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米国医療市場の環境変化とマネジドケア

堀 真奈美*1 

印南 一路*2

医療の質を維持・向上させつつ効率化を図ることは、医療費高騰に悩む先進国共通の政策目標である o 日本では自己負
担比率を上げることによる需要サイドの受診抑制が主たる政策手段になっているが、米国では、病院・医師などの供給サ
イドに対する経済的インセンティブを、過剰医療から適正ないし過少医療へと転換する政策が、主となっている。結果とし

て、診療内容と財政リスクを総合的に管理する医療提供・医療保険プランであるマネジドケアが急速に普及した。
マネジドケアに対する関心は非常に高いので、米国のみならず日本でも数多くの研究・記述が存在する。しかし、その

多くは制度の記述や概念整理が中心であり、学術的な観点から、マネジドケアの問題点を整理し、指摘したものは意外に
少ない。制度の実態を把握するには、学術的な研究のみでは足りず、雑誌などの記述に頼らざるを得ない側面もある。し

かし、実証研究等で明らかになっている部分を明確にしておく意義は小さくない。
本研究では、マネジドケアをキーワードとする英語文献数3，600強から約100の重要文献を抽出し、マネジドケアと医

師・病院・消費者の行動パターンの変化、医療費への影響等を学術的に精査した。

キーワード:マネジドケア、医療費、インセンテイブ、米国医療、医師行動、病院市場、消費者行動、医療の質、保険市
場、文献レビ、ユー

l 研究目的

わが国の医療費は、毎年 I兆円という高い水準

で着実に増加しつづけており、平成11年度には過

去最高の約30兆円に達した。なかでも老人医療費

は、毎年 9%前後の伸びを示しており、医療費全

体の 3割以上を占めるにいたっている。

一方、構造的な経済の低成長化や不況の深刻化

が作用し、経済成長と医療費の伸びとの不均衡は
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これまで以上に拡大傾向にある。医療保険財政は

赤字基調で推移しており、制度を問わず保険者の

財政は急速に悪化している。このような中、医療

の質を維持・向上させっつ医療の効率化を図るこ

とが政策課題とされ、定額払い制度の導入など医

療保険の抜本改革が審議されている。

医療費問題を抱えているのは日本だけではな

い。 1980年代以降、他の先進国においても医療費

抑制のための様々な対策が施されてきた。米国は

1983年にメデイケア(公的高齢者医療保険)の入

院医療費に対する支払い制度にDRG/PPSii1を導

入し、 1989年には、医師の診療費に対する支払い

にRCRVS注 2を導入した。また、 1980年代半ばに

は、カリフォルニア州など幾つかの州では、保険
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者と医療機関等の選択契約が認められるようにな

った。公的医療保障に対するこのような政策に対

応するように、米国の民間医療保険の市場では、

1980年代半ば以降「マネジドケア」の考え方が急

速に普及した。 1990年代に入ると、マネジドケア

は公的医療保障制度の仕組にも部分的に採用され

るようになった。

これらの対策に共通する性格は、きめ細かい医

療費適正化方策を医療費の支払い方式にビルトイ

ンするとともに、サービス提供の経済的インセン

テイブを過剰医療から適正ないし過小医療へと転

換することにある。また、マネジドケアは、保険

者など第三者を介入させることで医療に市場原理

を持ちこみうる仕組、あるいは医療にマネジメン

トを導入する仕組として、世界的に大きな注目を

集めている。

実際、関心の高さに比例するように、マネジド

ケアをとりあげた文献は非常に多い。データベー

スによる初期検索では、マネジドケアをキーワー

ドとする英語文献数は3.000を優に超える。ただし、

これらの多くは雑誌記事等であって、実証研究な

どの学術文献数はずっと少ない。

マネジドケアに関する研究は米国のみならず日

本でも少なからずある o 日本においては、総合的

データベースが未整備のため、マネジドケアに関

する全研究を把握するのは困難であるが、概ね制

度の記述や理論整理がその中心である。また、マ

ネジドケアが医療提供者や消費者などにどのよう

な影響を与えるかについては、事例紹介や概念的

な議論が多くなされるものの、実証研究の成果を

ふまえた議論が十分にしつくされたとは言いがた

し、。

制度の実態を把握し政策に生かすには、学術的

な研究のみでは足りず、雑誌などのタイムリーな

記述ゃある程度主観を交えた報告に頼らざるを得

ない側面もある。しかし、学術的な研究で明らか

になっている部分を明確にし、ボトムラインとし

て把握しておく意義も小さくない。

本研究は、医療保険市場の中心的存在であり、

今なお急速に変化しつつある米国のマネジドケア

の影響(特に医師・病院・消費者の行動、および

医療費と質への影響)を包括的かつ系統的に精査

することを目的とする。

2.レビ‘ユーの方法

マネジドケアに関するレビューは、以下の文献

検索・収集作業に基づく。まず、英文書誌情報を

中心に450種類以上のデータベースを提供し、世

界でも有数の文献検索サービスであるDIALOG注 3

を用いて文献検索を行った。具体的には、本レビ

ューに最も適したデータベースファイルを探すた

め、 DIALINDEX削にアクセスし、マネジドケア

のキーワードで検索し、ヒット件数が多いファイ

ルをピックアップした。次に、医療経済の分野で

有名な学術雑誌がカバーされているデータベース

ファイルをDIALOGJournal Finder加を用いて検:

索した。以上の二つの作業において両方に該当す

ファイル名 | データベースファイル概要 I File No. 

Pascal 世界の科学技術文献情報 I 144 
Health Planning and Administration 健康管理の非臨床に関する文献情報 I 151、HLPA
MEDLINE 歯学、獣医学を含む医学、薬学、生物学、 I 154、155

精神医学、微生物学等の医学総合的文献

CURRENT CONTENTS SEARCH 文献速報カレントコンテンツ誌 I 440 
AGE LINE 老齢に関する文献抄録 I 163 
Social SciSearch 社会科学雑誌論文 I 7 
EMBASE 医学、薬学文献 172 



るファイルを整理分類注6した結果、以下のファイ

ルが本研究において用いるべきファイルであるこ

とが判明した。

これらのデータベースファイルを用いて、医療

経済とマネジドケアのキーワードとして検索を行

った。医療経済というキーワードでヒットする件

数は、 122，833件、マネジドケアというキーヴード

でヒットする件数は、 3.666件であった。ここでは、

そのどちらのキーワードにもヒットする1，482件の

データを第一次対象とした。

この中から、厳密な意味で論文ではないと判断

される業界誌、座談会・シンポジウムの要約、結

果の全く載っていない中間報告・論文や研究ノー

ト、研究報告ではない本等は、はじめから調査対

象から除外した。また、論文の質・量からみて、

あるいは研究全体の流れの中で、明らかに考慮に

値しないとしたものを除外した。さらに、医師な

いし医療機関の行動、消費者の行動、医療費、医

療サービスの質などに関する文献は、マネジドケ

アに関係する限りで選択した。最後に、米国のマ

ネジドケアに関するレビューがテーマなので、他

の先進諸国に関する研究は除外した。

上記の電子検索システムが完全であるという保

障はない。そもそも「マネジドケア」という言葉

自体が熟したのが1980年代後半であり、それ以前

は論文にこの用語があまり用いられていないた

め、電子検索のみに頼ることには危険性がある。

そこで、既収集文献中の参考文献の項目から、

遡って新たに関係文献をリストアップし、その資

料を収集し、さらにその参考文献から次の文献を

検索し収集する、という方法を補完的にとった。

また、関係文献があると疑われる学会誌等につい

ては、出来る限り過去に遡って、目次から関係文

献を収集し、さらにその文献の参考文献の中から

関連文献を探すという手続きを別途とった。

なお、諸研究の要約・位置づけに当たっては、
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そのテーマ内で主要な研究を選び、できる限り原

文に忠実な形での要約・表現を用いた。なお、研

究そのものの選定・要約の仕方、テーマの割り振

りには、ある程度主観が入ることは避け得ない。

複数のテーマに関係し、どのテーマの下に主とし

て要約すべきか判断に迷うものもある。要約・位

置づけに伴う誤解等の責任は、一切研究者にある。

また、全ての分類・整理について当てはまること

であるが、分類・整理されることによって、必ず

一定量の情報は失われる。この分類・整理自体完

全なものであるはずがなく、ここに掲げたテーマ

作成は一方法に過ぎない。

以下、マネジドケアの概略についてまとめた上

で、医師、病院、消費者(保険購買者・加入者・

患者)、医療費、サービスの質という観点からマ

ネジドケアの影響を考察することにする。

3. マネジドケアの概略

(1)マネジドケア

マネジドケアに関しては、専門家の間でも未だ

に統ーされた定義はない注7。これはマネジドケア

の歴史が比較的短く、かつマネジドケアそのもの

が時代とともに変化し続けているためである。一

言でいうならば、「伝統的な医療保険に比べ、医

療サービスの提供と財政の両方を総合的に管理す

る手法を強化した医療・保険サービスの提供」を

広くさす概念がマネジドケアである。

(2 )マネジドケアの特質

マネジドケアの特質はいくつかある。第一の特

質は、医療サービスの提供方法や内容を管理する

ことによって、コスト(医療費)の削減を図るこ

とにある。

コスト削減の具体的な方法は、①契約医師グル

ープや病院を一定のネットワーク内に制限するこ
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と(アクセス制限)、②緊急でない手術を受ける

場合や入院をする場合には、予め保険者の承認を

要求すること(事前承認)、③クリテイカルパス制、

診療ガイドライン注9、疾病管理註10や薬剤フォーミ

ユラリーil11など多様な管理手法を活用することよ

って、診療内容の管理ないしは医療サービスの利

用を適正化すること(利用管理)、④人頭払いや

ボーナス制度の導入など、保険者だけではなく医

師および医療機関に財政リスクを負担させること

(インセンテイブの転換)、などによって達成され

る。

第二の特質は、プライマリケア医をゲートキー

パーとすることがあげられる。患者はまず、専門

医にかかる前に、家庭医、産婦人科医、小児科医

などプライマリケア医に受診しなければならず、

この段階で可能な限り問題を解決するように仕向

けられている。プライマリケア医は、いわゆる

「かかりつけ医」としての役割を期待される。プ

ライマリケア医が必要と診断した場合のみ、専門

医にかかることができる。プライマリケア医によ

り、病院施設や専門医への紹介状が作成されなけ

れば、加入者はより高度な医療サービスを受ける

ことができない。このため、マネジドケアにおい

ては、価格の高い専門医や高度医療への安直な受

診が抑制される O

第三の特質は、予防医療を重視していることに

ある。スクリーニング、健康診断の実施、予防医

療に関する教育等の実践を通じて、潜在的患者数

自体を減らし、また高額な医療費の発生そのもの

をjfIJえることにある。また、ゲートキーパーであ

るプライマリケア医は、疾病予防や健康教育を推

進する役割もf旦っている注九

以上の特質の幾っかを備えた保険プランを総称

としてマネジドケア・プランとよぶ。マネジドケ

ア・プランに対して、比較されるのが伝統的な損

失補填型の医療保険プラン(インデムニティー-

プラン)である。伝統的な医療保険プランの特徴

は、①医師及び医療機関等への支払いは、実際に

提供した医療サービスの量やコストに応じて出来

高で支払われるFFS方式(米国流出来高払い注13)

を採用していること、②患者側から見ると、原則

としてどこの医療機関でも自由に利用できるが、

一般的に保険料および自己負担(定率自己負担や

免責額など)がマネジドケア・プランに対して高

いこと、③通常、予防医療は給付対象となってい

ないことなどがあげられる。

伝統的な医療保険においても診療内容や医療の

質に関して管理が全くなされていないというわけ

ではない。例えば、病院内の同僚審査は、マネジ

ドケア普及以前より行われている。しかし、基本

的には、医療サービスの提供方法や内容は担当医

師の自由裁量に概ね任されており、マネジドケ

ア・プランのように事前承認が必要とされること

や、利用管理(診療内容管理)がなされることは

稀である O また、 FFS方式の下では、医師や医療

機関の収入は医療サービスの提供量に比例して増

えるため、過少医療よりは過剰医療のインセンテ

イブが存在していたということもできる。

(3 )マネジドケア・プランのタイプ

マネジドケア・プランには、医療機関や医師へ

の支払方式や、受診制限の度合い、運営組織形態

などによって様々なバリエーションがある。代表

的なものには、 HMO、PPO、POSと呼ばれる三

つのプランが挙げられる O

①HMO (Health Maintenance Organization)プラン

HMOプラン注14とは、マネジドケア・プランの

中では、最も歴史の古いプランであり、 HMO

(健康維持組織)とよばれる保険者が主にその運

営管理を担っている。初期のHMOプランは、そ

れを専門に取り扱うHMOによって販売されてい



たが、保険市場競争の激化とHMOの合併・買収

によって、伝統的なプランを販売していた営利保

険会社やブルークロス・ブルーシールドや医療機

関なども HMOプランを販売するようになり、

HMOの運営主体も多様化している。

HMOプランの主要な特徴として、①給付対象

が治療に限らず、伝統的なプランに比べて総合

的・包括的な保健医療を提供すること(健康診断、

健康相談、予防接種、疾病予防、健康管理、リハ

ビリ、薬剤処方などを含む)、②保険料(または

会員費)が他のプランに比べて安く、給付方式が

現物給付であること、③医療提供者への支払いに

人頭払い(登録会員数に応じて支払う方法)など

の定額払い方式が主に採用されていること、④保

険者と医療提供者がネットワーク化している(ま

たは同一組織である)こと、⑤原則ネットワーク

内に受診が制限される(ネットワーク外では全額

自己負担)が、必要と認められれば他のプランに

比べて最も低い自己負担(無料か数ドル程度)で

ほとんど全てのサービスを利用できること、⑥ゲ

ートキーパー制、事前審査、利用管理などの管理

機能が徹底していることなどがあげられる O

HMOプランを提供するHMOの組織形態にもい

くつかのモデルがある。初期の代表的なものとし

て、 1)保険者と医療提供者(医師・医療機関)

が一体化しており、医師がサラリーを得て診療に

従事するスタッフ型 (HMOが医療機関を所有、

医師を雇用)と、 2)保険者と医療機関は一体化

しているが、医師とは別組織であり、特定医師グ

ループと契約を結ぶグループ型 (HMOが医療機

関を所有、医師グループと契約)があげられる。

最近では、 3)保険者と医療提供者は一体化して

おらず、 IPAとよばれる組織に加入している独立

開業医、病院と契約を結ぶIPA型注目 (HMOと医

療機関・医師は別組織)、 4)保険者と医療提供

者は一体化しておらず、複数の独立したグループ
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診療組織と契約するネットワーク型 (HMOと医

療機関・医師は別組織)、 5)混合型のHMOが急

速に増加している。

1999年時点で、 HMOは全米で651あるが、その

うち、スタッフ型は15(2 %)、グループ型が25

(4 %)、 IPA型が284(44%)、ネットワーク型が

58 (9 %)、混合型が258(40%)である注160 IPA 

型、ネットワーク型、混合型の増加背景には、市

場エリアを拡大する際に、 HMOが単独で医療提

供組織を所有するよりも既存の医療提供者グルー

プと協力関係を構築するほうが容易であったこと

が関係すると思われる注170

②PPO (Preferred Provider Organization)プラン

PPOプランは伝統的な医療保険から発展したマ

ネジドケア・プランである。 HMOが急速に普及し

た1980年代に、 HMOのラデイカルな仕組みへの

反発を捉え、 1990年代以降、急速に普及すること

になった。 PPOプランは、伝統的な医療保険の

HMOプランに対する対応版ともいえる。

PPOプランは、伝統的な医療保険を販売してい

たブルークロス・ブルーシールドや民間保険会社

などの保険者とPPO(特約医療機構)注18がデイス

カウント契約を締結したことから誕生した。ただ

し最近では、市場競争の激化の中で運営主体が多

様化しており、 HMOや医療機関、個人投資家な

どがPPOプランを販売することもある。デイスカ

ウント契約の具体的な内容は、保険者が被用者の

受診可能な医療機関を制約する (pPOへの利用を

集中させる)ことと引き換えに、 PPOは通常の支

払報酬価格 (UCRや競争相手の価格など)の1O~

15%註19の一律割引を約束するというものである。

PPOプランの特徴として、①医療提供者への支

払にFFS方式が採用されていること、②HMOプ

ランに比べると保険料はやや高いが伝統的な保険

よりは安い、③プラン加入時に提示されたPPOの
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リストに掲載された医師・医療機関での受診なら

ば自己負担が低い(I割-2割程度の負担)、④

PPO以外の受診も可能であるが、その場合は、自

己負担を通常より多く(例えば3割負担)支払う

必要がある、⑤HMOプランと同様に保険者によ

る事前審査、利用管理など医療費抑制機能が組み

込まれていることなどがあげられる。

③POS (Point of Service)プラン

医療機関選択の自由を制限するHMOプランと

しての要素と、 PPOプランのように、指定された

医師・医療機関ネットワーク以外での受診を許容

する(ただし、ネットワーク外受診では自己負担

が5割負担になるなど高くなる)という要素を併

せ持つ注200 つまり、両者の性質を備えるいわばハ

イブリッド的なプランである。 POSプランは、基

本的には、 HMOと同じく医師・医療機関等への

支払方式として人頭払いやゲートキーパー制を導

入しているが、加入者がネットワーク以外の医療

機関・医師で受診する際は、 FFS方式が適用され

るo POSプランは、 HMOプランのオプションと

して販売されることが多い。

④歴史的変遷

歴史的には、 1970年代にHMOプランが注目さ

れ、その本格的普及に対応して伝統的なプランが

変質してPPOプランが1980年代に誕生した。 PPO

プランの普及に刺激されて、 HMOプランのオプ

ションとしてPOSプランが生まれた。 AAHP

(1999)によると、 HMOプラン加入者は1998年で

7880万人(国民の約 4人に I人)、一方、 PPOプ

ラン加入者は、 8910万人いると推計されている。

また、 1997年のKPMG社の報告によると、従業員

200名以上の企業では、従業員の33%以上がHMO

に、従業員の31%がPPOプランに、従業員の17%

がPOSプランに加入しているという注210

これらの数字はマネジドケア・プランの台頭を

示す指標ではあるが、厳密な意味でPOSプランや

PPOプラン単独の統計データを入手するのは難し

い。競争が激化するなかで様々なオプションが開

発されており、 HMOプラン、 PPOプラン、 POS

プランとも、その中間的な商品や複合的な商品も

出現しているからである。

また、それぞれの保険プランの運営主体も多様

化・複雑化しており、プランを明確に区分するこ

と自体が困難になってきている。そのため、実証

研究の分析対象となるマネジドケア・プランとは、

データの入手可能性の高いHMOプランを指すこ

とが少なくない。本稿でもHMOプランを念頭に

マネジドケアの最も重要な論点である経済的メカ

ニズムを確認する。

(4 )マネジドケアの経済的メカニズム

HMOプランで採用する人頭払いなどの定額払

い方式と伝統的な医療保険で採用するFFS方式と

の大きな違いは、医療サービスの購入者(患者)、

供給者(医師、病院)、支払者(保険者)の間で

の財政リスクの分配の仕方にある。

FFS方式の下では、医師や医療機関等の医療提

供者の収入は、提供される医療サービスの単価と

その提供された量によって決まるが、事後的に決

まるので、医療提供者は財政リスクを負っていな

い。医療提供者にとっては、提供された医療サー

ビスの単価と量にほぼ比例して収入も増加するこ

とになるので、過剰な医療サービスを提供するこ

とによって収入増を図るという、過剰医療のイン

センティブが、理論的には働くことになる。保険

者にとっては、集めた保険料を保険支出が上回ら

ない限り、また保険料を支払う事業主が保険料値

上げに応じる限り、保険財政は破綻しないので、

大きな財政リスクは負わないことになる。しかし、

購入者側のコスト意識が高まると、保険料値上げ



が困難になるため保険者の財政リスクが高まる仕

弁且でもある注220

これに対し、 HMOプランでは、保険者と医療

提供者がともに財政リスクを負う仕組になってい

るO ちなみに、医療提供者と保険者の立場を兼ね

るスタッフ型HMOなどの場合は、 HMOが組織全

体で財政リスクを負うことになる。 HMOの収入

は一定なので、その収益性と安定性は、支出であ

る医療サービスの総量と高価格のサービスの利用

を予算内に収め、さらにどれくらい予算を下回る

カ寸ニカミカサコる。

医療サービスの決定は、基本的には加入者の受

診と医師の意思決定に依存する。多くの人にプラ

ンに加入してもらうには、できるだけ低い保険料

の設定で、いかに充実したサービスを提供できる

かに依存するから、カバーするサービスを削減す

ることは難しい。しかし、利用を野放しにすれば、

保険者の財政リスクが増大する。したがって、

HMOなど保険者は、ゲートキーパー制の導入や、

各種の利用管理手法を採用することで安直な受診

をコントロールしようとする。また、予防医療の

充実化を図る理由も、高度な医療サービスを必要

とする潜在的患者数を削減することにある。さら

に、特定の医療機関や医師と特約契約(選択契約)

を行うのは、デイスカウントを可能にすることに

よって総支出を削減するためである。

もう一つのコントロール・メカニズムは、医療

資源の利用を左右する医師や病院への支払方式に

経済的インセンティブを組み入れることにある。

これにより、医師や病院が財政リスクを共有する

仕組になっている。

医師への支払い方式として、 HMOは、サラリ

ー(給与)方式、 FFS方式、人頭支払い方式の何

れか、ないしはその組み合わせを用いている。サ

ラリー方式では、医師の診療行動は収入に影響し

ない。なぜなら、患者数や訪問数や時間は、
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HMOによって規定されており、かっ診療行為に

よって医師の給与が変化するわけではないからで

ある。 FFS方式では、より多くのサービスを提供

すればするほど、より高いサービスを提供すれば

するほど医師への支払が増加する。これに対し、

人頭支払い方式は、加入者一人当たり定額の会費

を、毎月医師の間で分配する仕組み制で、この方

式の下では、患者への医療サービスをむしろ減少

させることにより、また、より多くの自分の患者

を増やすことにより、収入増が可能になる。

さらに、通常の支払方法に加えて、 HMOのゲ

ートキーパーであるプライマリケア医は、しばし

ばボーナス等の支払という形で、付加的な経済イ

ンセンテイブpを受け取っている。これらの付加的

な支払いは、しばしば報酬全体の 5-30%の範囲

にあるとも言われる注目。ボーナスの支払いは、委

託基金の予算の余剰や予め定められた利用度や質

の基準によって、年末に行われることが多い。基

準に用いられる指標としては、例えば千件当たり

入院数、平均入院日数、様々な外来サービス利用

率(専門医師への紹介、 X線、検査等)、患者の

満足度などがある O 付加的サービスの利用や専門

医師への紹介をコントロールするプライマリケア

医は、予算や基準に合わなければ、ボーナスがな

くなるという経済リスクを背負うことになる版。

一方、病院に対する支払いは、我が固とは異な

り、医師に対する支払とは別個になされている。

HMOは、病院に対する支払方式として人頭払い、

FFS方式の割引料金の支払い、 1日定額払い、

DRG/PPSなどを採用している。人頭払い、 FFS

方式の仕組は基本的に同じであるので省略する

が、 1日定額払いとは、実際にどれだけの費用・

コストを要したかに関わらず、 1日当たりの定額

料金を支払うというものである O 通常、診療科や

治療方法などに応じて基本額の設定は変わる。ま

た、 DRG/PPSは、メデイケアでも採用されてい
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る方式であるが、実際にかかった費用・コストに

関わりなく、 DRG凶という疾病群ごとに定められ

た1件当たりの包括料金を支払う方式である。こ

れらの支払方式は、効率の悪い高コスト体質の病

院には不利に、効率の良い低コスト体質の病院に

は収益を上げる仕組みになっており過剰サービス

のインセンテイブはiJlJ制されている。しかし、 1

日当たり定額払いの場合は、日数の増加、 DRG/

PPSの場合は、入院件数の増加および、設定料金の

高いDRGコードを付与(アップ・コーデイング)

することなどで収入額を大きくすることが理論的

には可能で、あるため、人頭払いに比べるとコス

ト・コントロール力は弱いと考えられる。

4 .マネジドケアと医師

これまでにも医師ないしは医療機関の行動モデ

ルに関する研究は多数なされている。例えば、非

営利病院については、 Rice(1966)の医療の量極

大化モデル、 Lee(1971) の経営者の効用極大化

モデル(権威、地位、質、給与等の極大化)、

Davis (1972) の利益極大化モデル、 Paulyと

Redisch (1973) の医師の利益極大化・医師共同

体モデル、また医師については、不完全競争均衡

モデルや、 FuchsとKramer(1973)、Newhouse

(1970) の目標所得仮説モデルなどが提示されて

いる注九また、 1970年から80年代中半まで、医師

の需要誘導説胸が唱えられ、医療経済学の分野で

様々な論争が巻き起こった。

しかし、この論争の最終的な決着がつく前に、

マネジドケアの普及など医療をとりまく市場環境

そのものが大きく変化したため、既存理論の説得

力は低下した。実際、 1990年代以降、米国医療に

需要誘導説を適用する実証研究はほとんど見られ

なくなった。医師による需要誘導という問題以上

に、 HMOなどのマネジドケア組織(ないしは保

険者)による需要と供給管理が問題視されるよう

になったからである O 以下に1980年代半ば以降の

研究の動向をのべる。

(1)医師の報酬支払方式と医師の診療行為

まず、伝統的な医療保険が採用するFFS方式

(米国流出来高払い)と人頭払いなどマネジドケ

アが採用する支払方式の違いが、医師の診療行動

とコストにどのような影響を与えているかを検討

した。

結論から先に述べると、 FFS方式の医師と人頭

払いで支払われる医師を比較すると、1)後者の

検査実施回数および入院治療の実施割合は少な

い、 2)後者はより低いコストの医療サービスを

提供する、という傾向が多くの実証研究によって

観察されている O 以下にサービス種類別にその概

要をのべる。

①検査の実施状況

Epstein， et al. (1986) は、合併症を伴わない

高血圧患者を対象にFFS方式で支払われる医師

と、人頭払いで支払われる医師の検査の実施状況

に関する分析を行った結果、 FFS方式で支払われ

る医師の検査の実施率が心電図で50%、胸部レン

トゲンで40%多いことを示している(年齢・性

別・擢患期間・疾病の重症度・医師の診療年数を

調整済)0 Murry， et al. (1992) も、 Epsteinと同

様の結果を、高血圧症患者の診療を行う医師の医

療記録及び患者記録を用いた検査の実施状況に関

する分析から導いている O また、 Murry，et al. 

(1992) は、医師への支払方式別に患者の l年後

の健康状態を分析し、臨床的に有意な差が認めら

れなかったことを報告している。

②入院治療の実施状況とコスト

また、 Hillman，et al. (1989) は、入院治療の実



施状況(入院サービスの利用状態)に関して分析

を行い、その結果、1)人頭払いで支払われる医

師の入院治療の実施率がFFS方式で支払われる医

師より 13%少ないこと、 2)人頭払いで支払われ

る医師の入院治療の実施率は月給で支払われる医

師よりも 7%多いことを報告している。これは、

Manning， et al. (1984)の結果とほぼ同じである。

さらに、実際の入院治療で費やされたコストに

関しでも、 Stern，et al. (1989) によると、人頭払

いの方がFFS方式よりも総費用で4%低いという

(性別、年齢別、 DRGコード、重症度を調整済)。

③専門医への紹介

Martin， et al. (1989) は、ゲートキーパーであ

る医師(プライマリケア医)がリスク共有するプ

ランとそれ以外のプランにおける医療サービスの

利用とコストに関する影響を分析した。リスク共

有とは、専門医への紹介率が高く予算枠を超過し

た場合に、医師がその超過分に対する財政リスク

を共有し、逆に余剰が生じた場合は、医師の間で

平等にボーナスなどの形で分配されるという仕組

である O リスク共有プランとそれ以外のプランで

は、前者のプランにおける 1人当たり専門医の紹

介率が低いことが報告された。

④ボーナスの付与との関連

また、 Debrok& Arnould (1992)は、医師へ

の支払いがサラリーや人頭払いによってなされる

場合は、 FFS方式に比べて全般的に医療サービス

の利用が減少する傾向を示した。そして、医師に

対するボーナスの付与が1，000件当たり入院数を

16.4%低くするのに関係することを示し、人頭払

いやFFS方式といった通常の支払方式だけではな

く、ボーナスなど付加的な経済インセンテイブに

も注意する必要性を示唆した。

Ritzwoller (1998) は、医師の診療行動をボー
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ナスの有無に着目して分析を行い、 FFS方式で支

払われた医師が最も多くサービスを提供し、ボー

ナス付き月給、あるいはボーナス付き人頭払いで、

支払われた医師が最も少ないサービスを提供する

と報告している。さらに、 Ritzwollerは、サービ

スの利用度を低下させることによって得られる付

加的な経済インセンテイブが十分大きければ、医

師は医療上必要とされるレベル以下にまで医療資

源の投入量を減少させる可能性があることを示唆

している。しかし、最終的結論を出すには、医療

の必要性や最適さの定義が暖昧であるため、更な

る検討が必要で、あると思われる。

⑤全般的な傾向

Miller & Luft (1994)は、 1980年以降の実証研

究のメタ分析を通じて、 FFS方式と比べると、人

頭払いのHMOプランは、 1)入院治療の実施率

が1-20%低く、 2)登録者当たり医師の訪問回

数はほぼ同じか少し多い、 3)高価な処置や検査

はより少なく、 4)サービスに対する満足度はよ

り低いが、コストに対する満足度はより高いとい

うことを結論づけている。

さらに、 Hellinger(1996) は、これまでの研究

を①異なるプランに加入する同一疾病をもっ患者

のサービス利用を比較したものと、②同一医師が

FFS方式で支払われた場合とHMOの人頭払いで

支払われた場合のサービスの利用を比較したもの

に区分した上で、いずれの場合もFFS方式よりも

HMOのほうがサービスの利用度は少ないと結論

づけている。

以上のように、 1980年代以降の先行研究の多く

は、医師への支払方式が医師の診療行動を左右す

るという結論を導いている。しかし、これらの見

解に反論が全くないとは言えない。人頭払いで支

払われる医師による医療資源の投入量の少なさ
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は、 FFS方式を採用する伝統的プランに比べて、

マネジドケア・プランの加入者が若く、健康で、

もともとサービスの利用頻度の少ない人が加入し

ていることに由来するという主張凶や、患者のケ

ース・ミックス注30の調整を十分に行っている実証

研究が少なくないという主張がある。

マネジドケア・プランが若く健康な人ばかり集

めているのだとしたら、これは、「逆選択Jの問

題である。仮に逆選択が存在するとすれば、医師

の医療サービスは支払方式で左右されるのではな

く、患者のケース・ミックスに左右されることに

なる。このことを明確にするためにもケース・ミ

ックスの調整は重要な課題である O ケース・ミッ

クスの調整に関してはランド研究所が行った無作

為割当による実験的研究tt31をはじめ、分析対象を

同一疾病患者に限定、あるいは重症度などの変数

コントロールをするなどの努力が研究者によって

少なからずなされている。また、 Hlatky，et al. 

(1993)のように、医師の報酬支払方式別に同一

患者の症例に対する検査の必要性をどのように評

価するかなどを分析した研究もある。

しかし、データ収集の困難性の問題などからケ

ース・ミックスの調整技術は完全であるとは言え

ず、未だ発展途上の段階にある。ケース・ミック

スに考慮した研究の蓄積なしに最終的な結論は出

せない。今後のさらなる精織化が望まれる。

また、実証研究の多くは、データ収集が容易で

あるスタッフ型HMOを対象にしているが、医師

がHMOプラン加入者のためだけに診療を行う、

逆にFFS方式プラン加入者のためだけに診療を行

うということは稀である O 現実には、 IPA型

HMOで述べたように、 HMOプランだけでなく、

伝統的な保険プランなど複数のプランと契約をし

て診療を行っていることが多く、医師が患者のプ

ラン区分によって診療行動を使い分けているかど

うかを検討する必要もあるだろう。

( 2 )医師と患者の関係

マネジドケアの経済インセンティブが、医師の

診療行動に少なからず影響を与えることはすでに

述べた通りであるが、このインセンティブの導入

は、医師と患者の聞に利益の深刻な衝突を生じさ

せないかという疑問が生じる。伝統的なFFS方式

が支配的な場合には、医療資源を利用することを

推進するインセンテイブが働いており、コストの

抑制はあまり問題視されなかった。つまり、医師、

患者がそれぞれの最高の利益に基づいて行動をと

る限り、潜在的利益衝突が顕在化することはなか

った。

マネジドケアが普及した現在では、Blomquist

(1991) や Debrock& Arnould (1992)が指摘す

るように、医師は患者の代理人であると同時に、

HMOなど保険者の代理人であることを期待され

る。 HMOはより高い効率性を発揮するため、よ

り有効な経済インセンテイブを構築し、医師と契

約しようとする O 医師は医療分野におけるHMO

の経済リスクの一部を共有しているため、 HMO

の代理人としても行動せざるをえない。行動しな

い場合は、自らが経済的な不利益を被るからであ

る注320

こうした中で、実証研究においてもマネジドケ

アにおける医師と患者の関係(信頼関係)や職業

倫理に関心が集まるようになった注330

Kao， et al. (1998)は、電話調査を通じて、医

師への支払方式と患者の信頼との関係を分析し、

患者の担当医師に関する信頼の高さは、伝統的な

医療保険のFFS方式の場合が最も高く (94%)、

続いてPPOプランなどFFS方式のマネジドケア・

プラン (85%)、人頭払プラン (83%)、サラリー

(77%)の順であることを報告している。支払方

式による影響は、医師の行動に関する患者レポー

トに基づいて分析すると多少競和されるが、 FFS



方式のマネジドケア・プランとFFS方式の差以外

については、統計的に優位で、あることが認められ

るという。

一方で、患者の医師の支払方式に関する認知度

と実際の信頼度は、直接的には関係していないこ

とが示されている。どのように支払われているか

知らないと答えた37.7%の患者は、それ以外の者

よりもより高いレベルで信頼していると答えてい

た。 30.2%のものが医師の支払方式に関して誤っ

た認識をしていた。医師の支払方式による患者の

信頼は、 FFS方式が最も高いが、部分的には医師

自身の行動によっても信頼の度合いは左右される

と結論づけているO

(3 )医師の収入と専門分野(専門性)の選択

一般的に、教育投資に対する経済的な見返りの

多い職業や専門分野に対する関心は高い。マネジ

ドケアが多様な専門分野に対する需要を変化させ

るとしたら、医師の賃金構造は変わり、需要が急

増する専門分野に、新しい研修医が集中すること

になるのではなかろうか。以下に、 Simon，et al. 

(1998)の研究成果に基づき考察を加える。

Simon， et al. (1998)は、 1985年から94年まで

のデータを用い、マネジドケアにおける医師の収

入の変化と、マネジドケアが医師の診療地域選択

と研修の専門分野選択に与える影響、及びプライ

マリケア医と病院勤務医、そして外科手術等の専

門医について分析を行った。

その結果、他の要因をコントロールすると、マ

ネジドケアは、医師の収入構造に影響を与えてい

ることが明らかにされた。まず、マネジドケアが

より浸透すると、プライマリケア医の収入が最も

急速に増え、一方で、病院勤務医の給与は少なく

なることが示された。これはマネジドケアにおけ

るプライマリケア医の役割の重要度を示すととも

に、病院市場へのマネジドケアの効果を示すもの
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と言えるかもしれない。

さらに、マネジドケアが最も急速に浸透した期

間である1993-94年には、医師グループの給与は

最も低下したことが報告されている。統計的には

それほど顕著ではないが、手術， et al.の専門医の

給与がマネジドケアの浸透ともに低下することも

指摘されている。

また、医師による診療地域の選択は多くの場合、

①獲得可能な収入に左右されること、~特に病院

勤務医は、より多くの収入を獲得可能な地域に移

動すること、③マネジドケアが最も高く成長した

カリフォルニア州では、その期間を通しての人口

対医師の増加が最も少ないことを示している。こ

の結果から、マネジドケアには医師全体の収入の

増加を抑制する効果があると解釈することもでき

るO

しかし、プライマリケア医の収入は他の専門分

野の医師に比べ増加傾向にある一方で、、 1人当た

りプライマリケア医の数はそれほど急速に増加し

ていない。この増加率の低さを、 Simon，et al 

(1998) は、プライマリケア医の聞の競争による

ものであると推測する。しかし、それならばプラ

イマリケア医の収入の増加はみられないはずで、あ

る。医師の診療サービス以外の代替サービス、例

えば薬剤処方や在宅ケアやナーシングホームなど

へのシフトが増加する需要を吸収したのかもしれ

ないが、結論を導くには追加研究が必要で、ある O

さらに、 Simon，et al. (1998)は1989年から97

年への研修プログラムに関する報告を行ってい

る。家庭医研修プログラムは1993年に1，636スロッ

トた、ったのが、 1997年に3，262スロットに拡張した。

比率も1989年の59.8%から1997年には71%以上に

増加した。実際の収入における変化によって導か

れたインセンテイブに合致するように、病院勤務

医の数とその比率は1993年から減少している。研

修分野の選択は、プライマリケア医の収入の増加
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と病院勤務医の減少に一致する。以上の結果から、

Simon， et al. (1998)は、マネジドケアは医師の

収入に影響し、診療地域と専門分野の選択に影響

を与えると主張している。

(4)医師のグループ化

もともと米国では研修医や病理医など一部の専

門医以外は、基本的には病院に雇用されることは

なかった注ヘ日本の医師と病院の関係と異なり、

米国ではこのようなオーブン・システムが基本で

あり、 1980年代までは、医師の多くが独立開業し

て働いていた。医師は、自分の診療室(個人事務

所)で対応できない治療や高度な検査、手術、入

院治療等を行う場合には、院外医師の特権凶を利

用できる病院など医療施設怖に患者を連れて行き

そこで治療を行う O なお、 1人の医師が複数の病

院で治療を行う院外医師の特権を保有する場合も

あるが、専属契約を結んでいる場合もある O

マネジドケアの普及した現在では、医師は顧客

獲得の不確実性とリスクを減らすために、 HMO

などの保険者および病院と専属契約(または雇用

契約)や委託契約を結ぶことが多くなっている。

契約に先だって、医師免許資格、専門医認定、学

歴などの基礎情報のほかに、医療過誤記録などに

基づいて一定の資格認定の審査が行われる。ちな

みに、米国では、医療過誤記録に関しては、

NPDB (全米診療医データパンク)などのデータ

ベースから参照することができるようになってい

る。なお、この資格認定(信任)は契約後も定期

的に行われる。

また、契約交渉の際に、より優位な立場に立つ

(交渉力をもっ)ために、 1人で独立開業して診療

を行うのではなく、グループ化して診療を行うよ

うになっており(ソロ・プラクティスからグルー

プ・プラクティスへの移行)、そのグループのサ

イズは、年々増加傾向にあるという報告もある制。

Fronstin (1995)によると、グループのサイズ

が大きくなるにつれて、グループ内の医師の構成

にも変化が生じているという。以前は、複数専門

グループは専門医によって支配的に構成されてい

た。しかし、より多くのグループが人頭払いを採

用するマネジドケア・プランと契約をするように

なると、プライマリケア医への需要が増加し、そ

の結果、研修プログラムにおけるプライマリケア

医の増加と同じく、複数専門グループ占めるプラ

イマリケア医の割合は増加したという。

5.マネジドケアと病院

(1)病院市場の環境変化

1970年代から1980年代初期までは、伝統的なプ

ランが優勢で、医療費支払方式もFFS方式が主流で

あった。この時期における病院の競争の性質につ

いて分析した多くの実証研究は、地域に病院が多

くあるところ、つまり激戦区ほど、病院のコスト

が高かったと報告している畑。

これは、競争が激しいほど価格が低下するとい

う経済理論注39で一般的に推測されるものとは合致

しない。つまり、 FFS方式によって支払いがなさ

れていた時代において、医療のコストは重要な問

題ではなく、病院は患者と医師の獲得のため、設

備投資、アメニティーとサービス、質において競

争をしたのである注400 そのため、病院コストの高

騰に歯止めがかからなかった。医療における市場

競争は、コスト削減に結びつかないというのがこ

の時代の一般的な見解であった。

しかし、 1980年代に入ると、病院をとりまく環

境は大きく変化した。 1983年に医療費抑制策とし

てメデイケアの病院費用の支払方式にDRG/PPS

が導入された。さらに同年、カリフォルニアでは、

州法により、保険者が限定数の病院と契約するこ

とを可能にする「選択契約」が認められた。この

選択契約はサービスの利用を特定の医療機関に制



限するというマネジドケアの考え方に通じるもの

であり、 1980年半ば以降、 HMOプランやPPOプ

ランなどの普及とともに、より一般的なものにな

っていった。

以下にこれらの環境変化が病院市場にどのよう

な影響を与えたかを検討する。

①選択契約と価格競争

Zwanzigerと Melnick(1988)は、カリフォル

ニアの選択契約の導入前後で病院コストの変化を

検討した。彼らによると、導入前の1980-82年で

は、より多くの競争相手がいる病院の年間コスト

は6.6%の増加しているのに対し、より競争相手が

少ない病院の年間コストは5.5%の増加であったと

いう。一方、導入後の1983-85年の聞は、より多

くの競争相手のいる病院は 1%近くコストが減少

したが、競争相手の少ない病院は2.8%増加したと

いう。この結果は、サービス、アメニティー、質

と同じように、価格も契約交渉の一部になったこ

とを示唆する O

また、 Melnick，et al. (1992)は、 PPOプランを

提供するマネジドケア組織(保険者)と病院の契

約に着目した分析を行っている。その結果、 1) 

マネジドケア組織が、被保険者に提供する病院の

ネットワークをその地域の他の病院に簡単に変更

できる状態であれば、より有利な条件で病院と価

格交渉することができる、 2)同ーの保険プラン

に加入する患者の割合が多い病院はマネジドケア

組織に大きなデイスカウントを与えること、 3) 

反対に、多くの被保険者のケアをエリア内の同一

病院に依存している状態では、マネジドケア組織

は病院に有利な価格設定で譲歩する可能性が高い

ことを示している。

この結果から、病院数が多い激戦区ほどマネジ

ドケア組織はより多くの交渉相手がいるため、よ

り安い価格を交渉できると類推することが可能で、
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ある。

②マネジドケア浸透度と病院コスト

Melnick， et al. (1997)では、マネジドケアの浸

透度が地域によって異なることに着目し、 1986年

から1993年のデータを用いてマネジドケアの浸透

度と競争の激しさによって、病院コストがどのよ

うに変化するかについても分析を行った。その結

果、マネジドケアの浸透度が大きくなるとともに、

病院コストの増加は抑えられることが確認され

た。しかし、マネジドケアの浸透度以上に、競争

度の激しさの方が病院コストの減少を大きくする

ということも報告された。このことから、マネジ

ドケアは病院コストを抑える効果を持つが、その

地域のマネジドケアの浸透度にかかわらず、病院

の競争は病院コストの低下を導く可能性を示唆し

ている。

③契約締結と病院の種類

マネジドケア・プランとの契約の際、病院は、

病床占有率、価格、提供するサービスの種類など

基礎情報とその地域での評判などによって一定の

審査を受ける。経営上、価格の安い病院と契約す

ることが重要であるが、一方で、質が低いとみなさ

れている病院と契約をすることは、加入者の不信

を買うまたは、脱退者を増加させる要因になりう

るため、マネジドケア・プランにとって得策では

ない。では、実際どのような病院が契約締結にい

たっているのであろうか。

Feldman， et al. (1990)は、 4つの市場エリア

における6つのHMOにおける契約のアレンジメン

トについて分析を行っている。この研究では、病

院費用を価格の基準として用い、研修教育プログ

ラムをもっているか、オーナーシップをもってい

るかなどを病院の特徴として用い、提供されるサ

ービスの数を質の測定基準として用いている。そ
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の結果、価格は統計的には交渉における重要な決

定要素ではないが、質の評価結果は統計的に重要

な決定要素であることを示した。研修教育プログ

ラムを持ち、そして公立病院以外の病院が契約を

締結しやすいという。これは、公立病院の提供す

るサービスの質が低いという一般的な認識と一致

する。

しかし、この研究において用いる価格、質など

の基準の設定が適切かどうかには疑問がある。立

地は比較的簡単に測定できるが、質の測定は非常

に難しい。また、価格についても問題がある。理

想的には、コミュニティーにおける全ての病院が

どのような料金を実際に提示しているのかを知る

必要があるが、実際は契約に結び、つかなかった料

金の情報について入手するのは不可能に近く、契

約締結した病院の料金情報だけが分析対象となっ

ている。

さらに、 Feldman，et al. (1990)は、病院が契

約によって獲得できる患者数(潜在的患者数)に

ついて検討した。この研究では、契約を実際にし

た病院の実勢価格データに基づく分析がなされて

いる。その結果、①スタッフ型HMOとネットワ

ーク型HMOでは、価格が 1ドル高くなると、患

者数が 3%減少した、②IPA型HMOでは、価格

が1ドル高くなると、患者数が 1%少なくなった。

この研究は質を基準に契約は締結されるが、契約

によって獲得する患者数には価格が関係すること

を示唆している O

より最近では、 ZwanzigerとMeirowitz(1998) 

が、 13の大都市エリアの統計データを用いて、マ

ネジドケア契約を獲得した病院に関する分析を行

っている。この研究は、研究対象をHMOだけで

はなく、 PPOプランに広げ、 Feldmanら既存研究

の再検証を試みている。基本的には、既存研究の

結果を強調することになったが、他にもいくつか

の新しい知見を導いている。

まず、第一に、契約締結と病院の種類の関係と

しては、①非営利病院の方が、公立一般病院より

も契約を獲得する可能性が高い、②営利病院は公

立一般病院よりもさらに契約を獲得する可能性が

低い、③教育プログラムをもっ病院は契約を獲得

する可能性は低い、④病院の規模が大きくなるほ

ど、マネジドケア組織との契約を獲得しやすいと

いう結果が出されている。これらの結果について

は、様々な推測・解釈が提示されているが、結論

を導くには、追加の調査研究が必要であろう。

さらに、 Zwanzigerと Meirowitz(1998)によ

ると、価格(より厳密には入院 1件当たり費用)

と契約の可能性には、 U字型カーブの関係がある

という。最も低いコストの病院は30%契約を獲得

しにくいが、一方で、最も高いコストの病院はコス

ト分配が中間的な病院に比べて20%契約をとりに

くいという。つまり、コストの観点から最も高い

病院を避ける傾向が見られる反面、おそらく劣悪

な質であるという考えから、最も安い病院も避け

る傾向が見られるのである O しかし、安いコスト

の病院の質が実際に劣悪なものかどうかを判断す

るには、実際の治療の質と消費者の質の認知度を

測定する調査が必要である。

これらの研究結果から、選択契約を推進するマ

ネジドケアの普及によって、病院市場に少なから

ず価格競争が行われるようになったということが

結論づけられる。しかし、病院は、医療の質、治

療結果、患者満足度においても競争しなければな

らない。経済理論では、価格に限らず、質、結果、

満足度によってなされる競争市場は市場のパフォ

ーマンスを向上させるとするが、病院市場におい

てどこまで適用できるかはまだ明らかになってい

ない。

また、病院市場の価格競争がより激しくなると、

無保険者へのサービスを誰がするかという問題が



生じる。これまで低所得者のいる地域にある非営

利・教育医療機関はこれまで無保険者に対する慈

善医療の担い手であったが、採算の見込めない慈

善医療が切り捨てられる可能性も否定できない。

無保険者が全国民の15%近くもいる米国におい

て、この問題は社会的な問題に発展するのではな

いかと考える。

( 2 )病院の構造変化

1983年、メデイケアの入院医療費支払いに、

DRG/PPSが導入されたことを契機として、入院

部門収益が減少した。 DRG/PPSのもとでは、患

者の入院日数の必要以上な長期化は経営悪化につ

ながるため、平均入院日数が大幅に減少した。

Feldstein (1999)によると、総人口は、高齢者割

合と同じく増加しているが、コミュニティー病院

への入院患者数は1980年の3，610万人から、 1995年

の3，100万人へと減少している。また、入院患者数

の減少とともに、平均入院日数も1980年の7.6日か

ら1995年の6.5日へと減少している。これらの減少

の結果、約40%の病院の病床が空いているという O

一方で、、外来治療は1985年から1998年の聞に89%

増加している出10

収益を確保するために、病院は医師グループと

より強い関係を築こうとした。例えば、施設への

紹介を増やす手段として、医師の診療権を購入し、

医師を病院の傘下におこうとした。しかし、支払

方式等の変化により医師の行動インセンティブに

も変化がみられ、以前のような収益は得られなく

なっていた。

そのような中、多くの病院は入院部門の収益減

収を補う新しい収入源として、在宅ケアやナーシ

ングホームなどの代替サービスに注目した。患者

を早く退院させても、在宅ケアやナーシングホー

ムなど他の場所でのサービス提供を行うことによ

って、病院は追加的な支払いを受けることが可能

米国医療市場の環境変化とマネジドケア 67 

になる。

実際、在宅ケア会社、ナーシングホーム、リハ

ビリセンター、ウェルネスセンター、外科センタ

ー、救急援助センター、薬局、医師など供給者シ

ステムの垂直統合化を図った病院もある。垂直統

合化は大規模供給システムの確立とより広範囲な

サービスの提供を可能にするため、保険者との契

約交渉においても有利になる。

しかし、 Conrad，et al. (1988)、Robinson

(1997) によると、全ての病院が垂直統合に成功

したわけではなく、成功例は非常に少ないとい

う注420 この理由として、任複数の異なる医療専門

施設問で共通のビジョンも構築できず、また情報

の共有もスムーズに行われなかったこと、②医師

など医療専門職の多くは、病院の強いコントロー

ルを嫌ったこと、があげられている。垂直統合化

の動きに反して、医師など医療専門職を中心に構

成されたグループも現れている(垂直統合に対し

て、バーチャル統合(仮想統合)と呼ぶことがあ

る)。これらのグループは特定の病院や他の医療

施設と契約をしないことにより、コストのかから

ない医療サービスを提供できると考えている。垂

直統合では、医師は複数の保険者と契約すること

はできず、病院に雇用されることが多いが、バー

チャル統合では、グループを介して複数の保険者

や病院と契約することが可能である。このグルー

プの一つの緩やかな統合例として、前述のIPAが

あげられる。

6.マネジドケアと消費者

(1)加入者の健康状態とサービス利用状態

Millerと Luft(1994)は、マネジドケア・プラ

ンを選択する者は、加入するプランの種類を問わ

ず、サービスの利用頻度が全般的に低いというこ

とを示している。また、 ProPAC (1996)による
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と、自分からメデイケアHMOプランを選択する

加入者は、比較的健康で、ありサービスを利用しな

い傾向があり、連邦政府は現状の支払い方法(平

均医療費の95%で委託している)ではHMOに実

際にかかった医療費以上の費用を支払っていると

いう指摘もある注430

しかし、これらとは正反対の結果を示す実証研

究もある O メデイケアHMOの加入者とそれ以外

の加入者との聞に健康状態に統計的に有意な差は

ないという主張もある註44。さらに、ケース・ミッ

クスを調整するとマネジドケア・プラン加入者と

FFS方式の伝統的なプランの加入者は同等以上に

サービスを利用しているという研究もある。

例えば、 Famaと Bemstein(1997)は、慢性

疾患患者の受診回数ではHMOプラン加入者の方

がFFS方式のプラン加入者よりも多く、 I件当た

り入院日数や入院サービスの利用可能性に有意な

差は無いと指摘している。また、 AAHP(1998) 

によると、外来乳房切除の実施状況は、 FFS方式

およびHMOプランで有意な差はなく、 Nelson，et 

al. (1996)の報告では、乳房造影はHMOプラン

の方が多くなされているという。さらに、 Yelin，

et al. (1996)は、リューマチ性関節患者の11年間

のフォローアップ調査から、 FFS方式とHMOプ

ランでサービス利用に統計的な差はないことを、

Angus (1996)は、疾病重症度を調整すると集中

治療室の入院日数に有意な差はないことを示して

いる。

また、 Fama，et al. (1995)によると、慢性疾患

患者の出現割合に関してはHMOプランと伝統的

なプランで有意な差は認められておらず、生活に

支障があるものおよび健康状態が悪いと考える加

入者の割合にもプラン間で大きな差はないとい

う。 Davis，et al. (1995)の18歳から64歳の加入者

の健康状態を調査した研究でも大きな差は認めら

れていない。

これらの結果とは直接関係ないが、 Davis，et al. 

(1995)は、伝統的な保険よりも所得が低い層が

マネジドケア・プランに加入していることも示し

ている。これは、保険料および自己負担が伝統的

なプランより低いことが影響していると解釈する

ことも可能で、あるが、逆の結果を示す研究もある

ため追加研究が必要で、ある。

( 2 )保険プランの選択行動

選択契約の普及によって、雇用主(企業)を通

じて保険に加入する被用者の保険プランの選択肢

には、伝統的な医療保険プランとマネジドケア・

プランの両方が含まれるようになった注ヘ各プラ

ン区分の中にも多様な個別商品が開発されてお

り、保険プランの選択肢は多くなっている O 保険

プランが多様化、複雑化する中で、被用者は何を

基準に加入するプランを選択するのだろうか。ま

た、保険料の高低はどれくらい保険プランの選択

行動に影響を与えるのだろうか。

Welch (1986)によれば、 1カ月の自己負担す

る保険料が相対的に10%増加すると、短期的には

HMOのシェアを 2%、長期的には 5%減少させ

る効果があるという。

また、 Long，et al. (1988)は、他の要因をコン

トロールすると、①あるHMOの保険料が相対的

に5ドル増加すると脱退者が66.7%増加する、②

保険選択におけるオプションの数によっても被用

者の行動が変化することを示している O 具体的に

は、企業によって 5つのHMOプランが被用者に

提示されるとき、 5ドルの増加は結果として1，000

人の加入者に対して70人の脱退者を出すのに対

し、 3つのプランが提示されるときは、1，000人の

加入者に対して58人の脱退者を出すという。

Buchmmuellerと Feldstein(1996、1997)は、

1カ月の保険料のわずかな上昇でも、被用者が容

易に医療保険プランを変更する可能性があること



を示唆した。 1993年まで、カリフォルニア大学の

スタッフと教員はFFS方式のプラン複数の選択肢

と、 HMOプラン複数の選択肢がともに大学を通

して提供されており、自己負担の保険料をどの医

療保険プランに対しでもほとんど払う必要がなか

った。それが、 1994年以降、大学のシステムは最

も安いプランにのみ補助金を出すという仕組に変

更したことにより、高い保険料のプランに入るに

は、被用者は追加費用を支払わなければならなく

なった。その結果、これまでより高い保険料の支

払をしなければならなくなった者の50%はプラン

を変更し、そのうちの半分は保険料負担なしの

HMOに移動し、残りの半分は保険料負担なしの

FFS方式のプランに移行したという。被用者の年

齢、収入、プランへの加入期間などを考慮に入れ

た分析を行った結果、高い保険料のプランほど他

のプランへの変更の可能d性が高くなるということ

が示された。保険料の変更がない場合でも、何ら

かの理由で 5%の者がプランを変更するが、 10ド

ル程度の保険料の上昇で、 26%、20ドルまでの上

昇で30%、30ドルまでの上昇で42.5%が保険のプ

ランを変更することが提示されている。

さらに、 DowdとFeldman(1998)は、 1994年

に実施した318の大都市と郡政府を調査結果から、

大都市及び郡政府の雇用主の約35%が保険プラン

の種類に応じて段階別に保険料補助額を設定して

いるという。段階別に保険料補助金が定まる場合、

被用者はより低い自己負担の保険プランにシフト

する傾向が認められる。

Feldman， et al. (1989)、Feldmanと Dowd

(1994)、Lewin-VHI(1995)でも、保険料の高低

や雇用主の補助金政策に応じて、被用者は伝統的

な医療保険プランからマネジドケア・プランに、

あるHMOプランから他のHMOプランというよう

に移動することが明らかにされている。
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7.マネジドケアと医療費

すでに、医師の診療行動のところで、 FFS方式

のプランと比べるとHMOプランなどマネジドケ

ア・プランにおける医師の医療資源の投入量は少

ない傾向があることを述べた。投入量が少ないと

いうことは、結果としてコストの削減につながる

ため、医療費が抑えられるということを演鐸的に

導くことができる。さらに、病院市場の変化のと

ころで、マネジドケアの浸透している地域ではコ

ストの増加が他の地域に比べて抑制されているこ

と、選択契約の導入により価格競争が行われるよ

うになってきたことを述べた。これらの結果から

も、医療費が抑えられるということを演鐸的に導

くことが可能である。より直接的に、医療費と

HMOプランの関係性を分析した研究もあるので、

以下で検討を加える。

( 1 )医療費の抑制

マネジドケアに対する初期の最も代表的な実証

研究として、ランド研究所が行った無作為割当実

験研究をあげることができる注460 この研究では、

被験者は、ランダムに 2種類のFFS方式のプラン

(受診時の自己負担あり、なし)とHMOプラン

(以下、 HMO実験群)に割り当てられた。さらに、

コントロール群として最初からHMOに加入して

いたグループ (HMO統制群)が設定された注470

この実験に基づいて異なるプラン聞の医療費比較

をした結果、 HMO実験群と統制群の医療費はほ

ぼ同じであったが、 FFS方式の 2つのプランに比

較すると23-28%低いということが報告された。

FFS方式のプラン加入者とHMOプラン加入者の

最も大きな違いは、病院サービスの利用度である

とい弓(前者に比べ、後者は40%低い)。

さらに1990年代に入って同じくランド研究所が

フロリダ州で行った無作為割当実験研究注48でも、
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マネジドケア・プラン(メデイケイドHMO)の

医療費がFFS方式に比べて34%低いという結果が

導かれている。

また、 PPOプランの医療費抑制効果について分

析したSmith(1998)では、同じFFS方式を採用

する伝統的な医療保険と比べて医療費が12%(1 

人当たり 178ドル/年)低いことを示している。

この削減は、開業医での受診率が9.7%、入院率が

9.3%低いことによって達成されているという O こ

の研究は、同一の支払方式を採用しているプラン

を比較することにより、支払方式ではなく PPOプ

ランの採用する管理手法(医療機関との特約契約

を含む)が医療費抑制につながることを示唆して

いる。

CBO (1997)の報告では、①病院の総支出の成

長率は1990年から1996年の聞に11%から 4%に低

くなっていること、②部門別にみると入院部門が

9%から 1%以下に、外来部門が18.4%から9.1%

に低下していることが示されている。一方、入

院・外来以外の「その他」の部門の成長率は

1l.7%から1l.2%とほとんど変化していないとい

う(その他の部門は全支出の約 6%にすぎない)。

さらに、 CBO(1997)は、病院における人件費

(給与)も1990年の10%から1995年には4.9%に低

下しており全産業の平均以下の増加率になってい

るという注へまた、医療費指標 (HCI)の増加率

でも1990年の11%から1995年には約 3%に低下し

ていることを報告している。そして、マネジドケ

アが主流である民間保険における医療費の成長率

が抑制されているのに対し、 FFS方式が主流であ

るメデイケアの成長率はそれほど抑制されていな

いことを示唆している。データ収集方法の多様性

など克服すべき技術的な問題を認めながらも、

CBO (1997)は、 1990年代以降の急速なマネジド

ケアの浸透による医療市場環境の変化がプライベ

ート・セクターにおける医療費抑制をもたらした

と最終的に結論づけている。

また、 Levit(1998)によると、 1997年の医療

費成長率は過去40年間で最低の4.8%を示してお

り、 HCFA(医療保険財政庁)も、マネジドケア

の普及とそれに関連した支払方式の変更が医療費

の成長を抑制したことを認めている正問。さらに、

HCFAは1993-1996年の年平均l.5%よりも1997-

2007年の 1人当たり医療費の実質成長率は年平均

3.4%に拡大すると予測しているが、 1970-1993年

の平均4.9%に比較するとその成長率は抑制される

と予測している。

(2 )保険料の増加抑制

さらに、医療費抑制との関連で、マネジドケ

ア・プランが保険料の増加抑制効果もあるという

議論もなされるようになっている。この問題に注

目が集まるのは、民間保険が中心である米国では、

医療費の増加が保険料の上昇に直接的な影響を与

えるからである。

マネジドケアが本格的に普及する以前の保険市

場では、マネジドケア.プランに保険料抑制効果

はないというのが一般的な見解でで、あつた注卸5日1

経済不況の影響で雇用主など保険購買者側にコ

スト意識が働くようになると、伝統的な保険プラ

ンより保険料が低く設定されていたマネジドケ

ア・プランが急速に普及するようになった。この

普及によって保険市場における価格競争が激化

し、結果として伝統的な保険を含む保険料全体の

増加が抑制されるという「スピル・オーバー」効

果が報告されている。

Wickizerと Feldstein (1995)は、 1985-92

年のデータを用いて、マネジドケアが浸透してい

る地域とそうでない地域を比べると、前者のほう

が保険料の増加率が低いという結果を示してい

る。具体的には、 HMOの市場占有率が10%増加

すると、伝統的な医療保険の保険料を含むその地



域全体の増加率を6.6%ほど低下させる効果がある

ことを導いている。さらに、 Lewing Group 

(1997)の研究では、 1991年から1996年の間にこ

のようなスピル・オーバー効果により節約された

保険料総額は14.1~20.8億ドルという推計も出さ

れている。さらに、 Lewing Group (1997)マネ

ジドケア加入者が10%増加することで、伝統的な

医療保険を含む全てのプランにおける医療支出の

成長率を 1%軽減する効果があることも報告して

いる。

実際、プラン区分別に保険料の成長率の推移を

見ると、 1998年における保険全体の保険料の伸び

が3.3%であるのに対し、 HMOおよびPOSプラン

は2.9%と低い伸ぴを示している。また、雇用主を

通して加入する民間保険の保険料の伸び率は、

1991年から1998年の聞に、 HMOプランで12.1%か

ら2.9%に、 PPOプランで10.1%から3.8%へと緩和

していることも示されている注520

1998年以降、再び、保険料は緩やかな上昇傾向を

示しているが、 CBO(1997)によると、 1980年代

~1990年初にかけて経験したような高い成長には

ならず、今後10年は 6%以下に抑えられるという

のが専門家の共通の見解であるという。

以上のように、マネジドケアに何らかの医療費

抑制効果があるというのが共通の見解になってき

ている。しかし、これらの医療費抑制が、医療の

効率化によって不必要なものを削除した結果なの

か、それとも必要度を下回るサービスを提供する

など質の切り捨ての結果として達成されたものな

のかに関しては最終的な結論には達していない。

質の問題に関しては、後述するが、医師やマネジ

ドケア・プランの収益を最大化する医療資源の投

入レベルと、患者の利益のために利用を最大化す

る医師の投入レベルとの相対比較を行った研究は

未だなされていなし、
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また、前述のとおり、マネジドケア・プランと

言っても保険プランの種類 (HMO、PPO、POS

など)、 HMOのタイプ(スタッフ、グループ、

IPA、ネットワーク、混合)、附加的な経済イン

センテイブの有無(ボーナス制度の導入ほか)、

採用している利用管理手法の種類などによって多

種多様で、あり、人頭払いVsFFS方式という単純

な構図ではもはやなくなってきている。どの保険

プランのどのようなインセンティブが、あるいは

どのような管理技法が、具体的にどの程度医療費

を決定づけているのかを、ケース・ミックスを調

整した上でさらに細分化して検討する必要があ

る。

8.医療の質

ドナベデイアンが指摘するように、医療の質の

評価には、「構造J(患者当たり医師数、看護婦数、

病室の面積、設備等)、「プロセスJ(医療の適切

性など技術的側面)、「アウトカム(結果)J (治療

結果、治癒率、擢患率、消費者満足度等)という

3つの視点があると考えられている注ヘマネジド

ケアの医療の質への影響を評価する指標として

「アウトカム」および「プロセス」のネ見点からな

された研究が多くなされるようになっている O た

だし、医療の質は、その定義の困難性から具体的

な評価方法は統一されておらず、研究者によって

大きく異なるので実証研究の結果を単純に比較す

ることはできない注目。

(1)アウトカム(転帰、治療結果)

Ware， et al. (1996)は、ボストン、シカゴ、ロ

スアンゼルスの 3都市における高血圧、糖尿病、

うっ血性心不全、心筋梗塞、うつ病の人を対象と

した 5年にわたる大規模な調査結果から、 HMO

プランと伝統的な医療保険プランの聞に、平均的
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な患者の心身の健康状態に有意な差がないことを

示している。これは、 10年前の無作為割当による

実験研究結果を裏づけるものであった注目。

また、個別疾患の症状別アウトカムについても、

多くの実証研究がなされている O 例えば、

Greenfield， et al. (1995) は、高血圧患者と

NIDDM (非インスリン依存型糖尿病)患者につ

いて伝統的プランとマネジドケア・プランの加入

者の健康状態を 4年にわたって比較分析(血圧、

卒中の有無、アルブミン排世量などを測定)し、

プランの聞に有意な差が認められないことを報告

している。

さらに、 Angus(1996)は、集中治療室の利用

度がほぼ同じであるのに対しョ死亡率は、伝統的

な保険の加入者よりもHMOプラン加入者のほう

が低いという結果を出している O

うっ血性心不全の入院患者の転帰に関するNi，

et al. (1998)の研究では、プランの区分により死

亡率および退院後 3ヵ月以内の再入院率に有意な

差は認められていない。また、 Potsky，et al. 

(1997)は、 65歳以上の乳癌患者の生存率および

治療率でも、メデイケアHMOとFFS方式のメデ

イケア加入者の間に統計的に有意な差は認められ

ていないことを報告している。

(2 )消費者満足度

アウトカムの指標の一つであると考えられてい

る消費者満足度に関する調査研究も行われてい

る。 1996年に連邦政府によって実施された医療費

パネル調査では、雇用主を通じてHMOプランや

ゲートキーパーのいるそのイ也のマネジドケア・プ

ランに加入している被用者の81.5%が必要な時に

提供されるサービスに「非常に満足している」と

回答し、 15.1%が「まあまあ満足している」と回

答しているという慨。

また、 1997年に35都市在住の65歳以下の10万

5，000人を対象に行われたSachsグ、ループ(1998)

の調査では、 FFS方式のプラン加入者の75%、

PPOプラン加入者の79%、HMOプランの83%、

POSプランの81%が満足していると回答している

ことを示している。さらに、 1998年に実施された

16万7000世帯の調査注57によると、自己の健康状態

への認識具合にかかわらず満足度の値はPPOプラ

ン、 HMOプラン、伝統的な保険プランの間で大

きな違いは見られないという O この結果は、 65歳

以上の高齢者に対しても同様であり、 PPOプラン

加入者の78%、HMOプラン加入者の77%、伝統

的な保険プランの77%が健康状態に関わらず満足

していると解答している。

( 3 )プロセス

プロセスの評価とは、現時点で適切とされる方

法・手順に従って医療が適用されたかどうかを、

診療行為や疾病管理などサービスの提供過程に焦

点を当てて事後的に評価することを意味する注580

通常、カルテなどの診療記録をそれぞれの専門分

野で標準的とされる診療ガイドラインに基づき評

価されることが多い。

Every， et al. (1998)によると、 AHCPR(医療

政策研究機関)のガイドラインに従って不安定狭

心症患者に対する治療プロセスを比較すると伝統

的な医療保険の加入者よりもマネジドケア・プラ

ンの加入者のほうがFブロック治療とアスピリン

など適切な治療ケアをうけている可能性を示唆し

た。さらに、 Every，et al.は、多変量解析結果か

ら、①AHCPRのガイドラインにより定められて

いる冠動脈造影の実施状況と保険区分に有意な差

はないこと、②死亡率と保険区分にも大きな差は

ないことを示している。

また、乳癌患者の診断に関して、 Riley，et al. 

(1994)は、メデイケアHMOプラン加入者の方が

他のメデイケア加入者よりも早期診断がなされて



いることを示している。さらに、 Riley(1999)① 

早期診断されているHMO加入者は、乳房切断よ

りも乳房温存手術を受ける割合が高く、②乳房温

存手術を受ける加入者は放射線治療をより多く受

けていることを示している。しかし、同じマネジ

ドケア・プランであっても、提供者によって(個

別プランによって)実施状況にばらつきがあるこ

とも示されている。

(4)総合的な評価

Miller & Luft (1994)は、 1980-93年になされ

た実証研究のレビューを通じて、 17の測定指標の

うち14指標においてHMOプランは他のプランに

比較して同等以上の質であることを結論づけてい

る。さらに、 Miller& Luft (1997) は、 1993-

1997年の実証研究のメタ分析を行い、医療サービ

スの利用可能性、提供プロセス、治療結果、医師

の応答などを含む24指標のうち18の指標におい

て、 HMOプラン加入者が受けている医療の質は

少なくとも伝統的プランの加入者と同等で、あると

結論を出している。しかし、年齢、所得などで細

分化した場合は、高齢者、病弱な人、及び低所得

者の身体、心身上の健康状態に関しては、伝統的

プランの方がHMOプランより好ましい結果であ

るという指摘もあり、そのため最終的な結論には

至っていない注590

また、 Seidman，et al. (1998) は、心臓疾患患

者の治療結果に関する実証研究のメタ分析を行っ

ている。彼らによると、!プロセスを評価(予防、

高血圧、急性胸痛、うっ血性心不全、高コレステ

ロール血しようなどのプロセス指標による評価)

した11の実証研究のうち 7つにおいてHMO以外

のプランに比較してHMOプランで良好な結果が

出されている、"アウトカムを評価(胸痛、高血

圧、発作などのアウトカム指標による評価)した

10の実証研究のうち 7つにおいてHMOとそれ以
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外のプランで有意な差は見られていないという O

Seidman， et al. (1998)によると、プロセスに

焦点をあてた11の実証研究において用いられてい

る15のプロセス指標のうち、 9の指標において

HMOプラン以外と比較するとHMOプランの方が

良好で、 5つの指標において同等、残りの lにつ

いてHMOプラン以外の方が良好な結果であると

いう。また、アウトカムに焦点を当てた実証研究

において用いられている20のアウトカム指標のう

ち、 2つに関しては、 HMOプランの方が良好で¥

残りの18に関しては有意な差がないことを結論づ

けている。

これらの実証研究の結果からは、伝統的プラン

に比べてマネジドケア・プランの質が悪いと言う

結論は導きだせない。しかし、積極的にマネジド

ケア・プランの質が良いということもできず、統

計的には有意な差が認められないというのが現状

における妥当な解釈であろう。これらの最終的な

結論を導き出すには、質の定義およびその科学的

な評価方法の確立および継続的な洗練化が求めら

れる。

(5 )社会的な批判とアカウンタビリティー

実証研究レベルでは、医療サービスの質の劣化

を証明することはできない。しかし、現実社会に

おいては、 1990年代以降、急速に普及したマネジ

ドケア・プランに対する批判が多く見られるよう

になっている註曲。高度医療への支払いが拒否され

る、あるいは救急医療が受けられない、出産後24

時間以内に退院させられる、専門医への紹介を拒

否するなどサービスの出し渋り(過少医療)、ギ

ャグ条項削1の存在などがマスコミなどで多く報道

されるようになった。これは、必ずしもマネジド

ケア・プラン全体に問題があるということを意味

するものではないが、過少サービスを提供するイ

ンセンティブを持つことに違いはない。このよう
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な中、行政による規制の強化が図られている。ま

た、マネジドケア・プランに対するアカウンタビ

リティーが強く求められるようになった注62。現在

では、マネジドケア・プランの第 3者評価・認定

機関であるNCQA(全米品質保証委員会)が、各

プランのパフォーマンスに関する情報や認定結果

を一般公開するようになっている。

9.考察

ここまで、米国医療市場の環境変化とマネジド

ケア普及の影響を多様な観点から検討を加えてき

た。主要な考察結果をまとめると、①FFS方式か

ら定額払いへの変更とゲートキーパー制の導入に

より、医療資源の投入パターンに変化が見られた

(入院サービスや専門医による治療の減少、その

他のサービスの増加)、②保険者と医療機関が選

択契約を結ぶことで病院市場に価格競争がもたら

された(特に痛院数が多い地域ではその傾向が強

い)、③消費者の保険選択は価格に左右されるよ

うになり、保険市場における価格競争が激しくな

った(企業の補助金政策の変更が背景)、④個別

疾病や重症度別にみるとプラン区分による患者の

サービス利用度に大きな違いはない、⑤マネジド

ケアの浸透によって医療費および保険料の伸びが

抑えられた、⑥プラン区分によって患者が受ける

医療サービスの質に有意な差は認められていな

い、ということがあげられる注出。

ただし、これらは実証研究の蓄積から暫定的に

導き出されたものであり、確定的な結論ではない。

既に述べたが、実証研究の多くにおいてケース・

ミックスの調整技術は未完成であるし、医療サー

ビスの質の測定方法など研究手法が確立されてい

ないものもある O また、米国は民間医療保険が中

心であるので、日本と異なり、加入者の保険の移

動が容易である。したがって、長期的なインパク

トを測定しようとしても、加入者が保険を移動し

ている場合データ収集が困難になってしまう。

さらに、実証研究の分析対象となる標本に偏り

がある場合もある。ケース・ミックス調整のため

には、大量データの蓄積と分析が必要となるが、

電子データ環境が整備されていない小規模なプラ

ンは分析対象から除外され、大規模なプランのみ

が対象となる可能性が高い。また、そもそも保険

に加入していない無保険者のデータは分析対象と

なっていなしミ。

しばしば、分析対象データとして支払請求デー

タセットが用いられるが、支払方式が多様で、ある

ため、その様式は統ーされていなしミ注刷。 FFS方式

のようにサービス単位で支払いが為される場合

は、個別サービスごとに記録が残されるが、人頭

払いで支払われる場合は、個別サービスごとの記

録を残していない可能性もある O 例えば、出産前

ケアが分娩(特に業務記録には識別されない)全

体の費用の一部として支払われる場合、出産前ケ

アの受診回数を全て記録する必要はない。また、

乳幼児の出産時体重の記録をとらない場合は、病

院の退院データから計算された未熟児出産の割合

を過少推定する可能性もある。

また、健康状態に大きな影響を与えると考えら

れる年齢、性別、人種、生活基準などリスク要因

をコントロールした研究も少ない。これらのリス

ク調整技術は、ケース・ミックス調整技術と同様、

発展途上段階にある。

しかし、このような方法論上の問題はいつの時

代においてもある問題であり、その時代における

最高レベルの研究はあっても完壁な研究というの

はありえない。重要なことは、方法論上の問題を

できる限り除き、継続的に研究の精織化に取組む

ことである O 少なくとも、米国では支払方式、医

療の質ないしはパフォーマンス評価のための指標

も、医師、保険者だけでなく大学や研究機関、政



府等が協働で開発するなど研究の精織化に向けた

努力がなされており、今後の研究成果が期待され

る。

10圃日本への適用可能性

マネジドケアは、民間保険を中心とする米国特

有の文化・歴史的背景に生まれたものであり、社

会保険を中心とする日本に、そのまま導入できる

ものではない。例えば、保険料の設定ひとつとっ

てみても、民間医療保険の効率を発揮するには、

保険料がリスクや給付カバーの内容などによって

きめ細かく設定される必要があるが、社会保険で

は通常、保険料は所得段階別に設定されるので難

しいことになる。しかし、我が国の医療保険のあ

り方を考える上で、米国の実証研究から得られた

知見から学ぶことは少なくない。医療機関選択の

自由と、国民皆保険による財政的アクセスの保障

を基本とした日本の医療保険制度のメリットを失

うことなく、医療サービスの質の維持・向上と効

率化を両立させる手段として、マネジドケアの考

え方を部分的に適用することは可能であると考え

るO 以下で、①包括払いの導入と質の評価システ

ムの確立、②選択契約と保険者機能強化について

干食言すを加える。

( 1 )包括払いの導入と質の評価システムの確

立

まず、医療の効率化のために、マネジドケアで

採用されている定額払い(包括払い)の導入は、

日本においても適用可能で、ある。定額払いと言っ

ても、その定額の単位によって様々であり、 1日

定額払いや 1件当り定額払い、 1人当り定額払い

(人頭払い)などその単位によって多様である。

DRG/PPSは、疾病群別の 1件当たり定額払いで

あるが、理論的には 1日当り定額払いにも応用で
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きる。我が国の出来高払いも、分類方法によって

は、サービス単位に応じた定額払いといえる。そ

のため、米国のFFS方式に比べると我が国の診療

報酬体系は、コスト管理が比較的可能な仕組とな

っているが、サービス量に関しては過剰インセン

ティブ(過量サービスのインセンテイブ)が働く

仕組となっている。

DRG/PPSや人頭払いなど包括払いの導入は、

過量サービスのインセンテイブを解消し、コスト

意識を向上させることによって医療の効率化に貢

献すると考えられる。しかし、救命・救急医療や

高度医療など定型的な評価ができない診療行為に

対し、包括払いを導入するのは、医療機関経営を

悪化させ、結果的に医療サービスの質を低下する

ことになりかねない。一方、老人医療や慢性疾患

については、定型的な治療が広がっており、臨床

ガイドラインやクリテイカル・パスなど医療の標

準化を推進することが、包括払いの導入を図る前

提として必要であると考える。これまで審議会等

で提案されている「急性疾患は出来高払いJr慢
性疾患は包括払い」というのは妥当で、あると考え

るが、医療機能の合理化と医療サービスの標準化

を早急に推進する必要がある。また、かかりつけ

医の推進も医療機能の合理化につながる重要な問

題でもあるが、医療教育のあり方をふまえて検討

すべきである O

包括払いの導入により懸念される医療の質に関

しては、現段階では米国の実証研究でも明らかに

低下したという報告はなされていない。しかし、

米国で一部報道されているような過少医療という

別の問題が生じる可能性がないとは言いきれな

い。ゆえに、包括払いの導入には客観的な質の評

価システム及び監査システムが必要で、ある。だが、

出来高払いと異なり、診療行為ごとに請求がなさ

れないため、診療行為の内容そのものが外側から

見えにくくなるという問題もある。したがって、
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客観的な質の評価システムには、「構造」、「プロ

セス」、「アウトカム」それぞれにおける質ないし

はパフォーマンスを評価するための客観的指標を

開発し、その指標に関するデータ収集・更新シス

テムを包括させなければならないであろう。その

指標を活用することで、ベンチマーキング注65手法

を医療の世界にも取り入れることが可能になる制。

ベンチマーク比較の結果に応じて、パフォーマン

スの良い医療機関には税制上優遇する、表彰制度

を設けるなど、医療提供者側の質の向上に向けた

経済・非経済的インセンテイブを付与するのも一

案である。

(2 )選択契約と保険者機能強化

現行制度では、保険医および保険医療機関の指

定は都道府県知事が行うことになっており師、医

療機関と保険者が個別契約を行うことは事実上な

い。しかし、広井(1997)によると健康保険制度

創設時は「団体自由選択主義」であり、保険者が

医療提供側と個別に契約をしていたという。また、

健康保険法第43条の 9第3項では、医療機関と保

険者の間で診療報酬に関する割引契約を締結する

ことが認められているが、保険局長通知(昭和32

年)により、従来から割引契約が認められていた

保健所、国立療養所、事業主医局等との聞に限定

されている。

米国流の選択契約を認めるには法改正が必要に

なるが、現行制度でも附加給付や診療報酬の l点

単位を調整することで、 PPOプランに類似した保

険を提供することは日本でも可能である。米国の

PPOプランと異なるのは、①被保険者(加入者)

が、保険者と提携した医療機関以外でも公定の自

己負担で自由に受診することが可能であること

(フリー・アクセスの保障)、②提携した医療機関

においても基本的な支払方式は、公定価格表に基

づいてなされること(統一の診療報酬体系)であ

る。

ただし、日本型PPOプランを実現するには、保

険者機能強化が前提として必要になる。現在の保

険者は、支払事務や保健事業なと守を行っているが、

実際の運営は社会保険庁の指導に従うだけの消極

的な役割しか果たしていない。また、医療機関と

提携契約を結ぶのに必要である医療サービスの情

報収集・評価が行える体制も整っているとは言え

ない。現在の保険者は、国保・健保合わせて5，000

以上もあり規模が小さい。より積極的に保険者機

能を果たすためには、保険者規模の適正化・再編

成の必要がある。また、保険者の事業を民間保険

会社などに委託可能にするなど規制緩和も同時に

検討されるべきであると考える。
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j主

1 DRG (Diagnosis Related Groups)は、臨床

面、及び医療資源の同質性という二つの側面か

ら、患者をそのケース・ミックスごとに一定の

グループに分類する方法であり、一定のコーデ

イング、に沿って、患者の医療必要量を測定する

ことにより作成された診断群 (1997年時点で

492の診断群)である。 PPSは、実際に消費さ

れた医療資源の多寡に関わらず、 DRGの疾病

群ごとに予め定められた 1件当たりの定額を医

療機関に償還するという支払方式である。

2 RCRVS (Resource Based Relative Value 

Scale)とは、医療サービスに投入された資源



の量に基づいて策定された診療行為の相対指数

に基づいて作成された価格表(技術料金)を意

味する。

3 DIALOGは、学術研究で利用される主要なデ

ータベースに加え、米国を中心としたビジネス、

ニュース、特許、企業財務情報等を多く収録し

ているのが特徴である。

4 DIALINDEX (file No.411) とはDIALOGが

提供するほとんど全てのファイルの索引ファイ

ルを集めたものである。

5 DIALOG Journal Finder (五leNo.414) とは

DIALOGに含まれる雑誌検索ファイル。

6 新聞記事データベースや企業レポート、機関

年鑑等のデータベースファイルなど、直接研究

に関係ないと思われるファイルは除外した。

7 マネジドケアの概説については、田中 (1999)、

遠藤(1999)、亀田 (1999)、川淵(1999)、田

村 (1999)、西田(1999)、広井(1999)などを

参照。

8 入院計画や看護計画のことを意味する。入院

患者の治療の進捗状況をフローチャートに沿っ

て合理的に管理する手法である。

9 診療ガイドラインとは、 EBM(根拠に基づ

く医療)の推進によって蓄積された見地に基づ

き、最も効果的な標準診療プロセスを定めたも

のである。

10 高血圧症や糖尿病といった特定の疾患に対し

て最も効果的な治療法を患者に教育し、治療効

果をあげることを目的とする。

11 フォーミュラリー (Formulary) とは元来は

病院が患者に治療を行うにあたって、使用する

薬剤を事前に検討しておいて在庫するようにし

ていたときの薬剤リスト一覧表のことであり、

DRG/PPSでの包括支払いを受けるようになっ

て、病院経営の立場上、安価な類似効果をもっ

ジ、ェネリック薬を使うことを即す重要なツール
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となっている O フォーミュラリーの作成は、

PBM (薬剤給付管理)を専門に行うPBM会社が

担当することが多いo Kane， N， M. (1997)参照。

12 伝統的なプランに対して、マネジドケア・プ

ランと契約を結んだプライマリケア医のプライ

マリケアに従事する時間は長いという報告があ

る。 Simon，et al. (1997)参照。

13 米国は、民間医療保険が主流であるため、同

じ出来高払いといっても日本の診療報酬体系に

おける出来高払いと米国の出来高払いの性質は

必ずしも同じではない。医師および医療機関等

への支払額の決定は、「単価×量」によってな

されるが、日本の場合は、単価が全国的に統一

された公定料金価格表によって規定されている

ため、医師や医療機関が自由に決定可能なのは、

量だけである。日本の出来高払いは診療行為ご

とに単価が設定されているので、個別の診療行

為によって定額化されていると考えることがで

きる。しかし、米国では、メデイケアやメデイ

ケイドを除くと基本的に、医師および医療機関

が量だけでなく単価の高低も自由に設定でき

る。無論、単価の設定は自由であるといっても、

支払側である保険会社との価格交渉があるので

自由度にも一定の限界はある。細かい算定方式

は保険会社によって異なるが、通常、過去の実

績数値などから計算された算定料金に基づいて

UCR (適正料金)を支払う。このUCR方式を

本稿では、米国流出来高払いとする。また、

DRG/PPSを出来高払いに類型するものもある

が、 UCR方式などと比較し疾病群ごとに 1件

当たりの支払料金が包括化されていることから

本稿では定額払いと類型する。なお、 FFSとは、

F ee for Servicesの略で、ある。

14 英語では、保険フ。ランとしてのHMOと組織と

してのHMOを区別することが少ないが、誤解を

さけるために、ここではHMOプランとHMOと
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いう形で区別した。 PPOに関しでも同様である。

15 IPAとはIndependentPractice Associationの

略である o IPA型では、保険者は医療機関とは

人頭払い(前払い)の契約をし、医師に関して

は開業医で法人組織化されたIPAと契約する。

IPA所属の医師は自分のオフィスで独立開業し

ており、 HMOだけではなく HMO以外の患者も

診療が可能である。

16 AAHP (1999)参照。 AAHPのWEB

(http://www.aahp.org/)参照。

17 Feldstein (1999)参照。

18 HMOと異なり、 PPOプランの運営管理は必

ずしもPPO(特約医療機構)とよばれる組織で

はない。 PPOは、病院や医師グループ等の医療

供給者が主導で設立したものであり、もともと

保険者機能を保有した組織ではなかった。

19 Barger et al. (1985)参照。

20 POSとは、サービス受診時に医療機関を選択

できるという意味であり、 HMOやPPOと異な

り、 POSと呼ばれる組織は存在しない。

21 KPMG Survey of Employer-Sponsored 

Health Bene五ts(1997)参照。

22 1960-70年代までは、事業主など支払側が保

険料上昇に対して寛容であったこともあり、誰

もが財政リスクを意識することなかったが、

1980年代になると支払者側のコスト意識が高ま

ったため、特に保険者の財政リスクが高まるこ

とになった。

23 最近では、単純に頭数で支払うのではなくリ

スクを加味した人頭支払がなされるようになっ

てきている。

24 米国の20都市における108のマネジドケア・プ

ランの調査によると、グループ/スタッフ型

HMOの34%がプライマリケア医への支払方式

として人頭払いを採用しており、これらのうち

71%が源泉徴収ないしはボーナスも利用してい

るという。さらに、サラリー方式をとっている

半分以上のグループ/スタッフ型HMOも、源

泉徴収ないしはボーナスを利用しているとい

う。 Hillman(1987)、Gold，et al. (1995)参照。

25 例えば、最もアメリカで大きいHMOの二つ

である、 FHPとU.S.Health Careで、は、入院日

数、専門医への紹介率などの「最良診療ノtラメ

ーター」による評価結果と、他の同僚である医

師達の利用度との比較結果によって、ボーナス

を支払うという (Appleby，1995)。さらに、

U.S. Health Careは、患者満足度の結果を考慮

してボーナスを支払っている。このほかに、リ

スクプールの大きさをボーナスの基準にしてい

るところもあるという。 Debrockand Arnould 

(1992)参照。

26 DRGは、臨床面、及び医療資源の同質性とい

う二つの側面から、患者をそのケース・ミック

スごとに一定のグループに分類する方法であり、

一定のコーデイング (Cording)に沿って、患者

の医療必要量を測定し作成されたものである。

27 印南(1991)参照。

28 医師の需要誘導の中心的な考えは、医療提供

者は医学に関する専門知識を一方的に持ってお

り(情報の非対称)、その専門知識を患者では

なく自己の利益のために用いて(代理理論)、

医療の需要に影響を与えるということである。

Arrow (1963， 1973; 1984)、Feldstein(1993) 

参照。

29 Lichtenstein et al. (1992)、Rileyet al. (1996) 

等

30 ケース・ミックス (CaseMix) とは、患者の

疾病名、病状、重症度、及び予後などいわゆる

患者の症例情報を示す。

31 Manning， et al. (1984)参照。

32 近時、 HMOの強力な経済インセンテイブは、

必要以上の医師の資源利用抑制を招くことにな



るとして、マスコミ報道などで批判がなされた。

こうしたインセンティブ報酬システムの患者に

対する医療の質に与える潜在的影響を考慮し

て、医療サービスの減少を過剰に推進するよう

な方法で医師に支払いを行うことを抑制する規

制が強化されるようになっている。

33 Thom and Campbell (1997)、Hammesand 

Webster (1996)、 Pariset al. (1997)参照。

34 印南(1988)、堀 (2000)参照。

35 外部の医師が病院を利用し全ての診療を行う

権利のことを意味する。

36 一般的に、医師以外の医療設備、医療機器、

看護婦等の専門職スタッフ等管理組織を提供す

る医療施設であると考えられており、医療機能

の合理化が徹底している。最近では、病院で外

来治療を行うことも珍しくなくなったが、伝統

的には病院は入院を必要とする治療のための施

設であった。

37 米国医師会によると、グループ・プラクティ

スの数は1991年の約1万7000から約2万に増えて

いる。また、 1グループ当りの平均医師人数も

6.6人から10.5人に増えている。

38 Joskow (1980) ; Wilson and Jadlow (1982)、

Luft and Maerki (1984 -85)、Farley(1985)、

Robinson and Luft (1985; 1987) Luft et al. 

(1986)等参照。

39 通常の経済理論では、医療サービス供給者の数

か増えると競争が増し、その結果、供給者の利

益は減少し、価格(料金)は下がることになる。

40 Held， Philip and Pauly (1983)、Robinson

and Luft (1985)、Robinson(1988)参照。

41 外来ケアの増加は、①医療保険の給付制限が

入院より外来のほうが少なかったことと、~保

険者の事前審査においてよりコストのかからな

い外来手術ができないかを確認されたこと、③

外来ケアに対してより大きな経済インセンテイ
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ブが働いたこと、④医療技術の発展のため外来

ケアで入院の代替が可能になったことが関係し

ていると思われる O

42 カイザー・パーマネントが数少ない成功例と

してあげられる。

43 Feldsetin (1999)参照。

44 Robinson and gar古ler(1995)、Famaet al. 

(1995)、 Davis et al. (1995)参照。

45 米国では雇用主(企業)は毎年被用者に複数

の医療保険プランを提示し、選択させねばなら

ない。また、一般に保険料の雇用主負担は日本

の折半よりも高く、 80%程度である。

46 Manning W et al. (1984)参照。

47 この実験で分析対象となったHMOはグルー

プ・ヘルス・コーポラティブ・オブ・ビュージ

ェットサウンドというスタッフ型HMOである。

48 Buchanan (1996)参照。

49 1990年以前の人件費の増加率は他の産業と比

べて著しい増加率を示していたという。 CBO

(1997)参照。

50 Smith et al. (1998)参照。

51 Gable (1992)参照。

52 AAHP (1999)参照。これらの保険料率の設

定は、各年度の保険給付額の影響を受け、単純

に考えると給付額(支出)が少ないほうが保険

料率を低く設定できる。 1998年度の給付額でみ

るとHMOプランは l人当たり平均3，215ドルで

あり、 PPOプランは 1人当たり 3，494ドルとな

っている。これに対し、伝統的な保険は、平均

3，788ドルになっており、 HMOプランで573ド

ル、 PPOプランで294ドルの節約効果があった

とされる。

53 Donabedian (1968、1980、1989)参照。医療

サービスの質の評価において、プロセスや構造

の評価も含まれるのは、「良いプロセスまたは

構造は、良いアウトカムを導く」ということを
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前提にしているからである。

54 堀 (2000)参照。

55 ランド研究所の実験研究において、マネジド

ケア・プランと伝統的プランの間で加入者の健

康状態のアウトカム(身体機能、精神健康、一

般健康指標、臨床機関、危篤な症状の有無)に

有意な差は見られないことがはじめて報告され

た。 Ware(1986)参照。

56 Employee Benefit Research Institute (1998) 

参照。

57 National Research Corporation (1998)参照。

58 プロセスの評価を行うには、分析対象となる

①診療記録の整備(カルテのフォーマットの統

一、記載用語の統一、電子化等)や②医療の標

準化(診療ガイドラインやクリテイカルパスの

開発、 EBM(根拠に基づく医療〕の徹底)が

必要である。

59 Hellinger (1998)参照。

60 マネジドケアを告発するホームページが存在

する (http・://www.his.com)参照。

61 例えば、マネジドケア・プランにおいて提供

するサービスと、医師が患者にとって最高と考

えるサービスが一致しない場合があってもそれ

を患者にはあえて言わないという契約条項があ

った。これは、ギャグ条項とよばれ、最近では

多くの州で禁止されるようになっている(1998

年で27州)。

62 多くのマネジドケア組織がアカウンタピリテ

イー確立のため消費者向けにレポートカード

(自己評価表)を作成している。しかし、各保

険者の様式が異なり、消費者が比較検討するこ

とが困難であったので、異なるプラン聞を統一

指標であるHEDISをNCQA(全米品質保証委

員会)が開発した。 NCQAは、 HEDISによる

このパフォーマンス評価だけではなく、高い質

のケアを提供することが可能か、提供するケア

を継続して向上しつづけられる体制をもってい

るのかなどを判断する認定活動も行っている。

最近では、 HEDIS結果にもとづきマスコミが

マネジドケア・プランのランキングなどを千子っ

ている。堀・印南 (2001)参照。

63 また、マネジドケアの特徴の一つである利用

管理の手法や予防医療については、概念的には

支持されていても、実証研究の蓄積がなされて

おらず、その有効性は未だ明確にはされていな

かった。

64 HIP AA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act)法の施行によって医療情

報の環境整備は推進される方向にある。

65 米国で脚光を浴びている新経営手法。共通す

るビジネスで最高の実例とみなす目標=ベンチ

マークと比較することで、現状を抜本的に改善、

改革しようとする O

66 指標結果を比較分析するにはケース・ミック

ス調整が不可欠で、ある。

67 1943年に、「法定保険医制度」が導入され国

が保険医をするようになり、同時に診療報酬も

人頭請負方式から公定単価方式に変更されたと

いう。 1957年になって、機関レベルの指定制度

が追加され、「保険医療機関の指定、保険医の

登録」という現在の二重指定制度が採用された。
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The impact of the Managed Care System on the 
US health care market 
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Achieving the cost efficiency of health care while assuring its quality has been one of the 

most important issues in industrialized countries. "Managed Care System (MCS)" in the 

US， which aims to achieve the above objective by giving the financial risks and economic 

incentives to health care providers， has drawn a broad attention as a viable policy option 

and spread quickly all over the US Concern for MCS has also been growing rapidly 

throughout the world in recent years. 

Reflecting the above situation， there are thousands of articles about the MCS， whose 

quality vary from a mere description to a multivariate analysis of its impacts on health 

care quality and costs. Also， as the MCS has spread as a health care system， the MCS itself 

produced its variations， absorbing the traditional hea1th care providing and insuring 

mechanisms. As a result， the definition and evaluation of the MCS became very elusive 

and confusing. 

The aim of this thesis is to (1) explore the concept of the Managed Care System， and (2) 

examine the impact of the MCS on the US health care system with a focus on hea1th care 

costs， by systematically and thoroughly reviewing the past academic studies on the MCS， 

hereby providing policy makers and interested parties with a baseline for meaningful 

discussion. 

[key wordsJ Managed Care， US Health Care System， Health Care Market， 

Literature Review 
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