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                高岡整志会病院 関節鏡スポーツ整形外科 

 

 

本講演は企画・教育委員会が主催する教育セミナー応用編である。 

 パスの電子化は、パス適応基準の拡大、分岐・併行パスの円滑使用、バリアンス自動収集、

空間時間同一性、一括発行による指示漏れ防止効果など多くの利点がある。一方オーダーセ

ットとの混同、内容未把握者による一括オーダ操作、不適切代行入力、蓄積バリアンス放置、

非改善パス漫然使用などの副作用があり、教育・運用整備が重要。紙パスは運用しながら改

変できたが電子パスは入念な準備が必要でクリニカルパス医療の根幹部分の認識が欠かせ

ない。電子カルテのパス機能を使っていてもパス医療をしていない状況が多々見られる。 

 電子パスは「フォーマットに落とし込む」「マスターから選択する」「紐づけをする」こと

がパス作成の手順になるためこれらの丁寧な整備が必須。標準アウトカムマスター（BOM）

の導入が進んでいる。統一したアウトカム選択を行うためには「タグ付け法」が有用でいく

つかのコツを使えば BOM は楽に導入できる。電子化パスになっても分析が全て自動化され

るわけではなく院内の分析ポリシーを確認し紙時代同様に手間をかけないと紙パス時代よ

り分析は滞ってしまう。 

 電子カルテ更新でのベンダー変更は、新病院に配属されパスを 1からやり直す心構えで。

パスや関連マスターは受け継げないので全て組み込み直すことになる。ベンダーによる機

能や名称の違いにも習熟し、「まず、使わない機能を選ぶこと」が鉄則。導入、更新して数

か月は必ず修正が発生するので分析対象にはしない方が良い。 

 パスはバイブルではない。パス適用後は必ず患者ごとのさじ加減を加え「パス通りにやら

ない」こと。パス通りでいいか？このパス内容は正しいか？を考え修正するのが医療ライセ

ンスの意味である。パスは画一化ではなく標準化である。電子カルテを使わなくても患者は

診られる。電子パスを使わなくてもパス医療はできることを忘れてはならない。 
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紙パスと電子パスの機能比較①
紙パス 電子パス

医療の標準化 〇 〇

情報共有（時間同一性） △ ◎ 端末があれば
どこでも

医療の質の向上 △ △

医療の安心･安全（ミスの削減） △転記ミス
の可能性

△ オーダー素通
りの可能性

チーム医療推進（空間同一性） △ ◎

医療コスト削減、資源の節約 △紙が多い △導入維持費用高

患者満足度の向上 △ △

職員の意識改革･意識向上 △ △

パスの継続性・互換性 〇 ×

（２０１２ 河村 一部改変）

紙パスと電子パスの機能比較②
紙パス 電子パス

医療現場スタッフ業務の効率化 △ ◎

オーダー変更のしやすさ △ △～〇

画像・結果参照のしやすさ △～〇 ◎

オーバービューの一見性 〇 △ スクロール、
クリック展開が
必要

パスへの情報記載量 △ ◎

パス適応率などの自動集計 × △～◎

アウトカム・バリアンス自動集計 × △～◎

データの後利用 ×～△ 〇～◎

私が
３度の電子カルテ

電子パス導入
で 得た 鉄則！！

まず、
使わない機能を
選ぶこと

☑ 「クリニカルパス」の定義と基本を
知りましょう

●パス機能とは
セットオーダー機能の事ではない

☑ 電子パスの機能や弱点に
振り回わされずにパス医療を行う

☑ さらなる機能改善へ向けて・・

TODAY TOPICS

定められた入院期間内で標準的な結果を得るために、患
者に関わる医師・看護職が行うべき手順と時間のリスト

（McKenzie，C.B．1989)

医療チームが共同で作り上げた、最良のマネジメント
（仮説）ツール （Spath 1994）

パスの要素
目標設定（アウトカム）
標準化された医療ケア内容
多職種協働

クリニカルパス＝医療用クリティカルパス
疾患別・処置別に、医療チーム全員で診療計画表（ケアマッ
プ）を作成し、アウトカム（達成目標）に向かってできる限
り無駄を削減して在院日数を短縮する

（Karen Zander 1985）
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● パスの定義

患者状態と診療行為の目標、および評
価・記録を含む標準診療計画であり、標
準からの偏位を分析することで医療の質
を改善する手法

（日本クリニカルパス学会 ２０１４）

目標設定（アウトカム）
標準化された医療ケア内容

● 手術を行う基準・手術の準備
● 合併症を発見するためには

採血検査をいつするのが最適か?

● どういう状態になったら
合併症予防タスクを開始するか?

● 退院後の生活について、
どの時期に
家族やMSWを呼ぶのが適切か?

● どの状態で退院するか?

● 立位訓練を開始する基準

標準化 とは 画一化 ではない!

インフォームドコ
ンセント

1995
2000

2010
2020

CDCガイドライン
・創ケア
・除毛
・抗生剤使用法

ERAS
・電子カルテ
・DPC

地域連携

・地域包括ケア

その都度
当たり前になったことが
パスに組み込まれている

医師事務業補助加算
感染防止対策加算

医療安全対策加算

認定看護師

・退院支援

パス運用自体の評価準備が進んでいます

 使用されているパス格付け・定期分析実績の有無
 パス使用施設・地域の格付け

クリニカルパス使用効果が証明された

 合併症が少ない
 医療コストが少ない
 在院日数が少ない
 ⾧期治療成績がよい

 パス専任ナース 既に多くの病院で導入

・電子カルテになった病院
・連携パスに参画している機関
によくある勘違い

「これでうちもパス実施病院!!」

●治療・投薬・検査計画表
のパス機能を使い始めた!

●連携パスに参画した!

●標準計画を組み込んだ
●介入ケア項目も組み込んだ
●きちんと毎日チェックしてる
●職種間で情報共有ばっちり
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・電子カルテの
パス機能を使用して
いる

・一部の職種だけで使っている
・標準化がなされていない
・アウトカム設定をしていない
・アウトカム評価（分析）を

していない

パス機能を
使っていても
「パスを

やっている」
わけではない

・入院診療計画書として渡せない
パス

じゃない

・パスを・パスを
使っている

・パス医療を
やっている

● パスの定義

患者状態と診療行為の目標、および評
価・記録を含む標準診療計画であり、標
準からの偏位を分析することで医療の質
を改善する手法

（日本クリニカルパス学会 ２０１４）

使用分析 ➡ パスの中身の改善
 アウトカム達成のための

介入項目の追加・変更をしているか

→ 出来ていれば 「パス」

電子カルテの
パス機能を使う時の

疑問?
落としあな?
迷い?
妄想?

用語がベンダーによって違う!!

紙パスを知らずに電子パスから始めた or
1つの電子カルテしか知らない スタッフには

自分が使っていた
電子カルテベンダーの独自の用語 を
パス公式用語 と勘違いしている人が多い

パスのフェーズって
一つのパス???

・プロセスパス???
・ユニットパス??? 何??

●治療のユニット「ミニパス」●治療のユニット「ミニパス」
●パス機能を使ったチェックリスト
● 併用プロトコール

を
本来のパスと勘違いしないように
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「アセスメントツール」や
「パスもどき

をどうやって組み込む?

・転倒転落予防
・褥瘡予防
・入退院支援
・リハビリチャート
・総合評価表 などなど・・

手術～術後1日

周術期
入院～手術前日

術前準備
一般病棟
食事開始

回復期
自力運動開始

パターンA 退院準備

併用パス１

併用パス２

パスを使う患者に
別に看護計画たてる?
(看護診断機能を使う?）

そもそもパスには
看護目標・計画・評価が入っている
・看護目標 → アウトカム

・看護計画 → タスク

・評価 → アウトカム評価

・看護目標 → アウトカム

・看護計画 → タスク

・評価 → アウトカム評価

電子パスの患者への適用

●パスボタンを押すのは誰?
医師じゃなきゃダメ?
代行入力はOK?

この患者さん パスで行くから入力よろしく～

・口頭で指示
・入院時チェックシート

で指示
パス適用ボタンは自分で打ちます
他のオーダーや入力はよろしく

●パスボタンを押すのは誰?

医師事務32％

66％

全国42電子カルテパス病院の調査
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●パスボタンを クラークや医師事務
に押してもらっていいか?

・パスには看護計画が入っている
看護計画の立案・承認の事務職代行
は認められないのでは?

・各患者にパスを適用するかどうか判断
したことを明確にするためにも
医師が押すべき

・そもそも 代行入力してもらうと
そのあと大量の承認操作が発生して
かえって医師業務の負担軽減にならない

●パスボタンを クラークや医師事務
に押してもらっていいか?

・パスのアウトカム（看護計画とみなされる）
は、各職種共同で作成している。
医師が適用の判断をするので
その代行入力は
特に問題はないのでは?

電子パス

●アウトカムチェックは誰がする?

簡単にパスが患者へ適用されて
しまうのでは

研修医やナースの
「病態を把握して考える力」
「計画立案能力」

が 育たないのでは?

● パスを用いた医療では

☑「今の患者の状態で、パス通りで良いか?」

☑「このパスの内容は、変える必要はないか?」

を 常に意識しながら医療ケアを行うことが鉄則

パスを使う前に
「パスの内容 ＝ 当院のやり方」を

理解・暗記して頂く!
パスの適応基準

が 守られない・・・・・
他の手術に流用される・・
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作成ミー
ティング

試作品
完成

パス委員
審査

修正使用開
始！

組み込
み作業

電子カルテでの
パス作成→審査の手順はどうすべき

☆時間がかかると使いません

型を会得した人が
型を破るのは 「型破り」

型も知らない人が
型を破るのは 「形無し」

パス機能を使った「パス」なのか
パス機能を使ったけど「パスじゃない」のか
理解できていることが大切

● パスの定義

患者状態と診療行為の目標、および評
価・記録を含む標準診療計画であり、標
準からの偏位を分析することで医療の質
を改善する手法

（日本クリニカルパス学会 ２０１４）

目標設定（アウトカム）
標準化された医療ケア内容

パスのアウトカムはどうやって
設定すればいい??

アウトカム:期待される成果・目標

＝ クリティカルインディケーターの候補

その疾患の臨床成績、合併症発生、
入院期間、費用、患者満足に 関与が大きい因子

□感染兆候なし
□褥創なし
□認知症兆候なし

アウトカム

観察項目
（アセスメント）
（達成判定基準）

□ＣＲＰ＜０．５
□ＷＢＣ＜９０００
□体温＜38.0°
□術創の発赤腫脹なし

BOM をうまく組み込めません
どうすればいい??

・選択しにくい!
・似た文言が多い! どれ選ぶ?
・パス担当者により選択が違う
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BOM を導入する秘策はコレ！

●「どのように選択するか?」の基準を
院内で一定化する

●BOMの各アウトカムーアセスメントに
「手術フェーズ」「年齢」「既存疾患」
「栄養」「退院準備」
などカテゴリーをきめて
各々のカテゴリーの中で（術前・術後・
周術期）など分類タグをつける

● タグ付けはカテゴリーごとに
担当者一人を決め ひとりでする

バリアンスの分析機能が
うまく使えません

・ パスの分析方法
がよくわかりません

・ バリアンス分析って何?

いくら電子カルテでも
全自動は困難
パスの分析（＝パスの改善）
は ある程度
人の手でやる しかない

でも・・
大丈夫！

40

① パスのアウトカム（退院時アウトカム）

② チェックポイントのアウトカム（中間アウトカム）
次の治療ステップに進むかどうかの判断

③ 日々のアウトカム（日々の目標）

④ 所要日数（パス、フェーズ、入院）

⑤ 最終成績（⾧期成績）

「バリアンス」 とは
これらが達成しないことをいう

カレンダー
１日目
１１

２日目
１２

３日目
２１

４日目
２２

５日目
３１

６日目
３２

７日目
３３

STEP 手術準備期 周術期 リハビリ期

起算日数 手術前 手術後 術後１日 術後２日 術後３日

主な予定
麻酔科受診

一般病棟へ
食事開始

中間アウ
トカム

・手術準備完了
・手術を受ける身体状況が整う
・手術に対する理解が整う

・急性期手術合併症がない
・一般病棟に戻る

・リハビリ開始が可能である
・中間期手術合併症がない
・退院準備計画が整う

日々のア
ウトカム
検査 □採血６

□胸部XP

点滴・注射
□ソリタT3 500
□セファゾリン１g

□ソリタT3 500×
３
□セファゾリン１g

□ソリタT3
500×３
□セファゾリン１

投薬

バイタル ４検 ３検 ２検

栄養

安静／清潔

教育／指導

退院時アウトカム・所要日数

手術準備 リハビリ周術期
⾧期成績
患者満足度

パスの分析とは?
治療成績を上げるために

何を分析するのか?

バリアンス分析によるパスの改善は
「仮説」をたてて 検証する」が基本

しかし パス改善のスタートは
アウトカム分析だけではない
● アウトカムの達成度

● インシデント／アクシデント調査

● 治療成績／満足度アンケート調査

● ガイドラインやエビデンス

自分たちの工夫・発見も盛り込む
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パス大会での各部門
の発表パターン

・電子カルテの
ベンダーが変わったら

パスは全部作り直し!
何とかならないの!?

電子カルテの更新時

パスのマスターは受け継げない

パンチ入力で入れ直し

診療記録診療記録
検査画像検査画像

プロファイルプロファイル

パ ス
新しい
電子カルテ古い

電子カルテ

〇
〇
△

×

● 異なるベンダー間やバージョン間で
パスのファイルが利用できない

① パスのフレームのマスター

② アウトカム・アセスメントのマスター

③ バリアンス関連マスター

④ 介入項目・観察項目のマスター

ベンダー変更により新規作成しなければ
ならないパス関連のマスター

電子パスの
バリアンス登録に振り回されています

● 指示簿指示に従った 投薬・処置

● 検査や処方の追加

● バリアンスの程度
（変動・逸脱・脱落）

● バリアンスの発生原因

● 日程の短縮と延⾧

● アウトカムの未達成

バリアンスとして入力しますか?
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● パスの基本必須原則

必須

１．パスに絶対必要な項目
● 適用基準
● アウトカム

２．多職種で使用する（多職種のサイン・記録欄）

３．標準プランと比較しながら
医療ケアをすすめる

４．パスの使用検討・分析 を行って
パスを改善する

電子パスには
「パス医療」がうまくできない部分が

まだまだある!!!

Ａ．一方向型（双六上がり型・リハビリ経由型 ）

Ｂ．双方向型（循環型） Ｃ．在宅
支援型

専門医がいる病院
・定期診察
・増悪時治療

急性期
病院

急性期病院
地域包括ケア病床

回復期病床
地域包括ケア病床

診療所

訪問リハ

診療所（通院）

訪問診療訪問看護

歯科
栄養士

ケアマネ

今後の連携ICTパスは??

在宅支援型連携

急性期病院
地域包括ケア病床

訪問リハ

訪問診療訪問看護

歯科
栄養士

ケアマネ

介護や医療 に加え 住まいや生活支援といった
高齢者を支えるサービスを一体的に提供する

地域包括ケアシステム

住居

介護予防

生活支援

自治会
ＮＰＯ
老人クラブ
ボランティア

病院での治療から在宅に移った患者 → 前病・未病状態の方

・わがまま機能 よりも
パス医療がキチンと行える機能を
みんなで考える!

・今後は
「連携・地域包括パス医療」
能率的な運用のICTツールを考えよう

TAKE HOME MESSAGE

・電子カルテの機能制限があっても
パス医療 は行える!恐れるに足らず


