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論文

医師の薬剤処方に関する実証分析

渡遁 励*1 

高塚直能*2 

西村周三*3 

本稿では医師の薬剤処方行動に関して独自に行ったアンケート調査の結果から、医師が薬剤処方の際にどのような因子
を考慮にいれるか、経済的なインセンティブの遣いが処方行動の遣いとなって現れるかどうかについての分析を行った。
結果は次の通りである。第一に意識調査の結果では、処方の際に「患者の費用負担」を他の医学的な要因と同程度に重視
している。また、コスト意識をもって薬剤処方を行うことは広く医師の聞で受け入れられている。第二に薬剤価格に関す
る知識について、医師は必ずしも正確な知識を持っておらず、その傾向は自ら薬剤の仕入れを行わない医師に強い。第三
に開業医や開業医で院内処方を行っている医師がより、高薬価の薬剤を処方する確率が高いという結果は患者要素をコン
トロールしでも見られなかった。第四に意識調査の結果では費用を考慮に入れると答えているものの、医師の考えている
薬価の遣いによって処方行動の遣いを説明することはできなかった。
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1 .はじめに

日本では国民医療費のうちで他国に比べて薬剤

費比率が高いことを理由に、主に薬価引き下げや、

薬剤自己負担の導入1れによって積極的な薬剤費削

減政策がとられてきた。表 1は薬剤費、薬剤比率

と薬価の年次推移加を表している。日本の薬剤価

格(保険で償還される価搭、以下薬価)は公定価

格であり、一年から二年に一度薬価基準として改

定されているが、平均薬価は改訂毎に引き下げら

れている。その結果、国民医療費に対する薬剤比

率は年々低下しており、名目の薬剤費も95年度か

らは下降に転じている。一見すると薬剤比率減少
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政策は成功しているように見える。

しかし、そもそも薬剤費を下げるべきかどうか

については医師の行動、つまり医師が適切な処方

を行っているかどうかについての幅広い研究が前

提となるべきである。医師の行動に関する分析は

医療経済学の中心テーマの一つであり、様々な研

究が行われてきた 1)。しかし、日本での薬剤経済

学の研究の多くはある治療に対する薬剤の費用効

果の分析であり、実際の医師がどのように行動し

ているかについての研究はほとんどないのが現状

である。

日本で薬剤費が医療費削減の主なターゲットと

された理由は、他の先進国に比べて薬剤費の医療

費に占める割合が特に大きかったこと、医療機関

が薬剤を処方することで超過利潤を得ていると思
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われてきたことであった 2)。薬価差益の存在と医

療費の保険からの償還方法が出来高払い制である

ことから、薬剤を多量に処方すること、また同じ

有効性で有れば比較的薬価の高い新しい医薬品を

処方することが医療機関の収入増に結び、つく。そ

のため、薬価引き下げによって薬価と仕入れ値の

希離率(薬価差益率)を低下させることと院内処

方から院外処方へ転換することによって医師が薬

価差益を得ること自体をなくしてしまうことが政

策の中心とされてきた。

しかし、ほとんどの医療機関では院外処方を行

っており薬価差益の問題が存在しない海外におい

ても処方費用の上昇が、より新しく、より高価な

医薬品にシフトしていることで起きていることを

指摘している文献は多く 3)、4)、高価な医薬品への

シフトが薬価差益の問題以外で起こる可能性も高

しミ。

現在行われている薬価政策の根底には、医師が

経済的なインセンティブによって処方行動を変化

させるという仮定がなされているが、それは果た

して真実であろうか。そもそも、医師は薬剤を選

択する際にどのような要素を考慮しているのだろ

うか。また、現在の日本では院外処方の進展は途

上にあり、勤務医と開業医では報酬形態が大きく

異なることから、経済的なインセンティブは医師

によって大きく異なる。こうした違いが薬剤の採

用や処方にどのように影響を与えるのであろう

か。

本稿では独自に行ったアンケート調査を下にし

て、医師の処方行動にどのような因子が影響を与

えるかについての分析を行う。本稿の構成は以下

の通りである。第二節では筆者らが行った「薬剤

処方に関するアンケート調査」についての説明と

記述統計である。第三節は薬剤処方に影響を与え

る因子についての意識調査結果である。海外の研

究では意識調査で医師が「薬剤の費用」を考慮す

ることが重要で、あることであると考えているもの

の、実際の処方行動には影響しないのではないか

といわれてきた 3)。その理由のーっとして薬剤価

格に関する知識の低さをあげている。そのため、

第四節では医師の薬剤価格に関する知識に関する

調査結果をしめす。第五節では高脂血症治療薬を

例にとり実際の患者に対する処方データを用いた

分析を行う。第六節は本稿のまとめである。

2.調査の概要

本稿の分析に用いた主要なデータである「薬剤

表 1 薬剤費、薬剤比率と薬価の年次推移

国民医療費 薬剤費 薬剤比率 薬価 薬価引き下げ率 推定講離率
(兆円) (兆円) (%) (91年=100) (%) (%) 

1991 21.8 6.44 29.5 100.0 9.2 23.1 
1992 23.5 6.57 28.0 90.8 
1993 24.4 6.94 28.5 90.8 8.1 19.6 
1994 25.8 6.73 26.1 83.4 
1995 27.0 7.28 27.0 83.4 6.6 17.8 
1996 28.5 6.99 24.5 77.9 14.5 
1997 29.1 6.77 23.3 77.9 6.8 13.1 
1998 30.0 6.01 20.1 72.6 4.4 
1999 30.9 6.07 19.6 69.4 9.7 9.5 

(出所)厚生労働省;平成11年度国民医療費、平成11年度社会医療診療行為別調査



処方に関するアンケート調査」は調査項目と対象

によって大きく二つに分けることができる注30

調査医師の属性(年齢、所属学会、勤務形態

など)、類似薬選択の際に考慮する因子、薬剤に

関する情報の情報源、薬剤価格に関する知識、類

似薬の使用状況、薬剤購入価格に関する医師の自

記式調査票。

調査2; 1の内容は共通で、、さらに高脂血症症例

などに関して、患者の年齢、性別、保険の種類、

使用薬剤、併用薬剤、検査値、合併症などを書き

込む症例票を加えたものO

調査 1の対象は医事公論社刊「医籍総覧;西日

本版Jから無作為に抽出された近畿二府四県の

995人の内科を標梼する医師である注4。調査方法

は郵送自記式である。「医籍総覧」は市販されて

いる医師の名簿では、最大のものであるが、本書

の欠点は病院勤務医師の中で比較的移動の多い若

手医師についての情報の欠落率が高いことであ

る。しかし、若手医師の勤務地を把握することは

他の市販されているいかなる名簿でも不可能であ

る断。調査期間は平成13年ト10月であり、未返送

者に対しては再度返送を依頼する葉書を送付し

た。調査2についてはA県医師会の協力を得て、

A県医師会会員の内科標梼医の中から患者データ

を集めた。これは患者個人の情報を調査対象とす

るが、無記名で、対象疾患もCommonDiseaseで、

あり、患者個人の特定に結びつくようなものでは

ないため、プライパシ}の保護には問題ないと思

われる注6。調査期間は平成13年10-11月であり、

こちらも未返送者に対して再度返送を依頼する葉

書を一度送付した注70

本節にあげる記述統計はすべて調査 1のもので

あり、調査2の記述統計については第五節で述べ

る。表2には回答者の記述統計が示されている。

なお、データの解析にはStata7 Macintosh 

Edition， Stata Corporationを用いている。
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表2 記述統計

標本数 287 
回収率(%) 28.9% 
平均年齢(標準偏差)(歳) 54.8 (10.3) 
年齢のレンジ(歳) 34-79 
医学博士号取得者(%) 68.0% 
病院・診療所開業・勤務の別(%)
病院開業医 1.7% 
病院勤務医 28.6% 
診療所開業医 63.8% 
診療所勤務医 5.9% 

回答者の属性について、全国の医師の属性を全

数調査したデータである医師・歯科医師・薬剤師

調査と比較することで見てみよう。現在日本の医

師の総数は25万人強であるが、今回の調査対象で

ある医育機関をのぞく病院、診療所の医療従事者

は20万人弱である注8。これらの平均年齢は49.8歳

であり、回答者よりは 5歳低い。病院・診療所、

開業・勤務の別では病院開業医、病院勤務医、診

療所開業医、診療所勤務医それぞれ2.93%，53.1 %， 

34.4%， 9.60%であり、本稿のデ}タは病院よりも

診療所、勤務医よりも開業医に偏ったデータとい

える。これは上でも述べたように標本のソースの

問題であるが、外来の薬剤処方行動の分析を目的

とする本研究では、本来の母集団は「外来を担当

する医師」である。病院に勤務する若い医師のか

なりの部分は病棟業務に専従する傾向にあるた

め、元の母集団に若い医師が含まれないことも本

稿の研究目的からいえば整合的だといえる。また、

送付した段階での病院医、診療所医の割合はそれ

ぞれ70%，30%であり病院医、診療所医の間で回

答率の差はほとんどない。なお、勤務医、開業医

の聞の回答率の差は「医籍総覧」にその区別の情

報がないためわからない。

表3は院内処方、院外処方の別を勤務形態別に

見たものである。院内処方の医師は薬価差益が医

療機関の収益となり、さらに開業医であれば医療

機関の収益はそのまま自分の収益となる。よって
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開業医で、院内処方を行っているものがもっとも経

済的なインセンティブが大きい(高薬価薬シフト、

過剰処方のインセンテイブが両方働く)。開業医

で院外処方のものは処方薬剤の違いによっては自

分の収益は変わらないが(高薬価薬シフトへのイ

ンセンティブはない)、そもそも薬剤を処方する

かどうかの行動については経済的なインセンテイ

ブが働く(過剰処方へのインセンテイブはある)。

勤務医に関しては自分の医療機関の収益を効用に

入れるかどうかによって異なるが、歩合給を採用

している医療機関は少なく、平均的には開業医に

比べて過剰処方、高薬価薬シフトへのインセンテ

イブは少ないだろう。

従って、医師が経済的なインセンテイブによっ

て処方行動を変えるので有れば、院内処方・院外

処方、開業医・勤務医での薬剤の採用行動、個々

の患者に対する処方行動は異なるはずである。さ

らに本調査では院内処方の経済的なインセンテイ

ブの源泉とされてきた薬価差益の調査も行った。

結果は以下の表4に示されている。

この表にはH2ブロッカーとPPI;プロトンポ

ンプインヒピター(消化性潰湯治療薬) ・スタチ

ン系薬剤~ (高脂血症治療薬)の薬価差益について

割引率((基準薬価一取引価格) -:-基準薬価〕

薬価差益((基準薬価一取引価格)Jの記述統計で

ある O 本調査は医師が薬価差の情報を持たない傾

向が強い中規模以上の病院についての情報が欠落

しているが薬価差益についての調査が行われてい

る他の文献、7)、 8)の中に示されている割引率も

10%内外であり大きな差はない注9。これらの研究

では購入量の大きい、病院の方が診療所に比べて

割引率が高い傾向に有るという結果が見られた

表3 院内処方・院外処方の別(人)

院内処方(院内・院外両方を含む)
院外処方
合計

盟蓋医-
142 (51.4%) 
37 (13.4%) 
179 (64.8%) 

勤務医
63 (22.8%) 
34 (12.3%) 
97 (35.1%) 

表4 薬価差益の記述統計

薬 価 割引率の平均 薬価差益の 割引率の
(%) 平均(円) 標準偏差(%)

H2ブロッカー，PPI(消化性潰蕩治療薬)
ガスター 77.6 (20mg) 11.8 91.6 10.1 
ザンタック 71.4 (150mg) 11 7.85 6.76 
アシノン 68.0 (150mg) 10.95 7.446 5.85 
タガメット 46.6 (400mg) 13.54 6.31 10.9 
アルタット 65.3 (75mg) 10.89 7.11 3.84 
タケプロン 156.4 (15mg) 10.86 16.98 5.16 
パリエット 268.2 (lOmg) 12.2 32.7 7.15 
オメプラール 151.9 (lOmg) 10.3 15.64 5.02 
スタチン系薬剤
〔高脂血症治療薬〕

メノ〈ロチン 174.4 (5 mg) 12.1 20.9 6.7 
リポパス 191.8 (5 mg) 10 19.2 5.97 
リピトール 181.6 (5 mg) 13.7 24.9 6.65 
ローコ}ル 171.7 (30mg) 13.6 23.4 7.24 

全註
205 (74.2%) 
71 (25.7%) 

276 

標本数

68 
49 
22 
31 
14 
73 
29 
44 

107 
54 
88 
58 



が、本調査においても診療所に限った調査ではあ

るが、割引率と一日平均外来患者数に正の相闘が

見られた。

3.薬剤選択の際に考慮する因子

医師が処方の際に医学的な効果や副作用、個々

の患者に対する適応以外にも費用に関して考慮に

入れる必要があるという主張は新しいものではな

い。合理的な処方 (rationalprescribing) とは適

切 (appropriate)、効果的 (effective)、安全

(safe)、経済的 (economical)な薬剤の処方であ

ると定義されている 9)。

実際医師が考慮している事柄について分析する

方法として、今まで多く行われてきたものに医師

に対する意識調査がある。しかし、これらの多く

は医学的な要素聞の比較に重きが置かれている。

第二節で説明したように、医学的な要素より非医

学的な要素が特に問題になるのは、むしろ医学的
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な要素の違いの少ない類似薬の聞の選択であると

思われるが、アメリカのある大学病院の医師に対

して、同じ作用機序を持つ類似薬の選択に関与す

ると思われる各要素に対する態度を「全く重要で

ない」から「非常に重要である」の六段階のスケ

ールを用いて評価している研究もある肌川。筆者

らが行った調査の項目はこれらを参考にして作ら

れているが、日本の状況を考慮に入れ、「医療機

関の収益」ゃ「薬品卸業者の推奨」などの項目を

付け加えている。

このような意識調査を元にした研究は海外では

多く行われているが、日本では少なく、非医学的

な因子も含めた因子に関するアンケート調査は風

邪に対する抗生剤処方に関する研究瓜 ω と高血

圧の薬剤選択に関する研究14)が散見される程度で

ある。また、病院として薬剤を採用する際に考慮

する因子を調査している調査もあるωが、これは

回答者が必ずしも医師ではないため、実際の処方

行動の分析には適していない。表5は各要素毎の

表5 類似薬剤を処方するときに考慮する因子

l 2 3 4 5 6 平均 標準 順位

偏差

A 患者のコンブライアンス 3 6 12 45 99 111 5.03 1.07 3 
B 患者の薬剤に対する好み 7 27 52 112 56 22 3.90 1.15 6 
c患者の費用負担 3 8 43 83 96 43 4.41 1.10 4 
D 保険者の費用負担 32 38 79 61 44 22 3.37 1.42 10 
E 医療機関の収益 20 27 63 .Jill.... 64 22 3.73 1.33 8 
F 微妙な効果の違い 5 18 44 74 よ位 33 4.27 1.17 5 
G 副作用の違い 3 5 14 41 104 109 5.06 1.03 2 
H 自分の治療経験 2 1 12 43 121 97 5.07 0.91 1 
1 先輩医師からの伝承 23 36 60 .Jlli... 51 11 3.52 1.30 9 
J ;前医の処方 8 28 65 i皇L 64 10 3.77 1.13 7 
H 薬の名前の覚えやすさ 60 42 65 64 39 6 3.00 1.62 11 
1 特定の製薬会杜の好み l.Q立 59 60 35 14 2 2.26 1.26 14 
J ;先発薬を開発した製薬会社への敬意 4量一 61 55 46 23 3 2.51 1.37 12 
K 薬品卸業者の推奨 92 61 69 42 10 2 2.35 1.22 13 

表注;すべての項目に答えを記入した標本数は276である。横軸には「全く重要で、ない」から「非常に重要」までをそれぞれ 1から 6
と得点化し、それぞれのカテゴリーに入る人数を示している o 右の二列は得点の平均と標準偏差である。下線をひいている数字は各
質問項目でもっとも回答者が多かった得点である(以下同じ)
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得点分布、得点の平均、標準偏差を示している。

処方決定の際の考慮因子の重要度を示す得点は

「自分の治療経験JI副作用の違いJI患者のコン

ブライアンスJが最も高く、これらはすべて医学

的な要因である。次に続くのは「患者の費用負担」

「微妙な効果の違いJI患者の薬剤に対する好み」

であり、費用に関しでも患者の自己負担について

は重要視していることがわかる。それ以下で注目

すべきことは「医療機関の収益」が「保険者の費

用負担」より高いことである。これはもし患者の

自己負担が定額だとすると、医療機関はより高額

な薬剤を処方する傾向にあるということになる。

この問題については第五節で、自己負担のない患

者に対する処方行動が、自己負担のある患者に対

する処方行動と異なるかどうかを調べることで分

析する。もっとも重要度の低い要素は「特定の製

薬会社の好み」ゃ「薬品卸売業者の推奨」である。

つまり医学的な因子がより重要で、あると考える

ことは当然予想される結果であるが、「患者の費

用負担」にも重きを置いていることを考えれば、

処方決定の際には医学的な要素に加えて費用をも

考慮に入れるべきだとする考えを日本の医師も受

け入れていることがわかる。医師が薬剤処方の際

に費用を考えることをどのように感じているかに

ついて、さらに詳しく聞いた結果が表6に示され

ている。

この中では多くの医師は費用を考慮して処方を

行うことが望ましく、そのためには薬剤価格に関

しての知識が必要で、あると考えている O また、患

者に不利益を及ぼすことがない範囲で、コスト意

識を持つことと医学的にも適切な処方を行うこと

が対立しないと考えている。表 5の結果の中で

「保険者の費用負担」は重視されていないという

結果であったが自己負担が定率の場合は「患者の

費用負担」を考慮に入れることは「保険者の費用

負担」を考慮に入れることと両立する桟10。以上か

ら医師の聞でもコスト意識をもって薬剤処方する

べきだと考えている医師が多く、それが患者だけ

でなく、社会全体の利益にもつながる可能性が高

いということになる O

日本の場合、上でも述べたように開業医・勤務

医、院内処方・院外処方の聞で薬剤処方に関する

表6 処方の際に費用を考慮に入れるべきかどうかについての調査結果

全くそ どちら どちら どちら 全くそ 平均 標準
うは思 かとい とも言 かとい う思う 偏差
わない えばそ えない えばそ

う思わ う思う
ない

患者の治療法を決める際に医師は治療
8 30 59 134 56 3.70 0.99 

費用を考慮すべきである

薬剤価格についてより多くの情報を知
ることができれば、よりやすい費用で 8 2 63 127 64 3.74 0.99 
薬を処方することができる

工夫すれば、患者に悪影響を及ぼすこ
となく、より安い薬を処方することが 6 21 60 136 63 3.80 0.94 
できる。

表注;すべての項目に答えを記入した標本数は276である。なお平均と標準偏差は「全くそうは思わない」を l、 「全くそう思う」
を5として得点化したものの平均と標準偏差である。



経済的なインセンテイブは違うため、費用に関す

る態度が医師毎に態度が大きく異なることが予想

される。特に「医療機関の収益Jに対する態度は

医師によって大きく異なるのではないだろうか。

次に「患者の費用負担Ji保険者の費用負担Ji医

療機関の収益」の三つを含む要素について医師の

属性による要素の重要度の比較を行う。

表7は開業医と勤務医の比較を行っている。こ

のような順序カテゴリーデータにおける標本群の

比較は観測値の分布の正規性が仮定できないた

め、通常のt検定などの検定法は用いることがで

きない日以下では順位和検定 (Wilcoxon検定)を

用いて二群聞の比較を行う O この検定法は観測値

にそれぞれ順位をつけ、順位平均の差がゼロであ

るという仮説を検証する O 基本的には連続量であ

る標本について用いるが、順序カテゴリーデータ

の場合は同じ順位のものが多数存在するとみなし

同様に検定できるI九この結果、開業医の方が勤

務医に比べて有意に「患者の費用負担Ji薬品卸

業者の推奨Jを有意により重要視していることが

わかる。「医療機関の収益jについては10%の有

意水準を採用すると、勤務医のほうが開業医より

重視している。この結果は開業医と勤務医の経済

的なインセンテイブの違いから予想される結果と

は逆であるが、患者保険者の費用負担と医療機関

の収益の重要度の順序は変わらない。勤務医は患

者と医療機関経営者双方のエージ、エント(代理人)

表7 勤務医と開業医の比較

開業医 勤務医|
(n=179) (n=97) 

A;患者のコンプフイアンス 4.93 5.24** 
c患者の費用負担 4.54*** 4.17 
D 保険者の費用負担 3.40 3.12 
E 医療機関の収益 3.74* 3.78 
K;薬品卸業者の推奨 2.63*** 1.86 
表注 ;γγ柿はそれぞれ有意水準10.5. 1 %を示している。
(以下同じ)この 5つ以外の他の 8要素に有意な差はない。
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であるとされる 1)。そのため、開業医と勤務医

(病院収入が自らの収入に影響を与える場合)の

間で利己的に考える度合いが等しい場合でも、医

療機関経営者の効用を考慮に入れる分を加える

と、開業医よりも医療機関収入を重視する度合い

が大きくなる可能性はあるだろう。

表8は医療機関の収益が自身の収入に直結する

開業医の中で、院内処方を行っているものと院外

処方を行っているものを比較したものである。同

じ開業医で、は院内処方を行っている医師は院外処

方を行っている医師に比べて有意に「医療機関の

収益」を重視することがわかる。この違いが実際

の処方行動の違いとして現れているかどうかにつ

いては第五節で分析する。

以上の結果を見てみると、薬剤費用に関する項

目のうち「保険者の費用負担Ji医療機関の収益」

は「どちらかといえば重要でないjと「どちらか

といえば重要である」の間であるが、「患者の費

用負担jについては他の要素と比べてみてもかな

り重視していることがわかる。また、処方の際に

薬剤費用を考慮することも医師の聞では幅広く受

け入れらている。しかし、医師は薬剤費用を考慮

に入れるべきであると考えているものの、 1.医

師は薬剤の価格についての知識に欠けているo 2. 

意識調査では薬剤費用の重要性について実際より

過大に評価しているように答える傾向にある。 3.

薬剤費用は他の考慮に入れる要素群と同列ではな

表8 院内処方と院外処方の比較(開業医の場合)

開業・院内 開業・院外
(n=142) (n=37) 

A 患者のコンブライアンス 4.87 5.18 
c患者の費用負担 4.58 4.48 
D 保険者の費用負担 3.30 3.70 
E 医療機関の収益 3.86*** 3.21 
1 特定の製薬会社の好み 2.32 2.35 
K 薬品卸業者の推奨 2.63 2.55 
表注;この 6つ以外の他の 7要素に有意な差はない。
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く、他の要素群を薬剤聞で比べてそれらが同等で

あったときに初めて費用を考えに入れる注~この

ような理由により実際に処方する際にはそれほど

薬剤費用を考慮に入れないとしている川。

これらの論点は以上のような意識調査の限界を

示していると言えよう。そのため以下では、上に

あげられている問題点について、 1については実

際、第四節で医師の薬価に関する知識に関する分

析を行う。 2については、第五節で、実際に使って

いる薬剤が価格知識や医師の経済的なインセンテ

イブの違いによって異なるのかについて分析を

し、 3については本稿での分析を医学的な要素の

相違が大きくない類似薬剤に限って分析を行う。

4.医師の薬剤価格に関する知識

海外では1980年代から医師の薬剤価格に関する

知識に関する研究は多数行われている 17)-2ヘしか

し、これらの多くは単施設の医師に関する調査が

多い。多施設の医師に関する調査はあるが肌凶

この調査もイギリスのある一地域のGPに対する

調査であるため、病院、診療所さらに院内、院外

処方など様々な特徴を持つ医師の標本について行

った調査は筆者の知るかぎりみられない。

日本での薬価は公定価格であり、全国共通で、あ

る。新薬に関しては承認されたその都度薬価が告

示されるが、その他の薬については一年から二年

ごとに大規模な薬価改定が行われる。これらは、

いくつかの出版社から「薬価基準表」として市販

されている。しかし、こうした書物はどちらかと

いえば薬剤の仕入れや診療報酬事務を行う実務家

のためのものであり、こうした事務を自分で行う

医師でなければなじみのないものである。臨床医

が治療薬の効果や副作用について診療の際に調べ

る本として一般的な「今日の治療薬J(南江堂)

には2001年度版から薬価が記載されているが、そ

れ以前は記載されていなかった注九従って、薬剤

の仕入れや診療報酬を実際に行うものとそうでな

いものの聞に知識の差はかなりあるものと予想さ

れる。また、より多く使う薬については製薬メー

カーのMR(medical representative ;医薬情報担

当者)など薬剤価格の情報源となるものとの接触

も増えることが予想され、臨床経験や医師の専門

によっても差があるかもしれない。

標本が内科標梼医であることを考慮し、またよ

り一般的な薬剤について調べるために、調査対象

薬剤は薬事ハンドブック2001(じほう)にあげら

れている 12000年度推定市場」の上位30薬剤の中

から選んで、いる。選んだ薬剤の数は薬物名として

15種類である。この中の 3種類についてジ、エネリ

ック薬が存在するため商品名としては18種類を調

査した。具体的には、これらの薬剤を標準一日容

量で一ヶ月(抗生物質は一週間)投与したときの

薬価を答えることとした。

価格を答えさせる方法としては、価格の範囲を

いくつかの選択肢とし、その選択肢の中から選ば

せる方法臥側、薬剤価格を直接答えさせる方法臥18)、

また薬剤価格を直接答えさせるのではなくスケー

ルにしてその中に自分の思った価格を答えさせる

方法などが考えられるが、最初の方法は選択肢の

作り方が恋意的になることや、たとえば選択肢が

10・20円という範囲の場合、仮に19円が正解であっ

た場合に正解からの偏差が小さい回答の方が必ず

しも正解範囲にはいるわけではない (11円だと考

えた場合は正解だが21円の場合は不正解になる)。

この方法の利点は回答が容易だということである

が、プレテストの結果により、そのまま思った金

額を数字で回答させる方法を採用した。

真の価格からの偏差が真の価格の何%以内に収

まるかを正解の基準としているかについても研究

によって異なっているが先行研究に従って :¥:25%

を正解とした瓜 18)。



表9は正解者、過小・過大評価者の割合とそれ

ぞれの標本数正解金額を示している。すべての標

本をプールすると 4560の標本のうち正解率は

48.1%であった。これはRyanet al (1990)の

32.8%に比べて高い。無論、イギリスのサンプル

は病院勤務医を含まないこと、いくつかの薬剤は

共通しているものの、異なった薬剤について調査

していることを考えれば、単純な比較はできない。

しかし、イギリスでは薬剤自己負担があるものの

処方件数の実に85%が自己負担免除であり 2九実

質的には自己負担は大きな問題にならないこと、

医薬分業が完全で、医師の報酬も出来高払いでは

なく人頭性であることを考えれば日本の医師の方

が薬剤価格の知識があるとしても不思議ではな

しミ。
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正解者、過小・過大評価者の分布は薬剤によっ

て異なるが、薬価の順に並べてみると、実際の薬

価が高い薬剤では過小評価する医師が多く、実際

の薬価が低い薬剤では過大評価する医師が多いこ

とがわかる。つまり高薬価薬と低薬価薬の差を実

際よりも過小評価していることになる。

では、医師の属性によって薬剤価格の知識に違

いがあるだろうか。正解数を点数化したものの重

回帰分析を行う。被説明変数は正解数であり全問

正解の場合は18である O 説明変数は医師の年齢、

その二乗項、医学博士ダミー、開業医・院内処方

ダミー、開業医・院外処方ダミー、勤務医・院内

処方ダミー、循環器専門ダミー、消化器専門ダミ

ーである。回帰の結果を表10に示す。

開業・勤務の別と院外・院内の別に関してはも

表9 薬剤価格の知識

薬剤名 過小評価者 正解者 過大評価者 標本数 正解
(%) (%) (%) (円)

晶脂血症治療薬
メパロチン 23 66 11 268 5，230 
リポパス 19 70 11 260 5，754 
高血圧治療薬
レニベース 24 55 20 258 3，252 
レニベースのジェネリック 53 38 10 239 2，601 
ニューロタン 9 37 54 257 3，435 
ノルバスク・アムロジン 10 57 33 262 2，967 
胃炎・胃潰蕩治療薬
ガスター 30 50 20 259 4，656 
ザンタック 29 46 26 259 4，282 
タケプロン 41 51 8 258 8，181 
ムコスタ 22 48 31 252 2，574 
セルベックス 13 46 41 261 1，674 
セルベックスのジェネリック 21 42 38 243 1，125 
糖尿病治療薬
ベイスン 31 47 22 252 5，742 
メチコパール 31 34 35 248 2，493 
メチコパールのジェネリック 25 35 40 236 999 
抗生剤
セフゾン 13 52 35 249 2，169 
フロモックス 6 42 52 246 1，858 
クラビット 37 47 15 253 4，806 
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っとも経済的なインセンテイブが小さい勤務医・

院外処方をベースとした三つのダミー変数を用い

ている O この結果を見ると、医師の専門科や医学

博士の取得の有無、年齢といった属性は有意でな

く、経済的なインセンティブの違いについても開

業医で院内処方をしている医師のみが有意に薬剤

知識が高いということがわかる。

同じ院外処方でも勤務医と開業医を比べると、

開業医の方で過剰処方に対する経済的なインセン

テイブは存在すること、開業医で院内処方を行っ

ているもののみが実際に薬剤の価格交渉に関わる

ことを考えると、薬剤価格の知識は単なるインセ

ンテイブの違いに加えて、薬剤価格情報に接する

か否かによって異なるといえる。実際、標本をプ

ールした場合の正解率についても開業医で院内処

方を行っているものを除いた場合は38.6%とRyan

et al (1990)の32.8%に比べてそれほど変わらな

くなる。

開業医で院内処方を行っているものは、上でも

述べたように薬価だけではなく、薬価差益を元に

行動していることも想定されるため単純ではない

が、他の医師に関しては、第三節のアンケート結

果から患者の費用負担については重要だ、と考えて

いることから、実際処方するときに、もし本当に

薬剤価格を考慮して処方を決めているとすれば、

薬剤価格の知識をつけることでいわゆる高薬価シ

フトの問題は改善の方向に向かう可能性があると

いえよう。

しかし、そもそも医師は薬剤費用を考慮に入れ

て処方行動を変えているのだろうか。ここまでの

結果はあくまで薬剤選択の際に考慮する因子につ

いての態度を聞くという、主観的な内容の質問の

結果による分析であった。次節からはある特定の

薬剤についての具体的な薬剤選択の結果に関して

分析を行っていくことで、医師による薬剤選択の

違いについてより詳しく分析していく。

5 .患者データを用いた薬剤選択の分析

この節ではより具体的に、高脂血症に対する薬

剤の採用選択について、医師や患者の属性によっ

てどのような違いがあるかを分析する。実際の処

方デー夕、特にマイクロデータを用いたものは海

外でも先行研究の数は少ない。海外の研究では

National Ambulatory Medical Care Surveyのデ

ータを用いてブランド薬とジェネリック薬の聞の

選択に関して性別、年令、人種といった患者属性

はもとより保険の有無によっても影響を受けない

ことを示したものがあるmo このデータでは薬価

が含まれないため、薬価と保険者・被保険者負担

表10 薬剤価格の知識についての回帰結果

係数値 t値 確率値
年齢 -0.42 -1.38 0.17 
年齢の二乗 0.00 1.45 0.15 
医学博士号取得 -0.70 -1.13 0.26 
開業医・院内処方 3.53 3.90 0.00 
開業医・院外処方 1.50 1.34 0.18 
勤務医・院内処方 0.23 0.23 0.82 
循環器専門 1.11 1.33 0.19 
消化器専門 0.06 0.08 0.94 
定数項 17.20 2.33 0.02 

表注;定数項以外のすべての係数値がOであるという帰無仮説は有意水準 1%で棄却される。自由度修正済み決定係数は0.1081
である。



額の情報を含み、患者・医師の両方について三年

間の追跡を行った、スウェーデンの調剤薬局のデ

ータを用いて行った分析もある幻)。その結果、 6

種類の薬剤について以前処方されたものと同じも

のを処方する傾向にあること、また自己負担の大

きい患者にはブランド薬よりジェネリック薬を処

方する確率が高いことを示した。ブランド薬とジ

ェネリック薬聞の選択では医学的な要素を考慮す

る必要はないため、合併症や危険因子などを考慮

する必要はなく、患者データもそれほど詳細なも

のは必要で、はない。しかし、日本ではジェネリッ

ク薬の処方そのものが少ないため、またレセプト

デ}タが使用できるとしても、ジ、ェネリック薬の

処方についてはいわゆる205円ルールによってレ

セプト上の記載義務がないため、ジ、ェネリック薬

の処方データの収集は容易で、はない。

また、ジ、ェネリック・ブランド聞の選択以外の

研究ついてはLundin(2000) と同じデータを用い

て高血圧の患者に利尿剤、 Hブロッカー、カルシ

ウム措抗剤、 ACE阻害剤のいずれを選ぶかについ

て研究が行われている24)。この結果、重要なのは

患者の合併症と前回同じ薬剤を処方したかどうか

ということであり、薬剤価格注目は大きな影響を与

えないという結果が示されている。しかし、高血

圧の治療薬は診察毎に種類を変えるような薬剤で

はないため、前回同じ薬剤を処方したかどうかが

重要であることは予想に難くない。また、スウェ

ーデンの医療サービスはほとんどが公的に供給さ

れているため、医師によって処方に関する経済的

なインセンテイブの違いはない。

本節で使用したデータは第四章で概要を説明し

た「薬剤処方に関するアンケート調査」調査2で

ある。この調査ではA県の医師会名簿より無作為

に抽出した内科標梼医約500名に対して調査 1と

同じ内容のものに加えて、診察中に患者情報を記

入するように症例票を渡し記入を依頼した。無記
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名でありプライパシー保護については問題はない

ものの患者情報の開示を求めたこと、プレテスト

の結果、ー症例あたり記入に要する時間は一分未

満であるものの、日常診療の際に追加的な書類を

記入することは医師にとって大きな負担があるこ

とにより協力する医師は当初より少ないと予想さ

れたが、 92人の回答を得た。

このようなパネルデータの誤差項の定式化方法

として離散的な被説明変数の場合には主にfixed

effect logitモテ守ルとrandome宜'ectprobitモデルの

二つがあるが、本稿で、はrandome宜'ectprobitモデ

ルを用いた註九しかし、 A県を調査のフィールド

として選んだことは恋意的なものであり注ヘ日本

全体の医師の行動についての推論を行う際には注

意が必要で、ある。

被説明変数はスタチン系薬剤を使用した場合を

1、使用しなかった場合を0とする二値変数であ

る。

医師側の説明変数は、医師の年齢、その二乗項、

地域ダミ〕主16 (県庁所在地ダミー、郡部ダミー)、

開業医・院内処方ダミー、開業医ダミー、循環器

専門ダミー、医師の考えているスタチン系薬剤の

薬価注17である。

患者側の説明変数は次のものを使用した。現在

の高脂血症の治療ガイドラインお)によれば動脈硬

化のリスクの度合いについて三つのカテゴリーを

作って管理基準を定めている。もっとも厳しく高

脂血症の管理すべき患者は冠動脈疾患の既往のあ

る患者である。次に厳しく管理すべき患者は冠動

脈疾患以外の危険因子の存在する患者である。こ

れらの危険因子がない患者を基準として、冠動脈

疾患ダミー、冠動脈疾患の家族歴ダミー、軽度の

危険因子ダミー(高血圧や禁煙)の三つのダミ}

変数を考える。さらにガイドラインでは男性では

45歳以上、女性は閉経後の年齢を独立した動脈硬

化に対する危険因子としている。そのため患者の



56 医療経済研究 vo1.13 2003 

年齢については50歳未満を基準として、 50歳代、

60歳代、 70歳代、 80歳以上の各ダミー変数を加え

た。また、今回分析を行うスタチン系薬剤は高脂

血症の中でも高コレステロール血症に効果がある

薬剤である。そのため、高コレステロール血症が

存在する患者を 1とするダミー変数を加えてい

る。

現在、日本の医療費自己負担はその多くが二割

もしくは三割負担である。これ以外に医療扶助と

呼ばれ、生活保護世帯や精神疾患擢患者に対する

患者自己負担なしの医療制度がある。これら自己

負担なしの患者に対する処方行動はその他の患者

に比べて異なるだろうか。これは一つの疾病の例

ではあるが、医療扶助に対するモラルハザードが

存在するかという問題と密接に関わっている O そ

こで自己負担がない患者に対してダミー変数を定

義する。この無自己負担者ダミーが正であれば医

療扶助の存在に対するモラルハザードが存在する

ということになる。

表11は医師の属性に関する記述統計。表12は

患者の属性に関する記述統計である。医師につい

ては年齢の平均や、医学博士取得者の数は調査 1

の記述統計(表 2)と大きな違いはないが、開

業・勤務の別で、は勤務医が少ない。そのためこの

標本は調査 1にも増して開業医にかたよった標本

といえる。なお、患者の中に十代のものがみられ

るがこれは家族性に発生する特殊な高脂血症患者

であると思われる。これら家族性の高脂血症の患

者は他の高脂血症とは病態も異なるため、分析か

らは除いている。また、現在の処方内容に対して

他の医師の選択が関与していると思われるもの

(他の医療機関からの紹介で、前の医療機聞から

指示された治療をそのまま行っているもの)につ

いても分析からは除いている。最終的には80人の

医師に対して595人の患者データが分析対象であ

る。推定結果は次の表13、14の通りである。

有意な変数は医師の属性では循環器専門ダミ

ー、患者属性では60代ダミー、 70代ダミー、冠動

脈疾患の家族歴、高コレステロール血症であった。

開業・勤務の別、院内処方・院外処方の別に関す

る変数は有意ではなく、また医師の考えている薬

価についての変数も有意ではない。医師側で有意

なのは循環器専門ダミーであり、循環器専門の医

師は他の医師に比べて新しい薬剤であるスタチン

系薬剤を使用する確率が患者変数をコントロール

した上でも高いことがわかる。患者側の要素では

表11 医師の記述統計

標本数 80 
年齢の平均 57.8歳
年齢のレンジ 29-81 
開業医 61人 (76.1%)
院内処方 58人 (72.5%)
循環器専門 14人 (17.5%)

表12 患者の記述統計

平均 標準偏差 最小値 最大値
患者の年齢 64.370 10.932 16 91 
50歳代 0.197 0.398 O l 

60歳代 0.368 0.483 O 
70歳代 0.286 0.452 O 
80歳以上 0.054 0.226 O l 

冠動脈疾患の既往あり 0.148 0.355 O 1 
冠動脈疾患の家族歴あり 0.029 0.167 O 
中等度のリスク 0.568 0.496 O 
高コレステロ}ル血症 0.339 0.474 O l 

自己負担なし 0.089 0.285 O 1 
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表13 患者データを用いた高脂血症薬剤(スタチン系薬剤)の使用に関する推定結果その 1

医師変数 2 3 
医師の年齢 0.0463 -0.0223 -0.0250 

(0.1001) (0.1192) (0.1187) 
医師の年齢のー乗項 -0.0004 0.0004 0.0004 

(0.0008) (0.0010) (0.0010) 
循環器専門 1.1976 ** 1.0900 ** 1.0865 ** 

(0.6076) (0.4757) (0.4762) 
開業医 -0.2325 -0.2447 -0.2570 

(0.5264) (0.5676) (0.5744) 
院内処方 0.1387 0.1448 0.1353 

(0.1988) (0.2131) (0.2140) 
開業医・院内処方 0.1213 0.1173 0.1201 

(0.3813) (0.5007) (0.5044) 
郡部 -0.0582 0.1372 0.1272 

(0.3647) (0.4478) (0.4524) 
県庁所在地 0.1924 0.2229 0.2149 

(0.3745) (0.4403) (0.4387) 
医師の考えている薬価 0.0076 0.0075 

(0.0056) (0.0056) 
患者変数

50代 0.0874 0.0170 0.00169 
(0.2895) (0.3067) (0.3067) 

60代 0.6785紳 0.7843 ** 0.7779 ** 
(0.2913) (0.3081) (0.3085) 

70代 0.7453 ** 0.8120料 0.7989 ** 
(0.3376) (0.3462) (0.3490) 

80歳以上 0.9296 * 0.8569 * 0.8466 
(0.5326) (0.5712) (0.5720) 

冠動脈疾患あり 0.1029 0.1260 0.1127 
(0.3438) (0.3775) (0.3770) 

冠動脈疾患の家族歴あり 1.6062 ** 2.0902 ** 2.0905紳

(0.7155) (0.9207) (0.9077) 
中等度のリスクあり 0.0852 -0.0398 圃0.0489

(0.2053) (0.2182) (0.2198) 
局コレステロール血症あり 1.1543 *** 1.3093 *** 1.3033 *帥

(0.2486) (0.2541) (0.2547) 
自己負担なし 0.1410 

(0.3934) 
定数項 -0.8890 0.0392 0.1421 

(3.0321) (3.5033) (3.4882) 
p 0.6857 0.6308 0.6320 
Log likelihood 司210.61 欄 182.72 開 182.66

注;定数項をのぞくすべての係数がOであるという帰無仮説は有意水準 1%で棄却される。
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表14 患者データを用いた高指血症薬剤(スタチン系薬剤)の使用に関する推定結果その2

推定値 標準誤差 d直 確率値 マージナル
効果

医師変数
医師の年齢 -0.025 0.1187 -0.21 0.833 -0.0250 
医師の年齢の二乗項 0.0004 0.0010 0.38 0.707 0.0004 
循環器専門 1.0865 0.4762 2.28 0.023 1.0865 
開業医 -0.2570 0.5744 -0.45 0.655 ー0.2570
院内処方 0.1353 0.2140 0.63 0.527 0.1353 
開業医・院内処方 0.1201 0.5044 0.24 0.812 0.1201 
郡部 0.1272 0.4524 0.28 0.779 0.1272 
県庁所在地 0.2149 0.4387 0.49 0.624 0.2149 
医師の考えている薬価 0.0075 0.0056 1.35 0.178 0.0075 

患者変数
50代 0.0169 0.3067 0.06 0.956 0.0169 
60代 0.7779 0.3085 2.52 0.012 0.7779 
70代 0.7989 0.3490 2.29 0.022 0.7989 
80歳以上 0.8466 0.5720 1.48 0.139 0.8466 
冠動脈疾患あり 0.1127 0.3770 0.30 0.765 0.1127 
冠動脈疾患の家族歴あり 2.0905 0.9077 2.30 0.021 2.0905 
中等度のリスクあり 開0.0489 0.2198 -0.22 0.824 -0.0489 
高コレステロール血症あり 1.3033 0.2547 5.12 0.000 1.3033 
自己負担なし 0.1410 0.3934 0.36 0.720 0.1410 
定数項 0.1421 3.4882 0.04 0.967 

1主;定数項をのぞくすべての係数がOであるという帰無仮説は有意水準 1%で棄却される。

医師はスタチン系薬剤の特に効果が高いとされて

いる高コレステロール血症の有無を重視し、動脈

硬化のリスク因子に関する変数は50代、 60代の患

者であること、冠動脈疾患の家族歴があることを

重視してスタチン系薬剤の処方を決定しているこ

とがわかる。

以上より、新しい薬剤を処方する確率に影響を

与える因子は医師側では専門家であるか否かであ

り、開業・勤務の別、院内・院外処方の別は特に

影響を与えない。また、ここでも医師が薬価につ

いて考慮していないことがわかった。また、医療

扶助に対するモラルハザードも観察されなかっ

た。また、スタチン系薬剤が特に治療目標として

いる高コレステロール血症の有無に医師は反応

し、高脂血症の治療目標である動脈硬化の予防に

関わるリスク因子はすべてではないが一部につい

ては考慮に入れてスタチン系薬剤の処方選択を行

っていることがわかる。

それでは、循環器専門医は特に専門であるが為

に必要以上に治療を行っているのだろうか。今ま

での分析はあくまで治療選択に影響を与える因子

の分析であって、その治療選択が医学的に適当な

ものかどうかは分析の対象としていなかった。そ

こで、最後にどのくらいの割合でガイドライン通

りの治療が行われているか見てみよう。ガイドラ

インではリスク因子の有無によって血中の総コレ

ステロール値の治療目標を設定している。目標内

に総コレステロール値がコントロールされている

症例をガイドライン通りの治療が行われた症例と

定義すると全症例の70%はこの治療目標よりも総

コレステロール値が上回っていた注目。逆に正常値

を下回るほどに過剰に治療を受けている症例は一



例のみであった。また、よって、現在のガイドラ

インを基準とすれば新しいスタチン系薬剤の処方

確率が高い、循環器専門医、高齢の患者に対して

も過剰な治療が行われているわけで、はないことが

分かった。

6.まとめと今後の課題

効率的な薬剤処方を目指して、多くの国で償還

の可否についての決定や処方薬剤の価格設定につ

いて、薬剤経済学の研究結果が利用されている。

日本では費用対効果の研究蓄積もまだ多くなく、

各国の現状把握と薬価政策への薬剤経済学の研究

成果の反映方法の研究が始まったばかりである27)。

しかし、薬剤経済学の研究成果が薬剤の償還薬

としての採用や薬価決定に利用されたとしても、

最終的な処方の決定者は医師であり、医師の裁量

が入り込む余地がなくなることはあり得ないで、あ

ろう O 一方、日本において、薬剤経済学の研究や

その政策への利用が遅れてきた大きな原因のーっ

として日本の医療制度における「コスト意識の欠

如」が指摘されてきた謝。つまり、コスト意識と

効率的な薬剤の使用は双方に因果関係をもってい

るといえる。

「コスト意識jの中で「誰の」という面に注目

すると、特に医師に関する「コスト意識Jに関す

る議論は、「薬価差」の存在が薬剤の選択に影響

を与えているのではないかという疑念を元に行わ

れてきており、いわばこの「負のコスト意識」が

巨額の薬剤費の元凶であるとされ、薬価の削減に

よる薬価差解消と、院外処方の奨励による医薬分

業が医薬品に対する政策の中心となってきた。し

かし、そもそも医師が何を基準に処方をし、「コ

スト意識」をどの程度持っているのか。そして、

「負のコスト意識」によって処方行動が左右され

ることはあるのだろうか。こうした基本的な問題
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が決して明らかになっているわけではない。そこ

で、本稿では医師の薬剤処方行動に関して独自に

行ったアンケート調査の結果から、医師が薬剤処

方の際にどのような因子を考慮にいれるか、経済

的なインセンテイブの違いが処方行動の違いとな

って現れるかどうかについての分析を行った。

主な結果をまとめると次の通りである。

1.意識調査の結果では、処方の際に「患者の費

用負担」を他の医学的な要因と同程度に重視して

いる。また、コスト意識をもって薬剤処方を行う

ことは広く医師の間で受け入れられている。

2.薬剤価格に関する知識について、医師は必ず

しも正確な知識を持っておらず、その傾向は自ら

薬剤の仕入れを行わない医師に強い。

3. 開業医や開業医で、院内処方を行っている医師

がより、高薬価の薬剤を処方する確率が高いとい

う結果は患者要素をコントロールしても見られな

かった

4.意識調査の結果では費用を考慮に入れると答

えているものの、医師の考えている薬価の違いに

よって処方行動の違いを説明することはできなか

った。

つまり、医師は「コスト意識」をもって処方す

ることが必要であると考えているものの、価格に

関する知識を十分に持っておらず、また、実際の

処方行動は医師の考えている価格には反応してお

らず、「コスト意識jを持って行動をしていない。

また、「負のコスト意識」が存在すると思われる

院内処方を行っている開業医とその他の医師では

処方行動に有意な違いがなく、薬価差の存在が処

方行動に影響を与えているという仮説は否定的で

ある。無論、表 1を見てもわかるように現在の薬

価差の大きさは数年前よりは減少しており、この

現象を薬価低下政策の成果と見ることもできる。

しかし、たとえ、薬価差の解消による処方行動の

ゆがみが解決したとしても、医師が「コスト意識」
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をもって行動していない以上、院外処方に政策誘

導しでも高薬価薬シフトなどの問題は解決しない

であろう。

一方、薬価差の存在による処方行動のゆがみが

ないのであれば、ある程度の薬価差の存在と医師

による薬剤価格交渉は社会的にも望ましいという

ことも見逃してはいけない。上で述べたような薬

剤経済学の研究成果の利用は、ほとんどが新薬を

対象にしているものであって、既存薬の薬価は基

本的に実勢取引価格をもとに決定される。つまり、

医師が少しでも薬剤を安く購入しようとすればす

るほど薬価は低下していく。無論、この役割を院

外処方の場合には調剤薬局が担ってもよいだろ

う。しかし、この際問題になるのは調剤薬局と医

療機関の価格交渉力の差である。これは製薬メー

カーや卸売企業と医師の伝統的な関係などから類

推すると後者の価格交渉力の方が大きいと予想さ

れるが、事実、実際の卸売価格を調査した研究7) 

でも調剤薬局の薬価差益率は病院はもとより、調

剤薬局よりも取引量が小さいと思われる診療所よ

りも低い傾向にあるという結果であり、医療機関

が価格交渉を行う方が薬価の低下には役立つと言

える。

また、そもそも薬価差の存在によって処方行動

が左右されたとしても「負のコスト意識」の存在

と社会的に望ましい薬剤選択が両立する場合もあ

る制。それは、従来の薬剤~Aに比べて、効果が変

わらないかより効果が高い薬剤Bとを比べた際に、

薬価差はAくBなのに対して、薬価はA>Bである

場合である。このとき、新薬Bを選ぶことはたと

え医師が自己の収入を最大化しようとして薬価差

が大きい薬剤を選んだとしても、薬価は安いため

社会的には望ましい選択となる。こうした薬剤の

例として、ブランド薬とジェネリック薬がある O

第二章で述べたように日本はジ、ェネリック薬の使

用が他国に比べて少ないため、ジ、エネリック薬を

処方している標本が極端に少ないことが予想さ

れ、ブランド薬とジ、ェネリック聞の選択は分析対

象に含めていなかった。しかし、薬価差の実態調

査ではいくつかのジ、ェネリック薬についても調査

を行ったのでその結果を見てみよう O 表15は高

血圧治療薬の一つであるアンギオテンシン変換酵

素阻害薬の薬価差の調査結果である。

標本数は少ないもののすべてのジ、ェネリック薬

で、薬価はジ、ェネリック薬の方が安いが薬価差の

平均はブランド薬よりもジ、ェネリック薬の方が大

きい。しかし、それぞれの薬剤の市場規模を見る

とジ、ェネリック薬のシェアはブランド品のそれに

比べて著しく低い。しかし、このような薬価差の

存在による処方行動の変化が社会的にも望ましい

場合でさえも、その通りに行動しないという現象

は、医師がコスト意識をもって行動していないと

いう本稿の結果と上で述べたコスト意識を植え付

ける努力の重要性を補強する結果といえる。

それでは、医師のコスト意識を喚起するために

はどうすればよいだろうか。これには直接医師に

表15 アンギオテンシン変換酵素阻害薬の薬価差の調査結果

薬価 割引率 薬価差 割引率の 標本数
の平均(%) の平均(円) 標準偏差(円)

レーベース 108.4 (5 mg) 7.63 8.3 3.67 40 
レニベ}スのジェネリック 86.7 (5 mg) 50.5 44.3 22.8 26 
セタプリル 88.2 (50mg) 9.62 8.48 4.54 27 
セタプリルのジェネリック 24.1 (25mg) 43.1 10.38 19.3 9 
カプトリル 55.5 (25mg) 14 7.77 12 19 
カプトリルのジェネリック 22.2 (25mg) 40.9 9.08 21.5 9 



働きかける方法と保険者や患者によって間接的に

医師の行動を変化させようとする方法があるが、

保険者機能の強化注20や患者負担の増加による患者

のコスト意識の喚起は後者に当たる。前者には医

師に対する教育や(後者にも関係するが)医療機

関同士の競争環境の整備があるだろう。

医療機関同士の競争環境の整備についてはその

問題点も含めて現在活発に議論されており、本稿

では詳しく取り上げないが、完全競争の実現が不

可能に近い医療サービス市場で、は医師へのインセ

ンテイブの付与の方法を裁量的な政府の関与の元

での社会的に適切な薬価差益政策に求めるのも一

つの方法であろう。しかし、表15で挙げた例は

薬剤の内のほんの一部であり、ほとんどの場合は、

二つの薬剤の聞の効果の改善に対して社会がどれ

くらいの費用を負担するべきかという問題に突き

当たる。そしてこの問題こそが費用対効果の薬剤

経済学的な研究、それも社会的な視点での研究の

必要性を生んで、いるわけである。こうした議論の

多くは現在でも政策担当者や学識経験者によって

なされており、自己負担の増加に直面する患者と

ともに、これらの人々のコスト意識は徐々に高ま

ってきていると言える。しかし、医師だけはこの

流れに取り残されている。

海外の研究では、医師に対し薬剤価格の教育を

行うことで、薬剤価格に対する知識とともに高薬

価薬の使用が減ったという研究結果はいくつか見

られる却)、制。しかし、その効果は一時的であり持

続させるためには継続したフィードパックが必要

であるという研究もある3九また、高価な薬剤を

処方するときには薬剤の価格がかかれた書類に署

名することを義務づけるという方法も試みられて

いる32)。日本でも医師国家試験後の医師資格の定

期的な見直し制度が議論となっているが、その際

に薬剤価格知識や薬剤経済学の研究成果を問うこ

とも検討する必要があろう。また、現在行われて
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いるものに対しては、医学部における医学教育や

卒業研修の場での教育制や各学会による生涯教

育、認定専門医資格の試験に対するコスト意識教

育の導入が考えられる。無論、上で述べた患者側

のコスト意識の喚起や、競争の導入も同時に行っ

ていくべきであるが、医師自身が自らコスト意識

を持って行動しようとつとめることも重要で、あ

り、医療費増大を問題視しながらも、競争導入や

患者の負担増に異を唱えるならばなおさらであろ

つ。

本稿は薬剤処方に関する医師の行動の実証研究

の数少ないものであり、医師自身が費用を考慮す

ることには同意しているものの、費用に関する知

識は不十分で、実際にも費用を考慮して行動して

いるとは言えないという結果を示した。無論、本

研究で取り上げた薬剤は一部であり、今後様々な

薬剤について同様の研究を行う必要がある O また、

推定結果のいずれも説明力は弱く、医師の処方行

動を説明する因子として今回観察されていないも

のが多数残されている。表5に示されている因子

のうち、もっとも重視している「自分の治療経験」

は一人の医師を経時的に追うことや、第五節で行

った分析の医師一人あたりの患者数を増やすこと

でより詳しく分析することができるだろう O また、

教育が治療経験の蓄積に与える効果が大きいとす

れば、同じ大学医局の出身者や同じ研修病院の出

身者に特有の薬剤選択傾向が有るかもしれない。

また、表5の中の因子の中で製薬メーカーや卸会

社との関わりについての要素はいずれも重視しな

いという結果であった。しかし、これらが医師の

行動に与える影響を指摘しているものも数多くあ

り注22、今後の研究課題である。
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会 医療経済研究機構 2001年度(第五回)研究

助成により助成金を受けた「類似薬聞の薬剤選択

に与える影響の分析J(共同研究者;西村周三京

都大学教授、高塚直能岐阜大学医学部講師)の研

究成果の一部であるが、有りうべき誤りは筆者一

人の責のよるものである。調査表作成時には岐阜

大学医学部公衆衛生学教室(清水弘之教授)の

方々には大変お世話になりました。さらに二名の

本誌匿名査読者の方に有益なコメントをいただい

たことに、また多忙の中、アンケート調査にお答

えいただいた先生方のご協力に深く感謝いたしま

す。

注

1 平成 9年度に投与薬剤の種類の数に応じて自

己負担を患者に求める制度が導入されたが、

平成12年には老人受給者に対して、若人につ

いても平成14年までには薬剤の種類数や日数

に応じた自己負担制度は廃止されることが決

定されている O 今後外来の自己負担制度は定

額制から定率制への変更が進むことが予想さ

れる。

2 国民医療費は、年度内の医療機関における傷

病の治療に要する費用を推計したものであり、

医療保険の医療費総額に、公費負担、労災、

全額自己負担、公費負担等を加えたものであ

る。国民医療費の薬剤費は、医療保険以外で

も医療保険と同じ割合で薬剤が使用されたも

のと仮定し、国民医療費に医療保険における

薬剤費比率をかけて推定している。

3 調査内容について、質問表の抜粋(結果表か

らは調査項目がわからないものを特に挙げて

いる)を別表として添付した。

4 母集団から医育機関に勤務する医師はあらか

じめのぞいている。これは「医籍総覧」に記

載されている医育機関の医師は各臨床科の長

である講座の教授に限定されているからであ

る。また、「医籍総覧」には特に高齢の医師の

情報が、たとえ医業を引退しでも改訂されず

に残っている場合もあるため、生年月日が昭

和でない医師についても母集団からあらかじ

めのぞいている。

5 市販されていない医師の名簿には各都道府県

の医師会名簿や、各大学の卒業者名簿がある。

前者の場合は医師会が任意加入団体であり若

手医師の加入が少ないことから医籍総覧と同

様の問題を持つ。後者は現在の標梼科が示さ

れていない場合も多いため、内科標梼医の中

から抽出するという本稿の目的には合致しな

しミ。

6 調査2では診療内容の把握方法として医師に

症例票の記入を依頼するという方法をとった。

これは、薬剤の治験などでは一般的な方法で

ある。他に診療内容の情報媒体として診療録

(いわゆるカルテ)と診療報酬請求書(レセプ

ト)がある。しかし、これらをイ吏用しなかっ

た理由として、前者は、特に外来カルテに関

して医師によって記入内容がまちまちであり、

必要とする合併症や危険因子の情報が含まれ

ていない場合があるためである。一方後者は

すべての診療内容が経時的でないにしても網

羅的に記載されているが、患者の症状につい

ての情報は皆無であること、また、薬剤処方

を分析する際のレセプトの致命的な欠陥とし

て、現在では廃止されたが、一日服用量の薬

価の合計額が205円以下の場合には薬剤名、投

与量の記載を省略できるいわゆる205円ルール

の存在によって、外来の実に51.4%の薬剤はレ

セプト上把握ができないことによるものであ

る。

7 郵送自記式のアンケート調査の回収率は一般



的に 2-4割程度といわれている 5)ため、本調

査の回収率が特段低いということはない。類

似した内容の医師に対する調査が日本では行

われていないため、海外の研究の回収率と比

較すると調査対象、調査内容がもっとも類似

している 6)での回収率は68.3%であった。ただ

し、この研究では回答催促の葉書を一度送付

することに加えて、質問紙を二度にわたって

再送付することで回答を促している。また、

先行研究に比べて本調査では薬剤仕入れ価格

を調査している分、調査内容も複雑である。

8 その他は病院、診療所以外の医療施設(介護

老人福祉施設など)の勤務者、基礎医学の研

究者、行政機関に勤務するものが含まれる。

9 これらの数字はすべて消費税を含んだ数字で

ある。本稿でも比較可能にするために消費税

を含んだ数字を報告している。

lO 実際に「患者のコスト意識」を喚起すること

を目的のーっとして2001年からは老人の窓口

負担にも定率負担が導入され、医療費の自己

負担は定率制が中心となっていく方向にある。

11 すべての要素群を同時に考慮に入れる選択方

法をcompensatorydecision strategy 、いくつ

かの要素がいくつかのグループに分かれてお

りそれらを逐次的に選択する方法を

noncompensatory decision strategyというが、

Moskowitz et al (1988)， Elstein et al 

(1992) ，Chinburapa et al (1993)では医師の

選択がnoncompensatorydecision strategy に則

って行われているのではないかと主張してい

る。

12 筆者の知る限りこのような一般的な処方薬集

のなかで薬価が記載されているものは他にな

しミ。

13 この研究で用いられた価格はWHOによって

作成された一日基準投与量 (defineddaily use; 
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DDD)によるものである。

14 田有の効果に関して無作為標本と見なしてよ

い場合はrandomeffectが望ましい。逆に全国

都道府県のように関心を持つ対象がすべてで、n

個しかない場合には、独立変数についても、

固有の効果についても、普遍的な命題を求め

ることはできないお)。本稿での分析の目的は、

A県の医師を母集団にした標本調査の結果を用

いて、医師の処方行動に影響を与える因子を

分析することであり、その標本は厳密な無作

為抽出により行われたものではないが、固有

効果については無作為標本とできょう。

15 調査当初症例調査については医師の協力を得

るのが難しく、医師会の後援が必要だと考え

られた。しかし調査 1の回答率がそれほど低

くないところを見ると、簡単な症例調査であ

れば十分可能かもしれない。

16 基準となっているのは県庁所在地以外の市部

である。

17 実際にはもっとも一般的なスタチン系薬剤で

あるメパロチン錠の薬価について医師の考え

ている薬価を説明変数とした。 7-2でも説明

したようにスタチン系のそれぞれの薬剤の聞

の薬価の差は小さい。

18 本調査では直近の血中総コレステロール値を

きいているが、ただ一回の検査値を治療の結

果と判断することは不十分であることは言う

までもない。

19 以下の議論は西村 (1999)を元にしているが、

実際の数値例は今回の研究結果のものを使用

している。

20 ここでの保険者機能の強化は、保険者が医師

の治療選択に関して事前事後にかかわらず介

入することを指すが、アメリカのHMOなどは

前者が中心であり、出来高払い制の日本の制

度の下ではレセプト審査の厳正化など後者に
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よるもの治宝中JL'となる。

21 医学生や研修医はそれ以外の医師に比べて薬

剤価格に関する知識も低く、高額な治療を行

う傾向も高い (Yuleet al (1991)， Reichert 

et al (2000) )という研究もある。

22 製薬企業による贈り物や接待が医師の選択に

影響を及ぼすことについて指摘している研究

としてはMadhavanet al (1997)， Wazana 

(2000) ， A vorn et al (2000)などが、製薬会

社との関係において医師がとるべき態度につ

いての勧告を学会として行っているものに、

Susan (2002)などがある。
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別表 r薬剤処方に関するアンケー卜調査」質問票抜粋 1
薬剤価格に関する意識調査

以下の薬剤についてかっこ内の標準的な容量で二L且
(30日)投与した場合、薬価はどの程度になると思わ

れますか?

以下、他薬剤についても質問を行っている。
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別表2 r薬剤処方に関するアンケート調査」質問票抜粋2
薬剤の仕入れ価格に関する意識調査

1 .ト1MG-CoA~.El害剤

メノ〈ロチン リボパス リピトール ローコール

5mg錠剤 5g錠 lOmgカプセル

剤形
10mg錠剤 lOmg錠 20mgカプセル
0.5%細粒 30mgカプセル
1%細粒

仕入れ値

(一錠あたり・円)

割引率
(%) 

以下、他薬剤についても質問を行っている。



別表3 r薬剤処方に関するアンケー卜調査」質問票抜粋3 症例票

V-l 高指血症の患者さんへの処方行動の調査(説明)
より具体的にある疾病の患者さんへの処方についておたずねします。ここでは高脂血症の患者さんについ
てお聞きします。回答は以下のような症例票に書き入れてください。症例票はこの冊子とは別に同封して
います。

症例番号

メバ・リポ・リピ・口一

一回)mg一日回

症例票に関する説明 (症例票の選択肢は簡略化されていますので、以下の説明を読んでお答えください)

※患者さんの自己負担率について当てはまるものをOで囲んでください。 0割は公費医療(生活保護法による医療扶助

など)、 I割は医師国保組合の本人などごく少数、 2割は退職者国保本人・退職者健保本人・被用者保険本人、 3割

は退職者家族・被用者保険家族・一般国保があたります。

なお、患者さんが老人の場合は書き入れなくて結構です。

※2 診断病名について、高脂血症・高コレステロール血症・家族性高脂血症の別をOで囲んでください。(複数解答可能)

※3 動脈硬化に対する危険因子(冠動脈疾患・冠動脈疾患の家族歴・喫煙・肥満・高血圧・糖尿病)に当てはまるものが

有ればOで囲んでください(複数解答可能)

※4 高脂血症に対して行われている治療法をOで囲んでください(複数解答可能)。また、 HMG-CoAI坦害剤以外の薬剤j

を使用している場合は薬剤名をお書きください。

1 ，無治療(経過観察)、 2，運動療法、 3，食事療法、 4，HMG-CoA阻害剤(スタチン系薬剤)、

5， HMG-CoA阻害剤以外の薬剤IJ (プロブコール・フィブラート系薬剤・エパデール・ニコチン酸系薬剤など)、

※5 直近の検査データとして総コレステロール値 (TC) と中性脂肪値 (TG) をかっこ内にお書き入れください。
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An Empirical Analysis on Prescription 
Behaviour of Japanese Physicians 

Rei Watanabe， M.D， M.A * 1， Naoyoshi Takatsuka， M.D* 2 

Shuzo Nishimura， Ph.D * 3 

Although drug price has been depreciated so far assuming physicians prescribing too 

many drugs under fee-for-service system， there is few pieces of research about physicians' 

prescription behaviour in Japan. In this paper， we carried out a questionnaire survey 

asking physicians what they take into account when prescribing. The findings of this 

research are as follows. First of all， physicians regard cost burden on patients as important 

as much as medical factors. Secondly， they do not have much knowledge about drug prices， 

and this tendency remarkable for those who do not purchase drugs by themselves. Third， 

After we control patients' characteristics， no difference was found out in the probability of 

prescribing higher price drugs between physicians dispense in their offices and those use 

dispensing pharmacies. Forth， Although the attitude survey shows that physicians take 

cost into account， we can not explain differences in prescription behaviour using perceived 

drug prices of physicians. 

[key wordsJ physician， drug choice， prescription behavior， questionnaire survey， 

dispensing pharmacy 
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