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中断時系列解析を用いた向精神薬の多剤併用に対する

診療報酬改定の効果の検証

奥井　　佑＊1　朴　　珍相＊2　中島　直樹＊1

　診療報酬の改定に伴い向精神薬の多剤併用に対する政策が近年強化されてきているが，その政

策効果について十分な検討がなされていない．本研究では，診療報酬改定により多剤処方を受け

た患者数がトレンド変化したかを大学病院の電子カルテデータをもとに検証した．2008 年 4 月

から 2019 年 3 月までに九州大学病院にて向精神薬を処方された患者を対象とし，電子カルテか

らデータを抽出して用いた．分析手法として，一般化最小二乗法（GLS）とともに，一般化線形

自己回帰移動平均モデル（GLARMA）を用いた．分析の結果，各向精神薬のうち，抗精神病薬，

抗不安薬については政策の導入以降に多剤処方を受けた患者割合が減少に転じていることがわ

かった．また，中断時系列解析による検定の結果，抗精神病薬について時点と政策効果の交互作

用の推定値が -0.143（95％ CI：-0.275，-0.011），抗不安薬では -0.394（95％ CI：-0.634，

-0.154）となり，診療報酬改定により患者への多剤処方が減少する傾向にトレンド変化したこと

が示された .

■キーワード：電子カルテ，中断時系列解析，向精神薬，診療報酬改定，一般化線形自己回帰移

動平均モデル

An Evaluation of the Effects of the Medical Fee Revision on the Multi-Drug Use of Psy-

chotropic Medicines Using Interrupted Time Series Analysis: Okui T＊1, Park J＊2, Nakashi-

ma N＊1

　Although administrative policies for multi-drug prescriptions of psychotropic drugs have been 

enforced by the revisions of medical fees, the effects of the policies have not been fully evaluat-

ed. In this study, we evaluated whether the trends of the number of patients who were pre-

scribed multiple psychotropic drugs have been changed by the revisions of medical fees using 

electronic healthcare records data of a University hospital. We used the data of patients who 

were prescribed a psychotropic drug in Kyushu University Hospital from April 2008 to March 

2019. We used GLS and GLARMA as interrupted time series analysis methods. As a result, it 
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受けた患者の割合は減少してはいないという結果

が出ている．一方で，同時処方に限定せず，一定

期間における多剤併用（処方）が減少したかを検

証する必要がある．また，割合自体は減っていな

いとしても，政策の導入により多剤併用患者の割

合のトレンド（割合の推移の傾き）が変化したか

についても検討する意義があり，その際には分析

手法についても再検討が必要となる．多剤併用を

受けた患者数を目的変数とした場合，目的変数は

カウントデータとなる．カウントデータに対する

中断時系列解析手法に関する検討は少ないが，近

年，カウントデータに対する時系列解析手法を援

用した方法が用いられている5）．

　本研究では，大学病院の電子カルテデータをも

とに，診療報酬改定による向精神薬の多剤併用患

者数の変化および，患者数の動向のトレンド変化

を分析する．

2.　方　法

　1）データ

　2008 年 4 月から 2019 年 3 月までに九州大学

病院にて向精神薬を処方された患者を対象とし

た．データは病院の電子カルテから抽出した．向

精神薬は診療報酬の減額の対象となっている薬剤

を対象とし，YJ コードをもとに抗精神病薬，抗

うつ薬，睡眠薬，抗不安薬に分類した．政策効果

について，最初に減算が始まった時点に着目して，

睡眠薬および抗不安薬については 2012 年，抗精

神病薬および抗うつ薬については 2014 年の以前

と以降で多剤処方の動向が変化したかを分析し

1.　はじめに

　高齢者を中心に薬剤の多剤併用が社会問題化し

ており，薬剤の多剤併用に対する注意喚起をした

ガイドラインが近年発出されている1,2）．向精神

薬に関しては診療報酬の改定に伴い，多剤併用を

抑制するため複数の政策が施行されている．

2012 年度からは，3 種類以上の抗不安薬または

睡眠薬が同時に処方された場合に，診療報酬のう

ち精神科継続外来支援・指導料が減額されること

になった．2014 年度からは，4 種類以上の抗う

つ薬または抗精神病薬，あるいは 3 種類以上の抗

不安薬または睡眠薬が同時に処方された場合，診

療報酬の処方料，処方箋料が減額されることとな

り，2016 年度からは抗うつ薬と抗精神病薬につ

いても 3 種類以上の同時処方により減額されるこ

ととなった．また，2018 年度からは 4 種類以上

の抗不安薬および睡眠薬を行った場合も減額する

という条件も加わり，改訂のたびに多剤処方に対

する基準が厳しくなっている．ただ，診療報酬の

改定により多剤併用が減少したかに関しては十分

な検討がなされていない．

　医療分野を中心として，時系列データを用いて

医療政策の効果を評価する分析手法として中断時

系列解析が用いられる場合が多くある3）．中断時

系列解析は，回帰モデルをもとに時点や政策のア

ウトカムに対する効果を統計検定する手法であ

る．診療報酬改定による向精神薬の処方の変化に

ついては，すでに中断時系列解析による分析が行

われ4），政策の導入により向精神薬の同時処方を

was shown that the proportion of patients who were prescribed multiple anti-psychotic drugs or 

anxiolytics has begun to decrease since the introduction of the policies. As a result of interrupt-

ed time series analyses, the estimate of interaction between time and the policy effect was 

-0.143（95％CI：-0.275, -0.011） for anti-psychotic drugs, and -0.394（95％CI：-0.634, -0.154）

for anxiolytics. Therefore, it was shown that the trend of the number of patients who were pre-

scribed multiple drugs has been changed downwardly for anti-psychotic drugs and anxiolytics.

Key words：Electronic healthcare records, Interrupted time series analysis, Psychotropic 

drugs, Revision of medical fees, Generalized autoregressive moving average model
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　　wt～N（0, σ2
w）

　パラメータ p, q の値は，AIC が最も小さくな

る組み合わせをもとに設定した．政策効果 xt の

係数β2 の検定結果をもとに，政策導入後に多剤

処方患者数が変化したか否かを検定する．

　一方，多剤処方を受けた患者数のトレンドが政

策前後で変化したかを分析する際の GLS による

中断時系列解析では以下の統計モデルを仮定す

る．　

　　yt＝β0＋β1t＋β2 xt＋β3 xt t＋β4nt＋εt

　（1）式との違いとして，時点 t における xt と t

の交互作用 xt t を導入する．政策効果と時点効果

の交互作用 xt t の係数β3 の検定結果をもとに，政

策導入後にトレンドが変化したか否かを検定す

る．

　一方，GLARMA は GLS のような線形回帰モ

デルではなく，ARMA を観測値が正規分布に従

う場合以外の状況下に拡張した統計モデルであ

る7）．ARMA は時系列解析手法として広く知ら

れており，複雑な時系列挙動をモデル化する際に

有効であるが，観測値が割合データである場合や

カウントデータであることを想定しているわけで

はない．線形回帰モデルに対する一般化線形回帰

モデルの位置づけと同様に，観測値が様々な分布

に従う場合に一般化したモデルが GLARMA で

ある．GLARMA は様々な種類の統計モデルを包

含するが，本研究ではそのうち Integer-valued 

generalised autoregressive conditional heterosce-

dasticity （INGARCH）8）を用いた．

　レベル変化を分析する際の INGARCH のモデ

ル式は以下となる．

　　yt～poisson（μt）,

　　μt＝∑ i＝1
p ϕi yt-i＋∑ j＝1

q
ψj μt-j

　　＋β0＋β1t＋β2 xt＋β3 xt t＋β4log（nt） （2）

た．そのため，各月で睡眠薬，抗不安薬を 3 種類

以上処方された患者数と，抗精神病薬，抗うつ薬

を 4 種類以上処方された患者数を集計した． ま

た，各向精神薬の処方を受けた患者数の合計値を

分析時に補正するため，各月に各向精神薬を 1 種

類でも処方された患者を時系列でカウントした．

　2）分析方法

　中断時系列解析手法としては，時系列データの

自己相関を考慮した一般化最小二乗法（General-

ized least squares：GLS）による線形回帰モデル

が用いられることが多いが，観測値の分布形に正

規分布を仮定するため，カウントデータや割合の

データに適さない場合がある．近年，カウントデー

タに対する時系列解析手法である一般化線形自己

回帰移動平均モデル（Generalized autoregres-

sive moving average model：GLARMA）5）が提

案されたが，トレンド変化を行う場合の性能につ

いて他の手法と比較がなされてはいない．そこで，

本研究では両手法をデータに適用した．

　GLS は線形回帰モデルの誤差項について，自

己回帰移動平均モデル（Autoregressive moving 

average model：ARMA）を仮定した統計モデル

であり，時系列データなど観測値間に相関がある

データに回帰モデルを適用する場合に有効な手法

である．政策前後での多剤処方患者数の変化（レ

ベル変化）を分析する際の GLS による中断時系

列解析では以下の統計モデルを仮定する6）．

　　yt＝β0＋β1t＋β2 xt＋β3nt＋εt,

　　εt＝∑ i＝1
p ϕiεt-i＋wt＋∑ j＝0

q
ψjwt-j （1）

　ここで，yt は時点 t における多剤処方を受けた

患者数であり，xt は時点が政策導入以前か以降か

を表す指示変数とする．nt は各時点において向精

神薬の処方を受けた患者数を表す．β0, β1, β2, β3

は回帰係数である．εt は誤差項であり，wt-j は時

点 t-j におけるホワイトノイズであり，ϕi はεt-i の

係数，ψj は wt-j の係数とする．ただし，wt は以

下の正規分布に従うものとする．
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3.　結　果

　表 1 が，診療報酬改定により減算対象となる薬

剤のうち，対象病院で処方が確認された薬剤名で

ある．抗精神病薬のうち 20 種類の薬剤，抗不安

薬のうち 14 種類，抗うつ薬のうち 17 種類，睡

眠薬のうち 18 種類の処方が確認された．

　各向精神薬の各月の処方件数の合計を示したの

が図 1 である．抗精神病薬について，政策導入の

2014 年以降，処方件数が減少していた．抗不安

薬については，政策の導入以前から一貫して処方

件数が減少していた．抗うつ薬については，政策

導入以前において処方件数が減少しており，導入

後は比較的横ばいであった．睡眠薬については，

政策導入後に処方件数が増加し，その後減少する

が，再度上昇に転じ，近年は横ばいとなっている．

　図 2 が各向精神薬について，多剤処方を受けた

患者数の割合の推移を示した図である．抗精神病

薬について，政策導入の 2014 年以降，割合が減

少傾向に転じている．抗不安薬については，政策

　μt は時点 t における平均値である．ϕi とψj は

過去の平均値，過去の観測値に対する係数である．

他のパラメータや変数は GLS と同様であり，β2

の検定結果をもとに政策効果を判断する．IN-

GARCH では過去の観測値や平均値をもとに観測

値が生成されることを仮定したモデルであり，よ

りデータに適合したモデリングが可能となる．一

方，多剤処方を受けた患者数のトレンド変化を分

析する際の INGARCH のモデルにおける平均値

は以下となる．

　　μt＝∑ i＝1
p ϕi yt-i＋∑ j＝1

q
ψj μt-j

　　＋β0＋β1t＋β2 xt＋β3 xtt＋β4log（nt）

　トレンド変化のモデルではβ3 に関する検定結

果をもとに政策効果を判断する．

　なお，本研究は九州大学医学部の倫理審査委員

会の承認を経て行われた．

表 1　対象病院で処方された向精神薬

抗精神病薬 抗不安薬 抗うつ薬 睡眠薬

オキシペルチン

クロルプロマジン塩酸塩

ゾテピン

ハロペリドール

プロクロルペラジンマレイン酸塩

プロペリシアジン

ペルフェナジンマレイン酸塩

レボメプロマジンマレイン酸塩

アセナピンマレイン酸塩

アリピプラゾール

オランザピン

クエチアピンフマル酸塩

クロザピン

ブロナンセリン

ペロスピロン塩酸塩水和物

リスペリドン

スルピリド

ピパンペロン塩酸塩

パリぺリドン

スルピリド

アルプラゾラム

エチゾラム

クロキサゾラム

クロチアゼパム

クロルジアゼポキシド

ジアゼパム

トフィソパム

フルジアゼパム

ブロマゼパム

ロフラゼプ酸エチル

ロラゼパム

ヒドロキシジンパモ酸塩

タンドスピロンクエン酸塩

ガンマオリザノール

アミトリプチリン塩酸塩

アモキサピン

イミプラミン塩酸塩

クロミプラミン塩酸塩

ドスレピン塩酸塩

エスシタロプラムシュウ酸塩

フルボキサミンマレイン酸塩

塩酸セルトラリン

ノルトリプチリン塩酸塩

マプロチリン塩酸塩

ミアンセリン塩酸塩

トラゾドン塩酸塩

ミルナシプラン塩酸塩

パロキセチシ塩酸塩水和物

ミルタザピン

デュロキセチン塩酸塩

ベンラファキシン塩酸塩

エスタゾラム

クアゼパム

ニトラゼパム

フルニトラゼパム

ブロチゾラム

リルマザホン塩酸塩水和物

ロルメタゼパム

エスゾピクロン

ゾピクロン

抱水クロラ－ル

バルビタール

フェノバルビタール

フエノバルビタールナトリウム

ペントバルビタールカルシウム

トリクロホスナトリウム

ゾルピデム酒石酸塩

ラメルテオン

スボレキサント
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関して，抗精神病薬，抗うつ薬，睡眠薬で推定値

が負の値となっており，政策の導入後に多剤処方

を受けた患者数が減少したことを示している．一

方，GLARMA を用いた場合には，抗精神病薬，

抗うつ薬に関して推定値が負の値であった．いず

れの推定値に関しても統計学的有意差は認められ

なかった．表 3 が多剤併用を受けた患者数のトレ

ンドが政策前後で変化したか否かに関する検定結

果である．GLS に関して，いずれの向精神薬に

おいても推定値が負の値となっており，政策の導

入後に多剤処方を受けた患者数が政策導入前と比

較して減少傾向に転じたことを示している．

の導入以前は上昇傾向であったが，政策導入後は

減少傾向に転じている．抗うつ薬については，

2012 年度初めまでは上昇傾向を示していたが，

以降は一貫して減少傾向となっていた．睡眠薬に

ついては，政策導入後である 2012 年 12 月から

2013 年 1 月にかけて処方件数が急激に増加して

いる．2013 年以降減少傾向となり，2014 年の診

療報酬改定以降，急激に減少した．減少後，

2016 年半ばまで上昇に転じ，その後は横ばいと

なっている．

　表 2 が多剤併用を受けた患者数が政策前後で減

少したか否かに関する検定結果である．GLS に

図 1　各向精神薬の処方件数の推移
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図 2　多剤処方を受けた患者割合の推移

表 2　レベル変化に関する中断時系列解析の結果

モデル 向精神薬 推定値 95％信頼区間 P 値

GLS
抗精神病薬 －3.543（－7.406, 0.320） 0.072
抗不安薬 －0.227（－5.662, 5.208） 0.934
抗うつ薬 －0.594（－2.394, 1.206） 0.519
睡眠薬 －11.065（－28.126, 5.995）0.202

GLARMA
抗精神病薬 －0.100（－0.325, 0.125） 0.383
抗不安薬 　0.074（－0.060, 0.207） 0.283
抗うつ薬 －0.135（－0.356, 0.050） 0.141
睡眠薬 　0.042（－0.016, 0.100） 0.158

表 3　トレンド変化に関する中断時系列解析の結果

モデル 向精神薬 推定値 95％信頼区間 P 値

GLS
抗精神病薬 －0.143（－0.275, －0.011）0.034
抗不安薬 －0.394（－0.634, －0.154）0.001
抗うつ薬 －0.173（－0.954, 0.607） 0.661
睡眠薬 －0.036（－2.352, 2.281） 0.976

GLARMA
抗精神病薬 －0.011（－0.020, －0.001）0.031
抗不安薬 －0.014（－0.021, －0.007）0.000
抗うつ薬 －0.005（－0.014, 0.003） 0.284
睡眠薬 　0.000（－0.002, 0.001） 0.488
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がわかる．

　図 4 がレベル変化の分析の際の GLARMA に

よる患者数の推定値である．線形直線を政策導入

の前後でデータに当てはめる GLS に対して

GLARMA では，より観測値に適合した推定値と

なっている．

　図 5 がトレンド変化の分析の際の GLS による

患者数の推定値である．抗精神病薬と，抗不安薬

に対して，データに適合したモデリングになって

いることがわかる．一方で，抗うつ薬と睡眠薬に

対しては観測値に動向をモデリングできてはいな

かった．各向精神薬について，必ずしも観測値に

GLARMA を用いた場合においても，睡眠薬以外

では推定値が負の値であった．GLS と GLAR-

MA とも，抗精神病薬と抗不安薬について統計学

的有意差が認められた．

　統計学的検定結果は同一であったが，GLS と

GLARMA であてはめたモデルは異なっている．

データとの適合性について確認するため，レベル

変化，トレンド変化の分析において各モデルをあ

てはめた際の患者数の推定値を図3～図6に示す．

　図 3 がレベル変化の分析の際の GLS による患

者数の推定値である．各向精神薬について，必ず

しも観測値に適合した推定値となっていないこと

図 3　レベル変化の分析の際の GLS による患者数の推定値
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されており，2013 年 10 月からはゾピクロンを光

学分割体したエスゾピクロンが主に使われるよう

になっている．エスゾピクロンはゾピクロンの薬

理成分の大部分を有する．そのため，図 7 ではゾ

ピクロンおよびエスゾピクロンを含む多剤処方を

受けた患者数を示している．

　ゾピクロンの処方開始と同時にゾピクロンを含

む多剤処方を受けた患者数が急激に上昇している

ことがわかる．また，該当期間において睡眠薬に

関する多剤処方を受けた患者数の動向と類似した

挙動を示していることがわかる．また，睡眠薬に

関して多剤処方を受けた患者数が 2015 年半ば以

適合した推定値となっていないことがわかる．

　図 6 がトレンド変化の分析の際の GLARMA

による患者数の推定値である．レベル変化の分析

の際と比較して推定値の大きな違いはなく，観測

値に適合した推定値となっている．

　睡眠薬に関して，図 2 に示すように政策導入後

に多剤処方を受けた患者割合が 2012 年 12 月か

ら 2013 年 1 月にかけて急上昇している．同時期

に対象病院においてゾピクロンが使用され始めて

いる．特定の薬剤を含む多剤の処方を受けた患者

数の推移図を図 7 に示す．ゾピクロンは 2013 年

1 月から 2015 年 4 月まで対象病院において処方

図 4　レベル変化の分析の際の GLARMA による患者数の推定値
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り，政策の導入により減少傾向に転じたといえる．

一方，抗うつ薬に関しては政策導入前の 2012 年

度から割合が減少傾向に転じていた．2011 年 3

月に「日本うつ病学会治療ガイドラインにⅠ．双

極性障害」が公表され，2012 年 7 月に「日本う

つ病学会治療ガイドラインにⅡ．双極性障害」が

公表されているが9），両ガイドラインとも多剤処

方について特別な言及があるわけではない．

2012 年から抗不安薬と睡眠薬に関して減額が始

まったことで，抗うつ薬に関しても多剤処方を抑

制する方向に変化した可能性はある．

　睡眠薬に関しては，他の向精神薬とは異なり政

降増加しているが，スボレキサン卜を含む多剤の

処方を受けた患者数も，同時期に増加している．

スボレキサン卜では 2015 年度から多剤処方を受

けた患者数が増加していることがわかる．

4.　考　察

　中断時系列解析の結果，各精神薬に関して，多

剤処方を受けた患者数の減少に対する政策効果は

認められなかったが，トレンド変化については抗

精神病薬と抗不安薬において認められた．図 2 が

示すように，抗精神病薬と抗不安薬については多

剤処方を受けた患者割合は政策前後で変化してお

図 5　トレンド変化の分析の際の GLS による患者数の推定値



70 中断時系列解析を用いた向精神薬の多剤併用に対する診療報酬改定の効果の検証

多剤処方患者数が年々増加している．2018 年度

の診療報酬改定において，一定期間以上，ベンゾ

ジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬を長期にわたっ

て継続して処方している場合について，処方料・

処方せん料を減算するという制度が付け加わり，

ベンゾジアゼピン系の薬剤に対する規制が強化さ

れているが，エスゾピクロンとスボレキサントは

非ベンゾジアゼピン系の薬剤であり，これらの処

方件数の増加が多剤処方を受けた患者数が減少し

ない要因となっている．今後，睡眠薬に関する多

剤処方を減らすうえでは，さらなる規制の強化も

必要であるかもしれない．

策導入後に多剤処方を受けた患者の割合が上昇す

るという現象がみられた．図 7 が示したように，

2013 年 1 月からの急激な割合の上昇は，ゾピク

ロンの影響であると考えられる．ゾピクロンによ

る多剤処方の減少とともに増加したのが，スボレ

キサントとエスゾピクロンである．ゾピクロンと

エスゾピクロンは同じ非ベンゾジアゼピン系の睡

眠薬であり，超短時間作用型という特徴を持つた

め10），ゾピクロンの代わりとして，エスゾピクロ

ンの使用が拡大したと考えられる．スボレキサン

トは 2014 年に販売が開始された新しい薬剤であ

り，図 7 が示したように，スボレキサントを含む

図 6　トレンド変化の分析の際の GLARMA による患者数の推定値
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物治療ガイドライン13）などがある．このうち，

本研究で検討した政策の導入時期である 2012年，

2014 年の付近で公表されているガイドラインと

しては，2013 年に公表された睡眠薬の適正な使

用と休薬のための診療ガイドラインとかかりつけ

医のための BPSD に対応する向精神薬使用ガイ

ドライン，2011 年および 2012 年に作成された

日本うつ病学会治療ガイドラインがある．2013

年に公表された，かかりつけ医のための BPSD

に対応する向精神薬使用ガイドラインでは，多剤

処方に関する言及はないが，高齢者に対してはゾ

ピクロンやエスゾピクロンといった非ベンゾジア

ゼピン系睡眠薬への切り替えを推奨しており，こ

れら薬剤の使用増加と関連している可能性があ

る．睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイ

ドラインでは，睡眠薬の多剤併用は副作用の頻度

を高める原因となるため推奨されないという記載

がある．2013 年半ばからの睡眠薬に関する多剤

処方患者の割合の減少は主にゾピクロンの処方件

数の減少によるものであるが，睡眠薬のガイドラ

インが影響している可能性もある．2015 年に公

表された高齢者の安全な薬物療法ガイドラインに

おいて，多剤併用による有害事象の問題がより詳

しく記載されているが，本研究の結果ではそれ以

前から多剤処方患者の割合は減少している．

　中断時系列解析手法に関して，GLS と GLAR-

MA は同様の検定結果となったが，適用したモデ

ルは大きく異なる．図 3～図 6 が示すように，

GLS は回帰直線をあてはめるのに対して，

GLARMA は観測値に時系列挙動そのものをモデ

リングしている．レベル変化の分析に関しては，

GLS は観測値の動向を正確にとらえているとは

いえず，GLARMA によってレベル変化を評価す

る方が妥当であると考えられる．トレンド変化に

関しては，GLS は抗精神病薬，抗不安薬の動向

をモデル化できていることがわかるが，抗うつ薬，

睡眠薬のようなより複雑な挙動を示す場合におい

ては本研究で行ったように，回帰直線による推定

値を確認して，線形回帰モデルによる評価が妥当

であるか検討する必要がある．GLARMA はトレ

　本研究では，診療報酬改訂に着目して各向精神

薬の処方動向を分析したが，ガイドラインや新薬

の上市も各向精神薬の処方動向と関連すると考え

られる．新薬に関しては，本研究で睡眠薬の動向

に影響していることが示された．向精神薬と関連

する主なガイドラインとしては，日本うつ病学会

治療ガイドライン9），かかりつけ医のための

BPSD に対応する向精神薬使用ガイドライン11），

睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドラ

イン12），高齢者の安全な薬物療法ガイドライン1），

高齢者の医薬品適正使用の指針2），統合失調症薬

図 7　 特定の薬剤を含んだ多剤処方を受けた患者数の推

移図
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ンド評価の際もより観測値の挙動をモデル化でき

ているが，（2）式に示したように観測値の前値を

モデルに含めるため，時点が比較的少ないデータ

に対しては，政策効果と時点効果，および交互作

用と，前値の効果を識別して推定できない場合も

あると考えられる．そのため，レベル変化とトレ

ンド変化を分析する場合に関して，検出力と

Type 1 error の観点から今後，シミュレーション

実験により性能を比較評価する必要がある．

　最後に，本研究の対象は 1 大学病院のデータで

あるため，政策効果について今後，全国規模のデー

タを用いた分析を行う意義があると考えられる．

全国のレセプトデータを収集した National data-

base を用いて，本研究と同様の分析を行うこと

で，政策効果についてより正確な評価が可能とな

ると考えられる．

5.　結　語

　大学病院の電子カルテデータを用いて，抗精神

病薬，抗不安薬，抗うつ薬，睡眠薬の多剤処方件

数に対する診療報酬改定の効果を中断時系列解析

手法により分析したところ，抗精神病薬と抗不安

薬について，診療報酬改定により多剤処方を受け

た患者数が減少する傾向にトレンドが変化したこ

とがわかった．
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