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研究ノート

混合診療の賛否には何が影響しているのか？
―アンケート調査に基づく実証的考察―
齋藤
抄

裕美＊

録

本稿の目的は、国民の混合診療に対する賛否の規定要因を明らかにすることである。それに加えて、どうしてそのよう
な考えを持つのか、混合診療に対する認識を規定する要因についても明らかにする。データは 2005 年 12 月に筆者らが実
施したアンケート調査であり、鈴木・齋藤（2006）で用いられたものを再び利用する。このデータはインターネット調査
専門の調査会社に委託した、モニターを使ったインターネット調査によって得られた。
混合診療の賛否を規定する要因はいくつか考えられるが、特に「支払い能力」と「健康状態」に着目して、二つの仮説
が整理できる。支払い能力の高い人は自由診療を受診する金銭的余裕があることに加えて、混合診療の解禁によって保険
給付が受けられるようになる点で有利になるため、支払い能力が高い人ほど混合診療の解禁に賛成すると予想される。ま
た健康状態に着目した場合、自由診療へのニーズが高い人ほど、すなわち健康状態が悪い人や健康リスクのある人ほど混
合診療の解禁に賛成すると予想される。そこで混合診療の賛否に対してどのような要因が決定的であるのかを、Ordered
Probit Model によって分析した。
結果は当初の予想とは異なるものであった。支払い能力については中所得・中高資産層ほど混合診療の解禁に賛成し、
健康状態が悪いほどあるいは健康リスクがあるほど混合診療の解禁に反対するという結果が得られた。このほかに、医療
の知識があるほど混合診療の解禁に賛成、医療・福祉職にある場合ほど混合診療の解禁に反対するという結果となった。
推計結果を考察すると、次のような示唆が得られた。
（1）混合診療解禁に対するインセンティブは、支払い能力が高い
層より、むしろ中間層で大きい。（2）健康状態の悪い人が混合診療の解禁に反対する理由として、混合診療の解禁が公的
保険給付水準の低下をもたらすと考えられている可能性がある。
（3）国民の混合診療の賛否に、医療需要者側と医療供給
者側の立場の違いが影響を与えている。
キーワード：混合診療、公的保険給付、Ordered Probit Model

てを全額自己負担することを意味する。この場合、

1．はじめに

新薬・新技術などをはじめとした保険対象外の医
療財サービスを利用することが経済的に困難にな

混合診療をめぐる議論は未だ収束していない。

ることが指摘されてきた。それに対して混合診療

「混合診療」とは一連の診療行為のなかで保険診

が容認されるとは、患者は一連の診療のうち、保

療と保険外である自由診療を併せて行うことであ

険診療部分に関しては一部自己負担し、残りの自

る。日本では一部を除き、混合診療は原則禁止さ

由診療部分のみ実費負担することが認められるこ

れている（混合診療禁止ルール）
。これはすなわ

とである。

ち保険診療に加えて自由診療を行った場合、自由

混合診療を禁止する理由としては、支払い能力

診療部分のみならず、保険診療部分も含めたすべ

によって自由診療にアクセスできる人とできない

＊ 政策研究大学院大学助教授

人が生じるといった医療格差をめぐる公平性の問
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題 1）、安全性や有効性が担保されていない医療技

由診療と併用したからといって本来保険が使える

術の拡散、医師と患者の情報の非対称性によって

診療の分まで自己負担になるという解釈はできな

患者に不利な診療が行われる可能性、などが挙げ

い」として、混合診療を禁止する法的な根拠はな

られる。またこのほかに、混合診療の全面的な解

いとし、原告に保険の受給権を認めた。これに対

禁の問題点として患者にとって対価さえ支払え

して厚生労働省は控訴した（2007 年 11 月 16 日）
。

ば、保険収載前の新薬・新技術と保険診療の併用

こうした動きをうけて規制改革会議でもふたた

が容易になることから、これら新薬・新技術を保

び混合診療の解禁が議論されることとなったが、

険収載する誘因を低めるという指摘がある

。

「第二次答申」
（2007 年 12 月 25 日）では混合診療

2, 3）

一方で、患者の選択の自由を高めるためにも混

の全面解禁は見合わせた。ただし、新たに高度医

合診療を容認すべきであるという考えもある 。

療評価制度が制定され（2008 年 4 月）
、薬事法で未

特に公平性の問題に関しては混合診療禁止のもと

承認の医薬品・医療機器を使った先進医療を高度

でこそ、所得格差による受診不平等がおきるとの

医療評価会議で安全性や有効性を担保したうえ

指摘がある

で、混合診療の対象にすることが認められた。

4）

。これは混合診療が禁止されている

5, 6）

ことで、全額自己負担までして自由診療を受けら

このように混合診療をめぐる議論は収束したわ

れるのが富裕層に限られている点や本来、保険料

けではない。その議論の中心を担ってきたのは主

を支払ってきた国民が保険を適用されないという

に政財官、医療従事者、患者団体であったが、国

点を指している。

民側からの検討は概して手薄であった。しかし、

こうした議論のなか、2004 年 12 月 15 日、厚生

最近では混合診療に関連するアンケート調査がい

労働大臣と規制改革担当大臣との間で、一定の

くつか実施され、少なからず国民の意見に基づい

ルールの下に混合診療を認めることが合意された

た議論をしようという流れもある。ただし重要な

（
「いわゆる混合診療に係る基本合意」
）
。しかし、

のは、混合診療に賛成か反対かという表面的な結

これは原則混合診療を容認せず、一部に限って実

果のみ取り上げることではなく、どうして国民は

質的な混合診療を認める「特定療養費制度」を再

そのように考えるのか、すなわちその背景につい

構成することで対応するというものであった。こ

て明らかにすることである。

れをうけて 2006 年 10 月には「特定療養費制度」を

そこで本稿では、先行研究である鈴木・齋藤

廃止して、
「保険外併用療養費」が創設されるに

（2006）8）で用いられたアンケート調査のデータを

至ったが、これは従来の枠組みを大きく変えたも

再び利用して、混合診療の賛否の規定要因とその

のではなかった 。

背景についての実証分析を行う。まず本稿で用い

注1

このようななか、2007 年 11 月 7 日、1 人の患者

るデータを説明したうえで（第 2 節）
、先行研究と

が「混合診療を受けた場合、保険診療分を含めて

比較する（第 3 節）
。次に混合診療の賛否を規定す

全額自己負担になるのは不当」として国を相手取

る要因とともに、国民が混合診療に対して持つ認

り、保険の受給資格の確認を求めて起こした裁判

識に係る規定要因についても分析する（第 4 節）
。

に判決が下された 。争点は混合診療の原則禁止

これらの分析結果に基づき、混合診療について従

という国の政策に法的な根拠があるかどうかで

来指摘されてきたことの検証を踏まえて、混合診

あったが、東京地裁の判決は「保険を適用するか

療の賛否の背景にあるものを考察する（第 5 節）
。

どうかは個別の診療行為ごとに判断すべきで、自

そして最後にいくつかの課題を述べる（第 6 節）
。

7）
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2．データ
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識は医療保険制度に関わる知見を表す代理変数で
あり、知っている言葉の数で点数化している。具

本稿で用いるデータは、2005 年 12 月 5 日～ 8 日

体的には国民皆保険制度、自由診療、自己負担、国

にかけて行われたアンケート調査から得られたも

民健康保険、老人健康保険、特定療養費制度、高

のである（
「健康と病気に関するアンケート」
）
。

額療養費制度、差額ベッド、インフォームドコンセン

これはインターネット調査専門の社会調査会社に

トを知っている場合、それぞれを 1 点として計 9

委託して行われた注 2、モニターを使ったインター

点で評価する。同様に「混合診療」という言葉を

ネット調査である。調査対象の抽出は、登録して

知っている場合に 1 を取るダミー変数を別途作成

いる約 204 万人のモニター会員に対して（1）年齢

した。

20 ～ 69 歳の男女、
（2）居住地域は日本全国を対

本稿が用いるデータの特徴であるが、年齢構成

象（全国 8 大地域）注 3 に該当するもののなかから

をみると（図 1）
、概して 20 代、30 代が多いこと

50,000 人をランダムに選び、メールにて調査協力

がわかる。これに対して本稿のデータが収集され

の依頼を行った 。結果として 7,156 人
（14.3％）か

た時期と近い平成 17 年における総務省「国勢調査」

ら有効回答を得られた 。これらのなかから本調

では（図 2）
、各年代における偏りはあまり見ら

査が利用できたサンプル数は、最終的に 1,712 人分

れない。さらに世帯所得
（税込み）
の分布であるが、

である 。本稿で用いる変数の詳細
（表1）である

本稿のデータが 300 ～ 400 万円未満の世帯所得が

が、性別は男性を 1、学歴は大卒・院卒を 1、既婚

最も多く、それを中心として単峰に分布するよう

は配偶者がいる場合に 1、末子 10 代以下は末子が

な形になっているのに対して（図 3）
、総務省「家

10 代以下の場合に 1 をとるダミー変数である。所得

計調査（平成 17 年）
」では 336 万円未満の階層ま

ダミーは低所得が世帯年収 400 万円未満で 1、中所

では徐々に増えているが、336 万円を超えると階

得が 400 万～ 800 万円未満で 1、高所得が 800 万円

層は偏りなく分布している（図 4）
。本稿のデー

以上で 1、資産ダミーは土地・住宅資産と金融資

タでは 1000 万円までは 100 万円単位で、それ以上

産の合計からなる世帯資産について、低資産が

は 500 万単位で世帯収入を聞いているのに対して、

注4

注5

注6

500 万円未満で 1、中資産が 500 万～ 2000 万円未満

「家計調査」では 10 分位階級別であり、必ずしも

で 1、中高資産が 2000 万～ 5000 万円未満で 1、高

同じ単位ではなく、両者の比較には注意を要する

資産が 5000 万円以上で 1 とした。喫煙および飲酒

が注 8、本稿のデータは年齢構成で言えば若年者

はその習慣がある場合に 1、運動習慣は定期的に

（20、30 代）が中心であり、所得構成で言えば本

運動する習慣がある場合に 1 をとるダミー変数で

稿で定義する低中所得層に属する層が中心となっ

ある。主観的健康観は現在の健康状態について
「と

ているといえよう。これらの点を踏まえれば、本

きどき病気になる」
「治療中」となる場合、すなわ

稿の結果は全年齢、全所得階層に関して普遍的に

ち健康状態が悪い場合に 1 をとるダミー変数であ

あてはまるものではなく、主に若年層および低中

る。大病経験はそれぞれの該当者（回答者本人、

所得層を対象とした分析である点には注意が必要

配偶者、配偶者以外の家族）が過去に入院や手術

である注 9。

を伴うような大病を経験した場合に 1 をとるダ
ミー変数である。医療・福祉職はそれに就いてい
る場合に 1 をとるダミー変数である注 7。医療の知
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表 1 変数の定義と記述統計
変数名
定義
サンプル
混合診療の賛否 「混合診療の解禁に賛成ですか？反対ですか？」という質問に対して、「全面的に反
1708
対」に 1、「どちらかといえば反対」に 2、「どちらでもいい」に 3、「解禁にどちら
かといえば賛成」に 4、「解禁に全面的に賛成」に 5 をとる順序変数。
個人属性
男性
男性である場合に 1、女性である場合に 0 をとるダミー変数。
1708
年齢
回答者の年齢カテゴリー変数。各年齢層の中間値で定義。
1705
学歴
回答者の学歴ダミー。
「大卒および院卒」の場合に 1、それ以外の時 0 をとるダミー変数。 1708
既婚
配偶者がいる場合に 1 をとり、それ以外の場合に 0 をとるダミー変数。
1712
末子10代以下 末子が 10 代以下の場合に 1 をとるダミー変数。
1712
支払い能力
低所得
低所得世帯ダミー。13 カテゴリーをほぼ三分位に分けて、そのうち世帯収入 400 万
1708
円未満であれば 1、それ以外の時 0 をとるダミー変数。
中所得
中所得世帯ダミー。13 カテゴリーをほぼ三分位に分けて、世帯収入が 400 ～ 800 万
1708
円未満のときに 1、それ以外の時 0 をとるダミー変数。
高所得
高所得世帯ダミー。13 カテゴリーをほぼ三分位に分けて、世帯収入 800 万以上のと
1708
きに 1、それ以外の時 0 をとるダミー変数。
低資産
土地・住宅資産と金融資産の合計額が、500 万未満の場合に 1、それ以外は 0 をとる
1712
ダミー変数。
中資産
土地・住宅資産と金融資産の合計額が、500 万以上 2000 万未満の場合に 1、それ以
1712
外は 0 をとるダミー変数。
中高資産
土地・住宅資産と金融資産の合計額が、2000 万以上 5000 万未満の場合に 1、それ以
1712
外は 0 をとるダミー変数。
高資産
土地・住宅資産と金融資産の合計額が、5000 万以上の場合に 1、それ以外は 0 をと
1712
るダミー変数。
健康関連要因
喫煙
喫煙の習慣がある場合に 1、それ以外は 0 をとるダミー変数。
1708
飲酒
飲酒の習慣がある場合に 1、それ以外は 0 をとるダミー変数。
1708
運動習慣
定期的に運動する習慣がある場合に 1、それ以外は 0 をとるダミー変数。
1708
主観的健康観 回答者の現在の健康状態について、「ときどき病気になる」「治療中」と回答した場
1708
合に 1 をとり、「おおむね健康」のときには 0 をとるダミー変数。
大病経験
回答者が過去に入院や手術を伴うような大病をしたことがある場合に 1 をとり、そ
1708
（回答者）
れ以外は 0 をとるダミー変数。
大病経験
回答者の配偶者が過去に入院や手術を伴うような大病をしたことがある場合に 1 を
1708
（配偶者）
とり、それ以外は 0 をとるダミー変数。
大病経験
回答者の配偶者以外で家計を同一にする家族の大病経験。そうした家族が過去に入
1708
（配偶者以外 院や手術を伴うような大病をしたことがある場合に 1 をとり、それ以外は 0 をとる
の家族）
ダミー変数。
その他
医療・福祉職 医療・福祉職に就いている場合に 1 をとるダミー変数（ただし本調査のモニターに
1708
は医師は含まれていない）。
医療の知識
回答者の医療制度に関する知識の度合いを測る。「国民皆保険制度」
「自由診療」
「自
1708
己負担」
「国民健康保険」
「老人健康保険」
「特定療養費制度」
「高額療養費制度」
「イ
ンフォームドコンセント」「差額ベッド」という言葉について知っている場合につ
き 1 点と換算して、その合計点（最小 0 点、最高 9 点）で知識を点数化。
「混合診療」 混合診療という言葉を知っていた場合に 1 をとるダミー変数（ただし、混合診療に
1708
を知っている 関する説明文を示す前に、知っているかどうかの質問をしている）。
混合診療に対す
る認識
「公平性」
「混合診療の解禁は公平性を損なう」に対して「そう思う」場合に 3、「どちらでも
1708
ない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。
「医師の都合 「混合診療の解禁によって医師の都合による医療が広まる」に対して「そう思う」 1708
による医療」 場合に 3、「どちらでもない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。
「医療費の増 「混合診療の解禁は医療費を増大させる」に対して「そう思う」場合に 3、「どちら
1708
大」
でもない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。
「治療の選択 「混合診療の解禁は治療の選択の自由を高める」に対して「そう思う」場合に 3、
「ど
1708
の自由」
ちらでもない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。
「重症者が救 「混合診療の解禁によって重症者が救われると思う」に対して「そう思う」場合に 3、 1708
われる」
「どちらでもない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。

平均
3.571

標準偏差
1.007
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出所：調査結果より筆者作成

図 1 本稿のデータにおける年齢別回答者の分布
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出所：総務省「国勢調査」
（平成17年）より筆者作成
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/access.htm
（平成20年12月7日 筆者確認）

図2 総
 務省「国勢調査」にみる年齢別人口分布
（平成 17 年）

出所：調査結果より筆者作成

図3 本
 稿のデータにおける所得階層別回答者の
分布

出所：総務省「家計調査」
（平成17年）より筆者作成
http://www.stat.go.jp/data/kakei/2005np/index.htm
（平成20年12月7日 筆者確認）

図4 総
 務省「家計調査」にみる所得回答別世帯
の分布（平成 17 年）

3．先行研究
ここで先行研究である、日医総研（2007）9）、日

30 代が多く、概ね若年世代が対象となっているの

本医療政策機構（2008） および本稿に先立つ鈴木・

に対して、日本医療政策機構（2008）10） は 50 代、

齋藤（2006）8）を比較する。各調査の概要は表 2 に

60 代が多い。日医総研（2007）9） はどの年代も同

まとめている。まず調査法を比較すると、日医総

程度の割合である。前節で示した「国勢調査」
（平

研（2007） は個別面接聴取法、日本医療政策機構

成 17 年）にみる年齢階層の分布と比較する限りで

（2008） は郵送法、鈴木・齋藤（2006） はインター

は、日医総研（2007）の調査がもっとも母集団に

ネット調査という違いがある。各調査対象者の特

近いといえよう。また性別に関しては（図 6）
、ど

徴を比較すると、年齢構成に関しては（図 5）
、鈴

の調査もほぼ男女半々の割合であった。

10）

9）

10）

8）

木・齋藤（2006） における回答者は概ね 20 代、
8）

主たる調査結果はそれぞれ図 7、8、10 にまと
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表 2 各先行調査のデータ比較
日医総研（2007）
調査対象 国民

医師

調査地域 全国（158 地点） 全国

日本医療政策機構（2008）

鈴木・齋藤（2006）

患者（医療機関を訪れた人） 国民

国民

全国（50 医療機関）

全国（50 地点）

全国

標本数

満 20 歳以上
3000 人
男女（2000 人）

満 20 歳以上男女

全国 20 歳以上の男女
4000 人

全国 20 〜 69 歳の男女
204 万人

調査法

個別面接聴取法

調査員による聞き取り

郵送法

インターネット調査

調査時期

2006 年 3 月 14 日 2006 年 3 月
〜 27 日
1 日〜 15 日

2006 年 3 月 1 日〜 20 日

2008 年 1 月

2005 年 12 月 5 日〜 8 日

1082（27%）

7156
（14.3%）
ただし、契約上利用可
能な標本は 1712 人分

有効回収
1364（68.2%）
数（率）

郵送法

1288（42.9%） 979

出所：日医総研（2007）
、日本医療政策機構（2008）
、鈴木・齋藤（2006）より筆者作成。

出所：日医総研（2007）、日本医療政策機構
（2008）
、鈴木・齋藤（2006）
より筆者作成。
注）ただし、先行研究間のデータを比較するにあたり、日医総研
（2007）
に関しては国民に関する調査のみを取り上げている。

出所：日医総研（2007）、日本医療政策機構（2008）、鈴木・齋藤（2006）
より筆者作成。
注）ただし、先行研究間のデータを比較するにあたり、日医総研（2007）
に関しては国民に関する調査のみを取り上げている。

図5 各
 先行研究のデータにおける調査対象者の
年齢構成

図6 各
 先行研究のデータにおける調査対象者の
性別構成

めてある。日医総研（2007）9） は「日本の医療に

の割合が、国民で 72.1％という結果を得た注 10。ま

関する意識調査」のなかで医療格差に関するアン

た世帯所得別にみた場合、
（A）に賛成した割合は

ケート調査を行っている（図 7）
。そのなかで「
『所

400 万 円 未 満 が 77.3 ％、400 万 ～ 800 万 円 未 満 が

得の高い低いに関係なく、国民みんなが同じレベ

71.6％、800 万円以上が 67.9％であり、高所得にな

ルの医療を受けられる仕組みがよい』
（A）と『お

ると（A）を望む割合がやや低下すると指摘して

金を払える人は追加料金を支払えば、保険で給付

いる。

される以上の医療やサービスを受けられる仕組み

しかし、この質問は医療格差を問うものであり、

がよい』
（B）
、どちらに賛成しますか？」という

混合診療そのものに対するものではない。必ずし

質問を行い、国民に対するアンケート結果として

も混合診療の解禁は医療格差をもたらすとは限ら

（A）の意見に「賛成」
「どちらかといえば賛成」

ず、むしろ混合診療の禁止が医療格差を生む可能

混合診療の賛否には何が影響しているのか？
―アンケート調査に基づく実証的考察―

「国内で保険対象外の抗がん剤など、生命に関わる

どちらに賛成しますか？
（A）
『所得の高い低いに関係なく、国民みんなが同

治療に関しては混合診療を認めるべき」

じレベルの医療を受けられる仕組みがよい』
で給付される以上の医療やサービスを受けら
れる仕組みがよい』

どちらかといえば
（B）の意見に
賛成である
（A）
と（B）の意見の
中間である

わからない・無回答
2.6％

12.3％

8.6％

17.9％

（A）の意見に
賛成である

無回答 3.7％

反対

（B）
『お金を払える人は追加料金を支払えば、保険

（B）の意見に賛成である
4.3％

61

5.6％
どちらかと
言えば
反対
12.4％

賛成
33.5％

どちらかと言えば
賛成
44.7％

54.3％

どちらかといえば
（A）の意見に賛成である

「国民の選択の範囲を広げるために、幅広い治療に
対して混合診療を認めるべき」
無回答 3.8％

出所：日医総研（2007）より筆者作成。
注）ただし、先行研究間のデータを比較するにあたり、日医総研
（2007）
に関しては国民に関する調査のみを取り上げている

反対

図 7 先行研究の結果（日医総研，2007）

性も指摘されている点には留意しなければならな
いだろう 8, 11）。
日本医療政策機構（2008）10） は「日本の医療に
関する 2008 年世論調査」のなかで混合診療に賛成

7.7％
どちらかと
言えば
反対

賛成
24.2％

21.7％
どちらかと言えば
賛成
42.6％

および反対の意見の例を紹介した上で、2 種類の
質問を通じて混合診療の是非について意見を聞い
ている（図 8）
。これによると「国内で保険対象外
の抗がん剤など、生命に関わる治療に関しては混

出所：日本医療政策機構（2008）より筆者作成。

図 8 先行研究の結果
（日本医療政策機構，2008)

合診療を認めるべき」という意見に対して、賛成
33.5％、どちらかといえば賛成 44.7％、どちらか

ど混合診療に賛成する人も多いが、低所得・低資

といえば反対 12.4％、反対 5.6％であった。また「国

産でも大半が賛成していると指摘している。

民の選択の範囲を広げるために、幅広い治療に対

しかし、この質問では回答において「どちらで

して混合診療を認めるべき」という意見に対して、

もない」という選択肢が用意されていない。その

賛成が 24.2％、どちらかと言えば賛成 42.6％、ど

ため選択肢のない回答者、すなわち賛成でも反対

ちらかと言えば反対 21.7％、反対 7.7％であった。

でもない人が、やむを得ずいずれかを選択すると

また所得・資産別の調査結果では経済力が強いほ

いうことも考えられる。またこれは上記の日医総
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■混合診療の禁止・解禁の説明

混合診療の解禁に賛成ですか？反対ですか？

わが国は医療保険があるために、町のお医者さ

どちらかと
言えば
反対

んや病院にいったときに窓口で支払う金額は、若
者は 3 割、老人は 1 割です。

全面的に反対 3.6％
7.8％
全面的に賛成

しかしながら、最先端の医療など、まだ医療保

19.8％

険の使用が認められていない治療法や薬を使いた
い場合には、その分を全額自己負担するだけでは
どちらでもない

なく、その病気の治療にかかった全ての医療費（保
険が使える医療費も）が全額自己負担になるとい

36.4％

う制度となっています。

どちらかと言えば
賛成
32.4％

これを「混合診療の禁止」と呼びます。
一方、
「混合診療の解禁」を行って、医療保険
が使える部分は若者 3 割、老人 1 割の自己負担と
し、医療保険が使えない部分のみ全額自己負担に
なる制度にしようという見方もあります。

出所：鈴木・齋藤（2006）より筆者作成。

図 10 先行研究の結果（鈴木・齋藤，2006）

通常の医療と保険が使えない医療を併用すると…
通常の医療
医療保険が適用
される
一部が自己負担

保険が使えない医療

回答の違いにしか言及しておらず、その他の要因
については検討していない。こうしたアンケート

＋

全額が自己負担

調査において重要なのは、その結果のみならず、
その背景にあるものをつまびらかにすることであ
ろう。

この部分も
自己負担となる
一部が自己負担

鈴木・齋藤（2006）8）は、混合診療の禁止および

＋

全額が自己負担

9）
、混合診療の賛否を尋ねた。その結果を踏まえ

現行の「混合診療の禁止」では、
健康保険分も自己負担となります。
医療保険が適用
される
一部が自己負担

容認について回答者に説明文を示した上で（図
て（図 10）
、それを規定する要因について様々な
個人属性を用いて分析した。しかし、いくつかの
推定を試してはいるが、すべての変数を同時にコ

＋

全額が自己負担

「混合診療解禁」では、医療保険が使えない
部分のみ全額自己負担という考えです。
出所：鈴木・齋藤（2006） 再掲

図9 先
 行研究（鈴木・齋藤 , 2006）における
混合診療の禁止および解禁に関する説明文

ントロールしていないため、どのような要因が混
合診療の賛否に決定的であるかを明らかにしてい
るわけではない。また混合診療の賛否には、混合
診療に対する認識も影響すると考えられる。鈴木・
齋藤（2006）8）では、混合診療に対してどういう認
識を持つ人々が混合診療に賛成・反対するかをク
ロス表にて示し、認識の違いが賛否に及ぼす影響

研の調査にも該当するが、単回帰での分析にとど

について示唆したが、そうした認識の背景につい

まっており混合診療の賛否における規定要因の分

てまでは分析しなかった。

析にはなっていない。さらには支払い能力による

そこで本稿では、こうした残された課題を踏ま

混合診療の賛否には何が影響しているのか？
―アンケート調査に基づく実証的考察―

え、鈴木・齋藤（2006）8）では明らかにされなかっ
た、混合診療の規定要因とその背景について、ア
ンケート調査の分析から明らかにする。

4．分析
（1）混合診療の賛否の規定要因
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①分析方法
個人 i について
（i= 1 ,2 ,・・・, N）
、
混合診療への
賛否を被説明変数とする方程式を次のように表す。
y ＊i=Χ'iα+εi εi ～ N( Ο, σ2)

（1）

y i=j if μj-1 ≤ y i<μj, j=1,2,..., J, μ0=-∞,μJ =+∞
＊

αはパラメータであり、Χi は定数項を含む説明

ここで混合診療に関して考えられる仮説を「支

変数群である。y ＊i は観察不可能な潜在変数である

払い能力」と「健康状態」に着目して 2 つあげる。

が、y i は観察可能な変数であり、j は「全面的な賛

まず 1 つ目は「支払い能力」に関する仮説である。

成」を 5、
「どちらかといえば賛成」を 4、
「どちら

混合診療反対派の主たる意見として「混合診療を

でもいい」を 3、
「どちらかといえば反対」を 2、
「全

解禁すると、受けられる医療に関して支払い能力

面的な反対」を 1 とする順序変数である。μj は未

による格差が生じる」というものがある。この立

知の正の値をとるパラメータで、αと同様にデー

場に立てば、不利を被りやすい支払い能力の低い

タから推定される。順序変数の集合は次のように

人ほど混合診療の解禁に反対することが考えられ

定義する 12）。

る。一方で、支払い能力の高い人は自由診療を受
診する金銭的余裕があることに加えて、混合診療
の解禁によって保険給付が受けられるようになる
点で有利になると考えられる。この場合、支払い

1 if yi falls in the j th category.
Ζ (y i =j) = 
2 otherwise
Pr
［Ζ (y i =j)］
=Φ（μ
1
j －Χ'iα）
－ Φ（μ
1
j-1 －Χ'iα）

能力が高い人ほど混合診療の解禁に賛成すると予

ここではΦ1 を一変量標準正規分布の累積分布

想され、所得や資産が高いほど正の符号をとるは

関数としている。次の対数尤度関数を最大化する

ずである。

ことでパラメータを推計する。

2 つ目の仮説は「健康状態」に関する仮説である。
混合診療賛成派の意見として「混合診療が容認さ

N

J

［Ζ (y i = j)］
L =lnL= ΣΣΖ (y i = j)= Pr
＊

i =1 j=1

れれば、患者は自由診療を受けやすくなる」とい
う意見がある。これは混合診療が認められれば、

②推計結果

追加的負担のみで自由診療にアクセスできる点を

表 3 に推計結果を示した。推定 1 では男性、中

指している。この場合、自由診療へのニーズが高

所得、中高資産、医療の知識が正で有意であり、

い人ほど、すなわち健康状態が悪い人や健康リス

年齢、主観的健康観、医療・福祉職は負で有意で

クのある人ほど混合診療に賛成すると考えられ、

あった。推計結果の詳細な考察は、次小節で行う

主観的健康観や年齢および過去の大病経験といっ

混合診療に対する認識の分析結果も得て、第 5 節

た変数の符号は正をとることが予想される。

で行う。

これらの仮説を検証すべく、ここでは混合診療
の賛否に対してどのような要因が決定的であるか
を Ordered Probit Model を用い、すべての説明変
数を同時にコントロールして分析する。

（2）混合診療に対する認識とその規定要因
以上では主に混合診療の賛否に対する個人属性
に着目した分析を行ったが、次に混合診療に対す
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表 3 混合診療の賛否に関する決定要因（Ordered Probit Model）

男性
年齢
学歴
既婚
末子 10 代以下
中所得
高所得
中資産
中高資産
高資産
喫煙
飲酒
運動習慣
主観的健康観
大病経験（回答者）
大病経験（配偶者）
大病経験（配偶者以外の家族）
医療・福祉職
医療の知識
「混合診療」を知っている
μ0
μ1
μ2
μ3
サンプル数
擬似決定係数
対数尤度

係数
0.1171
-0.0068
0.0788
-0.0497
0.0149
0.1020
0.0767
-0.0303
0.1235
0.0728
-0.0121
0.0190
0.0207
-0.1346
-0.0075
0.0845
-0.0225
-0.2443
0.0273
0.0560
-1.6418
-1.0343
0.1334
1.0470

標準誤差
0.0579
0.0030
0.0566
0.0715
0.0682
0.0600
0.0869
0.0676
0.0740
0.1023
0.0581
0.0541
0.0565
0.0739
0.0640
0.0933
0.0703
0.1295
0.0135
0.0750
0.1334
0.1262
0.1259
0.1287

推計 1

z値
2.02
-2.25
1.39
-0.70
0.22
1.70
0.88
-0.45
1.67
0.71
-0.21
0.35
0.37
1.82
-0.12
0.91
-0.32
-1.89
2.02
0.75

P値
0.043**
0.025**
0.164
0.487
0.827
0.089*
0.378
0.654
0.095*
0.477
0.836
0.725
0.715
0.068*
0.907
0.365
0.749
0.059*
0.044**
0.456

1705
0.0082
-2319.6404

注）*** は 1％水準、** は 5% 水準、* は 10% 水準でそれぞれ有意であることを示す。
注）いずれも標準誤差は White の修正を行った Robust Standard Error を用いている。

る認識についてその規定要因を分析し、混合診療

ない」場合に 2、
「思わない」場合に 1 である順序

の賛否の背景をさらに検討するための材料とす

変数をとる（表 1 参照）
。

る。
②推計結果
表 4, 5 に推計結果が示されている。混合診療の

①分析方法
ここでは混合診療に係る認識を規定する要因に

賛否に対して有意になった説明変数のなかで、混

関して、先の方程式
（1）
と同様に、Ordered Probit

合診療に対する認識に対しても有意になったの

Model を用いて分析する。混合診療に係る認識に

は、主に年齢、主観的健康観、医療・福祉職、医

関して、概ね否定的な質問として、混合診療の解

療の知識であった。まずはこれらの変数に着目し

禁で「公平性が損なわれる」
「医師の都合による

て推計結果を整理しよう。

医療が広まる」
「医療費を増大させる」を、概ね

年齢は、混合診療の解禁で「治療の選択の自由

肯定的な質問としては「治療の選択の自由を高め

を高める」
「重症者が救われる」に対して負で有

る」
「重症者が救われる」を取り上げた

。各質

意であり（表 5, 推定 5, 6）
、
「思わない」と解釈さ

問に対して、
「そう思う」場合に 3、
「どちらでも

れる。主観的健康観は、
「治療の選択の自由を高

注 11
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表 4 混合診療に対する認識に関する分析 1（Ordered Probit Model）
「公平性を損なう」（推計 2） 「医師の都合による医療」
（推計 3）
係数 標準誤差 ｚ値
P値
係数 標準誤差 ｚ値
P値
男性
-0.1158 0.0613 -1.89 0.059*
-0.0599 0.0627 -0.95 0.34
年齢
0.0034 0.0032
1.05 0.293
-0.0023 0.0033 -0.71 0.48
学歴
-0.1403 0.0616 -2.28 0.023**
0.1203 0.0624
1.93 0.054*
既婚
0.0546 0.0739
0.74 0.46
0.0923 0.0783
1.18 0.238
末子 10 代以下
-0.0282 0.0705
-0.4 0.69
-0.0865 0.0752 -1.15 0.25
中所得
0.0211 0.0637
0.33 0.74
0.0047 0.0669
0.07 0.944
高所得
0.0213 0.0928
0.23 0.818
-0.0519 0.0965 -0.54 0.591
中資産
-0.0855 0.0701 -1.22 0.223
-0.0696 0.0737 -0.94 0.345
中高資産
-0.0676 0.0812 -0.83 0.406
-0.0561 0.0826 -0.68 0.497
高資産
-0.1033 0.1114 -0.93 0.354
-0.0496 0.1115 -0.44 0.656
喫煙
0.0960 0.0607
1.58 0.114
0.0891 0.0616
1.45 0.148
飲酒
0.0163 0.0573
0.29 0.776
0.0476 0.0588
0.81 0.418
運動習慣
0.0597 0.0593
1.01 0.314
-0.1008 0.0615 -1.64 0.101
主観的健康観
0.0608 0.0769
0.79 0.43
0.0311 0.0764
0.41 0.684
大病経験（回答者）
0.0648 0.0712
0.91 0.363
0.0280 0.0719
0.39 0.697
大病経験（配偶者）
-0.1119 0.0991 -1.13 0.259
0.0318 0.1027
0.31 0.757
大病経験（配偶者以外の家族） -0.0437 0.0741 -0.59 0.555
-0.0241 0.0741 -0.32 0.745
医療・福祉職
0.2569 0.1311
1.96 0.05 *
-0.0872 0.1479 -0.59 0.555
医療の知識
-0.0075 0.0139 -0.54 0.589
0.0211 0.0145
1.46 0.145
「混合診療」を知っている
0.1103 0.0788
1.40 0.162
0.1074 0.0806
1.33 0.183
μ0
-0.5771 0.1166
-1.2857 0.1217
μ1
0.8770 0.1176
0.3324 0.1204
サンプル数
擬似決定係数
対数尤度

1705
0.0084
-1718.77

1705
0.0064
-1563.81

「医療費の増大」（推計 4）
係数 標準誤差 ｚ値
P値
-0.0163 0.0621
-0.26 0.792
0.0038 0.0032
1.18 0.237
0.0361 0.0613
0.59 0.556
-0.0090 0.0733
-0.12 0.903
0.1538 0.0708
2.17 0.03**
-0.0299 0.0660
-0.45 0.651
0.1073 0.0958
1.12 0.262
0.0842 0.0740
1.14 0.255
0.0037 0.0831
0.04 0.965
-0.2326 0.1072
-2.17 0.03**
0.0036 0.0612
0.06 0.954
-0.0645 0.0581
-1.11 0.267
-0.0309 0.0593
-0.52 0.603
0.0589 0.0789
0.75 0.456
0.0586 0.0711
0.82 0.41
0.0527 0.0955
0.55 0.581
0.1540 0.0778
1.98 0.048**
0.2260 0.1335
1.69 0.09*
0.0360 0.0143
2.51 0.012**
-0.1617 0.0794
-2.04 0.042**
-0.7583 0.1199
0.6005 0.1201
1705
0.0121
-1665.55

注）*** は 1％水準、** は 5% 水準、* は 10% 水準でそれぞれ有意であることを示す。
注）いずれも標準誤差は White の修正を行った Robust Standard Error を用いている。

める」
「重症者が救われる」に対して負で有意で

推定 5, 6）
。

あり、
「思わない」と解釈される（表 5, 推定 5, 6）
。
これらに関しては混合診療の解禁に概ね否定的で

5．考察

あることがわかる。
医療・福祉職は、混合診療の解禁で「公平性を

ここで改めてこれまでの推計結果の含意につい

損なう」
「医療費を増大させる」に対しては正で

て考察する。特に第 4 節でたてた仮説を中心に検

有意であり、
「そう思う」と解釈され（表 4, 推定 2,

討する。

4）
、
「重症者が救われる」に対しては負で有意で
あり、
「思わない」と解釈される（表 5, 推定 6）
。

（1）混合診療の賛否と支払い能力

これらより医療・福祉職は混合診療の解禁に概ね

第 4 節（1）では、支払い能力が高い人ほど混合

否定的であることがわかる。医療の知識は「医療

診療の解禁に賛成するという仮説を立てた。この

費を増大させる」に対して正で有意であり、
「そ

場合、支払い能力が高い人ほど混合診療の解禁に

う思う」と解釈され（表 4, 推定 4）
、
「治療の選択

賛成すると予想され、所得や資産が高いほど正の

の自由を高める」
「重症者が救われる」に対して

符号をとるはずである。

も正で有意であり「そう思う」と解釈される（表 5,

表 3 の推定 1 をみると基準グループの低所得に
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表 5 混合診療に対する認識に関する分析 2（Ordered Probit Model）

男性
年齢
学歴
既婚
末子 10 代以下
中所得
高所得
中資産
中高資産
高資産
喫煙
飲酒
運動習慣
主観的健康観
大病経験（回答者）
大病経験（配偶者）
大病経験（配偶者以外の家族）
医療・福祉職
医療の知識
「混合診療」を知っている
μ0
μ1
サンプル数
擬似決定係数
対数尤度

「治療の選択の自由」
（推計 5）
係数
標準誤差
ｚ値
P値
-0.0433
0.0647
-0.67
0.503
-0.0071
0.0034
-2.08
0.038**
0.1863
0.0661
2.82
0.005***
0.0443
0.0795
0.56
0.578
0.0050
0.0767
0.07
0.948
0.0328
0.0676
0.49
0.628
0.0149
0.1009
0.15
0.882
-0.0194
0.0746
-0.26
0.795
-0.0790
0.0839
-0.94
0.347
-0.0664
0.1166
-0.57
0.569
-0.0754
0.0631
-1.19
0.232
0.0735
0.0608
1.21
0.226
-0.0301
0.0627
-0.48
0.631
-0.1481
0.0822
-1.80
0.072*
0.1306
0.0748
1.75
0.081*
0.1370
0.1052
1.30
0.193
0.0792
0.0813
0.97
0.33
-0.1600
0.1512
-1.06
0.29
0.0360
0.0153
2.35
0.019**
0.2925
0.0858
3.41
0.001***
-1.4079
0.1243
-0.0570
0.1235
1705
0.0197
-1473.73

「重症者が救われる」
（推計 6）
係数
標準誤差
ｚ値
P値
-0.0735
0.0619
-1.19
0.235
-0.0071
0.0032
-2.19
0.029**
0.0845
0.0614
1.38
0.169
-0.0154
0.0768
-0.20
0.841
0.0915
0.0742
1.23
0.217
0.0443
0.0668
0.66
0.507
-0.0484
0.0993
-0.49
0.626
-0.0712
0.0715
-1.00
0.319
0.0687
0.0837
0.82
0.412
0.0230
0.1136
0.20
0.84
-0.0168
0.0621
-0.27
0.786
-0.0288
0.0584
-0.49
0.621
-0.0519
0.0605
-0.86
0.391
-0.2012
0.0772
-2.61
0.009***
0.0709
0.0709
1.00
0.317
0.1204
0.1009
1.19
0.232
0.0549
0.0774
0.71
0.478
-0.4284
0.1446
-2.96
0.003***
0.0365
0.0147
2.49
0.013**
0.0460
0.0802
0.57
0.566
-1.2881
0.1202
0.2052
0.1190
1705
0.0129
-1622.90

注）*** は 1％水準、** は 5% 水準、* は 10% 水準でそれぞれ有意であることを示す。
注）いずれも標準誤差は White の修正を行った Robust Standard Error を用いている。

対して中所得、高所得が、また基準グループの低

られる。この場合、むしろ混合診療解禁に対する

資産に対して中資産、中高資産、高資産がいずれ

インセンティブが大きいのは、全額自己負担はで

も正の符号を取った。しかしながら、中所得、中

きないが、自由診療分に係る追加的な支払いは可

高資産は正で有意であるが、高所得、高資産は正

能な中間層であることが示唆される。

であっても有意ではなかった。一方で、混合診療
に対する認識である「医療費を増大させる」に対

（2）混合診療の賛否と健康状態

して（表 4，推計 4）
、高資産は負で有意であり、
「そ

第 4 節（1）では、健康状態が悪い人や健康リス

う思わない」と解釈されるため、これに関しては

クのある人ほど混合診療に賛成するという仮説を

先ほどの予想どおりである。

立てた。この場合、主観的健康観や年齢および過

ではなぜ混合診療の賛否について、必ずしも高
資産および高所得であることが決定的な要因にな

去の大病経験といった変数の符号は正をとると予
想した。

らないのだろうか。その理由として支払い能力の

しかし、本稿の推計結果はそれとは異なるもの

高い層にとっては混合診療の禁止に関わらずそも

であった（表 3，推定 1）
。主観的健康観や年齢は

そも全額自己負担で受診ができるため、それほど

負で有意であり、健康状態が悪い人や健康リスク

賛成するインセンティブが大きくないことが考え

がある人ほど混合診療に反対であった。さらに混
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合診療に対する認識について、混合診療の解禁が

合診療の全面解禁によって新薬・新技術を保険収

「治療の選択の自由」
「重症者を救う」という点に

載する誘因が低くなるといった指摘は 2, 3）、混合診

関して（表 5, 推定 5, 6）
、主観的健康観や年齢は

療解禁後における他の政策変数の変更を想定して

負で有意となり、健康状態が悪い人や健康リスク

いるという意味で動学的観点に立つものと位置づ

がある人ほどそう「思わない」という結果だった。

けられる。この立場に立てば、混合診療の解禁は

なぜ健康状態が悪い人や健康リスクがある人ほど

公的保険給付水準の相対的低下を含意するものと

混合診療に否定的になるのだろうか？

捉えられ、自由診療へのニーズがあるような重症

自由診療のニーズに立ち戻って考えると、例え

者にとっては、自由診療併用に係る自己負担の軽

健康状態が悪くとも自由診療を受けるほどではな

減としてメリットもあるが、そもそも混合診療解

く、現行の公的医療保険給付水準で十分対応可能

禁のメリットがないような軽症者にとっては、む

な場合は、そもそも混合診療が解禁されてもメ

しろ自己負担の増加を意味するためデメリットに

リットはそれほどない。一方、保険給付では不十

なるとも考えられる。このように考えれば、健康

分で自由診療のニーズがあるような重症者の場

状態が悪い人や健康リスクのある人が混合診療に

合、混合診療の解禁は自由診療へアクセスする際

反対する理由も説明できる。

の自己負担の軽減を意味するためにメリットがあ

もちろんこれだけでは、混合診療解禁が公的医

る。重症者を表す代理変数として、ここでは大病

療保険給付水準の低下を含意するものとして捉え

経験が該当すると考えられるが、回答者および家

られているのか、またそれが混合診療の賛否に影

族のいずれにおいても混合診療の賛否に対して正

響するのか、は明らかではない。この点の検証は

ではあるが、有意ではなく、統計的に確かな結果

本稿の範疇を超えるためこれ以上取り扱えない

は得られなかった。ただし、表 4 の推計 4 より混

が、今後明らかにすべき課題である。

合診療の解禁は「医療費を増大させる」に対して、
配偶者以外の家族の大病経験が正で有意であり
「そう思う」という結果を得ていることから、必

（3）混合診療の賛否と医療に対する知見およ
び立場

ずしも重症者にとっての費用軽減という意味でメ

このほかに混合診療の賛否および混合診療に対

リットがあるとは捉えられていない点が見受けら

する認識の推計で有意になった変数として「医療

れる。しかしながら、ここまでの結果からは、健

の知識」と「医療・福祉職」があった。医療の知

康状態の悪い人がなぜ混合診療に反対するのか定

識は医療に対する知見を表す代理変数として、

かな説明は得られない。

知っている医療制度の数で測ったものである。一

この点を理解する 1 つの手がかりが、制度変更

方「医療・福祉職」も医療の現場に近いという点

に係る「動学的観点」である。混合診療の解禁は、

で知見があることを示す変数であるとともに、一

自由診療にアクセスする際の自己負担を軽減する

般の人とは異なる立場を反映する変数とも考えら

点で、自由診療へのニーズがあるような患者には

れる。

有利である。しかし、これは公的医療保険給付水

これらの推計結果は対照的となった。医療・福

準をはじめとしたその他の政策変数を不変と想定

祉職は混合診療の賛否に対して負で有意（表 3，

した、制度改定時点での評価であり、その意味で

推定 1）
、すなわち反対の態度を示し、混合診療に

静学的観点に立つものである。これに対して、混

対する認識においても概ね否定的であった（表 4,
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推定 2, 4 および表 5, 推定 6）
。一方、医療の知識は

またこの問題は公的医療保険と民間医療保険の

混合診療の賛否に対しては正で有意であり（表 3,

関係にも関わる。民間医療保険は公的医療保険が

推定 1）
、賛成の態度を示した。混合診療に対する

カバーしていない部分に備える役割をもつ。これ

認識においては「医療費を増大させる」について

には主に、治療費負担など標準的・必需的な部分

は正で有意（表 4, 推定 4）
、
「そう思う」としてい

をカバーするという意味で公的医療保険に対して

たが、
「治療の選択の自由を高める」
「重症者が救

代替的な役割と、標準的・必需的な医療水準以上

われる」では正で有意（表 5, 推定 5, 6）
「
、そう思う」

をカバーするという意味で補完的な役割の、二つ

としており、肯定的であった。

が考えられる。これに関しては、民間医療保険は

このように対照的な結果は、立場の違い、すな

公的医療保険に対して代替的ではなく、現在の公

わち医療需要者側と医療供給者側の違いに由来す

的医療保険は治療費負担に対するリスクを十分に

るものと考えられる。これには医療の現場に近い

カバーしているという指摘もあれば 22）、代替的で

ことで得られる認識の違いなど様々な要因が考え

あるとの指摘もあり 23）、一概な結果が得られてい

られる。それが具体的に何なのか明らかにするに

るわけではない注 14。現行において民間医療保険が

は、本稿のデータに含まれなかった医師も含め、

公的医療保険に対して代替的か否か、すなわち標

医療従事者を対象とした調査を別途行わなければ

準的・必需的水準にないのかどうかは混合診療の

ならない。

賛否にも影響するものと考えられる注 15。公的保険
給付の最適な水準の議論とともに、民間医療保険

6．結語

が公的医療保険に対して現状でどのような役割を
担っているのか、あるいは担うべきなのかは今後

本稿の結果からは、混合診療の賛否の背景には
従来いわれてきた点に留まらない、国民の考えが

検討されるべき課題である。
最後に調査法についての課題も述べておこう。

あることが示された。もちろん上述したように本

混合診療の対象は、新しい医療材料など直接治療

稿にはいくつかの課題が残されている点にも留意

に関わるものや、治療ではなくとも予防的処置な

しなければならない。

ど健康に直接関わるもの、また療養環境などに見

まず本稿では混合診療の解禁による公的医療保

られるような、治療に直接関わらない快適性や利

険給付水準の低下という観点が国民にあるのかど

便性に係るものまで様々であるが 25）、本稿では対

うかを検証するまでには至らなかった。混合診

象を区別せずに混合診療の是非を質問した。また

療と公的医療保険給付水準は不可分の問題であ

混合診療の在り方に関してはすべての医療サービ

る

。いくつかの公的医療保険に関するアンケー

スに関して混合診療を認めるような全面的な解禁

ト調査は、公的医療保険だけでは医療費をまかな

のほか、保険外併用療養費のように一定の規制の

うのに不十分であるとの回答が多いと報告してい

もと一部に関してのみ混合診療を認めるような部

る

。ただし、何をもって最適な公的医療保険

分的な混合診療もありえるが、本稿ではこうした

給付水準とするかは、医療の必需性のライン自体

区別をしなかった注 16。今後は混合診療の対象およ

が様々な要因に依存することに加え 17）、公平性の

び在り方についても明確に区別した調査を行う必

確保も求められるため

要がある注 17。

注 12

14 〜 16）

、別途の議論が必要であ

注 13

る。

混合診療の賛否には何が影響しているのか？
―アンケート調査に基づく実証的考察―
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に分布の右の裾野が広くなる可能性がある。
９ 注 3 でも説明したように、本調査は居住地域を全
国 8 大地域に区分したうえで、総務省統計局のデー

けた。この点に関しても記して感謝したい。

タに基づき各地域の人口構成比と同じ割合でサンプ
ルを抽出している。それに対して国勢調査（平成

注

17 年）は一部離島を除く全国を対象とした全数調

１ これは特定療養費の枠組みはそのままに、明示的

査であり、家計調査（平成 17 年）は学生の単身世

に保険導入のための評価を行う「評価療養」と、保

帯を除外した全国の全世帯を調査対象として、層化

険導入を前提としない「選定療養」という分類を導

3 段抽出法によって世帯を選定した標本調査となっ

入したものと位置づけられる。

ている。よって必ずしも本調査と国勢調査および家

２

計調査の母集団の人口構成は一致していないことに

調査会社「
（株）エルゴ・ブレインズ」http://

は留意されたい。

www.t-research.net/service/index.html
３ ここでは北海道・東北、関東、甲信越・北陸、東

10

した上で、総務省統計局の人口データ（2004 年 10
月 1 日公表）に基づいて、それぞれ各地域の人口構
成比と同じ割合でサンプルを抽出した。
４ 調査協力者への報酬は、ためることで商品と交換
できるポイントである。しかし、抽選で付与するこ
とによって、報酬目当ての回答者を極力排除してい
る。

また、患者に関しては 76.8％、医師に関しては
58.3％という結果であった。

海、近畿、中国、四国、九州・沖縄と、8 つに区分
11

鈴木・齋藤（2006）8） では混合診療に対して反対
する人ほど、混合診療の解禁で「公平性を損なう」

「医師の都合による医療が広まる」
「医療費を増大さ
せる」と回答する割合が概して多く、混合診療に対
して賛成する人ほど「治療の選択の自由を高める」
「重症者が救われる」と回答する割合が多いことが
指摘された。

５ ただし、14.3％という数字は通常の意味での回収

12 例えば二木（2005）13）は混合診療の全面解禁をめ

率と異なる点には注意されたい。本アンケート調査

ぐる論争の本質は、最適水準説と最低水準説といっ

の期間は３日間であり、そのうち協力依頼のメール

た公的保険の給付水準をめぐる理念の対立にあると

を受けたモニター会員の中で、期間中にメールを読

指摘している。

めず、調査に参加できなかった人々が存在している
と考えられる。
６

本調査の契約では当初 1100 人の調査データ収集

13 この点を考慮するためには、近年の社会選択理論
の分野で行われつつあるアンケート調査を用いた公
平観の実証分析 18 〜 21）といった方法が参考になる。

を目標値としていた。この目標数値よりも上回るモ

14 またこれら先行研究とて、具体的な標準的・必需

ニターが調査協力に応じた場合、超過した調査サン

的水準について検討しているわけではない点には注

プルに関して調査会社は保存せず、乱数に従って順
次ランダムに削除されてゆくシステムになってい

意しなければならない。
15 混合診療の賛否に民間医療保険の加入がどう影響

る。そのためより多くのサンプルを得るため、筆者

するかの分析は、齋藤（2008）で試みられている 24）。

らが十数回にわたりリアルタイムにダウンロード作

ただし、そこで用いられた推計モデルの妥当性は検

業を繰り返し、目標値より多いデータ（1712 人）

討の余地を残している。
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本調査で示した混合診療の定義に照らせば（図
9）
、特定療養費制度は混合診療の解禁に含まれる
と考えられる。仮に「全面的な混合診療の解禁」に
は反対であるが、特定療養費制度のような一定の規
制のもとでの「部分的な混合診療の解禁」に関して

9）日医総研．第 2 回 日本の医療に関する意識調査．
日医総研 WP No.137，2007．
10）日本医療政策機構．日本の医療に関する 2008 年世
論調査．2008．

は賛成といった場合は、少なくとも「
（混合診療の

11）齋藤裕美，鈴木 亘．混合診療の実証的考察―医

解禁に）全面的に賛成」と回答することは考えづら

療アクセスの公平性からの再検討．医療経済研究

く、
「どちらかというと賛成」あるいは「どちらで
もない」に回答するものと考えられる。
17

察．日本経済研究 2006；53：150 － 173

しかし、日本医療政策機構（2008）10） の調査は、
郵送調査であること、サンプルに 50 ～ 60 代が多い
こと、混合診療の対象を重症のケースと軽症のケー
スに分けて質問していること、といった点で我々の

2006；18：105 － 120
12）Maddala, GS. Limited-dependent and qualitative
variables in economics．Cambridge：Cambridge
University Press，1983．
13）二木 立．混合診療問題の政治決着の評価と医療
機関への影響．月刊保険診療 2005；60： 87 － 92

調査とは対照的であるにも関わらず、混合診療に対

14）泉田信行．若年世代の公的医療保険に対する評価

する賛否の結果に関しては概ね同様の傾向を示して

に関する分析－インターネットアンケート調査結果

いる（図 8）
。第 3 節でも述べたように、この調査

より 上．社会保険旬報 2004；2212：6 － 10

と本稿の調査は必ずしも並列に論じられるものでは

15）泉田信行．若年世代の公的医療保険に対する評価

ないが、調査方法にこのような違いがあっても類似

に関する分析－インターネットアンケート調査結果

の結果が出ている点は留意されたい。
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What Affects People’s Attitude toward Mixed Medical Care Services?
—An Empirical Analysis Using a Questionnaire Survey—
Hiromi Saito, Ph.D.*
Abstract
This study explores the determinants of people’
s attitudes toward mixed medical care services, using a
questionnaire data collected in December 2005. The same data had been previously used in Suzuki and Saito (2006).
Among possible determinants, I focus on the“capacity to pay”and the“health status”of the respondents . In
the first place, while people with a higher capacity to pay can afford uncovered medical care services, they will still
be able to receive public insurance benefits if the ban is lifted, and I have expected them to support the lifting of
the ban. Secondly, people with poor health or higher health risks presumably have higher needs for uninsured
medical care services, and they are expected to support the lifting of the ban. I have tested my conjectures by
estimating an ordered probit model.
The results of my estimation have not completely confirmed my conjectures. With respect to the capacity to
pay, people in the middle income and upper-middle income classes tended to support the lifting of the ban; however,
with respect to health status, people with poor health status or higher health risks tended to oppose the lifting. In
addition, people who were more knowledgeable about the health-insurance system tended to support the lifting.
Furthermore, medical care or social welfare personnel tended to oppose the lifting of the ban.
Based on these results, we put forth the following interpretations: (1) people in the middle income class who
have a higher capacity to pay have stronger preference for lifting the ban than those in the upper income class; (2)
people with poor health status  probably oppose the lifting of the ban because they believe that it would lead to a
decrease in the level of public insurance benefits; and (3) the differences in demand and supply might reflect
people’
s attitudes toward mixed medical care services.
［key words］mixed medical care services, public insurance benefit, ordered probit model
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