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ニュージーランドにおける医療制度改革と

ニュー・パブリック・マネジメント

藤漂白和*

ニュージーランドにおいては深刻化する危機的経済状況に対処するための改革が80年代中盤より着手された。この改革
は一般にニュージーランド型ニュー・パブリック・マネジメント(以下NPM)と呼ばれ、 90年代以降本格化する医療分
野における改革は、このニュージーランド型NPMの流れの中に位置づけられるものであり、特に医療制度改革の核心で
あった公立病院の独立企業体化すなわち企業化は医療分野におけるNPMの最も典型的な適応例であるといえる。いわばニ
ュージーランドにおける医療制度改革は、ニュージーランド型NPMを公的医療システムの中に導入するといった側面を
併せ持つものであったのである。本論ではまず70年代、 80年代の深刻化する経済状態を概観し、次いでニュージーランド
型NPMの中核を形成している三つの法律を検討する。そして最後に90年代の医療制度改革とNPMの関連性および医療制
度改革の成果と課題を明らかにすることを通して、ニュージーランドにおける改革の試みから学びうる点を検討すること
とする。

キーワード:ニュージーランド、ニュー・パブリック・マネジメント、医療制度改革、企業化、規制緩和、民営化、市場
原理、購入と供給の分離、医療政策

1 . はじめに

現在、日本において進められつつある医療制度

改革はいくつかの側面を持つものであるが、なか

でも国立病院の独立行政法人化の動きは、医療供

給体制における政府の関与のあり方に大きな変化

を生み出すと考えられる。こうした医療供給体制

における政府の関与のあり方に関する改革は90年

代以降、多くの先進各国において試みられてきた

が、特にイギリス、オーストラリア、ニユ}ジー

ランドといった旧英連邦諸国において、非常に類
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似した概念と手法に基づく改革が試みられた。こ

うした国々の改革における焦点は、これまで医療

供給体制において中心的な役割を担ってきた政府

の役割を見直すことにあり、具体的には公的医療

機関の民営化などを通して、既存の医療供給体制

をより効率的かつアカウンタピリティの高いもの

にするというもので、あった。

たとえばニュージ}ランドにおいては、 1984年

労働党政権により行財政機構の効率的運営とその

アカウンタビリテイの向上を目指した改革、いわ

ゆるニユ}ジーランド型ニユ}・パブリック・マ

ネジメント (NewPublic Management: NPM)が

着手されたのであるが、この動きは90年に政権の

座に着いた国民党が、 NPM改革の射程を社会保
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障分野に拡大することにより、医療制度の抜本的

な改革、つまり医療制度の効率性追求とアカウン

タピリティ向上を求める改革へと道を聞いたとい

える。この90年代の国民党による医療制度改革は、

91年に改革案が示され93年に実行に移されたので

あるが、 96年には国民党の単独政権から中道右派

との連立政権により、効率性重視の姿勢が緩めら

れ、 99年に労働党および中道左派連立政権に政権

の座を渡すことによって完全に終罵したといえ

る。したがって、ニュージーランドにおける医療

制度改革は、前史としてのニュージ}ランド型

NPMの開始からそれに基づく医療制度改革自体

とその終罵といういくつかの段階が存在してお

り、必ずしも直線的に改革が進んできたものでは

ないといえる。

そこで本論においては医療制度改革の基盤を提

示したニユ}ジーランド型NPMがどのようなも

ので、あったかに関して概観を行い、これが国民党

政権下で具体的にどのようを形で医療制度改革と

して展開されたのかに関して批判的に検討を行う

表1 経済動向比較
(ニュージーランド・ OECD諸国平均)

NZ OECD 
年平均実質経済成長率

1960-68 3.3 5.1 

1968・73 5.1 4.7 

1973-79 0.2 2.6 
1979旬85 2.9 2.2 
年平均失業率

1968-73 0.3 3.4 
1974-79 0.8 5.2 

1980-85 7.6 7.8 
年平均消費者物価変動率

1960・68 3.3 2.9 

1968-73 7.4 5.6 

1973-79 13.8 10 

1979-85 12.8 7.6 

出典:OECD Historical Statistics 1960-1987より筆者作成

ことを通して、日本における医療供給体制の改革

を初めとする一連の改革への教訓を引き出すもの

とする。したがって本論においては、医療制度改

革に関しては1991年に示された改革案と1993年に

おけるその実行過程に焦点をあて、医療制度改革

自体が具体的にどのような結果をもたらしたかに

関しては別途述べることとする。

2.改革のコンテクスト:国際環境の変化

と経済状況の悪化傾向

そもそもニユ}ジーランド経済の悪化は1970年

代に生じた二つの要因によって決定付けられた。

一つはイギリスのヨーロッパ共同体への加入であ

り、もう一つは第一次オイルショックである。前

者はニュージーランドから安定した農産物のマ}

ケットを失わせ、後者は圏内エネルギー価格の高

騰をもたらし、ニュージーランド経済に深刻な影

響を与えた。

こうした理由からニュージーランド経済は1973

年以降、急激に悪化していく(表1)。経済成長

率は、 60年台後半から73年までの安定した状態か

ら73年以降急激な落ち込みを見せる。インフレー

ションに関しては、他国においてコスト上昇に落

ち着きが見られた70年代後半以降、急激な伸びを

示している。失業率は数字上OECD平均と比べて

一貫して低い値を示しているが、実際のところニ

ュージーランドにおいては学生や移民など雇用補

償とは異なる形で生活補償や給付を受けている者

が多数存在しており、こうした失業者としては統

計上表面化しない者の数が経済状態の悪化ととも

に急増していた。

こうした状況に対して、 80年代前半までの国民

党政権の対応は、いわゆる公共投資を中心とした

景気刺激策が中心であり、特にその産業政策は国

際競争力を欠く囲内産業を補助金の増額や規制の
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強化などによって延命させていたにすぎなかっ

た。そもそも景気刺激策としての大型発電プラン

ト開発プロジ、ェクトなどへの公共投資は、オイル

ショック以降のエネルギー価格の国際的な高騰に

対応するためといった論拠に基づいたものであっ

たが、この石油価格の永続的な上昇といった前提

は、 80年代に入り石油価格の下落とともにその根

拠を失い、公共投資プロジ、エクトの経済的な意味

は実質的に喪失し、あとには巨額の財政赤字とい

う負債だけが残されたのであった。結果的に経済

の悪化状態に歯止めをかけることができなかった

国民党政権は、 1984年の国政選挙で敗れ、新たに

政権の座についた労働党が抜本的な改革に乗り出

すこととなった。

3.行財政改革の概要およびその特徴:ニ

ユージーランド型ニュー・パブリツ

ク・マネジメント (NPM)

労働党によって着手された1984年以降の改革の

特徴は、その目的が政府の役割の見直しを通して、

公的サービスの効果、効率を向上させるという点

にあり、さらにこの目的を達成するために民間企

業における組織原理を公的組織に大胆に導入する

というものであった。こうした考え方の背後には

新古典派経済学などの経済学理論に基づく考え方

が存在しており注l、こうした理論的基盤がニユ}

ジーランド型NPMという改革を、場当たり的な

ものではなく、論理的に一貫性のあるものにした

とされる1)。

こうした特徴は、 80年代に公表された財務省の

二つの政策文書EconomicManagementや

Government Managementなどに端的に現れてい

るL九そしてこうした考えを具体的な形で展開

したのが、 StateOwned Enterprise Act 1986、

State Sector Act 1988、PublicFinance Act 1989、

Employment Contract Act 1991、Fiscal

Responsibility Act 1994などの一連の法律群と、

政策における戦略的方向付けの強調などであっ

た。なかでもStateOwned Enterprise Act 1986、

State Sector Act 1988、PublicFinance Act 1989 

の三つの法律はニユ}ジーランドにおけるニュ

}・パブリック・マネジメントの基本的枠組みを

形作るもので、あったといえる。

(1) State Owned Enterprise Act 

1986 

ニュージーランドにおいてはこの法案成立以

前、政府が非常に多くの事業活動を自らが所有し、

その運営を行っていた。こうした事業活動は、旅

客事業、鉄道事業、船舶事業、電話事業、郵便事

業、銀行事業、放送事業、出版事業、旅行事業、

発電事業、森林事業、鉱山事業、建設事業などほ

ぼ全ての産業をカバーするもので、あった。そのた

め1970年代以降の経済成長率の著しい低下傾向に

より、政府の経済活動に占める割合がさらに高ま

りをみせたのであるが、しかしその活動内容やそ

の効率性といった点には多大な問題があるとされ

た。

このような状況下、政府による経済活動の見直

しとその改革が求められることとなったのである

が、この段階における改革へのアプロ}チには大

きく分けて商業化(commercialization)もしくは企

業化(corporatization)、規制緩和 (deregulation)、

民営化 (privatization) という三つの考え方が存

在した。商業化および企業化に関してはState

Owned Enterprise Act 1986が実施される1987年4

月からそれが始められたといえるが、この法律は、

固有独立企業体 (StateOwned Enterprises: SOE) 

が一般の民間企業と同様に効率的な運営によって

利益を生み出すと同時に、良き雇用者として可能

な限り地域利益に貢献する社会的責任を帯びた組



30 医療経済研究 vo1.14 2004 

織であらねばならないというこつの課題の下、政

府のコントロールから可能な限り独立した活動を

行うための環境を生み出したのであった。独立企

業体の運営は、運営担当者らに運営資源のコント

ロールが認められる一方で、価格決定やマーケッ

ティングといった組織の意思決定にかかわる問題

は、企業運営の専門家から構成される理事会

(board)の専任事項とされた。またこの独立企業

体はその活動収益から法人税を支払い、所有者と

しての政府に対してその投資に見合った配当を行

わなければならないとされた。

規制緩和は、 1986年にこの法案が策定される以

前に部分的に一部着手されていたが、まず金融、

放送、輸送といった分野で始まり、次いでその他

の政府独占事業で、あった電力、郵便、電話といっ

た分野において規制緩和が進められていった。

民営化は「政府の役割」および財政原理を再定

義することを意味したのであるが、この問題に対

する最終的な結論は、たとえ大臣がその所轄省庁

に対する権限を有するにせよ、このことは必ずし

も大臣がその所轄省庁における事業活動を行うの

に最適な立場にあることを自動的に担保すること

にはならないというものであった。従って民営化

によって非効率的な事業活動に対する政府の直接

的関与を可能な限り少なくして、政府が経済的お

よび社会的な政策上のプライオリティ決定に専念

できるようにすることが重要であるとされたので

ある。

独立企業体の所有権の一部は、財務大臣と独立

企業体担当大臣 (Ministerof State Owned 

Enterprises) らによって保持される。また政府に

対する独立企業体のアカウンタピリティは、民間

企業が投資家に対して示す企業デ}タと同様なデ

}タからなる「固有独立企業体企業趣旨文書」を

作成し公表することを通してなされるとされた。

さらに独立企業体を管理しその活動の評価を行

う組織、 CrownCornpany Monitoring Advisory 

Unit (以下CCMAU)が設立され、国有独立企業

体とは別形態の独立企業体 (CrownCornpany)、

例えば CrownHealth Enterpriseや Crown

Research Instituteなどの活動に関してもCCMAU

が評価するとされた。

( 2) State Sector Act 1 988 

State Owned Enterprise Act 1986によって実行

段階に入った改革は、次の段階として政府の公的

サービスにおけるマネジメントの効率性およびそ

のパフオ}マンスの効果といった問題にその焦点

を移すこととなり、 StateSector Act 1988はこの

問題に対応するためのもので、あった。

1988年以前この法律が導入されるまで、公的サ

ービスにかかわる全ての職員は国家サービス委員

会 (StateServices Cornrnission)に雇用され、各

省庁のトップはこの委員会によって雇用期間の規

定が明示されない形で任命されていた。さらにス

タッフの給与形態、昇進などもこの委員会が全般

的な管理監督を行っていた。

State Sector Act 1988はこうした国家公務員、

特に上級公務員の雇用システムを抜本的に改革す

ることにより、公的サービスの効果、効率を高め

ようというもので、あったが、その具体的な手法は

公的サ}ピスに民間サービスのマネジメント原理

を可能な限り取り入れようというものであり、具

体的には特定の事業を運営する担当者に、支払い、

スタッフの任命、組織、生産システムなど、事業

にかかわる全ての資源インプットをコントロール

することを認める一方で、その事業の最終的なア

ウトプットに対するアカウンタピリティを適切な

形で提示させるというもので、あった。

またこうした考え方に基づいて、事業遂行に最

も適切な人材を確保し、人材雇用および配置の透

明性を高めるために、公的サ}ピスにかかわる全
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てのポストに公募という形での人材配分方式がと

られた。また各省庁の実務担当の長は「執行責任

者 (ChiefExecutive) Jという新たな名称が与え

られ、その雇用関係は国家サービス委員会との期

限付き雇用契約に基づくものとされた。この執行

責任者は、人事、雇用形態、組織、生産システム

などの各省庁の運営に関する全ての権限を有する

とされるが、業務上の全ての責任を担当大臣に対

して持ち、かつ被雇用者としての国家サービス委

員会との雇用関係を保持するとされる。こうした

執行責任者、担当大臣および国家サ}ピス委員会

との関係の明確化は、担当大臣が直接雇用主とな

ることを避けることによって、執行責任者に及ぶ

と考えられる政治的圧力を避け、かつ執行責任者

の業務上の専門性を守ることが目的であった。

執行責任者は担当大臣との聞で、自己の業務に

関する「パフォーマンス同意書 (Performance

Agreement) Jを結ぶと同時に、大臣により示さ

れた政治的プライオリティに沿った省庁活動の特

定のアウトプットを明示した「購入内容同意書

(Purchase Agreement) Jの二つの同意書を取り

結ばねばならないとされた。

( 3) Public Finance Act 1989 

1989年までニユ}ジ}ランド政府の財政システ

ムは現金主義に基づいたもので、あった。そのため

減価償却や未払い支払金といった多年度にわたる

項目が、財政年度ごとに独立したものとして処理

され、年度の連続性が全く考慮されていなかった。

また各省庁予算が、財やサービスにかかわるイン

プットの観点からのみ構成されており、各省庁が

産出するアウトプットに対する関心は全くといっ

てよいほど存在していなかった。こうした硬直的

な予算管理下においては、個々の事業を担当する

事業担当者らは、事業遂行の結果に対する関心お

よび権限は実質的に存在しなかったといえる。つ

まりインプットのみが重視される財政システムの

下では、各省庁はその活動の結果に対する関心を

事実上持つ必要はなく、むしろ可能な限り自己予

算の拡大を目指し、かっ次年度も同様規模の予算

を確保するために、予算を年度終了時点で全て消

化しなければならないというインセンテイブのみ

が存在したのであった。

政府にとっても、こうした状況下で可能なのは

せいぜい投入財源の操作でしかなく、人員の削減

を通して生じた余剰分を公共投資などに割り振り

経済活性化を目指す以外の政策の余地が残されて

いなかったのである。結局こうした状況下ではパ

フオ}マンスやアカウンタピリティといった考え

方は生じえない。従って公的サービスの分野にパ

フオ}マンスやアカウンタピリティそしてアウト

プットという概念を導入するには、それを可能に

する新たなシステムが必要とされるのである。こ

れを具体化したのがPublicFinance Act 1989であ

った。

導入された新たな財政システムにおいて、各大

臣はサ}ピス購入者 (Purchaser)、各省庁はサー

ビス供給者 (Supplier)と位置づけられる。それ

ぞれの役割、つまり大臣は政府の目的を達成する

ために最適な形で担当の所轄省庁や関係省庁から

供給されるサービスを購入する役割を担う。また

こうした状況を可能にするためには、サ}ピス購

入者およびサ}ピス供給者両者で何が最終的に望

まれるアウトプットであるかに関して、明確な形

で認識が共有されている必要である。つまりサー

ビス購入に際しての契約内容自体の明確化とそれ

に対する両者間における正確な理解、さらに契約

にかかわる全ての手続きが透明化とそれにともな

う両者の責任の明確化といったことが必要なので

ある。

各省庁から大臣に対して供給される商品やサー

ビスといったアウトプットは、両者間における購
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入同意書の中で明確化される必要がある。つまり

サービスの質、量、価格、納期など両者間の契約

にかかわるすべてがこの同意書において明記され

るのである。こうした状況は結果として、各大臣

に対して、当該年度に購入すべきサ}ピスに関す

る熟考を促し、かつ競争的な環境にある場合には

どの供給者からサービスを購入することが最も適

切であるかという判断を求める環境を生み出すこ

ととなる。また供給者側は、サ}ピス提供にかか

わる契約期間の終了時点で、サ}ピス内容および

そのパフオ}マンスが明確な基準に基づいて評価

され、ここから得られた情報が翌年度の契約時に

用いられることを理解する必要があるとされた。

(4)ニュージーランド型NPMの成果と課題

ニュージーランド型NPMは、上記三つの法律

が支柱を成す形で展開されていったのであるが、

こうしたNPMの展開はニユ}ジーランドが直面

した問題に対するある種の回答であったと同時

に、この改革の動きにより生じた帰結はニュージ

}ランド社会に様々な変化をもたらしたといえ

る。

まずニュージーランドにおける「国家の役割」

の再定義化という問題は、 StateOwned 

Enterprise Act 1986によって一定の解答が与えら

れたと考えるべきであろう。つまりこの法律は、

国は商業的事業活動に直接かかわるよりも、独立

企業体の所有者として、その活動から得られる収

益の配分を受けるといった関与の領域を逸脱すべ

きではないということを明確にしたといえる。こ

うした形で国家の役割を明確化したことによっ

て、国は財政的負担を減らすことができ、かつ政

策目標の達成のための政策的課題やその優先付け

に専念できるとされた。

確かに国が直接的な事業活動への関与を減らす

ことは、財源的な問題を一定程度解消することに

つながることになったが、財政面以外では、特に

雇用面に関して、政府事業の独立企業体への転換

を通してより効率的な組織運営が求められた結

果、非熟練的、半熟練的雇用需要から、近代的な

マネジメント遂行能力を持ち効率的な組織運営を

担える人々への雇用需要を高め、それにともない

高等教育レベルで専門的なマネジメント教育が強

く要請されることとなった。

State Sector Act 1988は公的サービスの維持管

理および提供システムのあり方を省庁の上級人事

改革を通して抜本から変えるもので、あったが、さ

らに1991年のEmploymentContract Act 1991によ

りこの改革が一般職員にももたらされ、最終的に

各省庁における全てのスタッフの活動評価が「パ

フォーマンス」といった概念に基づいて評価され

ることとなった。その結果、公的サ}ピスに関わ

る人々の業績評価は、それ以前の踏襲的なものと

は異なり、客観的な規準に基づいた結果によって

評価がなされるという意味で、その責任に対する

アカウンタピリティが高められたといえる。だが

こうしたサービスの結果に対する個々のアカウン

タピリティの強調は、最終的な評価が求められる

期聞が通常3年から5年と短いため、執行責任者な

どに多大なプレッシャーをもたらしその離職率を

高めたとされる。

Public Finance Act 1989によってもたらされた

この新たな財務システムは以下の三つの大きな変

化を促したと考えられる。第一に執行責任者にそ

の省庁活動の全責任と権限を与えることを通して

省庁マネジメントの柔軟性と戦略性を高めた

State Sector Act 1988による改革を、財務システ

ムといった面から補強し強化した点。第二に各省

庁のサービスアウトプットにおける量と質に関す

る情報、とくに個別事業単位でのコストなどの情

報を可能な限り正確に把握する必要性を高め、そ

のための制度的基盤をもたらしたこと。第三にサ
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ーピスアウトプットの購入者たる大臣、供給者た

る各省庁およびその執行責任者の役割と責任が明

確化され、供給、購入に関するアカウンタピリテ

イが増した点である。

この法律により改革された財務システムは、個

別事業へのインプットやそれに伴うコストと言っ

た問題を明確化することによって一定程度解消し

たといえる。その結果、改革の焦点は、さらに供

給されるサービスアウトプットの価値や影響度、

つまりアウトカムといった点に移されていったの

であった。

4.ニュージーランドにおける医療制度改

革

(1) 90年代医療制度改革

①医療制度にかかわる問題および行財政改革と

の関係

ニユ}ジ}ランドは1930年代に公的社会保障制

度を成立させており、基本的な医療サービスを国

民一般に無償で提供してきた。医療サ}ピスのた

めの主要な財源は国による一般税であり、医療サ

}ピス提供の主要な担い手は、一次医療を担う独

立自営のGeneralPractitioner (以下GP)と急性

期医療を提供する公立病院である。またその他に

も高齢者ケアや精神病関連サービスなどを提供す

る民間医療機関やボランテイア組織などがサ}ピ

ス供給において一定の役割を担っている。

こうした医療制度は、政府による医療費支出の

コントロ}ルを比較的容易なものとしてきたが注2、

その一方でサービスの効率性、費用対効果、アカ

ウンタピリテイの欠如、サービス計画やコーデイ

ネ}ションの欠如が指摘され続けてきた。特に制

度の中核をなす公立病院の運営に関しては、その

予算の恒常的増加に歯止めがかからないなどの点

から、抜本的な改革を必要性が強く求められてい

た。また同時にニュージ}ランドを始め世界的な

医療制度改革の流れも、マクロレベルの医療費財

源のコントロールから、医療制度全体の効率性を

高める改革へとその焦点が変化してきたといえ

る制。

こうした医療制度に内在する問題とともに、 80

年代より始まった行財政改革いわゆるニユ}ジー

ランド型NPMが、外部より医療制度改革に強い

影響をあたえ、その基本的な枠組みを提示してい

た。具体的には、国による公的事業組織の企業化

を促す法律StateOwned Enterprise Act 1986が、

91年に示された医療制度改革案における公立病院

の企業化の基本的な方向性と枠組みを提示し削、

State Sector Act 1988に基づいて、企業化された

公立病院、厚生省および関係医療行政関係機関の

仕組みとガパナンスのあり方が根本的に改めら

れ、 PublicFinance Act 1989によって組織間関係

および個々の組織および担当者らの責任とアカウ

ンタピリティに関する基本的な枠組みが整備され

た。医療制度改革はこうした先行する行財政改革

の枠組みを基本としつつ、 1991年の改革案が示さ

れ、 1993年に法律として具体化していく。

②改革案の提示とその実行

1990年10月新たに政権の座に返り咲いた国民党

は、改革をより推し進め、その対象範囲を医療、

教育、雇用、年金といった領域にまで拡大してい

く。こうしたなか、医療分野における改革のたた

き台を作るため1991年初頭にHealthServices 

Task Force(以下医療サ}ピス・タスクフォース)

と名付けられた厚生大臣の私的諮問組織が設立さ

れる断。この医療サ}ピス・タスクフオ}スの検

討案に基づいて1991年7月医療制度改革案が提示

されたり。

この改革案においてはまず改革の目的が示され

たのであるが、それは①「サービスアクセスの向
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上」、②「効率性の向上」、③「サ}ピス供給形態

における柔軟性と革新性を高める」、④「医療サ

ービス消費者たる患者の選択を広げるj、⑤「医

療従事者の労働環境・条件の向上」、⑥「公衆衛

生の重視」の6点であり、さらにこれらの目的を

達成するための具体的な改革内容として以下の具

体的な実行案が提示されたので、あった注60

まずこれまで、AreaHealth Boardとして統合さ

れていたサービス購入者と供給者の役割を分離

(Purchaser IProvider split)。具体的にはサービス

購入者としてのRegionalHealth Authority (以下

RHA)を全国に4つ設立。またサービス供給者と

してAreaHealth Board (以下AHB)によって維

持管理されていた公立病院を政府所有の独立企業

体CrownHea1th Enterprise (以下CHE)として

全国に24設立。さらにサービス購入者と供給者間

の関係は契約関係に基づくものとされ、サ}ビス

購入者は担当地域における最適なサ}ビスポート

フォリオを達成するために、あらゆるサービス供

給者からサービスを購入することを可能とする。

第二にこれまで様々な形で分断されていた医療

サービス財源をRHAに可能な限り統合する。ま

た最終的には疾病マネジメントなどを可能とする

ための一次医療財源と二次医療財源の統合を目指

す注7 (図1)。

第三に公衆衛生行政およびそのサービス提供に

関して、公衆衛生サービスの維持管理行政および

その政策立案などに特化した独立機関Public

Health Commissionを創設し一元的な公衆衛生行

政を行う。

第四にサービス購入者レベルでの競争を通して

公的サービス購入者であるRHAの効率性と責任

を促進するために、国民一人一人にRHAから離

脱する権利を与え、リスク調整された一人当たり

の自己の割り当て分を、他のサ}ピス購入者

Health Care Planへと持ち出すことを可能にする。

第五に固による基本的医療サ}ピス (Core

Health Services)の確定とそれを行うための独立

図1 改革案で提示された組織とその関係
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した組織NationalAdvisory Commission on Core 

Health Servicesの創設。

そして最後に医療財源調達に関して、患者自己

負担分の引き上げと医療費負担に対する補助金の

ターゲ、ット化の促進である。

またこうした具体的な形で示された改革内容と

は別に、広く議論を求める改革課題として医療財

源調達のあり方に関して、および固による基本的

医療サービスのあり方をどのような方法でどうい

った形で決定していくべきかという二点が提示さ

れた。

だがこうした改革案に対しては十分なコンサル

テ}ションがなされなかったこともあり、結果と

して改革への国民的理解を欠き、非常に大きな反

発を招いたとされる。また地域の公立病院閉鎖に

対する感情的な反発や、医療制度における効率性

重視の姿勢が、アクセスや公平性の問題を犠牲に

してなされるのではないかという危倶が示され

た。

また制度のテクニカルな面に対する批判として

は、その国土面積が北海道を除く日本の国土面積

とほぼ同じで、かっ人口が日本の約30分の1(約

400万人)で都市部に30%弱集中している状況で

競争を可能にするほどのサービス供給者が現れる

のかという問題、医療制度下における競争を支え

るための取引費用の見積りが低すぎるのではない

か、そして新制度移行への膨大な準備作業とその

コストがどのような形で賄われるのかといった疑

念が示されていた。

改革案への反発およびその実行に関する具体的

な問題に直面した政府は、最終的に改革の法制化

段階で改革案の変更を余儀なくされた。とくに公

的なサービス購入者ではない民間HealthCare 

Planの創設の中止、国が提供すべき基本的医療サ

ービス (CoreHealth Services)の確定の断念、

そして一定の利用者負担を求めるとの観点から提

案されていた、急性期医療サ}ピスにおける検査

料、入院料の患者負担の取りやめなどが大きな変

図2 改革実行後の実際の組織とその関係
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更点で、あったといえる。

こうした変更の結果、当初計画段階では想定さ

れていたサ}ピス購入者レベルとサービス供給者

レベルの二つの段階で競争的環境を整備するとい

った状況は、実際の改革では、 HealthCare Plan 

の創設が中止され、公的なサービス購入者RHA

のみが創設され、サ}ピス購入に関しては地域独

占的な状況が生じたといえる制。また公衆衛生サ

ービスにかかわる実施を担うとされたPublic

Health Agencyの設立も断念された(図 2)。最終的

にこの法案は1993年7月1日Healthand Disability 

Services Act 1993という形で実行に移された。

③改革後

改革案が当初想定していた競争原理の導入によ

る制度効率の向上という目的は、その導入が限ら

れた範囲のサ}ピス供給者レベルでのもので、あっ

たという意味で、暖昧なものとなってしまった観

がある。またサービス供給者レベルの競争は、結

果として不採算施設やサービスそのものの減少を

もたらすと想定されていたが、実際は政府が予期

した通りには進まなかったといえる。

サ}ピス供給レベルでの競争原理が機能しなか

った理由にはいくつかの原因が考えられるが、最

も重要な問題点としては、まず以前から指摘され

ていたように、独立企業体化された公立病院CHE

とサ}ピスに関して競合する他の医療機関、特に

民間医療機関が十分に存在しなかったこと削。さ

らにCHEが企業体として十分な収益をあげるよう

な形で運営されることが求められていた一方で、

CHEにはそれが位置する地域における社会的責任

が付与され、それを果たすことが法的にも明記さ

れていた注10。こうした矛盾する目的をCHEに強い

ることは、当然のこととしてマネジメントの非一

貫性を許容する余地を生み出したといえる。こう

した問題は医療組織におけるガパナンスの問題と

相まって、 CHEのパフォーマンスを著しく低下さ

せたといえる注目。

またサービス購入者であるRHAとサービス供

給者であるCHE聞における契約関係の確立に際し

て、両者の役割と責任を明確化し、それぞれに成

果に対するアカウンタピリテイを求めたことは制

度自体のアカウンタピリティを高めたという意味

で、一定の成果があった。だがしかし、サービス購

入者であるRHAがCHEのサ}ピス水準が適切で、

あるかを判断するためのベ}スラインデ}タが存

在しておらず、契約に際して、両者間における客

観的なデータに基づいた交渉を行うことが当初は

不可能であった。そのため改革当初は結果的に、

92193年度医療費予算において、 CHEの赤字を補

填するという形で政府は契約額以外に追加支出を

認めざるをえず、 93/94年度予算に関しても、前

年度予算の 2%減額という形での支出額を決定せ

ざるをえなかったといえる九

5.まとめ

以上見てきたように、ニュージーランドにおけ

る医療制度改革は、 80年中盤より始まった一連の

行財政改革いわゆるニュージ}ランド型NPMを

その基盤としている。特に医療制度改革の核心で

あった公立病院の独立企業体化は、それに伴う組

織ガパナンスの改革、サービス購入とサービス供

給の分離、契約に基づく関係性とアカウンタピリ

テイの確保、発生主義会計システムの導入などと

ともに、それまでのニユ}ジーランドにおける医

療供給体制とは全く異なる制度的環境をもたらし

たといえる。

こうしたニュージーランドにおける改革の経験

から学びうる点は、第一にニユ}ジ}ランドにお

ける医療制度の改革はNPMといったより大きな

改革の枠組みに基づいてなされたものであり、そ
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の意味で改革の目的とその論拠が比較的明確であ

ったといえる。こうした点は改革への理解を容易

なものとするだけでなく、その目的と論拠に対す

る開かれた議論を可能にすると考えられる。

第二に組織内の経営に携わる者の役割およびそ

れに伴う責任を明確化し、かっその業務の結果を

客観的に評価するシステムを通して組織内の経営

に対するアカウンタピリティを高めたこと。こう

した仕組みは、単に医療組織が個別に模索したと

いうよりも、 StateSector Actといったより基本

的な枠組みが提示されていた点が重要であると考

えられる。

第三に個々の医療組織に求められる目標を客観

的な契約という形で明示化したこと。このことに

よって個々の組織の活動に対するアカウンタビリ

テイが著しく向上したといえる。ただしこの目標

をどの程度まで達成したかに関しては、臨床行為

に関するデ}タをも含む、医療組織の活動に関す

るデータが必要であり、かっそのための情報シス

テムの整備が欠かせない。だが改革初期の段階で

は十分なデータもそれを収集するための情報シス

テムも存在していなかった点は問題であるとされ

る。

そして第四に求められる課題が単一のものでは

ない、つまり複数の課題を同時に追求することを

医療組織が求められた場合、この状況は医療組織

の効率的運営を妨げるばかりか、その活動結果に

対するアカウンタピリティをも不明確なものとし

てしまう可能性が高い。ニュージーランドの場合、

組織の柔軟性を高めるために権限の委譲を進める

という名目の下、こうした相矛盾する課題が組織

に与えられ、このことが結果として効果的な組織

運営やそのアカウンタピリティに問題をもたらし

たといえる。したがって医療組織が公的性格とし

ての公共性を課されながら、同時に利益追求もし

くは効率的な組織運営のバランスをどのようにと

るべきかに関して個別の組織が適応することが可

能な指針などが示される必要であると考えられ

る。

最後に技術的な面として、公的医療組織に可能

な限り民間組織の経営的手法を取り入れて、組織

の効率性を高めようとする試みは魅力あるもので

あるが、しかしそのためには個々の医療組織にお

けるあらゆる活動のアカウンタピリティを高める

仕組み、つまり組織自体と組織マネジメントを担

う者の客観的なパフォーマンス評価とその結果に

対するアカウンタビリティの確保が求められる。

さらにこれを可能にするためには組織がかかわる

活動に対する包括的なデータが必要であり、その

ためのハード面のみならずソフト面における情報

システムの整備が欠かすことができないといえ

る。
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注

1 Public Choice Theory、AgencyTheory、

Transaction-Cost Economicsなどの経済学理論

の影響に関してはTreasury.Briefing to the 

Incoming Government: Government 

Managemen t. Wellington: N ew Zealand 

Treasury， 1987. Scott， G. and Gorringe， P. 

Reform of the core public sector: The New 

Zealand experience. Australian Journal Public 

Administration 1989; 48 (1). Horn， M. The 

Political Economy of Public Administration-

Institutional Choice in the Public Sector. 

Cambridge: Cambridge University Press， 1995. 

を参照。

2 医療費支出のコントロールが容易であるとの

意味は、かつて公立病院は国の機関として他の

政府機関と同様な方式で予算投入がなされてき

ており、予算というインプットレベルでのコン

トロールが比較的容易で、あったということであ

る。ただしGPに関してはその支払いが出来高

払いのため、そのコントロ}ルが難しく、厚生

省における長年の懸案となっていたとされる。

3 先進各国における医療政策上の論点が医療制

度自体の効率性を高める必要があるという点に

行き着いた理由は、それまでの医療費財源をコ

ントロールするというマクロレベルでの政策が

壁に突き当たっていたためであると考えられ

る。

4 ただし公立病院の独立企業体化はState

Owned Enterprise Act 1986によってではなく、

Hea1th and Disability Services Act 1993によっ

て法的な根拠が与えられた。ちなみに政府所有

独立企業体としての公立病院の法的位置づけは

Crown Entityで、あるとされた。

5 この医療サ}ピス・タスクフォースの最大の

検討課題は、医療組織全体の効率性を高めるた

めに、競争原理をどのように既存の医療制度に

導入するかという点にあり、以下の文献を中心

に競争原理導入の理論的かっ実際の問題点に関

する検討がなされた。 Enthoven，A. Theory 

and practice of managed competition in hea1th 

care finance. Amsterdam: Elsevier Science 

Publication Co.， 1988. Secretary of State for 

Hea1th. Working for Patients. London: HMSO， 

1989. Van de Ven， W. From regulated cartel to 

regulated competition in the Dutch health care 

system. European Economic Review 1990; 34: 

632-645. 

6 この医療制度改革案は一般にはGreen&

White Paperと呼ばれ、白書部分 (WhiteParts) 

は既に決定された内容を知らしめる部分、緑書

(Green Parts)は広く国民に議論を求める部分

とされている。だが実際は議論の余地の残され

ている緑書部分は、長期的な医療財源調達のあ

り方、具体的には社会保険導入の是非にかかわ

る点と、国による基本的医療サービス (Core

Health Services)をどのように決定するかとい

うこ点にすぎなかった。

7 ニユ}ジーランドにおいては93年まで厚生省

の地方出先機関であるAreaHealth Board 

(AHB)が各地域における保健医療行政を管理

してきた。 93年までの医療制度体制とAHB改

革に関しては藤津 由和.健康目標設定政策と

ヘルスセクタ}改革一ニユ}ジーランドにおけ

る初期ヘルス・ゴール&ターゲット設定の試

みー.保健医療社会学論集 2000;11: 94-103.を参

照。

8 1991年の改革案で示された制度的特徴は、保

険者間の競争、いわゆるマネジド・コンピテイ

ション (ManagedCompetition)と供給者間の競

争、いわゆるマネジド・マーケット (Managed
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Market)もしくはインターナル・マーケット

(Internal Market)の二つの市場を医療制度に

導入することを目指していたが、実際の改革で

は後者の供給者間における競争のみに限定さ

れ、そうした意味で市場原理の導入は当初の計

画よりもより限定されたものとなったといえ

る。

9 ニュージーランドの医療制度は基本的に公的

システムを基盤としているため、民間医療機関

は老人病院、眼科、歯科およびGPといったも

のに限定されてきた。そのため公的な医療機関

と対等に競争しうるような医療機関はそもそも

存在しえなかった。だがこの改革時における政

策的合意としては、民間老人病院などが、その

機能を高度化させて特定の疾患に関するサ}ピ

スを提供することによって、サービス全体では

ないにせよ、特定のサービスに関してCHEと競

争的状況が生じるとされた。だが問題は、そも

そもCHE以外の民間医療機関を新たに創設され

た医療サービスマーケットに参入させるような

インセンティブ構造が制度自体に全く存在して

いなかったことにあった。

10 Health and Disability Services Act 1993 

Session 110 CHEにとってここで意味されてい

る社会的責任とは、実際のところ不採算サービ

スを提供し続けることを意味した。

11 ここでの医療組織におけるガパナンスの問題

とはすなわち、公立病院という専門職と官僚主

義が支配する組織に、民間型のコーポレート・

ガパナンスを適合させようとしたことから生じ

た問題で、あった。この点の検討に関しては、藤

津由和.ニュージ}ランドおける医療制度改革

とクリニカル・ガパナンス.病院 2003;62(7): 

601・604.を参照。
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New Public Management and Health Sector Reform 
in New Zealand 

Yoshikazu Fujisawa， M.A.， Dip.P.H.中

New Zealand has faced serious economic deterioration since 1970's. New Zealand Government had 

to embark itself in changing its administrative s加lctureωdealwi仕1its economic problems in 1980'. 

The restructuring by the Government has been called the “New Public Management" of the New 

Zealand model.官lereform of the health sector that started drarna世cally皿1990'shad a big influence 

from the leading restructuring，“New Public Management"回 1980'.Actually the main reform of the 

health sector was corpora廿zationof public hospitals出athad a based on concep臼andfrarnes of the 

reform of “New Public Management" . This article reviews出eeconomic situation of New Zealand in 

1970's and 1980's to the beginning and then analyzes characteristics of the New Zealand model of 

"New Public Management" . And also吐lecharacteristics and the environment of the reform of health 

sector in New Zealand are pointed out. Finally with evaluating a consequence of the adaptation of 

"New Public Management" to the health sector， it is shown what we can learn企omthe New Zealand 

e却 enence.

[key wordsl New Zealand， New Public Management， Health Sector Reform， Corporatization， 

Deregulation， Priva吐zation，Market Mechanism， PurchaserlProvider Split， Heal吐1Policy 
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