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論文

わが国病院市場の競争形態に関する研究

一わが国の病院市場における競争促進は

「価格低下と晶質向上Jをもた5すか-

河口洋行*

抄録

「競争は価格の低下と品質の向上(よって利益は低下)をもたらす」という法則(定理)は市場機能のメリットとして広

く知られている。この考え方に基づいて、近年わが国の様々な分野に競争促進政策が導入されている。しかし、当該定理

が理論的に成立するためには、様々な仮定条件が当てはまる必要がある。携帯電話などの通信市場と同様に医療サービス

市場においてもこの法則が有効な競争状態にあるのであろうか。本研究は、わが国の病院市場の競争形態を把握すること

によって、当該法則が病院市場においても有効になるような競争状態にあるかを検証するものである。

本研究の特徴は、日本の病院市場の競争形態を産業組織論の見地から把握する初めての実証研究という点である。具体

的には、わが国の病院市場がサービスの品質引上げを行う非価格競争主体であるか、患者の自己負担額を引き下げる擬似

価格競争主体かであるかを検証した。このため、アンケート調査により民間病院の個票データを収拾し、二段階最小2乗

法により実証分析を実施した。

その結果、「医業収益率Jを被説明変数とした分析モデルにおいて、競争環境を示す説明変数のひとつであるこ次医療圏

毎の「病院密度」の係数は正で統計的に有意であった。このことから、「競争環境が厳しいほど収益寧が低い」という先の

定理とは逆の関係が確認された。従って、本研究で構築した理論モデルが妥当であれば、わが国の病院市場は、患者の自

己負担を低くする「擬似価格競争jよりも、患者に対して非価格要素で競争を行う「非価格競争jの特性をより強く持っ

ている可能性が示唆された。更に政策的示唆としては、わが国の病院市場において競争促進政策を強化すると「品質の向

上のみならず、病院医療費の増加を引き起こす」ことが予想される。

キーワード:病院競争、ニ段階最小2乗法、個票分析

1 .はじめに

(1)研究の背景と目的

「競争は価格の低下と品質の向上(よって利益

は低下)をもたらす」という法則(定理)は市場

機能のメリットとして広く知られている。この考

えに基づいて、近年わが国の様々な分野に競争促

進政策が導入されている。医療分野も例外ではな
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く、病床規制の撤廃や株式会社病院の参入などの

競争促進のための政策が検討されている。しかし、

当該定理が理論的に成立するためには、様々な仮

定条件が当てはまる必要がある。携帯電話などの

通信市場と同様に医療サービス市場においてもこ

の法則が有効な競争状態にあるのであろうか。本

研究は、わが国の病院市場の競争形態を把握する

ことによって、当該法則が病院市場においても有

効になるような競争状態にあるかを検証するもの

である。

わが国の病院市場は、保険償還価格が公定であ
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ることや、価格弾性値が低い患者が病院を自由に

選択できるなどの制度的特徴から、非価格競争中

心であると予想される。一方、わが国の公的医療

保険の償還方式は出来高払い中心であるため、病

院は医療サービスの組み合わせを変更することに

よって、患者の見かけの価格(自己負担分)を抑

制する擬似価格競争となる場合も想定できる。

現実には、非価格競争と(擬似)価格競争は病

院毎の経営戦略や診療科毎に使い分けられる可能

性もあり、必ずしも二者択一というものではない

と思われる。しかし、わが国での競争促進政策の

影響を検証する上では、病院市場全体で見てどち

らの競争形態が優勢であるのかは、重要な意味を

持つと考えられる。そこで、病院の個票デ}タを

用いて、競争環境を示す変数と利益率の関係を分

析し、その結果からわが国の病院市場が「非価格

競争」主体なのか「擬似価格競争j主体なのかを

検証する。

本研究により病院市場の競争形態が明らかにな

れば、今後わが国の病院市場において競争促進政

策を検討するうえで、一つのエピデンスになるも

のと考える。もしわが国の病院市場が非価格競争

主体であれば、競争促進政策は病院サービスの品

質の向上(及びそれに伴う費用の上昇)を招くこ

ととなると予想される。

(2)本研究の特徴と構成

①病院市場の競争形態に関する先行研究

米国においては、ヘルスケア市場におけるアン

チトラスト法の運用を巡る裁判において大きな論

争があったため、(古典的)産業組織論のSCP

(Structure Conducted Performance)ノtラダイム

の一分野加として病院市場の競争形態に関する実

証研究のかなりの蓄積がある。多くの場合には、

被説明変数として「価格Jr費用Jr利益」等を、

説明変数として医療提供者の多さや市場集中度を

用いた回帰分析を行うことによって、市場競争の

形態の検証を試みている。

例えば、 Robinsonand Luft 1lは、米国の病院市

場では競争者が多い地域ほど病院の費用が高くな

ることを確認している。彼らはサンプル病院の15

マイル以内にある病院数と 1入院件数当たりの費

用の関係を、様々な費用の決定因子でコントロ}

ルしたうえで、競争的な市場に位置する病院は、

近隣病院がひとつしかない場合に比較して費用が

20%高くなることを観察している。この先行研究

は、 1980年代半ばの米国の病院市場においては、

「競争は価格を下げる」という産業組織論の定理

が適応できないことを示唆している。

更に興味深い点は、 1980年代の後半には実証

研究の結果が80年代前半と反対の結果を示した

ことである。例えば、 Staten，Dunkelberg and 

Umbeck2
)は、カリフォルニア州の病院と民間医

療保険会社(ブル}クロス・ブルーシールド)の取

引において、より競争的な病院市場の病院は、よ

り競争の少ない病院市場よりも大きな値引きを行

っていることを確認した。従って、 80年代後半に

は、「競争は価格を引下げjていると考えられる。

これらの異なる研究結果から、米国の病院市場

では、 1980年代の半ばで競争形態が変化したと考

えられた。例えば、 Gruber3
)は、入院医療の価格

水準は1982・84年の期間では病院市場の競争構造

と無関係であったが、 1985・1988年の期間では競争

的な市場ほど価格上昇率が小さいことを確認して

いる。また、 Dranove，Shanley and White 4) (以下

DSWとする)によれば、 80年代前半までは出来

高払い中心の医療保険が多く、病院の選択権は価

格に鈍感で情報量が少ない患者が持っており、

patient-drivenな競争(患者選択型の品質重視競争)

で、あったとしている。一方で、 DRG/PPSの導入

やマネジドケア浸透以降では、病院の選択権は価

格に敏感で情報蓄積を進めているマネジドケア型



保険組織(及びその背後にいる雇用者)に移行し

た結果、 payer-drivenな競争(保険者主導型の価

格重視競争)に変化したとしている。

この分野の代表的な論文である DSWの実証分

析モデルを見てみよう。当該研究は、米国の病院

市場において、競争が激しいほど①価格が下がり

②病院の収益率が縮小するかを、 1983年と 1988年

の2時点で検証している。具体的には、病院毎の

取引価格と平均費用の差 (mark-uprate)を被説

明変数として、 Herfindahlindex注2で見た市場集

中度を説明変数のーっとして、その関係を分析し

ている(I式)。但し、病院と民間保険会社との取

引を対象として公的医療保障制度は対象としてい

ない。

Mit = Bt+BzZit+BxXit+BHHit+Ei ...・H ・.....・H ・.....(1式)

Mitは、病院 iの期間 tに販売された病院サ}

ピスの収益率を示している。 Zitは、病院 iの期

間tにより高い価格を請求できる病院の特徴を示

している。 Xitは、利益率に影響を及ぼす病院の

特徴を示している。 Hitは、病院 iにおける病院

市場のHerfindahlindexを示している。ここでは、

病院の需要変動を補足する変数を含んでおらず、

競争環境の変化による需要ショックを考慮してい

ない点に注意が必要である。

当該研究において、収益率は1983年においては

Herfindahl indexと統計的に有意な関係が認めら

れなかったが、 1988年には正で統計的に有意な関

係が認められた。また、価格を被説明変数とした

場合には、 1983年にHerfindahlindexの0.1の減少

(市場集中度の低下・競争環境の激化)は、価格

指数の0.4の上昇を招くことを確認している。従

って、 1988年においては、それ以前には確認され

なかった「競争は価格を引き下げる(利益も低下)J

という現象が病院市場でも確認された。このこと

は、自由価格制度が適用されている米国の病院市
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場においても購入者の価格弾性値と情報量の多寡

に影響されることにより、非価格競争が行われて

いたことを示した点で注目に値する。

本研究は、このDSWの分析枠組みを用いて、

日本のデータを分析することによって、病院市場

の競争形態について検討するものである。

②日本の病院市場の競争形態に関する初めての実

証研究

本研究の特徴は、日本の病院市場の競争形態に

関する産業組織論的な見地から初めての「実証分

析Jという点である。公的価格制度を持つわが国

では、理論的には非価格競争が実施されていると

予想されるが、実証研究を実施した例はほとんど

ない。わが国の医療サービス市場に市場原理を導

入するべきかどうかについては、多くの研究があ

る注3。また、厳密な仮定条件を設定した理論分析

もいくつか行われている注4。しかし、わが国にお

いては、個票の形での病院の財務データ(利益率、

コスト)の収集が困難であったため、病院市場に

おける競争状態に関する研究はほとんど存在しな

U￥注 o

これまではわが国の医療政策は、国民の健康水

準の向上という社会保障の観点が中心であり、産

業政策的な観点、はほとんどなかったと思われる。

しかし、近年において産業界や経済財政諮問会議

から産業政策の観点からの提案が出てきており、

医療サ}ピス市場を産業組織論の見地から分析す

る必要性は高まっていると考える。

③本研究の構成

本研究の構成は以下のとおりである。本節にお

いては研究の背景と目的を述べた。続く第二節で

は、分析に使用するデータについて説明する。第

三節では、分析モデルとして理論モデルを考察し

た上で実証分析モデルを提示する。第四節では、
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二段階最小二乗法 (2SLS)による分析結果につい

て考察を行う。その結果、より競争の激しい地域

に立地する病院がより高い収益率を上げているこ

とが確認された。第五節においては、結論につい

て述べた。結論では、病院市場における競争促進

政策の強化は、品質の増加に加えて費用の増加を

招く可能性が強いことを指摘した。

2 .分析データ

今次分析のデータは、全国の民間病院にアンケ

}ト調査を行って収集したものである。当該アン

ケートは、厚生労働科学研究費補助金を受けた

「病院の機能に応じた経営指標の開発に関する実

証研究(主任研究者:医療経済研究機構所長宮津

健一)j5Jにより 2002年10月18日にわが国の全て

の民間病院 (7，474病院)に送付され、約1ヶ月後

に16.5%が回収された。アンケート回収後に、不

明確な回答については別途電話にて確認を行うな

ど、データ・クリ}ニングを綿密に行った。この

ため、同種調査に対して規模の大きい1，277病院

の回答が得られた。当該アンケート調査は様々な

変数について調査しており、例えば、病院開設者、

診療科目、病床数、平均在院日数、医業利益、医

業費用などを含んでいる。

尚、今次分析対象のサンプル病院としては民間

病院のみとした。これは、公的病院の場合には自

治体予算や補助金などによって赤字の補填が可能

であるため、収益性が明確に把握できないためで

ある。ここでの民間病院とは医療施設調査におけ

る開設者として、医療法人、個人、その他(社会

保険関係団体、日本赤十字、社会福祉法人等)を

指している。従って、アンケート調査対象に国立

病院、自治体立病院は含まれていない。

更に、アンケート調査から得られたデータを加

工することによって、以下のような変数を設定し

た。「医業利益率」は医業利益を医業費用で除し

て求めた。「診療科目数」は病院の標梼する診療

科の合計数である。「空床率」は、非稼動病床数

を許可病床数で除して求めた。併せて、「空床率2

乗Jは「空床率」を2乗して求めた。 iLN平均在

院日数」は、各病院の平均在院日数を対数変換し

て求めた。

更に政府統計からいくつかの変数を追加した。

「病院密度jは、人口10万人当たりの病院数を二

次医療圏別注6に作成した。「大規模公的病院×急

性期ダミー変数」は同じ二次医療圏に病床数300

床以上の公的病院が存在し、サンプル病院の平均

在院日数が17日以内(急性期加算)の場合に1を、

その他の場合に0をとる変数である。また、「給与

格差指数jは各都道府県の現金給与総額の平均値

を、東京都を 100とした指数で示している。「有訴

率」は、疾病に関して自覚症状のある人数を人口

千人当たりで都道府県別に示したものである注 o

分析に使用した変数の基本統計量を表 1に示し

た。アンケートに回答したサンプル病院のうち、

分析に採用した変数に欠損値のある個票は分析か

ら除外した。その結果、全変数が得られる644の

サンプル病院を分析対象とした。

今次分析対象となった644サンプルは、病床数

の平均値は189床と全国平均である 179床に比し

てやや大きいものの大きな議離はない。また平均

在院日数は39日と全国平均の38日に比して1日長

いが概ね同じと考えて問題はないであろう。従っ

て、今次サンプル病院をわが国の民間病院の代表

性を持っと考えて大きな問題はないであろう。

3 .分析モデル

(1)個々の病院に対する医療サービスの需要

モデル

実証分析の前に、わが国の医療制度の下で、競



争形態の違いにより利益率はどのような影響を受

けるかを理論モデルで考察したい。

一般的に市場において生産者はその生産活動に

おいて「技術的制約 (technologicalconstraints) J 

を受けるが、更に、生産物を販売する際には、

「市場の制約 (marketconstraint) Jにより購入者

側が需要するだけしか販売できない。ある生産者

が、ある価格を設定しある量を販売する場合に、

この価格と販売量の関係を「企業が直面する需要

曲線 (demandcurve facing the五rm)Jと呼ぶ。

この企業が直面する需要曲線は、市場にただ一つ

の企業がある場合と数多くの企業がある場合では

異なる。

市場環境では、市場に企業が唯一つしかない「独

占」と数多く存在し価格が所与と考えられる「純

粋競争」が代表的であるが、他にもその中間に位

置する「独占的競争 (MonopolisticCompetition) J 

があると考えられているヘ独占的競争とは、企

業が他の企業との競争のなかで一定の市場支配力

を持ち、製品差別化 (productdi百'erentiation)を

行うことが可能な市場環境を指す注80

医療経済学においては、病院などの医療サ}ピ

ス市場は、「地域」ゃ「診療科」等で市場が分割

可能で、競争環境の緩和や製品差別化ができる独

表 1 分析に使用した変数の基本統計
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占的競争であるとされている。この独占的競争市

場において、「ある病院が直面する需要曲線」に

関する伝統的なチェンパレン・モデルを用いて、

「自由価格モデル」及び「規制価格モデルJにお

ける競争形態について考察する注 o

(2)自由価格の場合のチエンバレン・モデル

多くの場合医療サービスの価格は公定される

が、最初は単純化のために医療サービスの価格は

市場で自由に決定されると仮定する。この時、独

占的競争を行っている医療サ}ピス市場で、ある

病院が直面する個別需要関数のモデルを (2式)

に示す。

q=(乱丸九五，丸y，n，Z) ・……・・……・・…・…(2式)

。qA¥ dq ~ {¥ dq ~ (¥ dq 
但し、一<0.:'? >0. :'? >0→ >0， dp ' v， dx -v， dy -v， dp 

24<O24<OMくOdx 'v， dy 'v， dn 

このモデルでは、 A病院に対する医療サ}ピス

の期待需要(q)は、 A病院の医療サ}ピス価格(p)、

A病院の「診療の品質(アウトカム)J (x)、A病

院の「患者の快適性(アメニテイ)注10J (y)、競合

するB病院の医療サービス価格(品)、 B病院の「診

平均値 標準偏差 最小値 最大値 度数

医業収益率 0.050 0.128 -0.644 0.812 644 

診療科目数 9.640 5.562 1 30 644 

LN平均在院日数 3.099 0.607 0.960 8.730 644 

空床率 0.063 0.127 。 I 644 

空床率2乗 0.020 0.073 。 644 

病院密度(二次医療圏) 8.357 4.152 0.100 26.140 644 

公的急性ダミ} 0.283 0.451 O 1 644 

給与格差指数 76.300 9.086 60.5 100 644 

県別有訴率 323.291 18.589 237.4 354 644 

出所)筆者作成
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療の品質J(x)、 B病院の「患者の快適性J(y)、同

じ市場にある病院の数 (n)、患者(医療サ}ピス

の購入者)の属性 (Z幻)で決定されるとしている注削1口1

但し、当該モデルでは、医療サービスは価格を

事前に患者が知ることができる計画的な手術等を

想定しており、救急医療や予定外の手術等を前提

としていない。また、 A病院は患者毎に平均的な

医療サービスを供給すると想定している。

そして、 A病院の医療サービスの販売量 (q: 

需要量)とその総生産費用 (C)の聞には総費用関

数として (3式)が定義できる。この費用関数は、

品質に対する増加関数で、病院は同じ技術的制約

を持つとイ反定している。アウトカムとアメニテイ

の水準のー単位の引き上げに必要とする費用はそ

れぞれbとCとし、固定費用はFで一定とする。

C(q， x， y)=(α+bx+cy)q+Fα，b， c， F>O…(3式)

以上のことから、 A病院の利益 (π)は収入

(価格×需要量)から総費用(変動費用及び固定

費用)を引いたものと定義できる (3式)。更に4

式に3式を代入すると5式を得る。

π=pq-C(q，x，y) ……………………… (4式)

π=ρq-[(α+bx+cy)q+FJ 

=(p-α-bx-cy)q-F………… (5式)

この市場環境において競争が激化(或いは市場

集中度が低下)すると、企業は需要量を増加(或

いは維持)しようと、価格の引下げ(価格競争)

や品質の向上(非価格競争)を行うと考えられる。

病院が、価格と品質をどのように変化させるかは、

医療サ}ピスの購入者の特性 (Z) に多くを依存

すると考えられる。このことは、医療サ}ピスの

需要の弾性値を用いると、更に明確に表現するこ

とができる。

需要の価格弾性値(肝)とは、価格が1%増加

した場合に、需要が何%変化するかを示す指標で

あり、以下のように定義する (6式)。同様に、医

療サービスの需要の品質に対する弾性値を定義す

ることができる。この品質の弾性値は、品質が

1%上昇した場合に需要が何%変化するかを示す

指標である。それぞれアウトカム(中)とアメニ

ティ (ηy)に分けて以下のように定義することが

できる (7・8式)。

ηρ= 立立 x~ ・…… H ・H ・-……...・ I・H ・........(6式)
ap q 

IJx =互主 x ax .. q ・H ・H ・..(7式)

IJY =学×主 (8式)dy q 

本モデルではA病院は、ライバルであるB病院

のムムタを所与の条件として、自分のπ(利益)

を最大化する最適なf、f、fを選択することと

なる注九

利益を最大化する場合の条件を得るために、 4

式をp、z、yでそれぞれ偏微分し、 FOCをとると

価格、アウトカム及びアメニティの最適な均衡水

準(p*、 f、 y*) として9式~11式を得る。

(α+bx* +cy*) IJp p*= ………...・ H ・.....・ H ・..(9式)
1 + IJp 

x*=主こ×二位 .....・ H ・......・ H ・......・ H ・-… (10式)b .. IJp 

y*=与×す (11式)

但し、 ゎ <0， IJx >0， IJY>O 

上記式からは個々の病院の価格・品質の最適な

水準の選択について、以下の3点が示される。第

一に、最適な価格水準は、価格弾性値が大きいほ

ど、限界費用 (α+bx*+cyつが高いほど、高い水

準となる。第二に、アウトカムに対する弾性値が

高いほど、最適なアウトカムの水準は高くなる。



第三に、アメニティに関する弾性値が高いほど、

最適なアメニテイの水準は高くなる。

このように、病院は利潤最大化を達成するため

に、患者の特性に応じて最適な価格及び品質(ア

ウトカム・アメニティ)の水準を選択する。競争

が激化した場合に病院は、この患者の特性により

価格を引き下げたり品質を引き上げたりして対応

することとなる。従って、自由価格制度の下であ

っても、医療サービスの購入者の価格弾性値より

も品質弾性値が勝る場合には、品質を重視した競

争(非価格競争)が主体となる。

このとき、価格を引き下げる「価格競争」とな

った場合、価格の引下げは、その他の条件が一定

であれば利益を減少させる。一方、品質等を引き

上げる「非価格競争」となった場合には、費用が

増加するため、同じく利益は減少する。従って、

自由価格モデルにおいては、一定の条件が満たさ

れることによって、「競争は価格を引き下げ、品

質を向上させる(及び利益を下げる)Jのである。

(3)規制価格モデル(定額償還方式の場合)

次に、価格が規制を受け公定価格である市場を

想定し、 A病院もB病院も同じ公的価格 (p)で医

療サービスを供給すると仮定する。但し、ここで

の公定価格は患者が一連の治療(例えば一入院当

り)で直面する価格であると考える注へこの場合、

A病院に対する医療サ}ピスに対する需要関数は

(12式)で表される。

q=(x， y， X， y， n， Z) ...・ H ・..…………...・H ・..(12式)

。q~ ̂  dq ~ ̂  dq ~^ dq ~^ dq 
但し、 一 >0一 >0一寸<0一寸<0ーくOdx -v， dy -v， di -V， d y -V， dn 

A.B両病院が閉じ価格で医療サービスを販売

する場合には、価格は需要の決定因子からはずれ、

A病院の需要は主に医療サ}ビスのアウトカム

(x、X)、及びアメニティ (y、y)により決定され
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ることとなる。費用関数は変化しないため3式を

用いと、 A病院の利益は13式のように定義される。

更に13式に総費用関数3式を代入すると 14式を得

る。

π=pq-C(q，x，y)……………………… (13式)

π= pq-[(α+bx+cy)q+FJ 

=(t-α-bx-cy)q-F………… (14式)

規制価格モデルにおいて、利益を最大化する場

合の条件を得るために、 13式をx及び、yでそれぞれ

偏微分し、 FOCをとるとアウトカム及びアメニテ

イの最適な均衡水準 (x¥yつとして15式を得る。

f=JL×企笠ヨヱ ..........・H ・..…・・…(15a式)
l+f/x .. b 

*=.-!lL x左旦主主・........・ H ・-……一(15b式)
l+f/y" C 

規制価格モデル(定額償還方式)においては、

一連の治療における価格は一定であるので、品質

を引き上げることにより競争を行う(非価格競

争)。上式によれば、規制価格モデル(定額償還

方式)の場合には、最適なfとfの聞には一方が

増加すれば他方が減少するというトレードオフの

関係が認められる。従って当該モデルの示す医療

サービス市場においては、病院は患者の品質弾性

値に応じて、医療サ}ピスの「アウトカム (x)J 

と「アメニテイ (y)Jのトレードオフ関係のなか

で最適水準を選択する必要がある。

この時、品質の引上げにより費用が増加するこ

とから、利益は減少する(いわゆる、ヤードステ

ィック・コンペテイション)。従って、規制価格

モデルにおいても、「競争は価格を引き下げ、品

質を向上させる(及び利益を下げる)Jとの法則

が成立すると想定できる(表2のA)。
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(4)規制価格モデル(費用補償方式の臼本モ

デル)の場合

①出来高払い方式による修正

これまで見てきた自由価格モデルと規制価格モ

デルは教科書的なモデルであるが、わが国に適用

するため、①支払い単位の小さい出来高払い、②

平均的な費用を補償する公的価格水準、を考慮し

て規制価格モデルを「定額償還方式jから「費用

補償方式」に修正する。

米国のDRG/PPS方式の場合には、一入院当

り定額でありホスピタルフィーとドクタ}フィー

が分離していることから、規制価格モデル(定額

償還方式)がよく当てはまる。しかし、知野7)が

指摘しているように、わが国の公的価格(診療報

酬点数)は、「投薬」 ・「注射J. I医療機器」

などのモノに対応した投入物及び「入院日数」な

どの中間的産出物が価格づけの対象として採用さ

れており、米国のDRG/PPSに比して支払い単

位が小さい出来高払い方式が中心である。

出来高払い方式の場合には、民間医療機関は、

個々の医療サービスの組合わせを、経済的誘因に

より変更する余地が大きいとされている九従っ

て、この場合には、病院は提供する医療サービス

の組み合わせを、患者毎に一定の幅を持って選択

する可能性があると考えられる。

表2 価格決定方式と理論モデルの違い

以上の点から、規制価格モデル(費用補填方式)

では、病院毎の需要量が可変になると考える。つ

まり、医療サービス需要を「患者数」と「患者一

人当たり医療サービス量Jに分けて考えると、

「患者数」を確保するために、「一人当たり医療サ

ービス量jの検査や投薬の回数を減少させ、自己

負担額を減少させることができるとする。この時、

患者一人当たりの医療サービス量の変化により需

要量を、平均的な水準 (qつよりも少なくした場

合の下限をqとし、上限をqとし、品質に影響を及

ぼさない範囲で、供給量はq<ザ<7jから選択でき

るものとする注140

②費用補填方式による修正

次に、日本の公的価格は個々の診療行為や医師

や看護師の配置人数などについて設定されるが、

そのコストに一定のマ}ジンを上乗せして決定さ

れているわけではない。池上・キャンベル8)が指

摘しているように、わが国の公的価格は、政府が

「医療経済実態調査」により医療機関の収支状況

を把握し、収支が悪化している医療機関が扱うこ

とが多い診療行為の公定価格を上げるように事後

的に見直し(診療報酬改定)が実施される。従っ

て、病院の平均的な費用を補償する形で公的価格

が設定されていると考えられる加。

モデル 保険償還方法 競争激化への対応 費用の変化 利益率の変化

規制価格 定額償還方式 非価格競争 費用増加 利益率↓ (A) 

モデル (米国DRG) 品質 (x，y) ↑ [定理成立]

費用償還方式 非価格競争 費用増加 利益率↑ (B) 

(出来高払い) 品質 (x，y) ↑ (定理不成立)

擬似価格競争 費用一定 利益率↓ (C)

価格(長)↓ [定理成立]

(自己負担分)

出所)各種資料より筆者作成



このような実態に合せて、規制価格モデル(費

用償還方式)では価格を、規制価格モデルの定額

償還方式の公的価格Eから、上記の公的価格改定

方法を踏まえて、長=k(α+bx+cy)に変更する。こ

の時、 hは費用に若干の利益率を上乗せした公的

価格におけるマークアップ率で、平均的な病院が

黒字を達成できるように、 k>lとする。例えば、

民間病院の利益率を平均で5%とするためには、

k = 1.05となる。

例えば、病院が品質を引上げるためにより高度

で複雑な医療サービスの組み合わせを提供した場

合、費用が増加することによって収支が悪化する。

しかし、病院の収支が悪化すると、政府は高度医

療を実施する病院タイプについて、看護料などの

診療報酬を引き上げることによって、平均的な費

用を補填する。現実にも、高度で複雑な医療行為

の場合には、より高い費用を補償するために診療

報酬点数も高くなっていると考えて差し支えない

であろう。

これまでどおり、総費用関数は共通とすると、

規制価格モデル(費用補填方式)の利益関数は以

下のように定義できる。

π=pq -C(q， x， y)……………………… (16式)

π=pq-[(α+bx+cy)q+FJ 

=(k-l)(α+bx+cy)q-F ……… (17式)

(但し、 p= k(α+bx+cy)、q<q<否)

③規制価格モデル(費用補填方式)における競争

形態

規制価格モデル(費用補填方式)では、病院は

限定的ながら患者の自己負担部分(患者の直面す

る価格)と品質の2つの因子について、患者の特

性に応じて、最適水準を選択することとなる。

尚、上記モデルでは、提供される医療サ}ピス

の範囲は公的医療保険の保障範囲に限定され、特

わが国病院市場の競争形態に関する研究 137 

定療養費制度を含むが、自由診療による収入を含

めない。従って、病院の医業収益は、公的医療保

険の保険給付金と患者の自己負担分の合計とな

る。このとき、特定療養費制度における差額ベッ

ド代などにより、アメニティ部分の費用の一部を

自己負担の形で賄うことが可能であると想定す

る。これは、実証分析の医業収益の対象範囲と語

離することとなるが、分析対象の民間病院で自由

診療の占める割合は限定的であるため、一定の妥

当性を持つと考える。

病院が非価格競争を実施し、品質を引き上げた

場合には、品質の引き上げにより費用が増加する

が、 k>lより収入も比例して増加することから、

利益水準も向上する。また、個室利用などのアメ

ニティの一部についても特定療養費制度において

別途徴収することが可能である。更に、一定の固

定費用を差引いた後の利益率も上昇する。このよ

うに、非価格競争が優勢な場合には、病院市場の

競争の激しさと利益率の高さは正の相闘を持つと

想定される(表2のB)。

一方で、病院が価格競争を実施し、患者が直面

する価格(自己負担分)を一人当たりの医療サ}

ピス量を引下げることによって実質的に引下げる

ことが可能となる。この場合の競争形態を、擬似

価格競争 (quasi-pricecompetition)と定義しよう O

擬似価格競争が優勢な場合には、一人当たり医療

サービス供給量の引き下げは、患者数を維持しつ

つも収入を減少させ、固定費用を差引いた後の利

益率は減少すると考えられる(表2のC)。

わが国では、規制価格モデル(費用補償方式)

が実態に適合すると考えると、患者の弾性値に応

じて、競争形態としては「非価格競争」又は「擬

似価格競争」の2つの種類の競争形態が想定でき

る(表2の日文はC)。
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(5)実証分析モデル

今次分析モデルは、 DSWの1式にあるモデルと

同じ枠組みを採用する O 但し、わが国においては

ユニパ}サルな公的皆保険制度のもとでほとんど

の医療サ}ピスは公的価格で取引されており、価

格情報は病院毎にユニ}クではない(但し、患者

単価や疾病区分毎の単価は異なる可能性がある)。

従って、被説明変数としては利用可能でかつ収益

性を代表する変数として「医業利益率」を採用す

る。但し、医業利益率は会計学上の利益と経済学

的な利益の潜在的な違いを有するという問題点が

ある。

病院市場の競争状態を示す変数(I式ではH)

としては、 Herhindahlindexが代表的で、ある。し

かし、サンプル病院以外の病床数等が正確に把握

できなかった。このため、代わりに「二次医療圏

毎の人口10万人当り病院数(病院密度)Jを用い

た。病院密度は、人口10万人当たりの医療ニーズ

が地域によりほぼ同じと考えれば、医療ニ}ズで

コントロールした上で、同じ二次医療圏に立地す

る競合病院数(自院含む)を示す。従って、二次

医療圏を病院市場と考えた場合の競争状態を代表

する変数と考えられる注ヘ被説明変数を「医業利

益率」にした場合、先の規制価格モデル(費用補

償型)が妥当であれば、「病院密度」の係数が正

であれば病院市場は非価格競争主体となり、係数

が負の場合には擬似価格競争の主体と想定でき

る。

更に、大規模な公的病院が同じ二次医療圏にあ

る場合には、急性期の民間病院は患者獲得競争に

おいて不利になると想定される。これは、その他

の条件が同じならば、公的病院はより高度な医療

サービスや高額な医療機器を、補助金等の形で備

えることが多いため、競争上有利になる場合が想

定される。従って、急性期病院で同じ二次医療圏

に300床以上の大規模公的病院が存在する場合にI

をとる「大規模公的×急性期ダミー変数」は、負

の係数を持つことが想定される。

病院の特徴を示す変数 (1式ではz) としては、

「診療科目数JILN平均在院日数」という 2つの変

数を採用した。病院の提供する医療サ}ピスの範

囲の大きさを示す「診療科目数」と病院の提供す

る医療サービスが急性期か慢性期かを示す「平均

在院日数jにより、病院の特性をコントロールす

る。

その他の収益性に影響を及ぼす病院の特性 (1

式ではX) としては、「空床率JI空床率2乗jを

用いた。病院においては、自分の保有する病床を

有効に利用することが非常に重要と考えられてい

る。従って、「空床率」は稼動していない病床の

割合を示すことから、負の係数を持つことが予想

される。

以上の結果、採用する分析モデルは以下のよう

になる。

医業利益率=定数項+s 1病院密度+s 2公的

急性ダミー+s3LN入院日数+

s4空床率+s 5空床率二乗+

s6診療科目数+誤差項1

…・・ (18式)

病院密度=定数項+Y 1給与格差指数+

y2有訴率+誤差項2・・ H ・H ・.(19式)

ここで、病院市場において競争状態を示す「病

院密度」と収益性を示す「医業利益率」の関係を

見る上で、元々収益性の高い地域に病院が集中す

るという、「逆の因果関係Jによる同時性が想定

される。この時、競争状態を示す変数は誤差項と

漸近的に直交せず、最小二乗推定量は一致性を失

うヘこの同時性による内生性に対処するために

は、 2段階最小2乗法を用いて推計を行うことがよ

くおこわなれる方法である。このため、「病院密

度」に影響が大きく利益率とは関連が想定されな



い、「給与格差指数J及び「有訴率」を操作変数

として(19式)で病院密度の推定値を算出する。

この推定値は、誤差項と相関を持っていないため、

内生性の問題がクリア}される。その上で、 (18)

式に代入して、二段階最小二乗法で推計を実施し

オト，注17，、・ O

尚、当該実証モデルは、その他の条件が閉じで

あれば、病院の期待需要は一定であると仮定して

いる。従って、 DSWと同様に、競争環境により

病院の期待需要が増減することを考慮していな

しミ。

4.分析結果と考察

(1)分析結果

表3に医業利益率を被説明変数とした実証分析

モデルの推計結果を示した。

最も重要な点は、市場競争環境を示す変数であ

る「病院密度」の係数が正で統計的に有意

(pく0.01)であることである。併せて、「大規模公

的病院×急性期ダミー変数jの係数は、負で符合

表3 回帰分析の推忠結果

被説明変数:医業収益率

説明変数名

病院密度(二次医療圏)* * * 
公的急性ダミー

LN平均在院日数*

空床率**

空床率2乗***

診療科目数(合計数)* * 
定数項**

Coefficent 

0.0051302 

-0.020291 

-0.0162911 

-0.1830003 

0.3715338 

-0.0021925 

0.0887699 
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条件は一致したが、統計的に有意ではなかった。

従って同じ二次医療圏に大規模な公的病院が存在

することは、収益性にマイナスの影響を与えてい

る可能性があるが、その影響はばらつきが大きい

と考えられる。

2点目としては、「診療科目数」及び「平均在院

日数」の係数はともに負で、「診療科目数」は5%

有意水準で有意となった。平均在院日数は、診療

報酬点数の逓減制度により長い平均在院日数は収

益に悪い影響を与えたと考えられる。しかし、平

均在院日数の長期化は空床率を低下させる場合も

あるため、この解釈については注意が必要である。

3点目としては、「空床率jは係数の符号は負で

統計的に有意で期待どおりであった。一方で、

「空床率2乗jの係数は正となり、統計的に有意で

あった。

尚、当該分析に用いた操作変数が適切であるか

どうかについて判断するため、過剰識別制約の検

定 (over-identifyingrestrictions test)を実施した。

当該検定によって得られたp-valueは0.19(Sargan 

statistic= 1.716)で、「全ての操作変数は妥当であ

Robust standard errors P>t 

0.001924 0.008 

0.013006 0.119 

0.009571 0.089 

0.081151 0.024 

0.141408 0.009 

0.000936 0.019 

0.038654 0.022 

IV(2SLS) regression with robust standard errors Number of obs=644 

Test for Over identifying restrictions Chi2(1)=1.716 

F-test for weak IV F(2，636)=208.26 * * * 
注)* * *は1%有意水準、**は5%有意水準、*は10%有意水準
出所)筆者作成
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る」という帰無仮説は棄却されなかった。従って、

操作変数は必要な特性を持っと考えられる。

更に、選択された操作変数が「病院密度Jとほ

とんど相闘がないという weakinstrumentの問題

を見るために、「病院密度」を上記の操作変数に

回帰させる第一段階の回帰分析において「操作変

数のパラメータ}が全てゼロjという帰無仮説に

関するF統計量を算出した。その結果、 p-valueは

0.0001 (F [2，636J =208.26)で、「第一段階の回帰

モデルは有効でない」という帰無仮説は棄却され

た。従って、今次分析に採用した操作変数は有効

に機能していると考えられる。

(2)考察

①競争変数と収益率の正の関係

分析結果より、わが国の病院市場においては、

競争環境がより厳しい場合に、より高い医業利益

率となっていることが確認された。従って、少な

くとも競争が利益率を引き下げる結果にはならな

かった。この結果について、理論モデルで設定し

た規制価格モデル(費用補填方式)がわが国に当

てはまると考えて、分析結果を検討する。

平均的な日本人が、従来の病院Aと新規参入し

た病院Bの2つの病院を選択する単純化したケー

スを考えよう。病院Aは、この人の価格弾性値が

高い場合には、自己負担分の価格を下げて、患者

を確保しようとする。また非価格要素(品質)が

高い場合には、品質を上げて、患者を確保しよう

とするであろう。しかし、自己負担分や品質はデ

ータの制約から観察することができない。ここで、

日本の医療制度が公的価格モデル(費用補填方式)

に当てはまるならば、利益率を観察することによ

って、病院Aの行動を推定できると考えられる。

つまり、病院市場の競争が激化すると、その他の

条件が同じであれば、患者の価格弾性値が高けれ

ば病院は価格(自己負担分)を引き下げ、その結

果利益率は低下する。逆に患者が品質を重視する

ならば、病院は品質を引上げ、その結果利益率は

上昇すると考えられる。従って、利益率を競争変

数で回帰した場合、擬似価格競争が優勢な場合に

は競争変数は負の関係を持つ(つまり、競争変数

の係数は負)となる。また、非価格競争が優勢な

場合には競争変数は利益率と正の関係を持つ(つ

まり、競争変数の係数は正)となると考えられる。

分析結果を見ると、競争環境を示す変数の係数

は正で、有意で、あったことから、わが国の病院市場

は、患者の自己負担を低くする「擬似価格競争j

よりも、患者に対して非価格要素で競争を行う

「非価格競争Jの特性をより強く持っている可能

性が示唆された。

②理論モデルにおける技術制約条件の妥当性

競争環境が利益率に正の影響を与えるのは、競

争激化により費用が低下したためと考えることが

理論的には可能である O 費用が低下した理由とし

ては、費用節約的な技術革新や生産要素価格の低

価格調達などにより、病院が品質を上げながら費

用を低下させたことが考えられる。この場合には、

理論モデルの技術制約条件が同じという仮定条件

が成立しないこととなる。

そこで、同じデータ・モデルに、費用を代表する

説明変数として「一日・ 1床当たりの医業費用」注18

を追加して推定を行ったところ、その係数は正で

あるが有意となっておらず、費用の低下により利

益率の動きを説明することは困難であった(係数

は 0.0022、 p~直は 0.157) 。

この理由としては、医療サ}ピスの生産技術は

多くの場合公表され、一般財の生産技術のように

特許などにより特定の企業が独占することはほと

んどないことや、生産要素の投入に関しても人員

配置基準や施設基準などの規制が厳しいことなど

が考えられる。併せて、今回の分析対象となった



民間病院は公的病院に比して予算制約が厳しいた

め、従来から費用節減を徹底している。このため、

費用の節減の面においても、生産要素の調達価格

の水準などに大きな差がなかったことも想定され

る。

但し、上記検定は本研究の焦点となる競争激化

による利益率と費用低減の関係について見たもの

であり、「競争激化が費用低下を起こすか」につ

いて確定的な結論を有しているわけではないこと

に注意が必要である。

③実証モデルにおける需要条件の妥当性

実証分析モデルにおいては、競争環境の変化に

よる需要ショックを勘案していない。しかし、利

益率は1病院当たりの需要の変動に影響を受ける

可能性がある。例えば、病院密度が増加すると、

地域の需要が一定であれば1病院当たりの需要量

が減少すると想定できる。更に、その減少分が供

給者の誘発需要やアクセス・コスト低下による需

要増により埋め合わせされる可能性もある。逆に、

競争激化による品質向上等により地域の医療需要

が増大する場合も想定できる。しかし、本研究で

はDSWの分析枠組みを用いているため、このよ

うな需要変動に関する知見を得ることができない

という限界がある。

このため、地域の医療需要が拡大した場合には、

擬似価格競争の場合であっても患者増による増収

により利益率が上昇する可能性がある。逆に、 1

病院当たりの期待需要が減少した場合には、非価

格競争の場合であっても、患者減による減収によ

り利益率が減少する可能性がある。本研究では、

病院属性が同じであれば、病院の期待需要は一定

であるとの仮定条件を設定しており、仮定条件の

妥当性により結論が変わりうることに注意が必要

である。
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5 .結論と政策的示駿

(1)非価格競争中心の市場

本研究では、病院市場の競争形態を検討するた

め、 DSWの分析枠組みを用いてわが国の民間病

院デ}タの分析を行った。第三節の理論分析では、

わが国の病院市場は医療サービス価格が公定であ

ることに加えて、保険償還時の支払い単位が小さ

い出来高払いであることから、規制価格モデルに

費用補償型を構築した。次に第四節の実証分析に

おいては、被説明変数を医業利益率として、説明

変数として「病院密度」を加えて、二段階最小二

乗法で、推定を行った。この結果の分析、競争変数

の係数は正で統計的に有意となった。このことか

ら、わが国の病院市場では、競争が激しいほど利

益率が高くなるという関係が確認された。

わが国の医療制度が、規制価格モデル(費用補

償型)に適合するならば、この分析結果は、わが

国の病院市場が擬似価格競争というよりも非価格

(品質)競争の側面が強いことを示唆していると

考えられる。

(2)病院市場における競争促進政策への示唆

このような研究結果から、病院市場における政

策に対して以下のような示唆が得られる。病院市

場における競争促進政策の実施は、提供される医

療サービスの品質向上だけでなく、入院医療費の

ような費用の増加を引き起こすと考えられる。従

って、例えば、病床規制の撤廃のような政策を実

施する場合には、併せて医療費の増加を抑制する

政策を強化する必要があると考えられる。例えば、

医療監視の強化や、レセプトの電子化により保険

者の支払い審査をより精織化することなどが実施

されるべきと考える。逆に言えば、これらの環境

整備が十分でないまま競争促進政策を実施するこ

とは、政策目的の一つである医療費抑制に逆の効
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果を招く可能性が高いと考えられる。

(3)令後の研究課題

最後に、本研究はいくつかの間題点や課題を有

している。

第一に、実証分析においては、データの利用可

能性に制限が多く、例えば医療サ}ピスの価格・

需要に関する変数や競争変数としてHerfindahl

index等を採用していない。このため、分析モデ

ルにmissingvariableが存在する可能性がある。

また、収益力を示す変数として医業利益率を採用

しているため、会計上の利益と経済的(社会的)

な利益との聞に語離がある可能性がある。今後、

より精綾なデータが整備され、実証分析に利用さ

れることを期待したい。

第二に、医療制度と分析モデルの整合性に関す

る更なる改善が望まれる。本研究では、当該分野

の代表的な論文である DSWの分析枠組みを用い

て分析を行っている。このため、分析モデルにお

いて需要変動を考慮していなし」また、わが国の

医療制度における理論モデルについては、規制価

格モデルの費用補償方式を構築したが、更に精織

なモデルが検討される必要があろう注190

第三に、‘分析対象としては民間病院のみで、公

的病院を含んでいない。このため、公的病院の行

動は分析結果に限定的にしか反映されていない可

能性がある。また、公私病院間での患者の移動は、

同じ二次医療圏に大規模な公的病院がある場合に

ついてはダミ}変数が設定されているが、公的病

院が縮小された地域での民間病院への患者移動や

慢性期医療が中心の民間病院に見られるような公

的病院と民間病院との補完関係は考慮されていな

い。今後は、データの制約があるものの、公的病

院も含めた更なる分析が望まれる。

本研究は、わが国における病院市場の競争形態

に関する研究としては最初の第一歩を記すもので

あるが、データの制約から様々な前提条件を有し

ている。今後、同じ分野で経年変化や地域毎の違

いなどの分析が進み、政策効果に関する更なる知

見が集積することを期待したい。
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注
1 競争形態から市場構造を分類し、企業の行動およ

び社会的最適性の検討を行う分野で、「競争的市場

は集中度の高い市場よりパフォーマンスがよいjと

いう定理を実証研究で検討する分野

2 ハーフインダール指数とは、市場にある全ての企

業の市場シェアの二乗の合計で計算される。 Siが企



業iの市場シェアを示すとすると、ハ}フィンダー

ル指数=~ i (Si) Zと表される。

3 医療サ}ピス市場に市場原理をどのように導入す

るかについての研究としては、田中 (2002)、真野

(2002)などがある。

4 医療サ}ピス市場の理論分析としては、中泉

(1999)、知野 (2006)などがある。

5 この他に、レセプトデータを用いて医療サービス

の価格を推計し、病院間及び地域格差を考察した先

行研究が多く存在する。しかし、レセプトデータは

保険者から提供されることが多く、個々の病院に対

する需要・財務を示す変数と結びつけることが困難

である。このため、レセプトデータによる産業組織

論な研究は行われていない。

6 二次医療圏とは、医療法により「入院医療を完結

させる区域」とされている。このため、入院サ}ピ

スが主要となる病院のマーケットとして二次医療圏

を採用した。

7 給与格差指数は、「平成14年度毎月勤労統計調査」

(厚生労働省)より、有訴率は、平成14年度国民生

活基礎調査(厚生労働省)より引用した。

8 独占的競争の定義には狭義と広義があり、ここで

は広義の「多数の企業が似たものを生産して競争し

ているが、それぞれの製品は少しだけ差別化され違

っており、その製品の中では独占が成り立っている

競争」を指している。教科書によっては「市場に独

占者が1社、潜在的な競争者が多数」という狭義の

定義を指す場合もある。

9 ここで利用するモデルは、 Handbookof Health 

Economics chapter20“Industrial Organization of 

Health Care Markets" David Dranove and Mark 

Satterhwaite P1102-P1135及ぴ英国ヨーク大学医療

経済コース授業配布資料 (HealthEconomics 

Module208020“Competition， regulation and quality" 

by Michael Kuhn) を参考にしている。

10 医療経済学においては、医療サービスの品質は、

qualityとamenityとに二分される場合が多い。具体

的には、前者は治療の結果健康水準が回復するよう

な生存率・自宅復帰率などを指しており、後者は患

者が快適な病室や丁寧な接遇などからうける快適性

を指している。

11 従って、本研究で、は病院が患者の医療ニーズに係

らず需要を誘発し、平均在院日数の長期化や空床率
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の引上げを行うという、「供給者誘発需要jについ

ては想定していないことに注意が必要である。

12 病院市場においては非営利組織が病院を運営して

いる場合が多いため必ずしも利益最大化行動を取ら

ないとの指摘もある。しかし、本研究で対象とした

わが国の民間病院は、国際的基準から見れば営利組

織であり、本研究においては大きな問題とならない

と考える。尚、国際的な非営利組織の形式基準は、

利益分配権及び残余財産分配権を当該組織が保有し

ていないというものであるが、わが国のほとんどの

病院は持分有りの医療法人が占めており、実質的に

残余財産の分配権を有している。

13 ここでの価格一定の意味は、同じ疾病で同じ状態

の患者に対して、各種医療サービスの集合(例えば

1入院などの一連の治療)を同じ価格(患者負担分)

で提供することを意味する。

14 (2)式の個別病院の需要関数において、需要量は

品質・価格に影響を受けるという仮定をおいてい

る。従って、病院がqを変化させると品質・価格が

変化する可能性がある。ここでは需要量を「患者数J
と「患者一人当たり医療サービス量」に分けて考え、

後者については医療サ}ピス量の変更が品質・価格

に影響を与えないと仮定する。現実でも、病院の医

療サービス需要は患者単位で移動する(つまり、単

一疾患の一連の治療を複数の病院で受けることはほ

とんどない)ことから、妥当性に大きな問題はない

と考えた。

15 但し、政府は全ての病院の収支を知ることはでき

ないので、平均的な病院の費用が償還されると仮定

している。この時、全ての病院が同じように平均的

な品質 (Xとy) を選択するという前提条件を設定

している。従って、特に費用が高い病院では赤字に

なる可能性を排除していない。

16 但し、病院密度が同じでも、病床規模が小さい病

院が多い場合には、競争環境を過小評価する可能性

があることに注意が必要である。

17 分析にはlntercooledStata 8.1を用いた。尚、

Stataによる二段階最小2乗法の推定では、 (19)式

の操作変数に、(18)式の説明変数も操作変数とし

て加えて推計を行っている。

18 r1日ー床当たり医業費用Jは、「医業費用」を1

年間の稼動病床の延べ日数(稼動病床数x365日×

病床利用率)で除して、患者を受入れている病床の
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一日当たりの費用を算出した変数である。

19 当該モデルは、分析データ収集時 (2001年)以

前のように診療報酬「本体」がほぼ2年ごとに引上

げられて、医療費増分を配分する場合には妥当性が

高いと考えられる。しかし、その後の診療報酬本体

が引き下げられるような場合には適合しにくいと考

えられる。また、公的価格の改定は一定の間隔で行

われるため、収支の変動から公的価格の変更までに

タイムラグが生じる場合が想定される。
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Study on the Style of Competition 
on Hospital Market in Japan 

-Can We Get both Quality Improvement and Medical Cost Containment 

by the Policy for Promoting Competition -

Hiroyuki Kawaguchi * 

Abstract 

This paper examines the style of the competition on hospital market in Japan and to submit one of the 

backgrounds for the judgment on the reformation of policies for promoting competition. The paper examined 

whether it is a “quality competition" or“quasi-price competition" on Japanese hospital market. This paper would 

be a宣rstempirical analysis of Japanese hospital markets from the view point of Indus凶alOrganization Paradigm. 

We constructed unique rriicro database of Japanese private hospitals by questionnaire survey. According to the 

micro data analysis by 2SLS in this paper， we find that the results of this analysis show a clear inverse correlation 

between profit margin and competitiveness of the market. This would加lplythat standard Industrial Organization 

paradigm， the hypothesis “competition lowers prices" ，would not be applicable for the private hospitals in Japan. 

We think廿lathospitals compete by mainly quality level of hospital service and try to attract patients with high 

sensitivity of the quality (or amenity). We think private hospitals can get higher profit margin by providing high 

quality (or amenity) and density service. In short， more competitive hospital market would induce higher quality of 

hospital service ra出erthan lower cost of the service. 

These findings imply that policies for promoting competition in Japanese hospital market would cause both 

quality improvement and medical cost inflation. 
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