3	des	Fünften	Buches	
Sozialgesetzbuch（SGB	 V）（Sicherstellungszuschläge-Regelungen）in	 der	
Fassung	vom	24.	November	2016.

195	　保障加算規則3条。
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口密度が1平方メートル当たり100人以下であることとされている196。ま

た、保持し続けることが必要な給付については、診療科をもって規定して

おり、基礎的又は日常的診療提供水準（Grund-	und	Regelversorgung）197

の救急医療に適した内科及び外科であるとされている198。さらに、診療科

として認められる要件として、診療科としての独立性のほか、当該診療科

の勤務医が継続研修修了証明を有していることや、週7日1日24時間いつ

でも30分以内に患者の診療に臨むことができることなどが列記されてい

る199。

そして、上掲の内科及び外科が病院計画基礎指標に照らして不十分な病

院と保障加算を設定する協定を締結することができるのは、州所管庁が当

該病院と疾病金庫側の同意を得て、当該病院に対して一定期間内に医療の

質の確保措置を実施するよう義務づけをした場合に限られるとの定めが置

かれている200。

196	　保障加算規則4条。
197	　多くの病院計画において、個々の病院の診療提供水準（Versorgungsstufen）

が明示されている。診療提供水準については、すべての州に共通する統一的
な分類や定義はないが、通常、①外科、内科、産婦人科について地域的な診
療を行う「基礎的診療提供ないし日常的診療提供」（Grund-	 und	
Regelversorgung）、②中規模又は大規模の都市に位置し、10程度の診療科
を持ち、広域的な診療提供を行なう「重点診療提供」あるいは「診療提供拠
点」（Schwerpunktversorgung）、③大学病院のように多様で広範な診療科
を持ち、広大な圏域を対象とし州際的な診療提供も行うことのある「中央診
療提供」あるいは「診療提供中核」（Zentralversorgung）又は「最大規模診
療提供」（Maximalversorgung）に区分される。E.	 Negel（Hrsg.）,	 Das	
Gesundheitwesen	in	Deutschland,	4.	Aufl.	Deutscher	Ärzte-Verlag,	2007,	S.	
147.

198	　保障加算規則5条1項。
199	　保障加算規則5条2項。
200	　保障加算規定6条1項。
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②　救急医療加算減算

救急医療加算減算は、救急医療に参加する病院を等級に区分する制度を

基礎として、不参加病院に対しては診療報酬を減算し、参加病院に対して

はその等級に応じて診療報酬に加算を行うものである201。

この加算減算の基礎となる救急医療参加病院等級制度は、G-BAが、

2016年12月31日までに策定するものとされている（4項1文）。その際、

G-BAは、救急医療の各段階において、特に診療科の種類と数についての

最低基準、配置すべき専門職の数と資格についての最低基準、救急医療給

付を提供する時間帯についての最低基準を設定しなければならない（同項

2文）。設定に当たっては、病院計画基礎指標（1項）を考慮する必要があ

るとされ（同項3文）、構造に関する最低基準として取り入れられること

が想定されている202。

等級設定の仕方については、立法段階において、下位の等級については、

上掲の保障加算に関する基準を考慮して定めることが措定され、最上位の

等級については、大学病院や最大規模診療提供（Maximalversorgung）に

よる総合的な救急医療が想定されている203。

加算減算額は、病院診療報酬に係る連邦レベルの契約当事者が、2017

年6月30日までに上掲の等級制度に基づき、構造上及び人員上の相違並び

に救急医療の際の最低要件及び救急医療給付を提供する時間帯を踏まえて

協定しなければならないとされている（病院診療報酬法9条1a項5号）。

また、加算減算は、全体として財政中立的であり、救急医療への不参加と

参加、参加の等級に応じた病院間の費用の高低差を考慮し、病院間での資

源配分を変更するに過ぎないものとされている204。

201	　Drucksache	18/5372,	S.	92.
202	　Drucksache	18/5372,	S.	92.
203	　Drucksache	18/5372,	S.	91f.	最大規模診療提供については、注197参照。
204	　Drucksache	 18/5372,	 S.	 66;	 Metzinger,	 B.	 ,Notfallstrukturen	 in	

Krankenhäusern:	 Lösungen	 für	 ein	 gestuftes	 System,	 das	 Krankenhaus	
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なお、2017年4月1日現在、G-BAは未だ等級制度を策定していないよ

うである。

5.3.5.　疾病金庫等と病院との契約による改善措置

医療の質契約は、疾病金庫又は疾病金庫の連合体が病院との間で、特定

の給付又は給付分野について、医療の質の高い入院診療を促進するため

に、期限付きの契約を締結するものである。目的は、入院治療給付がどの

程度改善されるかの検証である（社会法典第5編110a条1項）。疾病金庫

中央連合会とドイツ病院協会は、2018年7月31日までに契約内容の枠組

み基準を協定することになっている（同条2項）。

対象となる給付又は給付分野は、G-BAが2017年12月31日までに、4つ

定めるものとされている（同条1項、136b条1項1文4号、8項1文）。契

約対象のテーマの例としては、褥瘡の予防や結果の質を改善する余地があ

るがこれまで対処されてこなかった給付が挙げられている205。

5.3.6.　金庫医協会による相談助言等

金庫医協会は、契約医診療における医療の質の促進措置を実施しなけれ

ばならない。その目的と成果は毎年、文書化され公表されることとされて

いる（135b条1項）。医療の質の促進措置としては、契約医に対する医療

の質マネジメントに関する相談助言、継続研修の開催、医療の質サークル

活動の司会者の育成が挙げられる206。

5.3.7.　小括

医療施設を対象として医療の質の確保を図る制度には、主に2系統の制

8.2016,	S.	657.
205	　BT-Drucksache	18/5372,	S.	88.
206	　Scholz,	K.	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§135b	Rn.	2.
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度群がある。一つ目の系統は、医療施設における医療の質向上の取組みを

促進するものである（5.3.2.及び5.3.3.参照）。二つ目の系統は、医療施設を

データにより評価し病院計画上の対応に結びつけるものである（5.3.4.参

照）。

（１）医療施設における医療の質向上の取組みを促進する制度群

医療施設における医療の質向上の取組みを促進する制度群の中心に位置

するのが、医療の質マネジメントである。医療施設は、観念的に規格化す

ることができる給付とは異なり、その立地や環境、規模、機能、内部組織、

人員配置、施設設備、歴史、運営理念などのさまざまな点で多様性がある。

それぞれ固有の特性と状況に規定される医療施設を対象として医療の質を

確保していく際には、一律の最低要件の設定やその違反に対する制裁とい

う規制的手法だけでは必ずしも十分とはいえない。医療の質の確保に向け

て、各医療施設の実情や職員の間に分散して存在する知識や情報、経験を

効果的に統合するため、医療施設の自主的な取組みを促進することも不可

欠である。そうした自主的な取組みを進めるための枠組みが、医療の質マ

ネジメントである。なお、医療の質マネジメントの構築方法について、法

はマネジメントシステムの最低基準を定めるのみであり、公的な認証制度

などは設けていない。個々の病院におけるマネジメントシステムの構築と

その後の運用に当たっては、民間認証が活用されている。

医療の質マネジメントの取組みにおいて重要なのは、第1に問題点や課

題を発見するための情報、第2に課題解決のための知識と経験、第3に取

組みのためのインセンティブである207。

第1の情報の提供と第2の課題解決のための援助を提供する枠組みが、

施設・セクター共通の医療の質の確保措置（5.3.3.（１）参照）、病院に係

る施設共通医療の質の確保措置（5.3.3.（２））、施設共通医療事故報告シ

207	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	366.
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ステム（5.3.3.（３））などのデータ等に基づく施設間比較を可能にする制

度群である。データ評価やフィードバック報告書、事例報告書から得られ

るデータや情報、構造化対話における専門家からの助言などによって、医

療の質マネジメントが促進される。このように、一連のデータ等に基づく

施設間比較の制度群は、医療の質マネジメントを補完する位置にあるとい

うことができる208。

第3の取組みのためのインセンティブは、担保措置に関係する。施設・

セクター共通の医療の質の確保措置や病院に係る施設共通医療の質の確保

措置においては、診療報酬の減算などの制裁ではなく、構造化対話とこれ

に引き続いて行われる改善措置の協議やその協定といった形の担保措置が

採用されている。医療施設の自主的な取組みを重視する観点からの手法選

択であると考えられる。

（２）�医療施設に対するデータによる評価結果を病院計画に反映させる制

度群

医療施設をデータにより評価する制度には、医療の質に関する指標を照

らし合わせ、病院の診療科ごとの医療の質を評価し、その結果を病院計画

に反映させるものもある。社会法典第5編と病院資金調達法、病院診療報

酬法に跨って構築されており、場合によっては病院計画からの除外、すな

わち、公的疾病保険からの除外という重大な結果を導くことも予定されて

いる。指標には、構造、プロセス、結果に関する質が想定されている。現

時点では3つの診療領域について指標が設定されたばかりであり、ほぼプ

ロセス指標のみが適用されているようである。しかし、法律では、結果に

関する指標も病院計画からの除外という硬質な制度に結び付けることがで

きることとされている点が注目される。

208	　Harney/Huster/Recktenwald（Fn.	55）,	S.	366.
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５．４．医療提供体制に関係する制度

第4のカテゴリーには、第1又は第3のカテゴリーに分類可能であるが、

その目的効果の広がりが医療提供体制に及ぶものを分類する。公的疾病保

険制度の中では、診断治療方法の最低要件規制と最低給付量規制が該当す

る。また、病院資金調達法に基づく病院計画は、まさに医療提供体制の確

保を目的とする制度であるととともに、多くの病院計画には医療の質の確

保に関する基準や規定があることから、それらも本節で取り扱う。

5.4.1.　診断治療方法を実施する必要性と質に関する基準（最低要件）

G-BAは、診断治療方法の要件を設定するほか（5.1.2.参照）、契約医及

び許可病院における診断治療方法、特に費用のかかる医療技術的給付の実

施について、指標に即した必要性と質に関する基準を指針により定める。

その際、構造、プロセス、結果についての最低要件を規定することとされ

ている（136条1項1文2号）。この基準は、当該診断治療方法を実施する

ことが医学的知見の現在の水準に照らして必要かどうか判断するためのも

のであり、医療の経済性を確保するとともに、患者を必要のない手術や治

療から守ることを目的とする209。

この最低要件が遵守されない場合について、G-BAは、当該給付に係る

診療報酬請求権を消滅させる措置を設けることができる（137条1項3文2

号）。最低要件を満たさない給付は、給付の質と有効性に係る原則（2条1

項3文）に違反し、治療として十分ではなく、目的に適合するものでもな

く、経済的でもないから、診療報酬請求権が生じないものと考えられてい

る210。最低要件の遵守は、医療の質報告書制度（５．５．参照）によっても

209	　Becker,	U.	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§136	Rn.	8
210	　BT-Drucksache	 18/5372,	 S.	 92f;	 Murawski,	 R.	 in:	 Hänlein/Schuler（Fn.	

137）,	§137	Rn.	2.
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担保される。各病院の医療の質報告書には、最低要件の充足状況について

記載しなければならない（136条1項1文2号）。

この構造、プロセス、結果に関する最低要件を規定する指針は、現時点

では、病院診療における診断治療方法に係るものに限られている211。G-BA

は、この最低要件制度を、主に、特別な資格を有する医療職と特別な施設

設備が必要とされる重大で生命の危険のある手術を対象として運用してい

る。そうした手術を構造基準の厳格化によって特定の拠点病院（zentrale	

Stellen）に集中させるのが狙いである212。現在、最低要件が設定されてい

るのは、がん治療や新生児に対する診療など7領域となっている（資料9

「構造、プロセス、結果に関する最低要件を定める指針一覧」参照）。

最低要件を満たすために病院に発生する費用の増加分は、DRG包括報

酬の算定手続に従い評価係数や州基本単価の計算に組み入れられる。ただ

し、費用増加分が評価係数などに反映されるまでには2年かかる。その間、

かかる費用増加分を適時に考慮するため、期限付きの病院別加算を協定す

ることができることとされている（病院診療報酬法5条3c項）213。

211	　Blöcher,	H.	in:	Engelmann/Schlegel（Fn.	187）,	§136	Rn.	20.
212	　BT-Druck sa che	 1 8/5372 ,	 S .	 6 5 ;	 G -BA ,	 S t ruk tu r - ,	 P r o ze s s - ,	

Ergebnisqual i tätsvorgaben（https ://www.g-ba .de/ inst i tut ion/
themenschwerpunkte/qual itaetssicherung/einrichtungsintern/
qualitaetsvorgaben/）.

213	　BT-Drucksache	18/5372,	S.	65
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資料9　構造、プロセス、結果に関する最低要件を定める指針一覧

1　腹部大動脈瘤に対する医療の質の確保に関する指針
2　早産新生児及び正常新生児に対する医療の質の確保に関する指針
3　小児がんに対する医療の質の確保に関する指針
4　小児科手術の質の確保に関する指針
5　低侵襲心臓弁膜インターベンションに関する指針
6　非小細胞肺がん（NSCLC）及び肺結節に対する陽子線治療に関する指針
7　直腸がんに対する陽子線治療に関する指針

（出典）
G-BA,	Struktur-,	Prozess-,	Ergebnisqualitätsvorgaben（https://www.g-ba.de/institution/
themenschwerpunkte/qualitaetssicherung/einrichtungsintern/qualitaetsvorgaben/）.

5.4.2.　最低給付量規制

最低給付量規制は、特定の給付について給付量（症例数）が基準に達し

ない病院に対し、当該給付の提供を禁止する制度である。

（１）対象給付と適用除外

治療結果の質がその治療の給付量に依存し、かつ、計画的に実施するこ

とができる給付が対象となる。G-BAが、対象給付のカタログ、それらの

給付に係る医師ごとの最低給付量、病院の本院分院ごとの最低給付量又は

病院の本院分院と医師の組み合わせごとの最低給付量並びに最低給付量規

制を適用除外とする場合の要件を決定する（136b条1項1文2号）。

最低給付量の対象となる給付として特に想定されるのは、手術である。

手術の質は症例数の多寡に依存すると考えられるからである214。給付量と

医療の質との関連性の程度については、完全に証明できるような因果関係

は不要である215。エビデンスによる証明も要せず、十分な蓋然性があれば

足りるとされている216。

214	　Murawski,	R.	in:	Hänlein/Schuler（Fn.	137）,	§136b	Rn.	3.
215	　Murawski,	R.	in:	Hänlein/Schuler（Fn.	137）,	§136b	Rn.	3.
216	　Becker,	U.	In:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§136b	Rn.	8.
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G-BAは、最低給付量を定める際に、適用除外要件と経過措置を設ける

ものとされている（同条3項1文）。適用除外の制度趣旨は、給付基準を厳

格に定めることが個別症例にとって酷な事態となることを回避するところ

にある。これにより、最低量に達しないが一定の給付量の幅の中で、質の

高い給付を行っている病院にも当該給付の実施を認めることが可能となっ

ている217。

対象給付や最低給付量基準などは、「最低給付量規則」218に定められてい

る。現在、移植手術を中心に7つの給付について規定されている（資料10

「最低給付量対象給付一覧」参照）219。適用除外要件については、救急医療

は対象としないこと、臓器移植の場合は虚血許容時間を遵守できるように

適用除外を認めること、新たな診療科などを設置した場合は36ヶ月の移

行期間が認められること、既存診療科などにおいて人事異動があった場合

は最大24ヶ月の移行期間が認められることなど、6項目が定められてい

る220。

（２）給付禁止等

最低給付量を達成する見通しのない病院は、当該給付の実施が禁止され

る（同条4項1文）。それにもかかわらず当該給付を行った場合には、当該

給付に関する診療報酬請求権が発生しない（同項2文）。診療報酬請求権

が認められない範囲は、当該給付の症例に係る費用全体である。例えば、

217	　BT-Drucksache	18/5372,	S.	86.
218	　Regelungen	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	gemäß	§136b	Absatz	

1	 Satz	 1	 Nummer	 2	 SGB	 V	 für	 nach	§108	 SGB	 V	 zuge lassene	
Krankenhäuser（Mindestmengenregelungen,	Mm-R）in	der	1.	Neufassung	
vom	21.	März	2006,	zuletzt	geändert	am	7.	Dezember	2016（Mm-R,	Stand:	
7.	Dezember	2016）.

219	　最低給付量規則別添1。
220	　最低給付量規則別添2。
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ある手術に最低給付量が設定されている場合は、その手術の前後に行われ

る給付すべてに及ぶと解されている221。

最低給付量を給付する見通しについては、病院経営者が、疾病金庫中央

連合会及び代替金庫に対し、毎年、次暦年について説明しなければならな

い（同項3文）。最低給付量の達成見通しは、前歴年の実績に基づくもの

とされている（同項4文）。疾病金庫側は、その見通しが疑わしい場合は、

見通しの誤りを論証することができる（同項6文）。疾病金庫側が当該見

通しを否定する決定は行政行為であると解されており222、病院は社会裁判

所に提訴することができる（同項7文）。

最低給付量規制の遵守は、医療の質報告書制度（５．５．参照）によっ

ても担保される。各病院の医療の質報告書には、最低給付量規制の遵守状

況について記載しなければならない（同条6項1文）。

（３）州による適用除外

州の病院計画所管庁は、最低給付量規制の適用によって州の住民に対す

る包括的な診療提供ができなくなるおそれがある場合には、給付実施の禁

止と診療報酬請求権不発生の適用除外にすることができる給付を定めるこ

とができる（5項1文）。そして、病院からの申請があった場合、適用除外

を行うかどうか決定する（同項2文）223。

221	　BT-Drucksache	18/5372,	S.	86.
222	　Becker,	U.	in:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	136b	Rn.	11.
223	　BT-Drucksache	18/5372,	S.	879.
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資料10　最低給付量対象給付一覧

対象給付 最低給付量
肝臓移植術 年間1病院当たり20件
腎臓移植術 年間1病院当たり25件
食道手術（複雑なもの） 年間1病院当たり10件
膵臓手術（複雑なもの） 年間1病院当たり10件
幹細胞移植術 年間1病院当たり25件
膝関節完全置換術 年間本院分院ごとに50件
冠動脈手術 当分の間、具体的な数値は定めない
出生体重1,250g以下の早産新生児に対する診療 早産新生児に関する医療の質指針に

基づくレベル1の病院につき、
年間1病院当たり14件

5.4.3.　州病院計画における規律

州の病院計画では、許可病院それぞれの診療提供任務が診療科構成を通

じて明示される形で、病院間の機能分担が画される。2015年の病院構造

法により、病院資金調達法の目的に高い質の（qualitativ	hochwertige）診

療提供が加えられ（1条）、これに伴い、州病院計画の内容も医療の質の

確保に拡大されると見られている224。とはいえ、これまでもほとんどの州

病院計画は、医療の質に関する基準や規定を多かれ少なかれ置いてきてい

る。医療の質に係る要件を充足する病院にのみ、特定の診療科や診療領域

に属する診断治療方法の実施を認めることによって、診療機能の集約化を

通じた医療の質の向上を図る趣旨に出るものと考えられる。

ただし、病院計画による規律対象の診療科や診療領域の範囲は、州に

よって大きく異なる。各診療科・各診療領域に対する規律の方法も、州に

よって、また、診療科・診療領域によって、さまざまである。医療の質に

関する要件の設定方法も多様である225。

224	　Stollmann,	F.	in:	Huster,	S/Kaltenborn,	M.（Fn.	39）,	§4	Rn.	31.
225	　各州病院計画における医療の質に関する基準及び規定を取りまとめたレ

ポートとして、Die	 Deutsche	 Krankenhausgesellschaft,	 Bestandsaufnahme	
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規律対象について見ると、バーデン−ヴュルテンベルク州やバイエルン

州など多くの州病院計画が、老人医療、脳卒中治療、がん治療、周産期医

療といった特定の診療領域についてのみ、医療の質に関する基準や規定を

設けている。ただし、ベルリン州病院計画では、すべての計画病院の診療

科に共通して適用される一般的な医療の質に関する要件を定めた上で、特

定の診療科や診療領域を特掲し、それぞれ所要の基準や規定を置いている。

規律の方法を見ると、バーデン−ヴュルテンベルク州の老人医学、脳卒

中治療、ベルリン州の心臓内科、ザクセン州の老人医療や緩和ケア病棟な

どでは、それらを担当する病院を病院計画において指定することとされて

おり、その指定基準として構造要件などの医療の質に関する基準が定めら

れている。他方、担当病院の指定制を設けずに、診療科や診療領域につい

て人員設備等の最低基準のみを掲載する例もある。ラインラント−プファ

ルツ州病院計画における血管外科、産婦人科、脳卒中ケアユニット、乳が

んセンターなど、メクレンブルク−フォアポンメルン州病院計画における

がんセンターや緩和ケア、ザールラント州病院計画の胸痛ユニットなどで

ある。メクレンブルク−フォアポンメルン州病院計画における重症外傷性

脳損傷及び麻痺患者に対する早期リハビリテーション、脳卒中治療などの

ように、単にそれらの診療を担当する病院名だけを計画に記載し、その選

定基準などは明らかにしないものある。

要件や基準については、病院計画において独自に構造要件やプロセス要

件、最低給付量基準を定める方式のほか、他の規範、すなわち学会ガイド

ラインや学会認証、OPSを利用ないし借用するケースも少なくない。例

えば、メクレンブルク−フォアポンメルン州では、複合的緩和ケアはOPS	

8-982を満たす病院でのみ行うこととしている。ザクセン州病院計画では

zur	 Krankenhausplanung	 und	 Invest i t ionsf inanz ierung	 in	 den	
Bundesländern	-	Stand:	März	2017	-,	S.	116-151	参照。5.4.3.において検討対
象とした病院計画の概要については、このレポートに依拠した。
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小児・青年に対する診療は小児科の指定を受けた病院で行うこととされて

いるが、それらの病院に対して、学会基準である「小児・青年科入院診療

に関する医療の質の確保措置」226に規定される要求を満たすことが目標と

して設定されている。バーデン−ヴュルテンベルク州の心的外傷治療拠点

病院の指定に当たっては、ドイツ災害外科学会（Deutsche	Gesellschaft	

für	Unfallchirurgie	e.V.	（DGU））の認証に依拠するものとされている。

5.4.4.　小括

医療施設を対象として医療の質の確保を図る制度の中には、本節で挙げ

た診断治療方法を実施する必要性と質に関する最低要件、最低給付量基

準、病院計画上の規律のように、医療提供体制の整備に大きく関わる仕組

みもある。ここで直接規律対象となるのは、病院自体ではなく、診療科や

診療領域である。例えば、臓器移植、がん治療、脳卒中治療、周産期医療、

小児医療、緩和ケアなどである。これらの診療機能を特定の病院に集約す

ることにより、医療の質の向上を図る仕掛けである。

構造やプロセスの要件を適用して規律する点では、給付を対象として医

療の質の確保を図る制度（５．１．参照）と共通する。しかし、個別の診

断治療方法だけではなく、むしろ一定の広がりを持つ診療科や診療領域、

臓器や疾患別のセンターを対象として規律するところが異なる。また、こ

の点で、当該病院全体のマネジメントなどの医療施設における医療の質向

上の取組みを促進する制度（5.3.7.（１）参照）とも異なる。

基準や規制を満たさない場合には、給付提供自体が認められず、医療施

226	　「小児・青年科入院診療に関する医療の質の確保措置」は、ドイツ小児病院・
小児科協会（Gesellschaft	der	Kinderkrankenhäuser	und	Kinderabteilungen	
in	 Deutschland（GKind）e.V.）が、連邦小児・病院ワーキンググループ

（Bundesarbeitsgemeinschaft	 Kind	 und	 Krankenhaus（BaKuK）e.V.）及び
ドイツ小児・青年科学会（Deutsche	Akademie	für	Kinder-	und	Jugendmedizin
（DAKJ）e.V.）とともに開発した構造の質に関する文書である。
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設をデータにより評価する制度（5.3.7.（１）参照）と同様、硬質な担保

措置を伴う。

５．５．医療施設情報提供制度　～　医療の質報告書

医療の質報告書制度は、許可病院が毎年、自院の医療の質の状況につい

て記述した報告書を作成し、対外的に公表する制度である。報告内容や報

告事項の範囲、データフォーマットは、G-BAが決定する（136b条1項1

文3号）。本制度の目的は、第1に、病院の透明性と医療の質を向上させる

こと、第2に、患者及び給付提供者などのすべての利害関係者に対して前

もって情報提供、オリエンテーション及びガイダンスを行うこと、第3に、

金庫医協会及び疾病金庫が、契約医及び被保険者に対して、各病院におけ

る医療の質についての比較可能な形での情報提供及び受診勧奨を行うこと

ができるようにすること、第4に、病院が、自院が行う給付について、そ

の種類、症例数及び品質を外部に透明性のある可視化された形で説明でき

るようにすることである227。このほか、報告事項には、これまで描写して

きた4つのカテゴリーに属する措置の実施状況や義務の履行状況が含まれ

ており、情報公開を通じて、医療の質の確保に向けた対応を担保する機能

があるということができる。

5.5.1.　報告内容と構成

報告内容については、法律レベルで、施設内医療の質マネジメントの要

件（136条1項1文1号、5.3.2.（１）参照）や特に費用のかかる医療技術的

給付などについての必要性と質に関する構造、プロセス、結果についての

最低要件（同文2号、5.4.1.参照）の充足状況、病院勤務医の継続研修義務

（5.2.2.参照）の履行状況、最低給付量規制（5.4.2.参照）の遵守状況を踏ま

227	　病院医療の質報告に関する規則（注228参照）1条。
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えた医療の質の確保の水準を叙述すること（136b条6項1文）、医療の質

の確保状況、給付の種類とそれぞれの給付数、副診断名の情報（同項2文）、

患者アンケート結果（同項3文）を含むことが定められている。

加えて、報告書に特別報告の章を設けて、患者にとって重要な情報を患

者が一覧できる形で、かつ、一般人に分かりやすい言葉でとりまとめてお

くことも義務づけられている（同項5文）。患者にとって重要な情報とし

ては、患者の安全性の観点から、リスクマネジメントや医療過誤マネジメ

ントの実施状況、薬物療法の安全確保措置、院内感染防止に関する標準の

遵守状況、当該病院の診療科における人員配置に関する基準値が法律に列

挙されている（同項6文）。

書式についても、標準化されたデータフォーマットによって作成しなけ

ればならないこととされる（同項4文）。

これらの法律上の規定を踏まえた具体的な報告内容等は、「病院医療の

質報告に関する規則」228が定めている。医療の質の確保状況に関する事項

としては、上掲の法定項目のほか、病院と診療科長である医師との間の目

標協定に関する勧告（5.3.2.（３）参照）の遵守状況などが規定されてい

る229。さらに、同規則の別添において、各暦年における具体的な報告内容

と範囲が規定されている。この別添の定めは、毎年見直される230。2015年

の例を見ると、報告書は、3つパート、すなわち、「A　病院又は本院分院

の構造データ及び給付データ」、「B　組織単位/専門診療科の構造データ

228	　Regelungen	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	gemäß	§136b	Absatz	
1	 Satz	 1	Nummer	 3	 SGB	V	über	 Inhalt,	Umfang	 und	Datenformat	 eines	
strukturierten	 Qualitätsberichts	 für	 nach	§108	 SGB	 V	 zugelassene	
Krankenhäuser（Regelungen	 zum	 Qualitätsbericht	 der	 Krankenhäuser,	
Qb-R）in	 der	 Neufassung	 vom	 16.	 Mai	 2013,	 zuletzt	 geändert	 am	 24.	
November	2016（Qb-R,	Stand:	24.	November	2016）.

229	　病院医療の質報告に関する規則3条1項。
230	　病院医療の質報告に関する規則3条2項。
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及び給付データ」、「C　医療の質の確保」から構成され、約40項目のデー

タ等を収載することとなっている（資料11「病院医療の質報告に関する

規則別添1『報告年2015年における構造化された医療の質報告の内容、範

囲及びデータフォーマット』の目次」参照）。

5.5.2.　報告書の提出と審査

病院は、報告書を毎年10月15日から11月15日の間に、疾病金庫と民間

医療保険協会が設置する報告書受理機関に提出しなければならない。受理

機関は、当該報告書が規則どおりに作成されているかを審査する。報告書

が審査に合格しなかった病院や期限までに報告書を提出しなかった病院に

ついては、G-BAがそれらの病院のリストを公表する。同一病院が再度不

合格又は不提出となった場合は、当該病院に対して当該報告年の完全入院

症例ごとに1ユーロの医療の質の確保減算が、また、反復した場合には2

ユーロの医療の質の確保減算が適用される231。

5.5.3.　公表方法

公表方法については、G-BAと疾病金庫州連合会などがインターネットを

通じて公開するとともに（136b条7項1文）232	 233、病院も自院の報告書をイ

ンターネットに掲載しなければならないことが定められている（同項3文）。

加えて、金庫医協会及び疾病金庫とその団体は、契約医と被保険者に対し

231	　病院医療の質報告に関する規則6条ないし8条。
232	　公開は、遅くとも作成年の翌年の1月31日までに行うこととされている

（病院医療の質報告に関する規則9条1項）。
233	　インターネットにおいて、疾病金庫による数多くの病院評価ポータルサイ

トが作られている。例えば、AOK-Gesundheitsnavigator、die	 weiße	 Liste	
der	 Barmer	 GEK、der	 Klinikführer	 der	 Techniker	 Krankenkasse、der	
Klinikfinder	 der	 Betriebskarankenkassenがある（Harney/Huster/
Recktenwald（Fn.	55）,	S.	367f.）。
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て、医療の質報告に基づき病院の医療の質メルクマールを比較して情報提

供することができる（同項2文）。病院間の比較ができるようにすること

を通じて、病院間における医療の質をめぐる競争を促す趣旨である234。

資料11　病院医療の質報告に関する規則別添1「報告年2015年における構

造化された医療の質報告の内容、範囲及びデータフォーマット」の目次

目次
総則的な指示
1．報告作成に関する解説
2．医療の質報告の範囲とフォーマット
3．医療の質報告の構造

医療の質報告の序文

A　病院又は本院分院の構造データ及び給付データ
　A-1　病院の一般的コンタクトデータ
　A-2　病院運営者の名称及び種類
　A-3　大学病院又は学術的教育病院
　A-4　精神科に係る地域的診療提供義務
　A-5　病院の医療・看護の給付提供
　A-6　病院の医療・看護以外の給付提供
　A-7　バリアフリーの観点
　A-8　病院における研究教育
　　A-8.1　研究と学術的教育
　　A-8.2　他の医療職における専門教育
　A-9　病院全体の病床数
　A-10　全症例数
　A-11　病院の人員
　　A-11.1　医師
　　A-11.2　看護職員
　　A-11.3　精神科及び心療内科における選抜された療法担当職員の報告
　　A-11.4　特別療法担当職員
　A-12　患者診療におけるリスクを伴う範囲
　　A-12.1　医療の質マネジメント
　　　A-12.1.1　責任者
　　　A-12.1.2		管理委員会

234	　Becker,	U.	In:	Becker/Kingreen（Fn.29）,	§136b	Rn.	14.
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　　A-12.2　臨床リスクマネジメント
　　　A-12.2.1　責任者
　　　A-12.2.2　管理委員会
　　　A-12.2.3　手段と措置
　　　　A-12.2.3.1　	院内偶発事象・事故報告システム（インシデント・アクシデン

ト報告システム）
　　　　A-12.2.3.2　共同偶発事象・事故報告システムへの参加
　　A-12.3　衛生及び感染症医学の観点
　　　A-12.3.1　衛生担当職員
　　　A-12.3.2　衛生に関するその他の情報
　　　　A-12.3.2.1　血管カテーテル関連感染症の予防
　　　　A-12.3.2.2　抗生物質の予防的投与及び抗生物質治療の実施
　　　　A-12.3.2.3　創傷への対処
　　　　A-12.3.2.4　手の消毒
　　　　A-12.3.2.5　多剤耐性病原体を持つ患者への対処（MRE）
　　A-12.4　患者志向の感謝・苦情マネジメント
　A-13　特別装備や施設

B　組織単位/専門診療科の構造データ及び給付データ
　B-1　組織単位/診療科の名称
　B-2　指導医の目標契約
　B-3　組織単位/診療科の医療給付提供
　B-4　組織単位/診療科におけるバリアフリーに関する診療科固有の観点
　B-5　組織単位/診療料の症例数
　B-6　ICDによる主要診断名
　B-7　OPSに基づく実施されたプロセス
　B-8　外来診療の有無
　B-9　社会法典第5編旧115b条に規定する外来手術
　B-10　同業組合による労働災害治療・支払いに対する許可
　B-11　人員配置
　　B-11.1　医師
　　B-11.2　看護職員
　　B-11.3　精神科及び心療内科における選抜された療法担当職員に関する報告

C　医療の質の確保
　C-1　	社会法典第5編137条1項1文1号に基づく他院との比較による外部的な医療

の質の確保への参加
　　C-1.1　給付分野とその症例数及び文書化率
　　C-1.2　病院における医療の質の確保措置に関する指針
　C-2　社会法典第5編旧112条に規定する州法に基づく外部的医療の質の確保
　C-3　	社会法典第5編旧137f条に規定する疾病管理プログラム（DMP）に参加す

る場合の医療の質の確保
　C-4　他院との比較による外部的な医療の質の確保を行うその他の方式への参加



228 ドイツにおける医療の質の確保に関する制度の構造と法体系モデル　（田中伸至）

　C-5　社会法典第5編137条3項1文2号に基づく最低給付量規制の実施
　C-6　	社会法典第5編旧137条1項1文2号に基づく医療の質の確保に関する決定の

実施
　C-7　	社会法典第5編旧137条3項1文1号に基づく病院における継続研修に関する

規定の実施

６．医療の質の確保制度の構造と法体系モデル

６．１．ドイツ法の構造

以上の制度描写を踏まえ、ドイツ法における医療の質に関する制度の構

造を検討する。これまで見てきたように、法制度の構成要素である手段な

いしサブシステムの数が多く、構成も複雑である。そこで、カテゴリーの

組合せ、カテゴリーと手段間の関係、手段とそこで利用される指標（構造、

プロセス、結果）、手段や指標と手段における目的を達成するための担保

措置との関係に分けて、制度構成要素の連関を見出す作業を行う（表1「カ

テゴリー・手段・指標・担保措置の構造」参照）。

6.1.1.　カテゴリーの設定

本稿の体系化アプローチでは、医師職業法と社会法に二分した上で、社

会法上の制度についてのカテゴリーとして、給付を対象とする制度、医師

を対象とする制度、医療施設を対象とする制度、医療提供体制に関係する

制度、医療施設情報提供制度の5カテゴリーを設定した。それぞれ規律対

象が異なっており、給付を対象とする制度のカテゴリーでは、診断治療方

法のあり方に、医師を対象とする制度のカテゴリーでは、文字どおり医師

の能力に、医療施設を対象とする制度と医療提供体制に関係する制度で

は、診療所や病院などの医療施設のスペックや状況に、それぞれ焦点が当

てられている。ただし、医療提供体制に関係する制度は、特に、診療科や

診療領域に着目している。医療施設情報提供制度は、他のカテゴリーに属
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する手段による規律の遵守状況を幅広く取り扱う。本稿のアプローチに由

来する先取り的な把握であるが、医療の質に関する法制度は、規律対象に

応じ、給付に関する制度、医師に関する制度、医療施設に関する制度、医

療提供体制に関係する制度、医療施設情報提供制度の5本柱から構成され

ているということができる。

6.1.2.　カテゴリーと手段間の関係

各カテゴリーは、概ね複数の手段の組合せにより成り立っている。

（１）給付を対象とする制度

給付を対象とする制度のカテゴリーでは、まず、給付の原則が建てられ、

それを具体化するため、診断治療方法を規格化する制度、結果の質や個別

症例に着目して診療報酬支払いに反映させる制度が設けられている。診断

治療方法を規格化する制度は、NUBを公的疾病保険の給付として認める

際の要件を定める制度と診療報酬の算定要件を規定する制度に大別され

る。ただし、契約医診療で見られるように、NUBの要件に関する制度と

診療報酬算定要件に関する制度とは連動可能である。また、結果の質や個

別症例に着目して診療報酬支払いに反映させる制度は、主に構造やプロセ

スに着目する診断治療方法を規格化する制度を事後的に補完するものと位

置づけられる。したがって、本カテゴリーに属する手段をモデル化すれ

ば、給付の原則とその具体化のための診断治療方法の規格化の2つに単純

化することができよう。

（２）医師を対象とする制度

医師を対象とする制度は、医師のキャリアパスに従えば、医学教育と卒

後研修のフェーズとその後の継続研修義務のフェーズに分けることができ

る。前者は医師職業法により規律され、後者は医師職業法と社会法の双方

によって規律されている。卒後研修と連動して設けられている診療科標榜
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規制は、契約医診療の許可や継続研修の枠組みとなっているほか、各制度

における構造要件としても利用されている。この点で、医療の質の確保に

関する制度群の中でも、基礎的インフラストラクチャーの位置づけを持つ

制度であると評価することができる。

また、医学教育や卒後研修、診療科標榜規制において、家庭医が明確に

位置づけられていることも重要である。

（３）医療施設を対象とする制度

医療施設を対象とする制度には、2系統の制度群が含まれる。第1の系

統は、医療の質マネジメントである。まず、医療施設に対して一般的に医

療の質の確保改善を求める義務づけが行われ、その具体化として、医療施

設内に医療の質マネジメントシステムを構築する義務づけがされる。デー

タ等に基づく施設間比較のための制度群は、施設内医療の質マネジメント

を支援するための制度として位置付けられる。施設内マネジメントを実施

するには、自施設の状況を他施設との比較において把握する必要があるか

らである。医療機能評価による民間認証も、法律上の制度ではないが、マ

ネジメントシステムの構築と運用を支援する役割を持つ。

第2の系統は、医療の質指標に基づく評価の制度である。同制度は導入

されたばかりであり、利用される指標も出そろっているわけではないか

ら、現時点でその機能や役割について検討するのは困難である。ただし、

少なくとも、特定の重大なプロセス指標や結果指標に照らして見逃すこと

ができない欠陥がある医療施設を洗い出し、診療提供から排除することが

できる仕組みであるから、相当硬質の制度であるということはできよう。

上掲の医療の質マネジメントによる柔軟な手法が奏功しないような場合の

最終的なサンクションとしての位置づけを持ち得る制度であると考えら

れる。
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（４）医療提供体制に関係する制度

医療提供体制に関係する制度には、診断治療方法を実施する必要性と質

に関する最低要件設定と最低給付量規制、病院計画における規律が含まれ

る。診断治療方法実施の最低要件では一定の広がりを持つ診療領域も対象

となっていることや、最低給付量規制では個別的な検査や手術等を直接の

対象としながらも要件の中では診療科に着目して規律を加えていることを

踏まえると、本カテゴリーに属する手段は、特定の診療科ないし診療領域

を担当することができる医療施設を構造及びプロセスと結果の両面から絞

り込む制度であると整理することができる。

診療科ないし診療領域を対象とする点で、給付を対象とする制度と医療

施設を対象とする制度から区別される。このため、このカテゴリーは、「診

療科ないし診療領域を対象とする制度」のカテゴリーとして配置すること

も可能である。

なお、病院計画における規律も概ね診断治療方法の最低要件設定と最低

給付量規制を構成要素していること、連邦法と州法との二重構造の下でそ

れぞれの規制事項が排他的に整理されていないことを踏まえれば、病院計

画における規律は、法体系モデルを論ずる観点からは、必ずしも本カテゴ

リーにおける独立の構成要素として整理しなくともよいであろう。

6.1.3.　手段と指標との関係

構造、プロセス及び結果の指標は、医師を対象とする制度以外のカテゴ

リーにおいて幅広く用いられている。ただし、手段と指標との間には、緩

やかではあるが一定の連関が見られる。

診断治療方法を規格化する手段では、主に構造指標が用いられている。

医療施設を対象とする制度のうち医療の質マネジメントについては、局

面を分けて検討する必要がある。施設内マネジメントを構築し、医療機能

評価による民間認証を受ける局面では、構造指標及びプロセス指標が利用

される。一方、マネジメントを実施していく過程において活用されるデー
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タ等に基づく施設間比較の局面では、プロセス指標に加えて、結果指標が

用いられる。また、医療の質指標に基づく評価では、構造、プロセス、結

果のすべての指標が使われる。

医療提供体制に関係する制度でも、3指標をすべて利用する。

診断治療方法の規格化や施設内マネジメントの構築のように、事前的な

色彩のある手段には、構造指標とプロセス指標が結びついている。診療提

供ないし施設運営と同時的に行われるモニタリングの場面では、プロセス

指標と結果指標が利用される。医療提供体制において医療機関の選択と集

中を行う手段では、3指標すべてが用いられる。

6.1.4.　手段・指標と担保措置との関係

手段や指標と手段における目的を達成するための担保措置との間にも、

一定の連関を観察することができる。

第1に、診断治療方法の規格化では、主に構造指標が用いられ、診療報

酬請求を認めないという比較的硬質な担保措置に結び付けられている。こ

こでは、構造指標が診療報酬支払いのための最低要件としての性質を持つ

ことが窺える。

第2に、データ等に基づく施設間比較の制度では、プロセス指標ととも

に結果指標が活用され、担保措置としては構造化対話や改善協定といった

緩やかな合意的手法が結びついている。その背景には、プロセス指標及び

結果指標の改善には継続的な組織的取組みが必要であり、一定の時間がか

かること、結果指標の数値は個々の症例や対象患者集団の特性に大きく影

響されることなどの事情があるものと考えられる。

同様に、結果指標やプロセス指標に依拠する病院に対する医療の質加算

減算や契約医に対する個別症例の検証でも、改善協定などの措置が採られ

ている。ただし、これらの制度では、さらに、診療報酬の支払い拒否や返

還、病院計画からの除外といった硬質な担保措置が後続している。現時点

では病院に対する医療の質加算減算制度は未施行であるから十分な検討は
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困難であるが、プロセス指標や結果指標の中には医療の質の良否を決定的

に左右する事情を反映するものがあり、そうした特定の指標の未達成には

硬質な担保措置の採用が認められると推測することは許されよう。

第3に、医療提供体制に関係する最低要件や最低給付量規制の制度では、

それらの目的ないし機能が診療機能の集約にあることから、最低要件や最

低給付量に満たさない場合は、診療報酬請求権の不発生や給付提供の禁

止、病院計画からの除外、すなわち、公的疾病保険からの除外を帰結する。

第4に、施設内医療の質マネジメントの法定要件への適合や院内感染防

止に関する標準の遵守など、診療報酬上の不利益や公的疾病保険からの排

除といった措置に結び付けられていない手段については、医療施設情報提

供制度が担保措置として利用される。医療施設情報提供制度は、他の手段

の担保措置として幅広い手段について活用されている。

６．２．法体系モデル

前節までに、ドイツにおける医療の質の確保に関する法体系の構造を可

視化することができた。これを踏まえ、結論として、上掲の構造を単純化

することを通じて、医療の質の確保に関する法体系モデルの導出を行う

（表2「法体系モデル」参照）。

まず、規律対象の違いに着目することにより、給付を対象とする制度、

医師を対象とする制度、医療施設を対象とする制度、医療提供体制に関係

する制度、医療施設情報提供制度の5つのカテゴリーからなる法体系を描

くことができる。医療提供体制に関係する制度を診療科ないし診療領域を

対象とする制度と読み替え、医師を対象とする制度と医療施設を対象とす

る制度の間に位置付けてもよいであろう。医師職業法と社会法における医

師を対象とする制度は、その規律内容が重なることから、医師を対象とす

る制度として一体的に把握することが適切であると思われる。

上掲のカテゴリーの中には、手段群が位置づけられる。給付を対象とす
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る制度は、主に、給付の原則と診断治療方法の規格から構成される。医師

を対象とする制度は、医学教育・卒後研修と継続研修の2本柱により構築

される。医学教育・卒後研修には、診療科標榜規制が伴う。プライマリケ

アや連携の観点からは、ここに、家庭医が位置づけられていることも重要

である。医療施設を対象とする制度は、医療の質マネジメントシステムに

関する制度と医療の質に基づく評価制度から成る。前者にはデータ等に基

づく施設間比較の制度と医療機能評価による認証制度が随伴する。医療提

供体制に関係する制度には、診断治療方法を実施する必要性と質に関する

最低要件や最低給付量規制が属する。

以上が医療の質の確保に関する法体系モデルの骨格である。続いて、各

制度内で利用される指標及び担保措置を体系内に位置づける。

診断治療方法の規格や最低要件、最低給付量規制では、構造、プロセス、

結果の3指標が利用され、診療報酬請求不可、給付提供禁止、公的疾病保

表2　法体系モデル
カテゴリー 手段 指標 担保措置

給付を対象とする制度 給付の原則
診断治療方法の規格 構造 診療報酬請求不可

医師を対象とする制度 医学教育・卒後研修・診
療科標榜規制

（家庭医も専門医として
位置づけ）

医師免許
契約医診療の許可

継続研修 診療報酬減算
公的疾病保険からの除外

医療施設を対象とする
制度

医療の質マネジメントシ
ステム・医療機能評価

構造、プロセス 医療施設情報提供制度

データ等に基づく施設間
比較

プロセス、結果 ピアレヴュー・改善協定

医療の質に基づく評価 構造、プロセス、
結果

ピアレヴュー・改善協定
診療報酬請求不可
公的疾病保険からの除外

医療提供体制に関係す
る制度／診療科ないし
診療領域を対象とする
制度

診断治療方法を実施する
必要性と質の基準

（最低要件）

構造、プロセス、
結果

診療報酬請求不可
給付提供禁止
公的疾病保険からの除外

最低給付量規制 結果
医療施設情報提供制度 診療報酬減算



236 ドイツにおける医療の質の確保に関する制度の構造と法体系モデル　（田中伸至）

険からの除外といった硬質な担保措置が採用される。医師の継続研修義務

についても、診療報酬減算や公的疾病保険からの排除といった強力な担保

措置が結び付けられている。医療の質マネジメントシステムの構築に当

たっては、構造指標とプロセス指標が参照される。マネジメントシステム

構築の担保措置は、医療施設情報提供制度という緩やかなものである。

データ等に基づく施設間比較の制度でも、プロセス及び結果の指標に基づ

き、構造化対話のようなピアレヴューと改善協定などのやはり緩やかな対

応が採られる。医療の質に基づく評価制度では、構造、プロセス、結果の

指標が参照され、ピアレヴュー・改善協定などの緩やかな担保措置が前置

された上で、診療報酬請求不可、公的疾病保険からの除外といった硬質な

対応に至る。医療施設情報提供制度における医療の質報告書に関する義務

の遵守は、診療報酬減算によって担保される。

なお、ここで示した構造、プロセス、結果指標の特定、手段や指標と担

保措置との結びつきは、遵守すべき規範として意味でのモデルではない。

わが国の医療の質の確保に関係する法制度を把握する際に対比し、現況を

把握するための「枠組み」の例であるにとどまることを改めてお断りして

おく。

６．３．課題

本稿の目的を達成するための作業は、前節に示したモデルの提示で終結

した。最後に、今後の課題を3点挙げる。

第1は、わが国における医療の質の確保に関する法制度及び法定外の制

度の構造や構成要素の配置状況や欠落箇所、要素間の構造的連関を明らか

にすることである。その作業の中で、本稿の法体系モデルは、体系描写の

アプローチや枠組みとして利用される。

第2は、医療の質に関する法的問題を同定し、医療の質の確保に関する

法体系中に位置づけることである。ドイツ法を概観した限りで受けた感触
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に過ぎないが、日本の医療の質に関する制度にも、法解釈上の問や法政策

上の課題が少なからず存在しているように思われる。

例えば、給付を対象とする制度のカテゴリーでは、わが国の医療制度の

中に、ドイツにおける給付の原則のような診断治療方法と医学進歩との関

係を定める規範があるか、あるとしてその内容はどのようなものかという

法解釈上の問が思い浮かぶ。この問には、例えば、療養の給付は医学進歩

を反映した一定の医療の質が確保された診断治療方法だけから構成されな

ければならないのか、そうであるとして、比較的精度や治療成績の低い旧

式の診断治療方法も療養の給付において行うことができるのかという問題

が連なるのであろう。

法政策学的には、医療の質の確保に関する個々の法制度ないし手段は、

そうした給付のあり方に関する規範を実現するために適切か、という問が

想定される。また、最低要件設定や最低給付量規制のような手段と医療の

質に着目した診療報酬加算のような手段のロジックの違いは何か、あるい

は、ある給付の要件が満たされない場合に診療報酬請求を認めないことと

するケースと診療報酬の加算減算で対応するケースのロジックはどのよう

に異なるのかというテーマも行政実務のみならず、法解釈学上も法政策学

上でも重要であろう。医療の質の改善のために新たに生じる費用を誰が負

担するのかという問にも繋がっていくからである235。

医療施設を対象とする制度のカテゴリーのうち、施設内マネジメントシ

ステムについては、現在の民間認証に加えて、何らかの法定手続きを導入

することが検討課題になり得る。データ等に基づく施設間比較による措置

については、国立病院機構等で実施されている臨床評価指標や医療の質指

235	　例えば、高い医療の質に着目した加算を導入するときにその費用増加分を
新たな資金調達で賄う場合は、その負担者は被保険者、事業主、納税者であ
る。費用増加分を従前の保険医療費の枠内での付け替えにより捻出する場
合は、当該加算を算定できない他の保険医療機関が負担することになる。
5.1.3.（１）③参照。
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標と呼ばれるデータを用いた医療の質の改善に向けた取組み236をどのよう

に全国的な制度として仕組んでいくかが政策上のテーマとなる。

医療提供体制に関係する制度のカテゴリーでは、医療計画や地域医療構

想において、ドイツの病院計画のように（5.4.3.参照）、5疾病5事業につ

き医療の質に関する基準を位置づけ、診療科や診療機能の集約化ないし機

能分担に役立てることが検討課題になろう。その際、医療の質の確保の要

請と医療に対する地理的アクセスの確保の要請とが衝突する場合にどのよ

うに調整するべきかという問も生じる。例えば、ある圏域に最低給付量規

制や最低要件を満たさない医療施設しかない場合、当該医療施設に当該分

野の診療を認めるのか、認めるとしてそれはどのように正当化されるの

か、という問題である。

カテゴリーに共通する法解釈上の問としては、手段が達成しようとする

目的との関係で指標や担保措置の選択は合理的か、あるいは、医療の質の

確保のための手段による営業の自由に対する制約はどのように正当化し得

るか、指標の選択は医療の質の確保の観点から適切かといった論点もあり

得る。法律による行政の原理や委任立法の限界の観点からは法律の規律密

度などが適切かどうかも問われるであろう。

第3は、モデルの修正である。本稿において導出したモデルは、現行ド

イツ法を下敷きにしたものである。日本法とドイツ法との間には、ともに

社会保険方式を柱とする医療制度を有し、医師や医療施設などの医療提供

者に義務を課す形での規律が一般的であるなど重要な点で共通項があるか

ら、おそらくこのモデルは上掲第1に挙げた作業に耐え得るものと思われ

る。ただし、今回行わなかった看護師237や作業療法士・理学療法士などの

236	　臨床評価指標や医療の質指標と呼ばれるデータを用いた医療の質の改善
に向けた取組みの現況や展望については、病院74巻11号（2015年）所収の
諸論文参照。

237	　看護職員患者比率と結果の質については数多くの国際的な実証研究が行
われており、病院において看護職員の配置が不十分である場合、肺炎、手術
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医療職に関する制度や在宅医療などに視野を広げた場合、両国の法状況に

応じてモデルの修正を検討する必要があるかもしれない。また、患者の権

利の側面から医療の質を規律する法制238がわが国に導入された場合、体系

化モデルは大幅に見直さなければならない可能性がある。

これらの課題と問題の存在ないし存在の可能性を認識して、本稿を終

える。

〔付記〕

本稿は、科学研究費補助金（基盤研究（A））「持続可能な社会保障制度

構築のための病院等施設サービス機能に関する総体的比較研究」（JSPS科

研費	JP15H01920、研究代表者加藤智章）および科学研究費補助金（基盤

研究（C））「医療の質の向上に役だつ医療保険制度のあり方に関する基礎

的研究─日本とドイツを例に」（JSPS科研費	JP16K03338、研究代表者田

中伸至）による研究成果の一部である。

後肺不全、肺塞栓症、敗血症、褥瘡、尿路感染、転倒・落下、投薬過誤など
のリスクが高まることが知られており（Simon,	 M.	 ,Personalabbau	 im	
Pflegedienst	 der	 Krankenhäuser:	 Hintergründe,	 Ursachen,	 Perspektiven,	
Pflege	&	gesellschaft	14.	Jg.	H.	2,	2009,	S.	116,	117）、医療の質の確保におい
て、看護職員の教育研修や診療報酬の算定要件への位置づけなどの重要性は
極めて高いものと考えられる。看護職員に関する制度の調査研究について
は、他日を期したい。

238	　原田・前掲（注26）「医療サービス基準の法構造」、林・前掲（注26）参照。


