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特別寄稿

医療経済学研究のフロンティアと医療政策

 ＊  この特別寄稿は2009年１月16日に医療経済研究機構において、一橋大学経済研究所の「世代間調整問題プロジェクト
（主査高山憲之教授）」と医療経済研究機構とが共催した講演会の講演内容を、講演者の許可を得て、法政大学小椋正立
が翻訳し、編集したものである。

ポンペウ・ファブラ大学教授　ギレム・ロペス
（翻訳および文責　法政大学　小椋　正立＊）

１．医療経済学の枠組み

はじめに医療経済学の枠組みの概略をスライド
3（15ページ）を使ってご説明いたします。ここ
に示されているものが、ほとんどの医療経済研究
の枠組みとなっているものと言ってよいと思いま
す。まずAの箱ですが、これには医療だけでなく、
人の健康に影響を与える要素がすべて入っており
ます。たとえば、職業に固有の危険、あるいは教
育、所得などは、その人の健康に大きな影響を与
えますからここに入ります。2番目のBの箱に入
るのは、健康とは何か、その価値はどれだけかと
いう研究です。これは健康の特性を明らかにして、
それを決定するすべての要因を明らかにし、それ
を測定可能にするためです。

そしてこのAとBの共同作用を組み合わせるこ
とで、CとDに該当する医療の需要と供給の話を
することができます。まず、需要を考えるときに
は、価格以外のさまざまな要因が与える影響を考
慮しなければなりません。価格以外にも、医療へ
のアクセス、時間、機会費用、それから心理的な
問題、行動的な問題など、これらすべての要因が

今日は。いま本田様が私をご紹介してください
ましたが、私は日本語が解りませんので、何とおっ
しゃったのか、まったく理解できませんでした。
しかし大変親切な方ですので、私を褒めていただ
いたことと信じております。今回、一橋大学のお
招きで、小椋先生が主催された、介護制度の将来
についての国際会議に参加するために日本に来る
ことができましたことを非常にうれしく思ってお
ります。また本日、医療経済研究機構において、
このような講演の機会を与えていただいたことを
光栄に存じております。

本日の講演の目的は、現在、医療経済学ではど
のような研究がなされているのか、そしてそれが
医療政策にどのような意味をもつのか、こうした
ことについて皆様にご案内をさせていただくこと
にございます。医療経済というのは、それ自体が
非常に重要な学問分野でありまして、その基礎は
おもに経済学でございます。しかしながら、学際
的なアプローチにより、他の分野と共同して研究
の価値を上げていくことも必要なことでございま
す。
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かかわってまいります。これまでのところ、医療
需要の研究は、医療供給の研究とあまり良く関連
づけられているとは言えません。これは基本的に、
医療については、供給が需要に直接的に影響を及
ぼすという特性があるためです。これには患者と
医療機関の間に存在する代理人関係（agency 
relationship）が係わっています。つまりエイジェ
ンシー関係は需要と供給がそれぞれ独立している
ことを許さないわけです。このため医療費の償還
方法であるとか、支払いインセンティブの問題と
いうのも、需要と供給の解釈をする上で非常に
なってきます。

いまお話したことが実際にどのような意味を
持っているのかを、スライド41（24ページ）を
使ってお話ししたいと思います。この図の縦軸は、
経済的なリスクの大きさを示しています。まず支
払い側の右下がりの曲線が描いてありますが、こ
の支払い側には、費用を支払う消費者である患者
や、保険者などが含まれますが、ほかにも国の場
合もあります。右上がりの提供側の曲線が代表す
る提供側とは医療機関のことです。提供側にはと
くに民間の医療機関と公的な医療機関とを分けて
いますが、これは、経済的なリスクに対する反応
が異なるからです。そしてこの図が示しているの
は、医療機関に対する支払の方法が、患者の需要
に影響を及ぼすかもしれないというものです。

この図の横軸を右に向かって進んでいくと、支
払い制度のプロスペクティブ（前払い的）な性格
が強くなってきます。まずいちばん左のPer item

（項目払い）からスタートしますが、これは提供
を受けた医療サービスの項目ごとにそのコストを
支払うことです。次のActual cost（医療費払い） 
というのは提供を受けた医療サービスのコストを
支払うものです。これに対して、Per diem（日数
払い）というのは一日当たりに決められた費用を
支払うことです。たとえば入院をした場合には、

医療費以外の入院費用などもこれに含まれます。
さらにPer case（症状払い）というのは医学的な
症状の分類にしたがって予め決められた費用を払
うことで、たとえば一回の入院とか、一回の診療
ということになってきます。そしてEpisode（疾
患治療払い）というのは、もう少しプロスペクティ
ブになって、各疾患が治癒するまでの医療費を支
払 う こ と に な り ま す。 そ し て さ ら に、Risk 
adjusted capitationというのは人口一人当たりの
リスク調整をした医療費を人数分だけ支払うもの
です。このリスク調整のための項目には、年齢や、
罹患率、慢性疾患の率などが含まれてきます。そ
していちばん右がPure capitation、つまり純粋な
人口当たりの支払い、というとことです。これは
一切調整をしていない医療費を人数分だけ支払う
ことになります。

たとえば、品目ごと、診療項目ごとに費用を支
払うことになりますと、支払側の経済的なリスク
は非常に大きくなり、予算を作成するのは非常に
むずかしくなります。反対に、純粋な人口一人あ
たりで費用を支払うことになりますと、支払側の
リスクは非常に小さくなり、予算を作成するのは
非常に容易になります。一人当たりのコストを人
数に掛けたものを払えばよいからです。この両極
端を結ぶと、だいたい右下がりの曲線が見られま
す。たとえば診断グループ（Diagnosis Related 
Group）払いは、プロスペクティブな支払い方法
で、Per Case（症状払い）と、Episode（疾患治
療払い）の真ん中当たりのところになります。

これを医療機関の側から見ますと、診療項目ご
とに費用を受け取る方法であれば、まったく経済
的なリスクはありません。しかし、純粋な人口一
人あたりの計算方法で費用を受け取ることになり
ますと、医療機関は非常に大きな経済的なリスク
を抱えることになります。

このように需要側と供給側の利益が相反するわ
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けですから、均衡は両極端の中間にあるはずです。
どこになるのかはそれぞれの国の支払い制度の性
質によって、経験的に決まることになります。も
し支払制度が効率性を追求したいのであれば、制
度は右の方向に、つまりプロスペクティブな、純
粋な人口割りの方へと進んでいかなければなりま
せん。プロスペクティブであればあるほど、良い
制度だということになります。

しかし、公平さの観点からは、もし制度がプロ
スペクティブに支払えば、医療機関はリスク選択
をしてしまうことが問題となります。このリスク
選択というのは、医療機関は人口の中であまり医
療費のコストのかからない患者だけを選んで治療
することができる能力を持つことです。もし、反
対に、品目ごと、実際のコストの支払をすれば、
医療機関にはこうしたリスク選択行動をとるイン
センティブは小さくなります。

したがって、効率を意味する右側の部分と、そ
れからリスク選択を回避する左側の部分の両者の
良いバランスを取らなければなりません。患者が
どのような医療が必要としているかを医療機関が
判断する時には、医療機関への支払い制度が重要
なのです。

民間の医療制度であれば、公平さにはあまり関
心を持たず、需要と供給の間で、市場の均衡を見
つければよいかもしれません。しかし、ほとんど
の公的な医療制度では、市場の均衡のほかに、何
らかの優先順位をつけた割り当てシステムを付加
しています。もし医療にウェイティングリストが
あれば、誰が最初に診察を受けるのか、その順位
を決めなければなりません。このタイプのシステ
ムにおいては、費用効果分析、費用便益分析が非
常に良く用いられています。これには、医薬品の
便益も含まれています。これらは、あらゆる新し
い治療法や、新しい医薬品は、コストを上回る便
益を持っていなければならない、ということです。

そして最後はマクロレベルでのシステム全体の
評価です。これはすでに見た公正さと資源配分の
効率性を同時に勘案し、さらに予算の策定と計画
メカニズムを評価します。このような評価の例に
は、異なる医療制度間で成果を比較した国際機関
による研究も入ります。あるいは予算の策定と計
画メカニズムの評価は、予算と他の計画的なツー
ルとの交互作用にかかることになります。

この最後のお話を、スライド40（24ページ）
を使ってご説明してみたいと思います。この
Financing System財政システムというのは、すべ
ての組織において、その一部にしか過ぎません。
Planning System企 画 シ ス テ ム、Information 
System情報システム、Control System 管理シス
テム、そしてFinancing System財政システムは、
すべて協働しなければいけません。そして組織を
構造面から見ると、組織がきちんと機能するため
の４つのコアが連結されていることが必要だとい
うことを理解しておかなければなりません。計画
されたことはすべて情報システムに反映されてい
かなければなりませんし、情報システムは管理シ
ステム、財政システムにフィードバックされてい
かなければいけません。そして組織を評価する中
では、これらサブシステムがすべてが一貫性を
持って、どのような状況でも機能しているという
ことを評価しなければいけません。

システムによっては、一つのシステムだけを非
常によく発達させている一方で、その他の三つの
システムをほとんど無視しているものもありま
す。たとえば、多くの国の計画には国民の健康に
関する内容が盛り込まれています。しかしそうし
た国でも、情報システムの中には国民の健康に関
する情報はあまり存在せず、疾患情報だけを扱っ
ているというような場合があります。また、管理
システムについても、医療資源の投入面だけを管
理して、その成果を管理しないようなシステムを



8　　医療経済研究　　Vol.21  No.1  2009

持つことは許されません。　
これらの４つのシステムは、どのような組織に

おいても機能的な構造を持ち、しっかりと構築さ
れていなければいけません。これがコストセン
ターとか、リスポンシビリティセンターと呼ばれ
ているものです。こういった４つのシステムがう
まく機能していない欠陥例というのはたくさん見
つけることができるわけです。資料の中にはいろ
いろなスライドが入っていますけれども、時間の
関係で、次のテーマに移ります。

２．医療経済学研究のフロンティア

これまで医療経済学のストック、つまりこれま
でに蓄積されてきた知識についてお話をしてきま
したが、これから医療経済学のフロー、つまり新
しい研究のフロンティアについてお話しいたしま
す。医療経済学において、とくに優れた研究につ
いて与えられる賞の一つにアロー賞というものが
あります。ここでは2007年に賞を受けた研究を紹
介することで、それに代えたいと思います。

これからスライドに出てきますのは、2007年度
にその賞に輝いた10の論文です。詳細については
今日はお話をしません。簡単に触れたいと思いま
す。最初に指摘しておきたいのは、すべての研究
が非常に高い評価を受けている学術雑誌に掲載さ
れたものだということです。これからも医療経済
学は、経済学においても非常に高い評価を受けて
いる分野だというが分かります。

それではスライド5（16ページ）をご覧になっ
てください。この論文はタイトルからも解ります
ように、アメリカの南部を舞台としたhook worm
という寄生虫病の駆逐の計画の成功からどのよう
な経済的な成果が得られたか、ということに関す
る研究です。

第二の研究は、スライド6（16ページ）の研究は、

心臓発作の治療におけるエビデンスで、（ヘルス
ケアにおける）生産性の波及効果がどのように生
まれるのか。これはきちんとしたインプットに対
する結果というのを評価しなければいけないとい
うことを示す１つの研究です。たとえば要約です
けれども、心臓発作の良好な治療ということが、
どのように経済、そして社会に恩恵を与えている
かということが示されています。

次のスライド7（16ページ）は、後進国におい
て非常に深刻な問題になっております医療にかか
る費用がいかに無駄に使われているか。いかに非
能率的に使われているかということを示した研
究、インドのデリーでの例をとっております。

次のスライド8（16ページ）は、医療制度の基
本的な運営方法を変えることがどれくらい重要な
変化をもたらすかを示したものです。高齢者のた
めのメディケアを導入した州において、この保険
の導入が医療全体にどのような影響を与えたかと
いうことを示しています。

次のスライド9（16ページ）は、大恐慌時代の
出生、死、医療に関する研究ということですけれ
ども、今回われわれが瀕しているような金融恐慌
の中では、このような研究がとくに必要ないであ
ろうことを祈っています。大恐慌時代の医療につ
いての戦略について、ここで示されております。

次のスライド10（17ページ）は研究ですけれ
ども、いろいろな評価報告書、比較報告書という
のが出ていますが、こういった報告書を非常に歓
迎する医療機関、歓迎しない医療機関などにおい
て、その利用実態がどのように異なるかというこ
とが示されています。これも掲載された文献が、
Journal of Health Economicsというところですけ
れども、非常に信頼のおける雑誌ですので、皆さ
んの中でもこのような投稿、寄稿のご興味がおあ
りということでしたら、この雑誌を非常にお薦め
することができると思います。
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次のスライド11（17ページ）の研究は、実際
に受賞しませんでしたが、私は非常に良いと評価
しているものです。実際に私もその評価委員会に
入っておりました。ここでの主要なメッセージと
いうのは、医療費の支出は人の生に対して付加価
値を与えるべきものでなければいけないというこ
とです。それが約束できるのであれば、医療費の
増加を恐れてはならないということです。
スライド12（17ペ ー ジ ） の 研 究 はRAND 

Journal of Economicsという雑誌に掲載された研
究で、筆者のToshiaki Iizukaさんは日本の方です
ね。これは先に説明した医師のagency問題を扱っ
たものです。ここでは、とくに処方薬の利幅によっ
て処方パターンが影響される部分があるものの、
医師は患者の自己負担についての責任を、自分の
利益よりもより重視しているようだ、というのが
主な結論です。これが皆様の直観と一致するかど
うかは分かりませんが、著者が抗高血圧薬の処方
パターンを分析して得た結論です。

それから医療経済学は消費者行動の変化も分析
します。スライド13（17ページ）の研究は、禁煙、
節煙に関するすべてのマーケティングや広報活動
が、患者の行動パターンにどのような影響を及ぼ
しているかということが吟味されております。

最後の研究ですが、スライド14（17ページ）
は二つの異なるprincipal（依頼人）を持った医師、
つまり公的な医療機関で働く医師が、副業として
プライベートの診療をするケースについての研究
です。

この評価委員会に、私は、長年入っております
ので、先ほど冒頭のところでお話をいたしました、
AからHまでのそれぞれの項目に、どのようなこ
とが入ってくるのかについてすこし付け加えてお
話をさせてください。

まずAの部分です（スライド15、17ページ）。
医療に関する需要は、とくに人的資本の理論の中

に非常にしっかり位置づけられています。とくに
低開発国に関しては、経済的な成長率ということ
と密接に関係をしている部分です。とくに健康の
成果に対する評価に関わるBの部分については、
QALY、これは生活の質によって調整をした生存
年数という考え方が主流を占めているようです。
こういったメトリックスを使用することによっ
て、医療費をおしあげてきているものが実際に付
加価値を生み出しているのかどうか、ということ
を測定することができます。

また医療需要（スライド16、18ページ）につ
いては、新しい実験によるめざましい成果が挙っ
ています。自己負担ですとか、控除などの効果は、
70年代のRAND実験がベースとなっています。こ
の分野のほとんどの研究は医療の過剰な消費問題
やモラルハザード問題と関わっていますが、ほか
にも、医療貯蓄health savings account（HSA）
の研究がなされております。

Dに入ります供給側については、まだエージン
シー関係の研究が主体です。医師が何人いるかと
か、インセンティブがどのように変化してきたか。
あるいはチームにおいてどのように働くべきか、
というようなことです。そしてその新しい分析
ツールといたしましては、成果に対する支払いと
か、ダートマス大学で作成されたアトラスによる
医療の診療内容の違いとか、先ほどもお話が出ま
した医師のmoonlighting、副業というような分析
が入ってきています。

ミクロ経済分析であるEの領域（スライド17、
18ページ）では、コンジョイント分析、コスト分
析、そしてbayesian appraochなどの新しい手法
がどんどん取り入れられてきています。この分野
で覚えておくべき重要な結果が二つあります。そ
れは評価（assessment）と査定（appraisal）の結
果です。基本的に、評価というのは客観的な評価
であり、査定というのは完結した症例についての



10　　医療経済研究　　Vol.21  No.1  2009

評価手法の適用です。
それから、医療に於ける市場というFの領域に

関しては、多く研究は、コストの推計と、それか
ら最適なリスク・プーリングにかかわっています。
コストを知るということは、効率的な価格設定に
非常に大きく関わるからです。それから最適なリ
スク・プーリングを知ることは、人口全体のリス
クにつながるからです。

最後に二つのマクロの評価の箱があります。最
初は、グローバルなシステムの評価です。とくに、
世界銀行の評価、WHOの評価、ヨーロッパ・エ
クイティ・プロジェクト等々の多くはこの分野で
の新しい変化です。

そして、組織の構造については、英国のNHSに
端を発した、提供と生産の分離理論を理解してお
くのは大変重要なことでございます。組織内での
コーディネーションを向上させる研究の分野にお
いては、医療システムの統合がメディカルスクー
ルから始まっていることが非常に重要だとされて
います。

３．�医療経済学と医療政策：医療制度の比
較

では、これから私の話は後半部分に移ります。
これまでお話ししたような分析は医療政策にどの
ように反映されているのでしょうか。これを３つ
の例でお話しいたします（スライド19、18ペー
ジ）。１つ目は、健康の価値についてです。２番
目は、医療による健康への貢献についてです。そ
して最後は医療システムの組織を、われわれが健
康を管理する方法に実際に反映させることの重要
性についてです。これをNHSのようなシステム
と、公的医療保険を元にしたシステムについてお
話します。

まず、ひとつめ。健康の価値については、ワグ

ナーの仮説というものがあります。これは、GDP
が増加すれば医療の支出も増える、というもので
す。これにもう１つエンゲルの仮説を加えなけれ
ばなりません。それは、経済が発展してくると、
民間医療に対する公的医療の比率が上昇するとい
うことです。そして最後にプレストンの仮説とい
うものがあります。これは医療費の成果が水平な
部分にさしかかってくると、医療費を税収で賄う
ことが妥当になるというものです。

いま言った３つのことを１つのグラフにまとめ
てみます（スライド20、18ページ）。横軸には一
人当たりの所得を、縦軸には平均寿命を測ってい
ます。曲線のいちばん左の部分では、所得が増え、
医療費も増えています。ここでは医療費が増える
につれてその効果が表れてきますが、最初の１ド
ル分の増額は非常に大きな人間の余命の増加をも
たらしています。しかし、医療費をどんどん増や
していっても、あるところから、もうそれ以上、
その成果があがらなくなってしまいます。これが
先にご説明したプレストンの仮説につながる水平
部分になります。そしていろいろな技術革新の影
響は、医療費曲線のシフトに表れることになりま
す。

２番目の医療政策の問題は、健康の価値です（ス
ライド21、19ページ）。私たちは医療支出が必ず
しも健康成果に結びつくものではないことを知っ
て い ま す。 こ れ は イ ギ リ ス のBMJ、British 
Medical Journalという雑誌に掲載された表です。
この全体の医療費支出額のうちの46％の有効性と
いうことが不明、unknownということになってお
ります。有効なものと、有効だろうと考えられる
ものを合わせても38％です。ほかに有害なものさ
え存在します。

それでは、こういったことを勘案して、どのよ
うにすれば医療費の支出に優先順位をつけること
ができるのでしょうか（スライド22、19ページ）。
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支払った医療費に対してマクロで見てどの程度の
成果が得られているのでしょうか、これはとくに
開発途上国にとって重要な点であります。第二の
問題は、社会がQALY １年を延長するために、い
くらぐらい支払う用意があるのかということで
す。たとえば、新しい治療法によってQALYが１
年延長するけど、そのために15000ポンド払うこ
とが妥当なのか。これについて英国を例にとれば、
その１年分のコストが15000ポンド未満であれば、
喜んでその新しい治療法を優先的に採用します。
それに対してQALY １年を獲得するのに30000ポ
ンド以上もかかるのであれば、その新しい医療は
導入すべきではないとされています。導入すべき
ではない、というのは公的な予算から支払うべき
ではないという意味です。そしてそのコストが二
つの数字の間に入ってくる場合、つまり15000ポ
ンド以上で30000ポンド未満の場合、慎重にその
内容を吟味をするということです。

最後に、政策的にホットな分配面の問題があり
ます。誰がベネフィットを受けるのか。だれがそ
のコストを支払うのか。すべての人々のベネ
フィットを同等に評価すべきなのか。それとも、
何らかの公平基準を用いて、加重した評価をすべ
きなのか。こうした問題を明確にすることが、民
主的な価値なのです。

では今度は、医療産業に関わる政策に関するイ
シューについてお話ししていきたいと思います

（スライド23、19ページ）。ここでは４つの側面
を取り扱っていきます。第一は重病に対する保険
catastrophic coverages、２番目は、予防医療のイ
ンセンティブ、３番目が効率的な価格設定、４番
目が所得再配分的な福祉政策です。

そして、この４つの論点を、NHSのような医療
提供モデルと、公的医療保険モデルを比べながら、
明らかにすることにします。一般的にこうした問
題は、ヘルスケアボックスと呼ばれるものを用い

て分析されています（スライド25、20ページ）。
これは、誰が支払うのか、どのように支払うのか、
そのお金を誰が集めるのか、という情報を同時に
示すものです。

私たちの分析には、３次元のヘルスケアボック
スが必要です。この箱の間口の幅は、まず誰がそ
の権利を持っているのか、だれにその権利が与え
られているのか、国民の誰がカバーされているの
か、などによって決まります。この箱の奥行きの
長さは、得られるサービスの内容です。治療なの
か、ケアなのか。最後に、この箱の深さは、サー
ビスにかかる費用・利用頻度となります。

たとえば、NHSのようなタイプの医療システム
では、全国民を対象としているため、箱の幅は非
常に広くなります。しかしその反面、利用できる
医療サービスの範囲は、制限する傾向があります。
さらに利用については、医療提供側を厳しく規制
して費用を抑えようとしています。

これに対して、いわゆる社会保険システムでは、
カバーをされる権利者の幅はより狭い傾向があり
ますが、サービスの幅についてはあまり広くはな
いが、利用についてはあまり制限しない傾向があ
ります。この３次元の箱の容量が分かれば、公的
医療のために、公共支出や社会支出として、GDP
の何パーセントが割り当てられなければならない
かが分かります。誰がお金を出すのか？その財源
を拠出するのは、企業、雇用者、納税者、および
利用者といった人たちのグループになります。そ
してもし利用者の料金が政府や保険者によってき
められていれば、その部分が箱の蓋となり、その
体積が自己負担額分ということになります。

これらの財源は、財政制度の中で、所得税のよ
うな直接税や、あるいは間接税、また社会保険税、
あるいは先ほど申しあげたような医療貯蓄、使用
料、あるいは保険料、といったさまざまな形をと
ることになるわけです。そしてその徴収する組織
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として、意思決定をするのは国であったり、地域
の基金であったり、社会保険基金であったり、信
託 基 金 で あ っ た り、 あ る い は 民 間 のHealth 
Maintenance Organizationだったりします。

医療経済にとっては、この箱の構造をどのよう
にするのかというのは政治的な問題であり、与件
となります。医療経済学者にとって重要なことは、
この箱の３つの辺の長さを調整して、新しい社会
的なチャレンジに応えていくことです。重要な人
口構造の変化や、医療技術における重要な革新な
どが起こったときに、この３つの辺の長さを調整
し、医療システムを今後も維持可能なものにして
いくこと、それが重要なのです。

そして非常に興味深いことに、最近の医療経済
学の研究によれば、こうした改善の結果、NHSの
ようなモデルであっても、社会保険モデルであっ
ても、両方が比較的、似通った変革を遂げつつあ
る傾向が見られる、とされています。そしてこれ
は、人口構造や、技術革新などの新しいチャレン
ジだけではなく、医療に対してより公平なアクセ
スへの要求が高まっていることに対する回答でも
あるのです。

NHS

したがいまして、２つのシステムの出発点は非
常に異なるわけですけれども、新しいチャレンジ
に直面して、どちらも同じ回答を出しているわけ
です。このNHSという言葉が示しているように、
国全体という地理的な意味でのnational、全国民
にという意味でのnational、いずれにしても普遍
的なアクセスの条件を保証するという意味です

（スライド27、20ページ）。そしてヘルスという
のは、健康のために必要なケアを統合するという
意味で、サービスというのは、国の行政によって
直接的に提供されるという意味です。しかしなが
ら、実際にはアクセス地点における多様性は不可

避です。また健康目標よりも組織の利害が優先さ
れてしまいます。さらにケアによっては、政治家
の手にかかって、コントロール不能になってし
まった例もあります。

こういった問題に対して、NHSでは（資金）提
供側と（医療）生産側を分離することで解決しよ
うとしております（スライド28、21ページ）。こ
れは分権化でもあり、提供側に責任を移譲するこ
とです。これにより、もし何らかの不公平さが発
生しても、それが地域レベルでは許容される範囲
にとどまるということが保証されるからです。

NHSにあたらしく導入されたインセンティブに
は次のような二つのタイプがあります（スライド
29、21ページ）。まず医療提供のコーディネー
ションのために、予算を予算管理医へ配分するこ
とが行なわれています。予算管理医は、リスク調
整をした人口１人当たりの予算というのを受け
取って、プライマリーケアの責任を負うことにな
るわけです。ここでのプライマリーケアの管理に
は、介護や慢性疾患の治療なども含まれます。ま
た成果に基づいた支払いを行います。

次に新しいインセンティブとして、民間部門に
対して新しい役割を与えています。これはpublic 
private partnershipと呼ばれています。とくにイ
ギリスやスペイン、イタリア、スウェーデンなど
の国々では、民間の資金に対して、公的医療のイ
ンフラを整備することを認めています。そして、
かつてコスト効率が良くないという理由で、公的
な医療のパッケージから外されていたケアについ
ても、民間資金を活用して補完的なケアを提供す
ることが認められています。

社会保険

それでは、次に社会保険による医療システムで
どのようなことが起こっているのかをご紹介した
いと思います。ここで社会的と言うのは、コミュ
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ニティの、あるいは連帯したという意味です。ま
たヘルスケアとは言っても、ここはとくに健康に
それほど関心があるわけではありません。保険に
ついて申しあげますと、リスクのプーリングと、
カバーをする権利の範囲が非常に重要になってき
ます。そしてシステムというのは、さまざまな独
立した医療機関が存在しており、医療がそのネッ
トワークによって提供されているという意味で
す。

しかし、こういった医療保険制度を維持してい
くためには、オープンアクセス（無条件にすべて
の医療需要を認める）は制限せざるを得ません。
ここでは、とくにプライマリーケアが好まれる傾
向にありますけれども、その理由は不必要な需要
をなるべく抑制しようとする意図があるからで
す。１つの例として、フランスでは、ある患者さ
んがプライマリーケアからの紹介で病院に行く
と、自己負担が少なくなります。こうした社会保
険には、保険料でカバーする医療は、いわゆるベー
シックパッケージと呼ばれる、基本的な医療に専
念して、それ以外のものを民間の補完的な保険に
ゆだねるという傾向が見られます。

共通点と相違点

こうしたことを考えると、社会医療であっても
社会保険であっても、どちらも共通の問題を抱え
ていることになります（スライド31、21ページ）。
すなわち、１つは保険者から加入者あるいは医療
機関へのリスクの移転、２つ目はコーディネー
ションに対する経済的なインセンティブの付与、
そして３つめは制限された給付を考慮した疾病治
療の管理戦略の必要性です。この３つの項目の内
容は、どちらの制度でも非常に類似しています。
ここでとくに自己負担ですとか、価格ですとか、
リスクプーリングというようなことをお話しする
場合には、この医療保険システムの場合であって

も、NHSのモデルの場合であっても、同じことを
言っているわけです。プライマリーケアの役割が
コーディネーションをより良くするためには重要
だということは、どちらの制度でも非常によく認
識されています。

しかし、２つのシステムの間にはまだ相違点も
あります（スライド32、33、21ページ）。１つは、
医療の給付が現金償還なのか現物支給なのか、程
度の差があります。第二は、公的給付、民間医療
という役割分担について、政治的な介入の度合い
が異なっています。第三は、提供される医療の範
囲の違いです。どこまでが租税財源による基本的
なパッケージなのか、あるいは、租税優遇や地域
からの補助を受けた補完的なパッケージなのか、
または純粋に民間資金による医療なのかが異なり
ます。第四に、資金の配分方法も異なっておりま
す。

では、このシステムの資金の流れについて図で
説明してみたいと思います（スライド34、22ペー
ジ）。NHSのシステムでは、市民は納税者として
資金を供出しています。その資金を分配する権限
が地方の保健当局に委譲されますと、各地域の人
口数と一人当たりのリスクによる調整が行われま
す。プライマリーケアの予算管理医や統合された
医療機関は、こうした資金の分配を受け、それを
管理する責任を負っています。こうした公的な
パッケージに入らないような医療は、民間医療に
なります。実際に医療を受ける際には、患者側に
自己負担はありません。

しかしながら、社会保険のシステムでは、資金
の流れは少し異なっています（スライド35、22
ページ）。市民は基本的な医療を受け取るために、

（これはすべての医療ではありません、いわゆる
ベーシックパッケージです）、公的基金に保険料
を支払います。そしてこの公的基金は、いわゆる
保険者に医療給付の資金を移転します。たとえば
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オランダの場合、保険者はミューチュアルファン
ドという形をとっております。そして、保険者の
ほうは、さらに補完的な医療保険を、自己負担か、
追加保険料によって提供しています。つまり患者
が追加分の医療を望むばあいは、追加保険料、あ
るいは自己負担を払わなければならないわけで
す。

現在のところ、どちらのモデルが優れているか
ということについて、優劣評価をするのは非常に
むずかしい（スライド36、23ページ）。とくに医
療サービスの提供に関して、効率的かつ公正なイ
ンセンティブという点については、NHSが優れて
いますが、その反面、患者の選択肢は限られてい
ます。モラルハザードや医療の過剰消費を抑制す
るための戦略については、社会保険システムの方
に軍配が上がります。しかしながら、公正な成果
ということになりますと、NHSの方が優れており
ます。また、健康に関する目標を達成するために
は、現金償還がいいのか、あるいは現物給付のほ
うがいいのか、まだ議論されています。

そして最後に、医療経済学は、両者が直面する
次のチャレンジに対してどのような判断をして
いったらいいのでしょうか（スライド37、23ペー
ジ）。１つは、公的医療の範囲です。そして２番
目は、提供に関する責任の分権化をどうやって実
現していったらいいかということです。このため

には、とくに計画、資金調達、保険、リスク管理、
購買、そしてケアの生産などに関するオプション
について、選択していかなければなりません（ス
ライド38、23ページ）。そしてれにかかわってく
る部局が、保険当局、財政局、保健省、それから
財務省などになります。さらには保険者、医療の
購買側、そして提供側、マネジメントユニットと
いうことになってきます。

それぞれのどの部署、どの機関がどの部分に関
わってくるかというのをここで示しております。
このようにいろいろなオプションがございますけ
れども、これについては皆さんの判断にお任せす
る割愛して、次に行きます。

そしてこれは民間部門にどのような機能を持た
せるか、という問題につながります（スライド
42、24ページ）。保険についての選択肢は、代替
関係、共存関係、補完関係、それから補助的関係
ということになります。医療についての選択は、
とくに公共の施設を使った補完的な医療を認める
かどうか。財政面では、公的部門と民間部門のパー
トナーシップで医療のインフラを整備するか。こ
のように民間と公的な医療の共同関係というのは
非常に肥沃な分野で、やらなければならない仕事
が山積でございます。本日の私の大話はここまで
でとさせていただきたいと思います。ご静聴あり
がとうございました。
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