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巻頭言

医療問題と私
医療経済研究機構所長

伊東

光晴

医療問題に関係したのは、自動車損害賠償責任保険審議会の委員になった70年代であった。
60年代後半、自賠責保険は赤字が膨れ上がり、このままでは大きな財政問題になることが予想されてい
た。大蔵省からその対策の相談を受けた中山伊知郎さんが委員の人選で私を選ぶようにすすめ、私には思
いどおりにできる手だてを用意して下さった。
保険部長の全面協力の下で、11年のちの黒字を目指し保険料率を引き上げ、その間、建設省道路局と警
察関係者の協力を得て、事故率引き下げ対策等をうったが、委員会とは別に、自動車事故による傷害の医
療費の調査を、社長が同じ委員であった保険会社の全面協力で行った。自由診療であるこの治療費が、健
康保険の何倍、請求されているのか―これがひとつのポイントであった。
結果は、最高が約13倍。ワースト病院、全国で120ほどを選んだ。
保険部長とこの資料を持って、医師会で武見太郎会長に会い、医師会の協力をお願いした。
医療の需要弾力性は小さく、自由な市場では医療費が高騰し、しかも、著しい格差が生ずる。こうした
予想どおりの結果がデータの上で示された。
同時に、自賠責法の拡大解釈を行い、その滞留資金の利子から、当時日本には、ほとんどなかった、
CTスキャンを数十台購入し、自動車事故者が運び込まれる大病院に寄贈した。高額機器は、健康保険の
対象外にすべきであるという私の考えを委員会が認めてくれたのである。しかしこれが、高額機器導入の
競争のきっかけを作り、医療費を高めることになるとは思わなかった。
自賠責保険は、医療費もしだいに適正化に向かい、その他対策も効果を生み、事故率低下が進み、「10
年で」という目標は３年余で実現した。これが医療問題への初めてのかかわりである。
第２のかかわりは、70年代の後半、NIRA（総合研究開発機構）の研究助成金を得て、経済学者と医療
関係者の研究組織が実現したときである。研究は５年以上にわたり、５冊の研究書を世に出すことができ
た。
この間私が学んだのは多くあったが、３人の人について書かねばならないだろう。
第１は、のちに医療経済学の専門家になる西村周三教授（当時横浜国立大学助教授）、第２は、池上直
己慶應義塾大学教授、そして、石原信吾厚生省病院管理研究所経営管理部長である。
西村さんからは、アメリカ医療問題の恥部ともいえるナーシングホームの実態と、ほとんど提供される
サービスに差がないアメリカとカナダで、大きな医療費の差があることなど、アメリカの医療問題の全体
像を教えられた。
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日本に帰ったばかりの池上さんからは、最近のイギリスの医療問題について学んだ。そして石原さんか
らは、病院の経営を見る基本的視角を教えられた。病院の固定費用、そして変動費が、各科の違いによっ
て、どうなっているかもである。これによって私は費用曲線の型がわかり、損益分岐点の位置の違いを推
定できるようになった。
私はといえば、医療費を傾向的に高騰させている医療分野の技術革新の特徴を―医療関係研究者の中心
である柴芝良昌さんの協力を得て―明らかにした。この研究は発表年にパリで開かれたIEA（国際経済学
者協会）の大会で都留重人さんによって報告された。
これを受けてイギリス代表は、医学の最先端と健康保険で国民が受けている水準とは大きな差がある。
医学の先端を高めるよりも、国民が受ける水準を高める必要があることを強調し、大きな波紋をひきおこ
した。日本での反応は、病院の医療量上昇を合理化する研究と受け取られたのと対照的であった。私はと
いえば、技術革新の方向を変え、それがより安く、より良いサービスを提供できるように、コントロール
すべきであるという考えであった。
この研究ののち、私は中央医療協議会に委員として入ることになったのである。



特別寄稿

予防接種：
公衆衛生事業としての意義とわが国の課題
田中
要

政宏＊

旨

世界的には新しいワクチンの開発と公衆衛生事業への導入が続き、先進国のみでなく途上国を含めて広く普及しつつあ
る。これらの新しいワクチン、また世界的には広く使用されていながらわが国では定期接種となっていないワクチンを普
及させることで減らせる疾病負担は、わが国でも依然として大きい。しかしながら、わが国の予防接種事業は世界的に見
ると立ち遅れており、またその実施は科学的証拠によるのではなく、行政・司法の判断が主導という特異な形態になって
いる。そしてその立ち遅れは、わが国の過去の副反応関連訴訟における科学的根拠に基づかない判決、そして副反応に対
するメディアの一面的な対応に起因する、行政の立ち去り型サボタージュともいえる。副反応への対策は予防接種事業の
推進に不可欠であるにもかかわらず、わが国にはその問題を客観的に検討できない文化があり、また専門家や医療従事者
の多くは副反応と関連課題への対応には無関心であった。さらに、メディアは社会における同事業の便益とリスクについ
てバランスの取れた情報を提供してきたとは言えない。今後わが国において同事業を推進するためには、社会全体の「最
大多数の最大健康」を達成するとの視点で行政と専門家が協調しながら、国民、メディア、司法関係者、臨床家に向けて
事業の特性の理解を普及させてゆくとともに、中長期的な国家戦略を策定し、またそれを実現し様々な事業課題に対応で
きるように予防接種法と関連法規の改正を含めた抜本的な制度改革が必要である。
キーワード：予防接種、公衆衛生

も現れており、その恩恵は世界のすべての人々が

１．はじめに

受けているといえる。さまざまな保健事業がある
なかで、予防接種は最も費用対効果の高い保健事

戦後予防接種事業が世界的に広く導入されるよ

業のひとつとされている。その点で、衛生教育や

うになった。その結果として、かつて世界的に子

インフラの改善などによる感染症のコントロール

供の主な死亡原因であった百日咳、破傷風、ジフ

が容易ではない途上国において、予防接種は優先

テリアなどの疾患は激減し、麻疹や風疹などによ

順位の高い事業である。また、1970年代後半に日

る疾病負担も大きく減少した。天然痘は根絶さ

本・イギリスにおける百日咳ワクチン接種率の低

れ、ポリオもそれに近い状態にある。また社会全

下に続いてみられた百日咳の流行や、1990年代初

体の罹患（感染）リスクを減少させるという効果

頭に旧ソビエト連邦の崩壊にともなって東欧に広

により、その便益は予防接種を受けていない人に

がったジフテリアの国際的な流行、また天然痘な

＊大阪府立成人病センターがん予防情報センター
元世界保健機関 予防接種担当医務官
元 米国疾病対策予防センター（CDCアトランタ）予防接種
プログラム客員研究員

どによるバイオテロの可能性は、先進国において
も予防接種は依然重要かつ効果的な事業であるこ
とを意味する。また、HIV、マラリアという世界
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最大級の感染症や、感染により引き起こされる悪

かつてわが国は、百日咳コンポーネントワクチ

性腫瘍などに対するワクチンも開発されている。

ン、水痘ワクチンなどの、世界的標準となったワ

これらが完成され広く使用されるようになった場

クチンを開発してきた「ワクチン先進国」であっ

合には、先進国・途上国の区別なく、世界のより

たが、現時点では先進国のなかで最も予防接種事

多くの人々が予防接種の恩恵を受けるようになる。

業の遅れた国の一つとなっている。また、途上国

わが国では、90年代以降予防接種事業は停滞し

でのワクチンによる感染症対策が、The Global

ていたといえるが、最近になって同事業が再度注

Alliance for Vaccines and Immunization（GAVI）

目されるようになってきた。その理由としては、

のイニシアティブ、ビルゲイツ財団などの援助の

１）2009年にはじまる新型インフルエンザ、そし

もとに進展する中で、今後途上国にも後れを取る

てそれ以前のH5N1鳥インフルエンザの世界的流行

可能性もある。

予防のために、ワクチン開発と必要性が注目され

本稿の目的は、１）公衆衛生事業としての予防

たこと、２）推計で年間何百人ものこどもの重度

接種事業の意義と特性、そしてその世界における

後遺障害の原因となっているインフルエンザ菌

動きを概観し、２）わが国の同事業の問題点をそ

１

（Hib）感染症 を予防できる、Hibワクチンや、子

の歴史的経過および社会特性から考察し、３）わ

宮頸癌の予防を可能とするHPVワクチンがわが国

が国における同事業の発展のための課題を検討す

で認可されたこと、３）2007年には高校生・大学

ることである。なお、本稿の視点は「社会全体の

生を中心とした麻疹の流行が社会問題となったこ

利益からみた予防接種事業」という公衆衛生的立

と、また他にも、これまでわが国では稀であった

場であり、その点で医療従事者（以下「臨床家」）

欧米タイプのB型肝炎ウイルスがわが国でも増加

または予防接種の開発や応用を専門とする研究者

し、それによる大人の新規キャリアが増加しつつ

（生物学者、医学を背景とする研究者等。以下

あり、同ワクチンの定期接種化が提案されている

「専門家」）の意見とは異なる点があることを了解

こと、などがある。
表1

されたい２。

予防接種対象疾患による疾病負担の変遷：日本と米国

両国において予防接種事業の導入後に罹患が激減していることがわかるとともに、米国で稀になった疾患がわが国ではいまだに蔓延
していることがわかる。
米国
日本
予防接種導入前の罹患数 2001報告数 減少率（％） 予防接種導入前の罹患数 2001報告数 減少率（％）
ジフテリア
21,053
0
100
49,864
0
100
麻疹
530,217
55 
99.9
181,866 
286,000
（−）
ムンプス（おたふくかぜ）
＊
162,344
6,584
95.9
データなし 2,260,000
（−）
百日咳
200,752
15,632
92.2
152,072
15,000
（−）
ポリオ（麻痺性）
16,316 
0
100
3,212
0
100
風疹
47,745 
11
99.9
データなし
29,000
（−）
天然痘
29,005 
0
100
17,954
0
100
破傷風
580
41
92.9
1,625 
80
95.1
米国のデータは Roush らによる報告から：Roush et al. Journal of American Medical Association 2007:298:2155-63
日米ともに予防接種導入前の期間は、ワクチンの種類により1930-60年代の幅がある。正確な年代は上記の報告を参照。日本はそれぞれのワクチ
ンについて同報告とほぼ同時期のものとした
日本の報告数は厚生省の衛生統計または感染症法に基づく届けより
日本のデータの斜体は2001年の推計値：厚労省研究班「効果的な感染症発生動向調査のための国および県の発生動向調査の方法論の開発に関する
研究」平成15年度報告書より
（−）
：比較不能により計算せず
上記のうち、ムンプスワクチンは日本では予防接種法における定期接種となっていない

予防接種：公衆衛生事業としての意義とわが国の課題



病の予防」の効果は、実感することが難しいから

２．予防接種事業の公衆衛生的意義と特性

である。よって、予防接種事業の評価は、社会全
体における便益とコストの視点から評価する必要

まず、予防接種は世界的に見ても極めて大きな

がある。

実績をもつ保健事業の一つである。世界保健機関

わが国では、予防接種のスケジュールや種類の

（WHO）によると、同事業は毎年250万人以上の

変更が行われることは少なく、予防接種は改定の

３

死亡を予防しており 、世界の平均余命の向上に

必要性に乏しい固定された保健事業であると理解

貢献している。世界的に使用されている、ジフテ

されている場合が少なくない。しかし世界的にみ

リア、百日咳、破傷風、麻疹、風疹、ムンプス

ると、予防接種は「常に進化している動的な事

（おたふくかぜ）、水痘（水ぼうそう）、ポリオ、

業」、すなわち「対象疾患の根絶を理想的な最終

肺炎球菌、Hibなどのワクチンの、疾病罹患予防

目標としながら、その最終目標を目指して、短期

についての有効性は80－90％以上（接種集団と非

目標と中期目標、そしてその達成のための方法論

接種集団を比較すると、接種集団で罹患率を80－

の改定が常時必要な事業」と理解されている 。

90％以上削減できることを意味する）と非常に有

具体的にいうと、予防接種事業の導入後、対象疾

効である。これらのワクチンの接種が長期間継続

患の罹患（患者の発生数）・死亡は減少し、また

される場合、これらの対象疾患の罹患や死亡は、

それと同時に患者の年齢やその背景などの特性は

事業の導入前の数％未満に削減することが可能で

変化する。するとそれに合わせて次の段階の達成

ある（表１）
。また、病原体が自然界に存在せず、

目標と方法が設定しなおされ、その目標と方法に

感染した人間だけに存在する疾患４の場合、接種

基づいてスケジュールや使用するワクチンの種類

を受けた者の割合が十分高くなるときは、社会に

などは最も効果的なものに変更されて行く。そし

おける病原体の循環量が少なくなり、接種を受け

て、最終的な達成目標に達するまで、このサイク

ない者にも感染のリスクが軽減するというメリッ

ルが続く。この実例が、天然痘そしてポリオの世

トも知られている（集団防衛効果）。また、予防

界的な根絶事業である。この２つの疾患の対策に

接種事業は「最も費用対効果の高い公衆衛生事

おいても、事業の導入当初はその罹患の減少が目

業」のひとつであり、世界銀行、WHO等の評価

的であった。しかし、その後に、特定の国での疾

によると、DALY（Disability Adjusted Life Years）


病発生のゼロの実現をうけて、南北アメリカや東

当たりコストは保健事業の中でも最低レベルとさ

アジアなどの地域的な根絶が計画され、そして世

５

れている 。よって途上国において予防接種は保

界的な根絶に向けて対策が練り直され、使用する

健事業で最も優先順位の高いものの一つとなり、

ワクチンも変更されていった。米国においては、

また先進国においても新たなワクチンの開発と導

同様のアプローチが国内の麻疹、風疹、百日咳、

入が継続されている。

肝炎対策など他の疾患においても応用され、その

しかし、上記の利点にもかかわらず、予防接種

対策は常に進化している。そして、この事業を進

事業は、被接種者自身にはその便益が正当に理解

化させる際に必要であるのが疾患の疫学情報であ

されることが難しい保健事業といえる。その理由

り、それは定期的に、また流行時に収集され、そ

は、個々の患者が症状および治療の効果を確認す

れをもとに各時点での患者の特性と罹患背景を検

ることのできる「疾病の治療」とは異なり、「疾

討することが可能になる。



医療経済研究

Vol.22   No.1   2010

また、予防接種事業のもう一つの特徴として、
副反応の存在という極めて大きな課題がある。軽

３．世界の予防接種事業の動向

微なものも含めると現在世界的に普及しているワ
クチンのほぼ全てにおいて副反応がおこる可能性

本章では、世界における予防接種事業の動向と

があるといえるが、予防接種によって疾病予防が

して、WHOによる予防接種計画と、世界でもっ

可能になるという便益を考えると、そのデメリッ

とも予防接種事業の進んだ国といえる米国の状況

トは社会全体でみると小さい。そして、予防接種

を概観する。

との因果関係が確立している重症の副反応は、経
口ポリオワクチンによる麻痺等、非常に稀であ
る。しかしながら、対象疾患が減少して罹患が稀

（１）世界保健機関（WHO）による予防接種
計画（EPI）

になると、比較的安全なワクチンでも「疾患に罹

WHOは予防接種関連疾患への世界的な対策戦略

患するリスク」に対して「ワクチンによる副反応

および主に途上国を対象にした標準的な事業を1974

の可能性のリスク」が相対的に大きく認識される

年から提唱しており、これらは予防接種（拡大）計

６

ようになる 。事業がいずれの国・地域で行われ

画（EPI：expanded programme on immunization）

ようとこのことは共通しており、1970−80年代の

と総称されている。EPIで使用されるワクチン

日本で見られたように副反応が社会問題となった

は、三種混合ワクチン（DPT）、BCG、麻疹ワク

場合は（後述）事業自体の継続性が困難になる。

チン、経口ポリオワクチン（OPV）、そして国に

つまり、予防接種事業は「その成功によって自ら

よってはB型肝炎、黄熱ワクチンなどが含まれ

を危うくする」という逆説的な特性を持つ。よっ

る。現在のEPIの標準スケジュールは表２のとお

て罹患が公衆衛生上の問題とならなくなった時点

りであり、各国の疾病の蔓延状況と保健資源（ワ

は、予防接種事業の転換期である。それに先駆け

クチンの入手可能性、接種サービスを提供するた

て、効果的かつ副反応がより少ないワクチンを開

めの人的資源・器具・施設）の入手状況に応じて、

発する努力が行われ、またこのような事業の本質

それぞれの国で独自のスケジュールが決められ

を社会に理解してもらい、受益者とのリスク・コ

る。WHOのスケジュールの特徴として、比較的

ミュニケーションを改善することが求められる。

早期に接種を始める、また同時に多種の抗原を接
種するということがある。これは予防接種対象疾
患による罹患率・死亡率の比較的高い途上国にお
いて、可能な限り早く免疫を与えて乳幼児期の罹

表２ 世界保健機関（WHO）の予防接種拡大計画（EPI）による乳児の標準予防接種スケジュール
月齢
出生時
6週
10週
14週
9カ月

ワクチン
BCG，OPV0，B型肝炎ワクチン
DPT1，OPV1，B型肝炎ワクチン
DPT2，OPV2，B型肝炎ワクチン
DPT3，OPV3，B型肝炎ワクチン
麻疹ワクチン

上記スケジュールを参考にして各国または地域が独自のスケジュールを設定している
Ｂ型肝炎ワクチンは母子感染の頻度と予算にあわせて、出生時または10週分が除かれることがある
黄熱ワクチンは感染可能性のある地域のみ、9カ月時に接種する
OPV：経口ポリオワクチン
DPT：三種混合ワクチン（ジフテリア、百日咳、破傷風）

予防接種：公衆衛生事業としての意義とわが国の課題



患・死亡率を減少するという目的による。EPIに

べき」との指摘もでている。この視点は、わが国

おいて現在WHOが力を入れている要素として、

の予防接種事業のあるべき姿を議論する際に検討

１）
ポリオの世界的根絶、
２）
麻疹の制圧
（elimination）
、

されることが望まれる。

３）B型肝炎予防接種の普及、４）途上国におけ
る妊産婦・新生児破傷風の制圧、５）予防接種の
安全性の促進がある。

（２）米国における予防接種事業
米国は、予防接種事業の成果をモニタリングし

先進国と途上国の国民の予防接種へのアクセス

ながら、定期的に予防接種スケジュールを改定

の格差を解消することを目的に、GAVIが2000年

し、 新 し い ワ ク チ ン を 積 極 的 に 導 入 し、 ま た

に設立され、世界の予防接種事業推進にかかわる

WHOの南北アメリカ地域とともにポリオ、麻疹

組織間の調整機能を担っている。構成組織は、先

および風疹の根絶・制圧を世界にさきがけてめざ

進 国 と 途 上 国 政 府 の 代 表、 国 連 機 関（WHO、

すなど、その積極的な事業運営が特徴的である。

UNICEF）
、世界銀行、研究機関、ビル・ゲイツ

米国の発信する予防接種に関する情報は、先進国

７

財団 、NGO、先進国と途上国のワクチン製造者

を主とする多くの国が自国の事業を決定し運営す

などである。GAVIは、B型肝炎、肺炎球菌、Hib

る際に参考にされている。オーストラリアなど、

ワクチンなど、疾病負担は少なくないものの費用

米国におけるスケジュールにほぼ準拠したスケジ

の点で導入ができず、これまでほとんどの途上国

ュールを設定している国もある。米国の予防接種

で実施されていなかったワクチンの導入や、予防

事業には下記のような特徴がある。

接種の安全性の促進などを進めている。また、小

まず、米国は「世界で最も予防接種好きな国」

児の下痢症を起こすロタウイルスに対するワクチ

といえよう。現在、米国の子供の予防接種スケジ

ンやHPVワクチンなど、最近に開発され先進国

ュールには14種類のワクチン（抗原）が公費負担

でもまだ十分普及していないワクチンでも、途上

で接種されており（表３）、その数は世界最多と

国における疾病負担が大きいものについてはその

なっている。その背景としては、司法・立法・連

導入を推進している。

邦政府・州政府・民間団体という社会全体が、予

また、世界的な予防接種事業に関する理念とし

防接種を推進しようとする意思を共有しているこ

て、予防接種を受けることができることは子供ま

とがある。まず、ほとんどの州は学校予防接種法８

たは人間の権利であるという考えがある。この立

によって入学前の接種を義務化９しており、連邦

場は、
「子供に予防接種を受けさせるかどうかは、

政府も事業の実施においては予防接種支援法10等

最終的には保護者の判断によるものの、保護者の

などに基づいた財政的支援を行っている。また、

経済状態や、無関心、誤解によって子供が必要な

医療費の削減という視点からHMOは接種を強く

予防接種を受けることができないことは、健康な

後押しており、また予防接種を支援するための民

生活を送るという子供の人間としての権利を制限

間団体も少なくない。さらに、米国の司法には、

するものである」との考えに基づく。この視点に

「社会の公益のために予防接種を受けることを個

ついては、国内の専門家からも、「予防可能な病

人に求め、必要ならそれを強制することも厭わな

気 に 罹 患 し な い こ と は、 こ ど も の 権 利 条 約

い」という長年の伝統がある。実例としては、天

（1989）で定められている子どもの権利であり、

然痘の流行の予防のためには、個々の市民にはその

予防接種へのアクセスは子供の権利と理解される

予防接種をうける義務があるとの判断を下した、

10
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米国における予防接種スケジュール（０−６歳）：米国予防接種諮問委員会（ACIP）勧告

月齢
ワクチン    

出生時

1ヶ月

B型肝炎
１回目
ロタウイルス
DPT
Hib*
肺炎球菌
ポリオ（不活化）
インフルエンザ
MMR
水痘
A型肝炎

2ヶ月

4ヶ月

6ヶ月

２回目
１回目
１回目
１回目
１回目
１回目

２回目
２回目
２回目
２回目
２回目

３回目
３回目
３回目
３回目

12ヶ月

15ヶ月

18ヶ月

19-23ヶ月 ２-３歳

４-６歳

３回目

４回目
４回目
３回目
１回目
１回目

４回目

毎年

１回目

４回目
２回目
２回目

出典：CDC http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/child-schedule.htm
*Haemophilus influenzae type b
一部は省略・簡略化しているので、詳細については上記ウェブサイトを参照のこと

Jacobson vs. Massachusetts 訴訟における連邦最

種に関する勧告を行う。３－４ヶ月に一度開かれ

高裁判決（1905）がある。また、同最高裁は1922

る委員会に先立ちCDCは国内外の専門家の意見を

年にも、学校が入学時に予防接種を求めることを

とりまとめ改定案を提示し、それに基づいてACIP

11

支持する判決を出している 。個人の自由と権利

の委員が討議を行い、最終勧告を決定する。これ

の擁護の番人といえる米国の司法が、同時に疾患

により予防接種スケジュールと勧告は毎年何回も

予防における個々の市民の社会責任を重視してい

見直し変更される機会をもつ。ACIPが決めた定期

る点は、わが国の現在の状況と対比すると興味深

接種スケジュールに含まれたワクチンは、連邦政

い。また、米国の司法のこのような見解は、わが

府の公費負担予算措置の対象となるという点で重

国の過去の判断と好対照をなしているが、これに

要である。

ついては５章２節で詳述する。

ACIPの決定の根拠になるのが、予防接種対象

米国の予防接種事業の次の特徴として、
「スケ

疾患についての種々のサーベイランス・データー

ジュールの決定は科学的根拠に基づいて専門家に

とその分析結果である。届出対象疾患は州により

よって決められている」ということがある。米国

異なるが、小児の予防接種関連疾患の多くがほぼ

の小児の標準予防接種スケジュールおよび予防接

全州で届出対象になっており、郡・州政府を通じ

種に関する勧告には、米国連邦政府厚生省（US

て全数がCDCに報告され集計される。主要疾患に

Department of Health and Human services） の

は強化サーベイランスがあり、各報告例について

予防接種諮問委員会（ACIP：Advisory Committee

の詳細な情報（年齢、予防接種歴、症状、実験室

on Immunization Practice）による勧告や、米国小

検査結果、推定感染源、治療内容、転帰など）が

児科学会（American Academy of Pediatrics）に

可能なかぎり収集され分析される。また、接種率

12

よる勧告がある 。ACIP

13 14

は、厚生大臣に任命さ

は事業の評価およびコントロールの問題点の同定

れた15人の予防接種の専門家からなり、厚生大臣

に不可欠であるが、これは毎年行われるNational

とそのもとにある連邦政府の疾病対策予防センタ

Immunization Survey（NIS）により推計される。

ー（CDC：Centers for Diseases Control and

CDC、州政府、そして連邦政府厚生省食品医薬品

Prevention）に対して、子供および大人の予防接

局（FDA:Food and Drug Administration：） な

予防接種：公衆衛生事業としての意義とわが国の課題

11

どは以上のデータを基に、よりよい事業の実施に

にACIPから定期接種対象とされた。しかし、定

必要な実用的な研究を行っている。

期化には効果についての科学的根拠と医療経済学

また、予防接種事業を支援する上記の社会的基

的評価を重視するという米国の伝統的な姿勢から

盤を背景にして、中期・長期的視点から事業計画

考えるとこの決定は不自然であり、そこにはワク

がなされている点も米国の特徴である。予防接種

チン・メーカーの働きかけがあったことが指摘さ

によるインフルエンザ対策、バイオテロ対策などの

れている15。ワクチン生産においては、大量製造

国家戦略は、保健省次官を責任者とするNational

による生産コスト削減効果が大きく、米国の提唱

Vaccine Advisory Committeeなどにより決定され

する根絶・制圧事業の世界的な導入により、膨大

ている。また、通常の予防接種事業における達成

な量のワクチンの需要が発生することは、結果的

目標は、保健省によるHealthy people 2010などに

には多国籍のワクチン・メーカーを利することに

より具体的に設定されている。また、保健分野の

なる。米国がWHOを通じて、麻疹制圧などの積

専門家によって構成された中立機関であるInstitute

極的な予防接種事業を提案していることの一つの

of MedicineやSabine Vaccine Institute な ど も、

理由としては、これらのメーカーのロビイイング

st

「Vaccines for the 21 century」等のリポートを通

の可能性もある。世界的にみると数少ないワクチ

じて予防接種の長期開発戦略の提言を行っている。

ン生産国であるわが国16が、安全保障の観点から

米国は、予防接種政策において世界に大きな影
響を与えている。多数の予防接種専門家を抱える

その国内生産力を確保するためにも、これらの政
治的な動きについては常に注意が必要といえる。

CDCは、WHOへの専門家の派遣を通じてその政
策決定に大きな影響を与えており、特にWHO南
北アメリカ地域における予防接種事業には大きな

４．日本の予防接種事業とその歴史：予防
接種事業のもっとも遅れた先進国

影響力を行使している。WHOが現在提唱してい
る、 ポ リ オ 根 絶 計 画、 麻 疹 制 圧 計 画 は、 本 来

わが国における現在の定期ワクチンは９抗原のみ

WHO南北アメリカ地域が提案・実施した事業で

（DPT、MR、Polio、BCG、日本脳炎、インフルエン

あり、また風疹の制圧計画も両者の支援により世

17
ザ）
であるが、その中には欧米では必要性が乏し

界に広がりつつある。このように、米国は根絶・

いBCG、日本脳炎が含まれており、世界的に接

制圧事業の牽引役となってきた。

種されている抗原に限定すると日本の定期ワクチ

とはいえ、米国の予防接種事業の運営について

ンは実質７抗原のみである。この点だけから考え

は、政治の影響、すなわち時の米国政権の影響も

ても、残念ながら現時点でわが国は先進国の中で

あることが知られている。過去の傾向からみる

予防接種事業の最も遅れた国の一つといわざるを

と、民主党政権下では事業が推進され、共和党政

得ない。そうなるに至った原因を考察するため

権下で予算が削減される傾向がある。

に、下記にはわが国の同事業の特徴と歴史的経過

また、米国における積極的な予防接種事業とそ

を概観する。

の世界への提案の背景には、ワクチン産業の影響
もある程度考えられる。例えば、他のワクチンと
比して高価であり、また接種後の有効期間につい
ての証拠が十分でないHPVワクチンが、2007年

（１）わが国の予防接種事業の特徴
世界的にみるとわが国の予防接種事業には以下
のような特徴がある。

12
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① 事業の実施内容と実施方法が法令の規定に基

いる。これらの接種制限は、科学的根拠に基づ

づくこと：まず、わが国の予防接種事業は予防

いたものでなく、過去の副反応訴訟判決等に基

接種法（1948）とそれに関連する施行令、施行

づいた行政指導（後述）であるが、ほとんどの

規則、実施規則（いずれも政省令）等に基づい

接種医もこれらの接種制限には科学根拠がない

てその事業内容と実施方法（接種年齢・期間な

ことを知らないまま、行政指導に従っているの

どの接種スケジュール、接種方法、接種の禁

が現状である。また接種制限以外の問題もあ

忌）が細かく規定されている。事業主体は現在

る。予防接種による効果的な疾病予防には接種

市町村となっているが、予算の一部は国および

のタイミングが極めて重要であり、特に乳幼児

都道府県からの拠出である。定期接種となるワ

の場合は生後何カ月または何歳になった時点で

クチンおよび技術的な指導については、国立感

どのワクチンを接種するべきかを細かく規定す

染症研究所や関係学会などの専門家の助言に基

る必要がある。このために、米国ではすでにの

づいて、厚労省の担当課が決定している。わが

べたように詳細なスケジュールが提案されてい

国では、ワクチンの種類はもとより、接種対象

る。これに対して、わが国では理想的な接種時

期間などを含めた事業運営の細部の改定におい

期に関する体系的なスケジュールはなく、定期

ても、予防接種法または関連する政省令の改訂

接種としての接種が可能な年齢の幅が施行令で

が必要となり、これが迅速な改定を困難にする

規定されているのみである。この「接種可能年

18

一つの原因となっている 。これとは対照的に

齢」は通常数年と広くなっており、このことは

米国においては、
「予防接種支援法（1962）
」
「公

自治体が最も効果的な年齢での接種を推奨する

19
衆衛生事業法（1963）
」
「小児ワクチン被害救済

障害になっている。

法（1986） 」など、予算的・制度的に予防接

③ 予防接種副反応への許容度が極めて低いこ

種事業を支援する法は存在するが、日本のよう

と：次章で詳述するように、予防接種が公衆衛

に予防接種の実施を細かく規定した法令は存在

生事業として成立するためには、「接種しない

せず、定期接種となるワクチンの決定とその実

リスク」と「副反応のリスク」の双方が考慮さ

施細則については前述したACIPの勧告に任さ

れる必要がある。わが国には、過去の副反応訴

れており、そのために事業内容と運営方針の迅

訟の影響、およびメディアにおける副反応の危

速な改定が可能である。

険性についての一面的な報道のために、ワクチ

20

② 法令・行政指導に基づく特異な接種慣習があ

ンへの無謬性を求める文化ができあがっている

ること：わが国の予防接種の実施においては、

といえよう。「ワクチンが有効であり、かつ接

世界的に見ると特異な慣習がいくつもある。例

種を受けることについての選択の自由が本人ま

えば、
「疑わしきは不接種」ともいえる原則に

たは保護者にあるならば、多少の副反応があっ

基づいて、世界的には推奨されている軽度の発

ても社会にとっての有用性は大きい」という論

熱時の接種や同時接種が、要注意の対象となっ

理は世界的には受け入れられているが、わが国

ている。また、複数のワクチンの接種時の接種

においては事実上認められていない。世界的に

間隔の規定が世界標準より厳格である。以上の

利用されているMMRワクチンが、過去の副反

接種制限は、最も効果的な年齢・タイミングで

応事件（次節）からわが国では現在使用されて

接種し、疾病を予防することへの障害になって

いないことはその一例である。

予防接種：公衆衛生事業としての意義とわが国の課題

（２）わが国の予防接種事業の歴史的考察：そ
の成功と挫折

13

チンの副反応とされる健康被害に対して、原告
62名による予防接種健康被害集団訴訟が提訴さ

前節でのべた日本の予防接種事業の特徴と問題

れた。これを機会に予防接種事故の救済事業が

点の理由を考えるときには、同事業の歴史的経過

発足し、76年には予防接種法の改正に基づいて

が重要である。本節ではそれを概観し、考察する。

正式に制度化され（予防接種健康被害救済制

① 戦後から1960年代：予防接種事業の大きな

度）、健康被害の発生時には医療費、そして重

成功の時代

度の後遺障害には年金が給付されるようになっ

 戦前、終戦直後には、ジフテリア、百日咳、

た。70年代に入ってからはDPTワクチンの安

破傷風、ポリオ、日本脳炎、結核などの疾患が

全性に関する関心が高まり、70年代中ごろに

蔓延しており、これらの疾患は子供の死亡原因

DPT接 種 後 の 死 亡 例 が 報 告 さ れ た た め に、

の上位を占めていた。これに対して1948年には

DPTワクチンのなかでも百日咳ワクチン成分

予防接種法が、1951年には結核予防法が成立

の安全性に対する不安が広がり75年には同成分

し、 ジ フ テ リ ア、BCG、 天 然 痘、 腸 チ フ ス、

を含む予防接種が一時中止された（この結果70

コレラなどの定期予防接種が始まった。これら

年代後半には百日咳患者が急増）。その後、発

は国の事業であり、公費負担で行われると同時

熱、局所反応などの副反応の少ない無菌体百日

に、集団防衛のために国民には法律上の接種義

咳ワクチンを含むDPTワクチンが国内で開発

務が課せられていた。その後、新たなワクチン

され、80年代に入ってからその接種が始まり、

の 開 発 に 伴い、 日 本 脳 炎、 百 日 咳、 ポ リオ、

その後接種率は向上した。しかし80年代にはさ

DPT、などが定期接種（またはそれに準ずる

らに他のワクチンについての社会問題が起こっ

接種形態）に追加された。その結果、1960年代

た。インフルエンザワクチンは76年から予防接

末までにジフテリア、百日咳、ポリオ、日本脳

種法にもとづく接種（臨時接種）になっていた

炎の報告患者数は、ワクチン導入前の数％また

が、その有効性が他のワクチンに比べると低い

はそれ以下に激減し、天然痘罹患はみられなく

こと、集団接種による流行予防効果に疑問があ

なった。特に、1960年代初めの世界的なポリオ

ることなどが80年代に議論となり、結果として

の流行時には、わが国でもワクチン接種への要

学童の集団接種は行われなくなり、94年の法改

求が国民的に高まり、当時わが国では認可され

正によりインフルエンザワクチンは任意接種と

ていなかった経口ワクチンがソ連から緊急輸

なる。また、MMRワクチンが89年から定期接

入・接種され、全国的な流行が抑制されたこと

種になったが、そのムンプス成分による無菌性

は、わが国におけるワクチン事業の成功談とし

髄膜炎が多数報告されるようになり大きな社会

て知られている。

問題となった。ワクチンによる合併症の頻度

② 1970−1990年代：副反応への関心の高まり

は、ムンプスの自然感染における合併症に比べ

と予防接種事業改編の時代

て多くはなかった21が、93年には同ワクチンの

 1960年後半以降予防接種副反応が社会問題化

接種は中止されるにいたった。

されるようになった。1970年には種痘後脳炎な

 以上の経過、そして91年の最高裁判決、92年

どの副反応が社会問題となり（種痘禍事件）、

の予防接種健康被害の集団訴訟に対する東京高

72年にはDPT、ポリオ、インフルエンザワク

裁判決（後述）などを受けて、93年には公衆衛
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生審議会の答申が出され、それに基づいて94年

されることになった。また、2004年以降鳥イン

には予防接種法の改正が行われる。その改正内

フルエンザH５N１の人感染例が東アジアを中

容は次のとおりであった。１）法に基づく義務

心に継続して多数報告されたことより、H５N

接種から勧奨（努力義務）接種、集団接種から

１インフルエンザワクチンへの関心が世界的に

個別接種への移行、２）接種前の予診の強化と

高まっていたが、2007年には国内でその製造販

接種禁忌者の省令による規定、３）被害救済の

売が承認され、対象者限定であるが国内で使用

一層の充実、４）予防接種後副反応報告制度と

されるようになった。そして、2009年にはH１

予防接種後健康状況調査制度の整備、５）予防

N１新型インフルエンザの世界的流行が始ま

接種ガイドラインや保護者向けパンフレットを

り、わが国でもワクチンの接種が行われるよう

用いた予防接種に関する情報提供の強化。これ

になった。2008年には、Hibワクチンそして、

らの対応は、予防接種事業への社会の理解や受

2009年にはヒト・パピローマ・ウイルス感染を

け入れを進める上で適切な改定であったといえ

予防するHPVワクチンが認可され、患者団体

よう。しかしながら、後に述べるように、科学

および小児科、産婦人科からの定期接種化への

的根拠に基づかない判断による改定もあり、前

要望が高まっている。さらにこれまでキャリア

節で説明したようなわが国特有の接種習慣を形

の母親から生まれてくる子どもを中心に接種さ

成する原因にもなった。

れていたHBVワクチンの定期接種化の提案へ

③

2000年以降：前進と後退の時代

の動きも高まっている。

 2000年以降の予防接種事業は一進一退の状況
といえよう。まず2001年には、高齢者を対象と

以上わが国の予防接種事業の変遷を３期に分け

したインフルエンザワクチンの定期化が始ま

て概観した。70−80年代までの予防接種事業関連

り、このことはその後の新型インフルエンザ対

の様々な動きは、予防接種事業によって達成され

策の強化の契機となった。2005年には、日本脳

た罹患リスクの減少、そしてそれに伴う副反応リ

炎予防接種後の重症脳炎がワクチン副反応によ

スクの相対的増加と社会的関心の増加という、典

るものと厚労省疾病・障害認定委員会で認定さ

型的な経過をとっているといえよう。副反応関連

22

れたことを受けて 、同ワクチンの積極勧奨の

事件への細部の対応において行政の対応が常に正

差し控えが行われた。2006年には、世界的な麻

しかったどうかは別にして、これらの副反応事件

疹対策の強化に連動した国内対策の強化を目指

の多くにおいては、副反応とワクチンとの因果関

して、麻疹ワクチンの２回接種スケジュールが

係が必ずしも明らかでなかった、または当時のワ

導入された。また同年には、過去の集団予防接

クチン技術としてはやむを得なかったといえるも

種が原因でB型肝炎ウイルスに感染したとして

のであり、世界的な認識からみると、特定の関係

国が訴えられていた、いわゆるB型肝炎訴訟に

者に一義的な責任があったとは言い難い。また、

おいて、最高裁が原告の訴えを認める判決を下

百日咳ワクチン事件、MMRワクチン事件に対す

した。2007年には、高校生・大学生を中心とし

る社会の反応の大きさは、メディアの影響力が非

た麻疹の流行が社会問題となり、インフルエン

常に大きくなった結果ともいえる。これらの過去

ザ・ワクチン集団接種の中止以降低迷していた

の副反応事件へのわが国のメディアと社会の反応

学校における予防接種への関心がある程度回復

については、今後の対応を検討するために詳細に

予防接種：公衆衛生事業としての意義とわが国の課題

検証と総括がなされるべきである。

15

結果、事業が停滞していた90年代以前から、事業

内外の専門家からは、わが国の行政は予防接種

をやや客観的に眺める時代になったといえる。し

事業への意欲がないとの批判をしばしば耳にする

かしながら、便益とともにリスクも持つという予

が、事業に関する上記の歴史的経過を考えると少

防接種事業の本質への社会の理解、そして便益よ

し違った視点が得られる。すなわち、事業への大

りもリスクを強調する傾向のあるメディアの姿勢

きな逆風といえる60年以降の様々な事件の発生に

などについては、過去も現在も大きな変化はない

もかかわらず、70年後半以降から80年代末まで

と思われる。過去の事業の変遷とその関連事項を

に、定期またはそれに準ずる接種となったワクチ

総合的に検証・総括して、今後事業がどうあるべ

ンは、日本脳炎、インフルエンザ、麻疹、風疹、

きかを問い直すことが現在必要である。

MMRワクチンと少なくない。とくに89年に定期
接種化されたMMRワクチンに含まれるムンプス

５．予防接種副反応とその関連事項

成分は、予防接種法による定期接種には含まれて
おらず、その接種を定期接種扱いにすることは厚

２章で述べたように公衆衛生事業としての予防

生省担当課からの通知で行われた。このことは、

接種の効果は極めて大きいものの、同事業には副

少なくともこの時点までは、厚生省は予防接種事

反応の存在という極めて大きな問題がある。この

業を積極的に行おうとしていたことを示す。そし

副反応への対策・対応を考えることは、予防接種

て、 そ の 後 の 経 過 か ら 考 え る と、89年 以 降 の

事業を推進することと表裏一体であり、副反応へ

MMR事件の拡大、そしてそれとほぼ同時に行わ

の社会の関心の高いわが国においては特に重要で

れた91年の最高裁判決、92年の東京高裁判決（５

ある。よって疾病負担の減少とともに、副反応の

章２節）における国の敗訴が決定的となり、その

対策を早めに準備することが必要となる。以下で

結果として90年代以降予防接種事業を推進するこ

は、予防接種副反応の一般的な特徴と、副反応訴

とが困難になったものと理解できる。行政を監視

訟についての日本の裁判所の過去の判断、そして

する役割である司法からの厳しい判断、そして

現在のわが国の副反応被害救済制度とそれに対比

「予防接種事業の成功については評価が過小、副

した米国における副反応への対策を考察する。

反応事件への批判は過剰」というわが国の社会状
況の下では、他に選択肢があったかどうかは疑問
23

といえる 。

（１）予防接種副反応の特徴
予防接種副反応については世界的に見ても誤解

2000年以降には、新たな感染症への関心の高ま

が少なくない24が、特にわが国では他の国に見ら

りや、新規ワクチンの認可、そして国内の麻疹や

れないような誤解が多く、臨床家にさえ十分理解

B型肝炎の疫学的特性の変化をうけて、現在予防

されているわけでない。以下は予防接種副反応に

接種事業が再度注目されるようになっている。世

ついて、重要であるもののあまり知られていない

界中のどの国においても、将来にわたって感染症

特徴について概観する。

は公衆衛生上の大きな問題であり続けることが予

まず最も重要なことは、「予防接種事業が成立

測され、予防接種がその有効な対策になりうると

す る た め に は、 そ の 便 益（benefit） と リ ス ク

いう事実から考えると、このことは当然のことで

（risk）とのバランスを考慮することが不可欠で

ある。副反応への社会・メディアの過剰な反応の

ある」ということである。便益が疾病の予防効果
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であり、リスクが副反応である。予防接種を受け

が、接種とその後におきた健康事象との因果関係

る前には、受ける本人またはその保護者が「受け

を疑うという事態も出てくる。

ないで病気に罹患することのリスク」と「副反応

ここで、もしも接種後にある同一の症状が非常

のリスク」を検討して、十分に納得して受ける必

に多数の子供に発生した場合、その予防接種との

要がある。そして、世界的に普及している殆どの

因果関係は確定とは言えないものの27、強く疑わ

ワクチンについては、受けないリスクが受けるリ

れることになる。しかし、もしも予防接種後に起

25

スクを凌駕すると通常判断され 、多くの国民は

こった健康事象が稀な場合は、その因果関係を科

「受ける方が合理的」との判断をする。そしてそ

学的に肯定または否定するためには膨大な数の接

の場合は、たとえ不幸にして重篤な副反応が起こ

種者および未接種者を調査することが必要にな

ったとしても、接種したことの妥当性自体は否定

り、その検証は困難となる。特に、その因果関係

26

されない 。もし重篤な副反応が発生して、被接

を否定するためには、あらゆる可能性を否定する

種者自身または保護者が接種したことを誤りであ

だけの膨大な証拠が必要になり、それを行うこと

ったと考える場合は、接種するかどうかを判断す

は事実上不可能28となる。その結果として、頻度

る際に「副反応への十分な情報が提供されなかっ

の少ない重症の健康事象については、予防接種と

た」
、または「自らその判断を行えなかった」と

の因果関係を肯定する意見と否定する意見が対立

認識されている可能性が高い。

し、解決はできないままになる。この、「紛れ込

次に、
「予防接種の副反応には、因果関係が概

みか、真の副反応かの判断は必ずしも容易ではな

ね確立されたものとそうでないものがあり、また

い」ということは極めて重要な事実でありなが

その因果関係の証明は困難であることが少なくな

ら、多くの臨床家にもあまり理解されていないの

い」ということがある。薬とは異なり、予防接種

が現状である29。

は「健康な多数の人」に投与されるために、いわ

以上述べたように、予防接種の後に発生した

ゆる「紛れ込みの副反応」が多く発生する。乳幼

様々な健康事象は、予防接種との因果関係が必ず

児の予防接種の例で考えよう。わが国の麻疹の予

しも明らかではないことから、国際的にそれらは

防接種は90％以上になるために、毎年約90万人と

「因果関係の有無とは必ずしも関係ない」という

いう多数の乳幼児人口が接種を受ける。乳幼児は

ニュアンスを込めて、Adverse Events Following

様々な病原体への免疫をまだ持たないことや、発

Immunization（AEFI：予防接種後健康事象）と

達や社会生活への適応の途上にある等の理由のた

呼ばれている。先に述べたように、乳幼児期にお

めに、感染症を含めた様々の疾患の罹患の可能性

ける疾患への罹患頻度は多いために、こどもにお

は、学童・思春期・青年期の人口に比べても乳幼

ける予防接種後健康事象のなかの紛れ込み事象の

児で高い。よって、このような多数の乳幼児を接

頻度は非常に高くなる。そして、因果関係が否定

種後の一定期間観察した場合には、予防接種とは

できないものの、医学的に副反応とは考えにくい

全く関係ないものも含めた、何らかの症状（以下

予防接種後健康事象をすべて副反応と認定する

「健康事象」と呼ぶ）が発生する可能性は非常に

と、予防接種への国民の不信を買うことになり、

高くなる。そして、その健康事象の原因が明確で

またそれらを被害救済するには膨大な予算が必要

なく、かつその発症の直前にたまたま予防接種を

となり、結果的には事業は成立しえなくなる30。

受けていたならば、保護者または接種した臨床家

副反応に関する３つ目の問題として、ワクチン

予防接種：公衆衛生事業としての意義とわが国の課題

との因果関係が確立されている副反応について
も、
「それが発生するかどうかについては、接種

17

（２）予防接種副反応の因果関係に関する日本
の裁判所の判断とわが国の対応

の前に予見または予防できないものが少なくな

過去の予防接種副反応裁判における裁判所の判

い」ということがある。発熱、皮疹、アナフィラ

断は、わが国の予防接種事業に重大な影響を与え

キシーなどの特定の副反応の中には、過去の接種

てきた。しかし、このことはすべての関係者に十

における同症状の出現やアレルギー症状の既往な

分に認識されてはいないように思われる。このこ

どからその発生が予見できるものもある。しか

とは、予防接種事業のあり方に関する専門家から

し、それ以外の多くの副反応はその発生の予見も

の過去の複数の提言32 33 34において、裁判の影響

予防も困難である。

についての考察がほとんどみられないことからも

ワクチンとの因果関係が確立されている副反応

推測される。予防接種副反応の因果関係に関する

についてのもう一つの問題として、「副反応のな

わが国の裁判所の判断について理解することは、

いワクチンの改善・開発は容易ではない」という

わが国の予防接種事業の現状を理解するためには

ことがある。例えば、麻疹、ムンプス、水痘ワク

不可欠である。本節ではこれについて考察する。

チンなどの生ワクチンは、特殊な培養方法によっ

予防接種副反応関連訴訟の判決は複数あるが、

て野生株ウイルスの毒性を減弱させ、ワクチンの

重要な判決として1992年の東京高裁判決がある35。

効果である抗原性のみを維持するようにしたもの

本訴訟は、1952−74年代までの予防接種の実施に

である。このワクチンの開発においては、毒性を

おいて発生したとされる副反応について国に対し

弱めることと、抗原性の維持は、通常トレードオ

て損害賠償を請求したものであるが、厚生省はこ

フの関係があり、どちらかを達成するためには、

の判決を検討した結果、最高裁への上告を諦め、

どちらかが犠牲になることが少なくない。よって

判決の趣旨に基づいて予防接種法の改正を行い、

ワクチンとして効果を持つためには、軽度な副反

結果として現在の予防接種事業の原型が作られ

応がある程度発生することはやむを得ないといえ

た。その点で本判決はその後の予防接種事業に大

る。わが国のワクチン・メーカーは高い技術を持

きな影響を与えている。

ち、安全なワクチンの開発のための努力は著しい

本判決の基本見解は、「国は法律で予防接種を

ものがあり、結果的に日本のワクチンは世界でも

強制していたが、その必要性やリスクについての

31

っとも安全なワクチンとなっている 。上記から

情報を国民や接種医師に十分には与えていなかっ

考えると、ワクチンの製造と輸送の過程または医

た。その結果接種医師は予診を十分に行うことが

療機関で接種を行う過程で明らかな過失がない限

できずに、重篤な副反応が起こると予見され得た

りは、
「副反応は誰の責任でもない」といえるの

者（接種禁忌者）に接種したために重篤な副反応

であり、世界的にもそう理解されている。

がおこった」ということである21。同判決におけ

予防接種の副反応、そしてその対策を検討する

る重篤な副反応の原因の判断は、それに先立つ２

際には、上記に述べた４つの予防接種の副反応の

つの最高裁判決によって成立した、いわゆる「二

特徴が十分に理解される必要がある。

36
重の推定」
とよばれる法理論を引用している。

すなわち、「重篤な副反応が発生した場合、医師
が予診義務に違反して禁忌者に接種したと推定さ
れる（最高裁昭和51.9.30）」（過失の推定）、そし
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て、
「
（被害者が特異体質であったことが認められ

おいても困難であることが少なくない。また被害

ていない限り）重篤な副反応の発生した被接種者

救済の判定においては、たとえ因果関係には科学

は 禁 忌 者 で あ っ た と 推 定 さ れ る（ 最 高 裁 平 成

的に疑問があっても、被接種者の利益のためにな

3.4.19）
」
（禁忌者の推定）さらに、「特異体質であ

るべく認定しようとするのが臨床家を主とする専

る場合は接種者（医師または行政側）に立証責任

門家の心情であり、そこには主観が大きく入り込

37

がある」という判断である 。本判決では、以上

む可能性がある。

を根拠にして、医師の過失を認定することを介し

上記の高裁判決を含めた過去の副反応関連判決

て国家賠償法により被害者を救済している。ま

の見解は、科学的に見ても、副反応に関する世界

た、同判決は、過去の他の最高裁判決（東大病院

的認識からみても39受け入れがたい。米国ACIP

ルンバール事件判決

1975）を引用して、「予防

の過去の勧告においても、副反応の因果関係の判

接種副反応の訴訟上の因果関係には、科学的証拠

断については可能な限り科学的証拠に基づくべき

はかならずしも必要なく、高度の蓋然性があれば

という姿勢が示されており、裁判においてもそう

よい」としている。さらに、「権威のある専門家

あるべきである。法廷における証人としての医学

からなる国の認定機関が被害救済認定すること自

の専門家の意見を十分に聴取したはずの裁判所が

38
体が、因果関係の根拠となりうる」
としている。

なぜ上記のような判断を下したか判断しかねる

以上の裁判所の判断の妥当性を検討しよう。ま

が、一つの推測としては、因果関係は立証し得な

ず、
「1950−70年代の期間に予防接種の副反応の

いものの、原告の救済が社会的に必要であったと

リスクが国民に必ずしも十分に説明されていなか

裁判官が判断したことが考えられる。その場合

った」
、
「重篤な副反応の発生が否定できない状態

は、医師または行政の過失がないと原告を救済で

では、義務接種という形態が適当でなかった」と

きないために、「両者を悪者にすること」により

いう指摘は、現時点から考えるとおおむね妥当で

救済したということになる。しかしながら、副反

あろう。しかしながら、接種医師が予診を十分に

応についての科学的事実を受け入れないこのよう

行なわなかったために、重篤な副反応がおこると

な判決は、結果的に行政の予防接種事業への熱意

いう「二重の推定」には、前節で述べたように科

の低下そして予防接種事業の後退につながり、予

学的根拠はない。次に「高度の蓋然性」という概

防可能な疾患の蔓延を放置するという現在の状態

念についてであるが、これは他の医療関係の裁判

の原因となった。このことは、予防接種事業の在

における判決でも使われているものであり、事実

り方を考える際には、特定の集団でなく社会全体

上「裁判官の判断で認められうる因果関係」と解

の便益を考慮して判断が求められるべきであり、

釈される。裁判において判決は裁判官に委ねられ

それがなされない場合にどのような結果になるか

るものであるが、生物学的な現象である副反応因

を如実に示している。

果関係の判断の際には、法理論より科学的根拠が
優先して考慮されるべきであり、そうでない場合
は裁判官による恣意的、政治的な判決が下される

（３）わが国と米国の予防接種副反応への対応
とその相違

可能性がある。さらに、「専門家による被害救済

本節では、わが国と米国の副反応への対応策を

認定が因果関係の根拠となりうる」としている

比較検討し、次章におけるわが国の課題の議論に

が、先に述べたように因果関係の判定は専門家に

つなげたい。
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副反応の発生の予見が困難であるという現実の

金の原資は救済対象となるワクチン１ドーズ（１

下で、予防接種の副反応救済制度は、より安心し

単位）ごとに徴収される物品税からなる。予防接

て接種を受けるために不可欠の制度といえる。ま

種後の一定期間に起こった他に明らかな原因のな

ず、同制度を両国で比較しよう。

い健康事象であり、かつワクチン被害救済プログ

わが国においては、同制度は予防接種法を根拠

ラ ム が 定 め る 副 反 応（ 疑 い ）リスト（Vaccine

として成立している。予防接種法第11条による

Injury Table）に掲載されている健康事象であれ

と、
「
（予防接種法に基づく）予防接種を受けた者

ば、因果関係の評価なしに一律に救済対象にな

が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡

る。ここではワクチンの生産過程または接種の過

した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当

程に過失がない限り、臨床家および政府に責任が

該予防接種を受けたことによるものであると厚生

問われることはない。そして、もしリストに掲載

労働大臣が認定したときは、次条及び第十三条に

されていない健康事象が予防接種と因果関係があ

定めるところにより、給付を行う。」とされてい

ると被接種者が考える場合は、その因果関係の証

る。ここにおいては、給付のためには、因果関係

明責任は被接種者側に求められる42。以上の点は

があるとの認定が必要とされており、これに基づ

日本の裁判所の判断とは大きな違いがある。

いて市町村では予防接種健康被害調査委員会、国

CDCの予防接種専門家の考えおよびACIPの勧

では疾病障害認定審査会の二段階でその因果関係

告からみる限り、米国における予防接種と副反応

が検討される。これについては、救済の費用の財

の因果関係についての基本的考え方は、
「因果関

源が税金であり、その拠出には因果関係があるべ

係についての科学的根拠がない場合（証拠不十分

きとの法律的見解からくるものであろう。しか

な場合を含む）は、予防接種とその後の健康事象

し、その因果関係の判定が必ずしも容易でないこ

は無関係とみなす」といえる。このことは、予防

とは前述したとおりである。この条文に従うなら

接種の政策的判断は科学的根拠に立脚するべきと

ば、①科学的根拠のみを基に認定すると、多くの

いう米国の専門家の基本姿勢、そして、すべての

副反応が救済不適当になり、②科学的根拠に基づ

予防接種後健康事象に因果関係を認めると予防接

かずに認定すると、その判定が主観的になること

種事業は成立しなくなるという現実的な視点によ

により公正さに問題が生じ、また因果関係がない

るものと考えられる。

と判断される健康事象まで救済対象になるという
問題が生じる。

次に副反応のサーベイランス（モニタリング）
について考える。副反応が疑われる健康事象の発

これに対して、米国における健康被害の救済制

生を経時的に継続して観察することでその発生を

度はどうなっているであろうか。米国では、1986

早期に発見し、また因果関係の有無の判断に必要

40

年に成立した小児ワクチン被害救済法 に基づい

なデータを収集することは、副反応への対策とし

て、重症の副反応が出現した場合の被害救済制度

て極めで重要である。

41

であるワクチン被害救済プログラム が1988年か

わが国における、副反応のモニタリングには

ら施行されている。これにより、ACIPの勧告に

1996年から２つの制度がある。一つが予防接種後

もとづく定期接種に含まれるワクチンについての

健康状況調査であり、もう一つが、予防接種後副

副反応被害は公的に救済されるようになった。給

反応報告であり、共に予防接種法に基づく接種に

付金はワクチン副反応救済基金から出資され、基

ついて、接種後の健康事象を予防接種との因果関

20
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係の疑いの有無に関係なく報告するものである。

者から同事業運営事務所に直接報告され、迅速な

予防接種後健康状況調査は、個々のワクチンにつ

報告とデータ・ベース化を行うためにオンライン

いて、あらかじめ各都道府県単位で依頼された報

届出が奨励されている。年間平均３万例程度の報

告医から、接種後の一定期間に観察された健康状

告があり、届出者は、ワクチン製造者（報告者全

況を調査・報告してもらう。また、予防接種後副

体の37％）、臨床家（36％）のみでなく、被接種

反応報告は、医師が予防接種後の健康被害を診断

者やその保護者（７％）、自治体の保健関係部署

した、または市町村が被接種者から健康被害の報

など（10％）となっている43。このデータ・ベー

告を受けた場合に、一定の基準を満たすもの（比

スは、副反応についてよりよい知見を得るための

較的重症なもの）を厚生労働省へ報告する。ただ

調査と研究に用いられており、一定以上の重症度

し、報告するかどうかの判断は報告者が行うため

の報告（救急受診につながったもの、長期入院と

に、すべての副反応が報告されるわけではない。

なったもの、命に関わるような重篤なもの、死亡

これらの予防接種副反応報告は有益なものであ

または後遺障害を残したもの）については、因果

るが限界もある。特に因果関係の評価には、デー

関係を可能な限り明らかにするために個々の症例

タの分析と個々の症例についての詳細な情報が必

について臨床・疫学情報の収集が行われる。また、

要であるものの、上記サーベイランスではその集

データ・ベースの一部はウェブサイトで一般公開

計結果は公開されるが、そのデータ・ベースは広

されている。

く公開されておらず、また症例についての詳細な

VAERSによるサーベイランスは全数調査とは

情報がないために研究対象とすることは困難であ

異なる特殊なものであり、その因果関係の究明の

る。また、報告は各自治体の集計を経由して行わ

ためには専門家による検討が不可欠である。そ

れるために、結果を得るまでには時間がかかる。

の、分析と研究報告については、CDCとFDAの

米国においては、予防接種の副反応の可能性の

専門部署が積極的に行っており、VAERS以外に

ある健康事象を早期に発見し、科学的根拠に基づ
いてその因果関係を検討し、必要ならば早期に対

HMOの大規模データも活用されている。
以上概観した、副反応に対する米国の対応は、

策を行うことを目的として、ワクチンの市販後サ

「予防接種事業の推進と副反応対策は不可分であ

ーベイランス体制であるワクチン副反応サーベイ

るといる理解44」そして、「データに基づく合理

ラ ン ス 制 度（Vaccine Adverse Event Survei

的な判断および実用性の重視という米国文化の特

llance System: VAERS ）43が、CDCとFDAの共

徴45」の双方を反映しているといえよう。米国と

同事業として1990年から行われている。VAERS

は文化的な違いがあるわが国で、これらの制度を

は感度の高いサーベイランスを行うことを目的と

そのまま導入することは困難であろうが、因果関

しているために、同制度においては、予防接種副

係の判定と評価の必要性という現実がある中で、

反応リストに掲載されていない副反応でも、また

米国方式の救済制度のありかたは、わが国でも参

ワクチンとの明確な因果関係がない症状でも届け

考とされるべきと思われる。

ることが奨励されている。副反応を疑う場合は、
接種者（医療機関）、被接種者またはその保護者、

６．わが国の現状と将来への課題

またはワクチン製造者のいずれもが報告できる。
届出は、郵送、ファクス、オンラインなどで報告

わが国の予防接種事業の立ち遅れを解消するた
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めに、米国のACIPの制度を取り入れようとの働
きかけが専門家・臨床家から起こり、厚生労働省

（１）予防接種事業におけるわが国の現状

も現在その可能性の検討をしているとの報道があ

わが国で予防接種事業が推進できない、その社

る。予防接種事業の実施について様々な立場から

会的な背景としては、１）便益とリスクについて

検討する組織がわが国にできるのであれば、その

の客観的な議論が困難であること、２）国民、専

こと自体は大変喜ばしいことである。ただし、

門家、臨床家、行政、メディア、司法といった

ACIPに相当する組織は必要であるものの、その

様々な立場の人々で、同事業への視点・認識に大

仕組みを取り入れるだけでわが国の予防接種事業

きな違いがあること、等が考えられる。本節はこ

が推進されうるとの考えについて筆者は疑問を感

のわが国の現状について考察する。

じる。副反応のリスクに対する社会そして司法の

まず、一般国民については、「ゼロリスクへの

認識、そしてメディアの対応が変わらない限り、

信仰の高いこと」かつ「自ら検討・行動するより

今後も事業は一進一退を繰り返す可能性が高い。

も、行政にすべてをゆだね、結果論で批判する傾

また、日本版ACIPにおいて、公衆衛生的視点か

向」という、予防接種にはなじみにくい特性を持

らの議論が十分おこなわれるかどうかについても

つといえる。予防接種を受けるかどうかについて

疑問が残る。

は、５章１節で述べたように、必要な情報にもと

２章で述べたように、米国で予防接種事業が世

づいて便益とリスクを考えて、医師の助言のもと

界で最も積極的に行われている根本的な理由に

に自分で判断して決めるという意識が必要であ

は、１）便益とリスクのバランスを考えて事業の

る。個々の国民が予防接種のすべてについて理解

導入が行われるべきとの考えが司法と行政で共有

することはできないものの、聞きたいことは十分

され、かつメディアを含めた社会全体としてもそ

聞いて、納得して判断するという姿勢である。そ

のような合意が概ね形成されていること、２）連

れができない場合は、常にメディアの報道に左右

邦政府の公衆衛生事業研究の専門機関である

されることになり、副反応が取り上げられると接

CDCが、事業の便益とリスクについての科学的

種率が下がり、また麻疹やインフルエンザの流行

根拠を蓄積し、総括するだけの体制を有するこ

が取り上げられると、保健所や医療機関に質問の

と、３）さらにそれをもとにして専門家がACIP

電話が殺到するという状況につながる。

の場で協議し、法令に縛られることなく機動的に

また、わが国の専門家の姿勢にも改善されるべ

事業の導入が決定できること、４）製薬会社がコ

き点がある。日本の保健分野の専門家は、自分の

ンビネーションワクチンを含めた新しいワクチン

専門分野に限定した提言しか行わない傾向があ

の開発と供給を続けていること、がある。わが国

る。すなわち小児科の専門家は子供の保健政策の

においては、少なくとも現時点では４つの条件の

みを、内科、産婦人科の専門家はまたそれぞれの

いずれもが満たされておらず、特に合理的思考お

分野の対策のみをといったようにであり、保健分

よび学際的視点、そして法律によらない予防接種

野における社会全体としての事業の優先順位はな

事業が求められる１から３の実現には大きな障害

にかという提案・議論はあまり好まれない。具体

があると思われる。本章では予防接種事業につい

例をあげよう。一部の産婦人科専門家を中心とし

てのわが国の現状を考察し、さらに今後の予防接

た、HPVワクチンの公費負担の推進の動きが現

種事業の推進のための制度的課題を検討する。

在大きくなりつつある。同ワクチンは高い効果が
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期待されるものの、現時点では非常に高価であ

があった際に責任が問われるのは、接種医師では

り、費用対効果を考えてそれを公費負担の接種と

なく委託元の自治体であるために、責任の所在が

するべきかどうかの検討はわが国ではいまだ十分

曖昧になるという問題もある。

46

ではない 。保健分野における公的支出が抑制さ

行政に対しては、予防接種事業についてさまざ

れつつある現状で、HPVワクチンを公費負担す

まな批判が行われている。事業を積極的に推進せ

ることは他の保健分野の予算が削減される可能性

よとの提言から、それに真向から反対する提言、

につながりうる。よって社会全体の便益の視点か

過去の予防接種副反応事件の責任を問う意見まで

ら考えて、HPVワクチン公費負担の導入が現在

誠に多様であり、その調整は容易でないと考えら

の状況で妥当であるかには疑問が残る。後に述べ

れる。わが国の行政について筆者が考える最も大

るように、希望する国民はわが国で認可されてい

きな問題は、予防接種の専門家の不在のために、

るすべてのワクチンは公費で受けるような制度が

迅速な対応、また長期的なビジョンを持った計画

できるべきであると筆者は考えている。しかしな

の策定が困難であるということである。過去の副

がら、現在の国・自治体の財政状態でそのように

反応訴訟判決を恐れているにもかかわらず、重症

主張をするのであれば、他の保健事業に負の影響

副反応が一定の頻度で起こりうる経口ポリオワク

をあたえないようにその財源にまで踏み込んだ主

チンの利用が今まで放置されてきたことはその一

張を行うことが専門家として責任のある態度であ

例といえる47。行政、特に厚労省担当部署におい

ろう。わが国の保健のいずれの分野にも良識のあ

ては、予防接種について十分な知識のある専門家

る専門家は少なくないのであるが、それぞれの専

が常駐し48、担当者として厚労省の内部・外部の

門集団全体として考えた場合、社会全体の視点で

専門家との意見調整を行い、問題発生時の迅速な

発言できる専門家は、欧米に比べると多いとは言

対応と長期的な計画の立案をすることが強く求め

えない。

られる。

次の主要な関係者が臨床家である。臨床家は、

メディアについていえば、予防接種事業につい

専門家に比べると極めて多数かつ個々人の背景が

て熱心な興味を持つ記者もいるものの、わが国の

極めて多様であり、その特徴を一般化することは

メディアは全体的として予防接種については扇動

容易ではない。しかし、集団全体としては、上記

的である。つまり、疾患の流行の際には予防接種

の専門家と類似の特徴を持つ傾向がある。また、

の必要性と事業拡大を主張し、副反応事件の発生

事業に密接に関係する臨床家の集団として医師会

時にはその科学的根拠を検討することなく厳しく

があり、市町村における定期予防接種の実施は各

糾弾する。いずれも結果論での議論が中心であ

地域の医師会に委託されていることも少なくな

り、予防接種事業の特性とあるべき姿を社会に発

い。よって予防接種を受けるかどうかについての

信するという役割を十分に行っているとは言えな

個々の国民の判断に必要な助言、そして予防接種

い。この、「メディアが敵にも味方にもなる」と

の安全な実施という極めて重要な実務は、地域の

いう現実は、国そして自治体の担当者が事業に積

医師会にゆだねられている。しかしながら、会員

極的になりきれない原因の一つとなっている。

の互助会的な特徴の強い医師会は、予防接種の質

もう一つの関係者としてワクチン産業がある。

を向上させるための会員への指導を強力には行え

わが国のワクチン産業（研究所を含む）は、過去

ないという問題がある。また接種の実施上に問題

には世界に冠たるワクチンを開発生産してきてお
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り、また現在世界でもっとも安全といえるワクチ

の仕組みと特徴を理解したうえで、専門知識に基

ンを生産している。しかしながら、国内のマーケ

づいた実現可能な提言を行うことが事業の改善に

ットに依存することで事業の維持ができることか

つながる。また、行政担当者は、法令の下でのよ

ら、世界的に販路を拡大するという傾向は従来見

りよい事業の実施を第一の目的として専門家と協

られなかった。また、ワクチンの安全性の追求と

調すべきである。

限定的な生産量から、わが国のワクチンの価格は

両者の次の違いとして、副反応に対して責任を

世界的に見て最高レベルである。ここで世界的な

負う立場にあるかどうかということがある。筆者

動きをみると、メルク、アベンティスといった多

は、これまでわが国の専門家からは、「副反応対

国籍ワクチン企業が、様々な国際的イニシアティ

応は行政の仕事であり、自分たちには関係ない」

ブや国際機関と連携をしながら世界のマーケット

との発言を何度か聞くことがあった50。この考え

そしてわが国のマーケットにおける事業の拡大を

は、わが国の専門家そして臨床家の多くの意見を

うかがっている。その中で、わが国のワクチン産

代表すると思われる。予防接種事業の推進には、

業が今後どのような事業展開をするかが注目され

副反応への対応策を検討することが不可欠である

る。特に、わが国のワクチンの安全保障のために

ことは、すでに詳述したが、専門家が副反応対策

は、官民一体での戦略の策定が必要であるが、国

を自らの責務として取り組まない限り、事業が国

内のワクチン企業にも国内のマーケットのみに依

民の信頼をえることは困難である。

存しない事業モデルが求められる。

他の違いとしては、専門家は国際的な視点か
ら、行政は国内的な視点から事業をみる傾向があ

上記の関係者の中で、予防接種事業の改革に直

る。その結果専門家は「世界で定期化されている

接的な影響力と責任を持つのが、厚労省の担当課

ワクチンは日本でも」と主張することが多い。

そして専門家である。しかしながら、この両者の

しかしながら、予防接種に関する社会の受け入れ

視点・立場が大きく異なっていることが、双方の

は国によって大きく異なる51。ここでの専門家の役

不信そして協力関係の維持が困難である原因とな

割は、国際的な動きを把握しながらも、これまで

っている、というのが筆者の見解である。以下に

述べてきたような国内の状況を加味して、わが国

その具体例を示して、専門家と行政の視点の違い

で可能な改革の提言を行うことである。

について考察しよう。
まず、専門家のよりどころは科学的根拠である

以上、予防接種事業に関係する様々な立場につ

が、行政は主に法令、そして司法の過去の判断に

いての著者の視点を示した。事業の発展のために

基づいて判断し業務を執行する。この違いは十分

はこれらの関係者全員の協力が必要であるという

に理解される必要がある。「予防接種事業の実施

のが著者の考えである。わが国の専門家・臨床家

においては、法より科学的根拠のほうが優先され

からは、「行政は権限を持つのであるから、司法

るべきである」と筆者は考えるが、現実問題とし

の判断やメディアの批判などにこだわらず、予防

てわが国の予防接種事業は予防接種法に基づいて

接種事業を推進する責任がある」という意見を時

おり、事業の実施上の問題は最終的に法令に照ら

に聞くが、筆者はこれには疑問を持っている。医

して対処される。同事業が法令に基づいていると

療における他の例で考えよう。小児・産科救急医

49

いう現状が続く限りにおいては 、専門家が法令

療の崩壊が叫ばれて久しいが、この現象は「医師
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の立ち去り型サボタージュ」である、すなわち

を検討する。ここでは、事業の安定性と質の確

「医療資源が抑制されているにもかかわらず社会

保を行うために国営化の必要性の検討も行うべ

から医療機関への過剰な安全要求があることに対

きである55。また、ワクチン産業の発展を支援

する、医師の逃避行動」と理解されるべきとの意

して、ワクチン供給における安全保障をいかに

52

見がある 。そして、この考えに賛同し、小児

確保するかについても議論が必要である。以上

科・産科医師の立場に理解を示す臨床家は少なく

のような長期戦略を立てることにより、副反応

ないと思われる。筆者もこの主張に賛同するもの

問題や政権交代という短期的な変化の影響を受

であるが、また同時に、わが国の90年代以降の予

けることなく、事業を安定的に実施することが

防接種事業の後退は、「科学根拠に基づかず、厳

期待できる。

しすぎる司法の判決とメディアの一面的な批判に

② 「副反応への対応策」

対する、行政の立ち去り型サボタージュ」と理解

 まず、副反応因果関係評価の客観化とそのた

されるべきであると考えている。医療崩壊に対し

めの基盤整備が行われるべきである。副反応の

て、臨床家の責任のみを追求するのではなく、社

因果関係に関する調査とその評価は、従来市町

会全体で対応しようとの動きがある現在、予防接

村の健康被害調査委員会、そして厚労省の疾病

種事業にも同様の対応が考えられてしかるべきで

障害認定審査会によって行われてきたが、前者

はなかろうか。

においては必ずしも専門家の協力を得ることが
できず、また、後者においても常に科学的根拠

（２）今後の予防接種事業ための制度的課題
これまでの議論を基にして、本節においては、

に基づいた審査が行われてきたとはいえない。
 前述のように、現時点では因果関係について

わが国の予防接種事業の進展のために行われるべ

は明らかでない場合も少なくないものの、将来

きと考えられる事項について考察する。以下項目

のためにはデータの収集と専門家の議論に基づ

を列挙して検討する。

いた科学的根拠の蓄積が必要である。また、海

① 「公衆衛生活動としての事業意義と今後のあ

外の研究により副反応についての科学的根拠は

るべき姿についての中・長期計画の策定」

世界的に蓄積されているのであるが、わが国で

 予防接種事業は、短期間で一定の効果を達成

はこの分野の専門家がほとんどいないために、

することが期待できる保健事業である。同事業

十分に活用されていないのが現状である。わが

の意義と今後のあるべき姿について、公衆衛生

国における因果関係の評価にも、世界の科学的

視点での検討を行い、国としての中期・長期計

根拠を十分に活用するべきである。さらに、因

53

画の策定を行うことがまず必要である 。具体

果関係の評価は公開で行われ、その結果につい

的には、世界的に予防接種事業で予防されてい

て第三者の専門家が自由に意見を述べる制度に

54

る疾患 の国内の疾病負担を評価し、同事業に

することが望ましい。

よる疾病負担の減少目標を設定する、そしてH

 以上を行うためには専門の組織が必要であ

５型新型インフルエンザ、SARSの流行やバイ

る。因果関係を科学的に究明する、行政から独

オテロの発生など緊急事態における予防接種事

立した専門組織を作り、そこでは臨床医学、疫

業での対応計画も設定する。そして、この計画

学、生物学、統計学の専門家を含めて、国内外

を適時改定し、実行できるような体制のあり方

のデータを収集し、副反応についての評価と勧
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告を行う。また、その組織ではメディアにおけ

一部のワクチンは健康保険適応にすることを含

る副反応の取り上げられ方を改善するために、

めて、法律に基づかずに事業を拡張する方法が

リスク・コミュニケーションの研究も行ない、

ありうるのであればそれも含めての検討を行う

医療専門家、報道関係者、市民団体そして行政

べきである。法改正においては、本論文におけ

の間で定期的な意見交換の場を構築する。次

るこれまでの考察をふまえて、以下の事項の実

に、予防接種事業についての法曹界と医学会と

現可能性を検討する。①国としての中期・長期

の定期的な対話の場を設置したい。法曹界と医

計画の策定を行う政府機関を置き、また科学的

学会はそれぞれが立脚する学術基盤が大きく異

根拠に基づいて事業の実施上の専門的事項を決

なり、それが副反応とその因果関係の理解への

定する機関、また副反応対策についての実務的

視点を異なったものにしている可能性がある。

な研究を行い、事故の際に対応する常設の専門

この現状を放置することは、結果的に国民に不

組織を作る。②希望する予防接種を受けること

利益をもたらすことになり看過すべきでない。

ができるのは国民の権利と規定し、国内で認可

両者が互いの立場の違いを理解するために、双

されたすべてのワクチンは、保護者または本人

方の定期的な意見交換が必要である。

が接種希望する場合は、原則として公費負担で

③ 「予防接種事業における具体的懸案事項の解決」

接種できるものとする。③接種においては、標

 すでに述べたように、わが国の予防接種事業

準化された方法で医師の責任において十分な説

には具体的な懸案がいくつもある。まずは、適

明同意をとったうえで接種する、④接種後に生

切な年齢での接種ができるように、標準スケジ

じた健康事象については、一定の条件をみたす

ュールの作成が必要である。またそれが十分に

場合はすべて救済の対象とする。その財源はワ

活用されるためには、関係する複数の学会が合

クチン価格に含められた保険料からなる救済基

同で作成し、それを厚労省が推薦するという形

金を用いる。また、接種後に生じた健康事象に

式でおこなわれることが望ましい。また、接種

ついては、製造者および接種者に明らかな故意・

方法については、複数同時接種の普及と、効率

過失のない限り関係者の法的責任を問わない。

かつ迅速な接種が可能な学校や職場での集団接
種を実施するにはどのようなことが必要かを検

以上大変長い議論となり恐縮であるが、今後も

討する。このことは、将来また新型インフルエ

わが国の予防接種事業についての提案が、それぞ

ンザが流行した際の対策として有効である。ワ

れの関係者から自由闊達に行われることを望みた

クチンの改良も大きな課題である。まず、経口

い。本稿に対するご意見、ご批判を歓迎します。

ポリオワクチンの不活化ワクチンへの転換を一
刻も早く行う。また、ワクチンを受ける側の肉
体的・時間的負担が少ない、混合ワクチン（コ
ンボワクチン）の国内開発を進めるために必要
な事項の検討も行う。
④ 「予防接種法の改正」
 以上の検討事項の実現のためには現在の予防
接種法の抜本的な改正が必要であろう。また、
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いる。このことは、MMRワクチンの定期化の議論
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The immunization program in Japan:
Issues and perspectives as a public health inter vention
Masahiro Tanaka M.D. MSc*

Abstract
In the past few decades, new vaccines were developed and introduced into a national immunization program of
many countries in the world, including Asian, African and Latin American countries, through international initiatives
to promote immunization programs. In Japan, the disease burden from vaccine-preventable diseases (VPD) is
substantial, when compared with other high-income countries, while its immunization program has made only limited
progress in the past decades. Unlike in the US or UK, the program in Japan has been planned and implemented
based, not on scientific evidences, but on court orders or mass media reports, which sensationalized the vaccine
adverse events (VAE) and downplayed its beneﬁts. Even though the management of VAE is essential for the success
of the national immunization program, multidisciplinary discussion is currently not undertaken in Japan, and most of
health professionals are not interested or well-informed on VAE. These challenges contributed to the stagnation of
the program in the past decades. What we need for the advancement of the immunization program in Japan should
include 1) formulation of a long-term national strategy to reduce disease burden from VPD, 2) promotion of
cooperation between vaccine-professionals and local/central governments, 3) promotion of well-balanced
understanding on the program among general public, mass media, jurist and clinicians, and 4) amendment of the
immunization laws and other related laws and ordinances to materialize the aforementioned tasks.
［Keywords］immunization, public health, Japan

＊ Senior researcher, Department of Cancer Control and Statistics, Osaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases
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特定保健指導対象者への
脂質異常症治療薬のOTC薬化に伴う
費用効果分析と医療費への影響の推計
村田

達教*１
抄

矢野間朗子*２

白神

誠*３

録

平成20年４月より実施されている特定保健指導の下で、食事、運動、禁煙の観点からの指導が十分な効果を示さなかっ
た時に医薬品を使用することも考慮すべきではないか、さらにそのような医薬品がOTC薬（一般用医薬品）として提供さ
れれば、医療費を削減する上で一層の効果があるのではないかと考え、特定健康診査において特に脂質異常に対する何ら
かの対策の必要性を指導された者が、OTC薬化された脂質異常症治療薬（以下、一般用脂質異常症予防薬（プラバスタチ
ン10mg相当の薬剤を想定））を使用したセルフメディケーションによって自らの血清コレステロール濃度をコントロール
することが、医療費の削減にどの程度寄与することができるのか分析した。その結果、一般用医薬品を使用したプログラ
ムは使用しないプログラムに比べ対象者を40歳とした場合、獲得生存年が0.17年延長し、費用は、43万6000円減少するド
ミナントとなった。また、国民全体での医療費削減額は、今後10年間で１,377億円、20年間で6,056憶円と推計された。こ
の一般用医薬品の導入による医療費削減効果は、医療費の負担の一部を一般用医薬品を利用することによるセルフメディ
ケーションに転換したためとも考えられ、一方で患者負担の増加をもたらす可能性がある。そこで患者負担の軽減を図る
ために一般用医薬品の費用の一部を保険者が負担するとの仮定をおいた保険者の立場での分析を追加した。その結果、医
療費の削減が相殺される保険者の負担額は、35,432円であった。ちなみに、この年間の負担は、一般用医薬品の価格をメ
バロチンの薬価（2008年改訂）と同額とした場合、患者負担の約79％を負担できることを意味している。
キーワード： 特定保健指導、セルフメディケーション、脂質異常症、費用効果分析、医療費

康診査の結果、生活習慣病の予備軍と考えられる

緒言

ものに対して、特別保健指導の実施を義務付け
た。特定保健指導の下では、食事、運動、禁煙の

厚生労働省は、医療費増加の要因を諸外国に比

観点から指導が行われるが、そのような指導が十

べ長期に及ぶ在院日数のあり方と、生活習慣病医

分な効果を示さなかった時に医薬品を使用するこ

療費の増加と分析し、生活習慣病の予防対策に積

とも考慮すべきではないかと考えた。さらにその

極的に取り組んでいる。その一環として平成20年

ような医薬品がOTC薬として提供されれば、医

度より保険者に対して40歳以上65歳未満の加入者

療費１を削減する上で一層の効果があるのではな

を対象に特別健康診査の実施を義務付け、特別健

いかと考えた。

＊１
＊２
＊３

１ 本論文でわが国の医療に対して用いている「医療費」は、
国民医療費を指す。国民医療費は、保険者からの支払い、患者
の一部負担及び公費負担を含む。なお、消費者による一般用医
薬品の購入費用は含まれない。

クレコンリサーチ＆コンサルティング
日本大学大学院薬学研究科博士前期課程
日本大学薬学部教授
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欧米諸国では、医療費抑制の一環としてセルフ

3千万円、女性で５億3千万円になると報告されて

メディケーションを推進するため1970年代以降処

おり4）、費用対効果は悪い。したがって、一次予

方せん薬を非処方せん薬に転換する動きが見ら

防における安易な薬物療法は医療費の高騰を直接

れ、特にEU諸国では一部の国を除いて、処方せ

的に引き起こすことになりそうであり、ここにも

ん薬を非処方せん薬に転換して非償還医薬品の枠

一般用医薬品を利用したセルフメディケーション

を広げることに積極的であり、転換を行う条件

の活用は考慮に値する。

（安全性等の要件）を明確にしている。わが国に

ところで、医療用医薬品の成分の一般用医薬品

おいても、医療費抑制と規制緩和の観点から一般

への転用については、厚生労働省からの委託によ

用医薬品の促進を図ろうと1998年に与党医療保険

り日本薬学会が選定した成分について、医学会及

制度改革協議会でスイッチOTC化推進のルール

び関連分科会の意見を聞いた上で厚生労働省の薬

づくりが提唱され、2002年に厚生労働省の「一般

事・食品衛生審議会一般用医薬品部会が検討・公

用医薬品承認審査合理化検討会」において一般用

表するスキームが実行されているが、生活習慣病

1）

医薬品の範囲拡大が検討された 。

の予防を目的とした医薬品成分については、医学

ところで、平成19年度国民医療費において循環

会等から安全性への懸念が示され選定されていな

器系疾患は21.２%を占めており、その他の疾患と比

い。以上を踏まえ、本研究では、特定健康診査に

べて最も多い。また、平成20年度人口動態調査に

おいて特に脂質異常に対する何らかの対策の必要

よると死亡率第二位が心疾患であり、そのうちの

性を指導された者が、一般用脂質異常症予防薬

23.89%が急性心筋梗塞である。脂質異常症治療は

（プラバスタチン10mg相当の薬剤を想定）を医師

この急性心筋梗塞をはじめとする動脈硬化性疾患

の指導下で使用したセルフメディケーションによ

の予防が主な目的であり、動脈硬化性疾患予防ガ

って自らの血清コレステロール濃度をコントロー

2）

イド ラ イン2007年 版 で はLDLコレ ス テ ロ ー ル

ルすることが、医療費の削減にどの程度寄与する

（LDL-C）
濃度140mg/dl以上から医学的介入が考慮

ことができるのか分析した。なお、ここで提案す

される。同ガイドラインにもあるように、日本人の

る仕組みをFig.１に図示した。

冠動脈疾患に対する絶対リスクが欧米人に比較し
て低いため、LDL-C低下療法の冠動脈イベント抑

わが国の大規模臨床試験であるMEGA study3）が
報告され、日本人の一次予防におけるスタチンを用

加入者

し か し、 わ が 国 に お い て 総 コ レ ス テ ロ ー ル
240mg/dl以上の患者にプラバスタチンを５年間
使用したとき１例の心筋梗塞を予防するための

行動計画

6 ヶ月以上
経過後

OTC薬
使用指示

加入者
OTC薬
提供

保険者提携薬局

NNT（Number Needed to Treat）は男性で376
人、女性では1550人で、費用にすると男性で１億

動機付け又は
積極的支援

指示書提出

いたLDL-C低下療法の意義が確認された。

保険者提携医療機関
実績評価

低下により33％の冠動脈疾患の抑制効果を示した

特定保健指導面接

見もあったが、プラバスタチンによる18％のLDL-C

特定健診受診

制効果、とくに一次予防効果に関しては懐疑的な意

Fig.１

一般用脂質異常症予防薬の活用イメージ
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TC値220mg/dl以上240mg/dl未満への推移、TC

方法

値240mg/dl以上260mg/dl未満への推移、260mg/
dl以上への推移、医療機関における治療（投与す

（1）モデル（Fig.２）

る薬物はアトルバスタチン10mg及び20mgと仮

今回の分析では、一般用脂質異常症予防薬が存

定）、そして心筋梗塞、死亡を含めたマルコフモ

在しない現行プログラム（Absence）と一般用脂

デルを構築した。また、心筋梗塞の発症はそれぞ

質異常症予防薬が存在する場合（Presence）の

れの状態でのTC値によって定義した。ただし、

２つのプログラムについて比較し、それぞれの医

TC値220mg/dl以上で医療機関における治療の状

療費を推計、比較した。

態への移行が考慮されることとなるが、現実的に

分析の対象者は特定健康診査において脂質異常

はTC値がガイドラインにおける治療域であるに

症に対する何らかの対策の必要性を指導された者

もかかわらず医療機関を受診しないものが多数存

で、一般用医薬品によるセルフメディケーション

在することから5）、医療費をより正確に推計する

が現実的であると考えられる軽度高コレステロー

ため、今回のモデルではこの医療機関受診率につ

ルの者を想定して、BMI≧25、血清総コレステロ

いても考慮した。なお、医療機関における治療で

ール値（TC値）が200mg/dl以上220mg/dl未満で

は使用する医薬品の用量にかかわらず治療が有効

ある40歳（startAge=40）及び50歳（startAge=50）

であった者のTC値を200mg/dl以上220mg/dl未満

の患者とし、この対象者に対する特定保健指導が

とし、一般用医薬品が適用される場合も同様に仮

有効でなかった場合に一般用医薬品が適用される

定した。

ことを想定した。そして、その後の経過として

分析の立場は支払者 ２ とし、決断分析ソフト
TreeAge Proを用い、コホートシミュレーション

state name
TC-C*level

により獲得期待生存年（Life-Years gained）及び

HG*
200-220

獲得質調整生存年（QALYs gained）を効果指標
として、生涯にわたって分析を行った。

OTC
200-220
AT*10mg
200-220

No treat
240-260

AT*20mg
200-220

No treat
260＜

AMI sub model

（2）移行確率（Table １）
consultation

No treat
220-240

Cmi*（Markov state）

Prehospital death
*TC-C=Total Cholesterol-Concentration;HG=Health Guidance;
OTC=Over The Counter;AT=Atorvastatin;Ami=Acute Myocardial Infarction;
Cmi=Chronic Myocardial Infarction
心筋梗塞以外の死亡率はすべての状態において同一とし、心筋梗塞発症率はそれぞれ
の状態におけるTC値によって定義した。

Fig.２

マルコフモデル

値＞220mg/dlとなってしまう確率（pDropHG）
をMEGA study3）のコントロール群の５年目の薬
物使用症例率（rDropHG）から以下の式によっ

Inhospital death

Ami*

特定保健指導後にその支援にもかかわらずTC

て算出した6）。
pDropHG＝1−exp〈−
/5 〉
｛−［1n（1−rDropHG）］｝
220mg/dl以上240mg/dl未満の状態から240mg/
dl以 上260mg/dl未 満 の 状 態 へ の 年 間 移 行 確 率
２ ここでいう「支払者」とは、国民医療費の範囲における医
療費の負担者を指す。
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各種パラメータ

Transition probability
rDropHG
pProgressA2B
pProgressA2C
pProgressB2C
rEffAT
rEffOTC
rMI
rRc
rrMI
rrMI200
rrMI220
rrMI240
rrMI260
pPremort
pInmort
pIncrCons
pMort
pDemand

Baseline

Range

Source

Description

0.337
Table 2
Table 2
Table 2
0.835
0.988
Table 3
0.131

0.328-0.347
0.824-0.846
0.975-1.000
0.104-0.159

3

1.42
1.67
1.84
3.81
0.35
0.077
Table 4
Table 5
1

0.79-2.56
0.9-3.11
0.86-3.91
1.84-7.91
0.3-0.4
0.044-0.111
0-1

Dropped out ratio from health guidance at 5years
220-240mg/dl state to 240-260mg/dl state
220-240mg/dl state to 260mg/dl< state
240-260mg/dl state to 260mg/dl< state
Efficacy ratio with AT 10mg
Efficacy ratio with OTC
Incidence rate of first MI
Recurrence rate(5 year cumulative)
Choresterole-related RR
for 200-220mg/dl
for 220-240mg/dl
for 240-260mg/dl
for 260mg/dl<
Prehospital mortality of MI
Inhosipital mortality of MI
Incremental consultation rate
Non-MI mortality
Choice probability of OTC

private
company
7
8
9
11
10

13
12
5
-

Annual cost
medical treatment
cRx1
cRx2
cOTC
MI*
cMI1
cMI2

90000
140400
0

90000/164880
140400/215280

Table 6
Table 6
-

3756450
1115750

3434691-4078208
1027906-1203593

14
14

Costs of MI for first year
Costs of MI for following year

Preference weight
uHealthy
uMI1
uMI2

1
0.683
0.718

0.622-0.744
0.659-0.777

15
15

Utility for healty
Utility for MI - year 1
Utility for MI - following years

Discount rate
rDisC
rDisE

0.03
0.03

0/0.03/0.06
0/0.03/0.06

-

Costs of medical treatment with AT 10mg
Costs of medical treatment with AT 20mg
Costs of OTC

Discount rate of cost
Discount rate of effect

*AT=Atorvastatin ; RR=Relative Risk Ratio ; MI=Myocardial Infarction

（pProgressA2B） お よ び220mg/dl以 上240mg/dl

別々に計上した上で、重複するデータ及び2004年

未満の状態から260mg/dl以上の状態への年間移

データを挟むデータを除外し、最も保守的に分析

行確率（pProgressA2C）
、240mg/dl以上260mg/dl

されるよう算出した（Table ２）。

未満の状態から260mg/dl以上の状態への年間移

心筋梗塞の発症率（pMI）は年齢別心筋梗塞発

行確率（pProgressB2C）は某企業の健康診断結

7）
症率（rMI :Table ３）
およびTC値の上昇によ

果（デスクワークを中心とする20代から60代まで

8）
る相対危険率（rrMI）
から以下の式によって算

各年約1500人の結果）を独自に調査し算出した値

出した6）。

を用いた。健康診断結果は2001年から2007年まで
のデータが利用可能であったが一部の者において
2004年のデータが欠如していたため、それぞれ

pMI＝1−exp［−（rMI・rrMI）
］
文献9） より引用した５年間の心筋梗塞再発率
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Table ２

移行確率
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されている11） ことから処置後死亡率（pInmort）
を7.7％、 処 置 前 死 亡 率（pPremort） を35.0％ と

220-240mg/dl state to 240-260mg/dl state
Stage

Expected value

Range

1 year later

0.097

0.065-0.129

2 year later

0.164

0.071-0.257

3 year later

0.111

0.019-0.203

Cons）は循環器疾患基礎調査5） における性・年

4 year later

0.167

0.054-0.279

5 year later

0.286

0.049-0.522

齢階級別、高脂血症既往者のコレステロール降下

し、95％信頼区間を30～40％と仮定した。高コレ
ス テ ロ ー ル 血 症 患 者 の 医 療 機 関 受 診 率（pInit

薬服用状況の継続、服用率を引用した。またモデ
ル 上 で 加 齢 に 伴 う こ の 数 値 の 上 昇 率（pIncr

220-240mg/dl state to 260mg/dl< state

Cons）によってこれを調節した（Table ４）。

Stage

Expected value

Range

1 year later

0.043

0.021-0.064

2 year later

0.066

0.004-0.128

3 year later

0.089

0.006-0.172

2006年の厚生労働省による統計調査を利用した

4 year later

0.119

0.021-0.217

5 year later

0.071

0-0.206

（Table ５）。薬物治療の効果（pEffAT）につい

心筋梗塞以外の死亡率（pMort）は年齢別に

ては駒野らの報告によるリピトール使用成績調査
における結果12）から対象者の83.5%がアトルバス

240-260mg/dl state to 260mg/dl< state
Stage

Expected value

Range

タチン10mgの投与によって、その他の対象者に

1 year later

0.075

0.042-0.108

2 year later

0.167

0-0.339

ついてはアトルバスタチン20mg/dlの投与によっ

3 year later

0.333

0.116-0.551

4 year later

0.286

0-0.620

5 year later

0

0

てTC値220mg/dl以下にコントロールされると仮
定して分析を行った。また、一般用医薬品の効果
（pEffOTC）についてはプラバスタチン10mg相
当の効果を想定し、山本らの報告13） における12

Table ３

初発心筋梗塞発症率

ヶ月後TC値が±５％未満以上低下した患者の割
合で、TC値220mg/dl以下にコントロールされる

Age

Expected value

Range

30s

0.0000386

0-0.0000921

40s

0.0001744

0.0000757-0.0002730

50s

0.0006628

0.004623-0.0008632

60s

0.002424

0.001999-0.002849

各状態の費用はTable １及びTable ６に示す通

70s

0.004741

0.003941-0.005541

りであり、2008年４月時点の薬価、および診療報酬

80s

0.006761

0.004763-0.008759

を用いた。また、心筋梗塞急性期の治療費用につ

と仮定した（合計98.9％）。

（3）費用

いてはTanihataらの報告14）から、１年目を3,756,450
（rRc）を以下の式によって年間心筋梗塞再発率

円、２年目以降を１,115,750円とした。

6）

（pRc）に変換した 。

（4）効用値

pRc＝1−exp〈−
/5 〉
｛−［1n（1−rRc）］｝

QALYsを算出するため心筋梗塞発生１年目及
10）

お

び２年目の効用値として、公表されている文献15）

よび東京都CCUネットワークに「心肺停止を含む

から心筋梗塞発症６週間目および12ヶ月目の値

急性心筋梗塞の死亡率は30～40％に及ぶ」と記述

（それぞれ０.683、０.718）を引用した。また、心

心筋梗塞による死亡率はHayashiらの報告
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受診率

Table ５

Initial

心筋梗塞以外の死亡率

Age

Value

Age

Expected value

Range

30

0.000586

30s

0.0619

0.0139-0.1097

35

0.000793

40s

0.13

0.0871-0.1723

40

0.001237

50s

0.282

0.2393-0.3241

45

0.001933

60s

0.373

0.3289-0.4172

50

0.003038

70s

0.473

0.4240-0.5214

55

0.004554

60

0.006910

65

0.010003

Incremental
Age

Expected value

Range

70

0.016546

30-35

0

-

75

0.028204

35-45

0.00679

0.00668-0.00689

80

0.046685

45-55

0.0152

0.0151-0.0153

85

0.082414

55-65

0.00913

0.00904-0.00923

90

0.141304

65-75

0.00997

0.00986-0.01008

95

0.222676

75-

0

-

100

0.349449

筋梗塞未発症状態の効用値は１.0とし、死亡の効
用値は０とした。

医療費への影響
今回のモデルの対象者となる者の人口は特定健
康診査が前提となるためBMI≧25以上の割合16）

（5）分析

およびTC値200-220mg/dlの者の割合5） を公表さ

一般用医薬品の選択確率を100％、効果指標を

れている文献から引用し、各年齢区分別にこの割

獲得生存年とした場合をベースラインとし、効果

合を将来人口統計17） に乗じて算出した。この対

指標を獲得QALYsとした場合についても分析を

象者人口に要する将来の医療費の推移を予測する

行った。また、特定保健指導によって脂質異常症

ため、初年度のモデル対象者（初年度に40歳から

治療の潜在需要が顕在化し、医科受診率が上昇す

59歳の者）に加え各年ごとに新しく対象者となる

る こ と が 予 想 さ れ る。 そ こ で、 医 科 受 診 率 を

40歳の者を順次足し合わせて増分総医療費（IC：

Table ４に示す確率とした場合をscenario A、す

Incremental costs）を算出した。各年（i）にお

べての年齢において80％に上昇すると仮定した場

ける増分総医療費（IC）は以下の式によって算

合をscenario Bとして分析を行った。

出した。割引率は年率３％とした。ただし、初年
度のモデル対象者の平均費用は40歳から49歳のも

（6）感度分析
想定した各パラメータをそれぞれ独立に変動さ
せたときのプログラムの費用および効果の変化を
確認するため感度分析を行った。

のを40歳、50歳から59歳までのものを50歳の平均
費用と仮定し計算を行った。
ICi＝popACi，presence−popACi，absence
popACi＝popACi−1＋popMCi

特定保健指導対象者への脂質異常症治療薬のOTC薬化に伴う費用効果分析と医療費への影響の推計
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atorvastatin 10mg/20mg 投与に係る医療費

cRx1

<200 beds

>200 beds

再診料（時間内・一般・検査費包括）

60

70

外来管理加算

52

-

生活習慣病管理料*（脂質異常症・処方せん交付）

650

-

処方せん料

-

68

調剤基本料

40

40

基準調剤加算Ⅱ

30

30

調剤料

77

77

薬剤服用歴管理指導料

30

30

薬剤情報提供料

15

15

薬剤費

420

420

total cost/month（yen）

13,740

7,500

total cost/year（yen）

164,880

90,000

再診料（時間内・一般・検査費包括）

60

70

外来管理加算

52

-

生活習慣病管理料*（脂質異常症・処方せん交付）

650

-

処方せん料

-

68

調剤基本料

40

40

基準調剤加算Ⅱ

30

30

調剤料

77

77

薬剤服用歴管理指導料

30

30

薬剤情報提供料

15

15

薬剤費

840

840

total cost/month（yen）

17,940

11,700

total cost/year（yen）

215,280

140,400

cRx2

*許可病床数が200床未満の病院又は診療所である保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者（入院中の患者及び
高齢者医療確保法の規定による療養の給付を受けるものを除く。）に対して、患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習
慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月１回に限り算定する。
19

popMCi＝ Σ（MCi，40＋X・P2009，40＋X）
X＝0
i−1

＋ Σ（MCi−k，40・P2009＋k，40）
k＝1

MCi＝ACi−ACi−1
ICiは推定した対象者人口におけるi年目までの
増分累積費用、popAC i は推定した対象者人口に
おけるi年目までの平均累積費用、popMCiは推定

した対象者人口におけるi年目に生じる平均費用
を 表 す。 ま た、MCi ,40はstartAge=40で 分 析 し た
時のi年目の一人当たり平均年間費用、P2009,40は
2009年の40歳の対象者人口を表し、ACi はi年目ま
での一人当たり平均累積費用を表す。
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た。以上のようにScenario A、Bともに、一般用

結果

医薬品が存在する場合がドミナントとなった。

薬剤経済分析

感度分析

期待増分費用及び期待獲得生存年数並びに期待

感度分析の結果をTable ８に示す。表に示した

獲得QALYsをTable ７に示す。40歳を対象者と

割引率及び一般用医薬品の選択確率（pDemand）

した場合Scenario Aでは、獲得生存年が0.174年、

を初めすべてのパラメータをその信頼区間におい

獲得質調整生存年が0.24年それぞれ延長し、費用

て変動させて分析を行ったが、Scenario A、Bと

は約43万6000円減少した。またScenario Bでは、

もに、結果の逆転はなかった。

獲得生存年が0.042年、獲得質調整生存年が0.057
年それぞれ延長し、費用は約75万円減少した。対
象者を50歳とした場合にも同様の結果が得られ
Table 7

医療費への影響
将来医療費への影響をFig.３に示す。医療費削

費用及び健康アウトカム

Scenario A
StartAge
40（baseline）
50
Scenario B
StartAge
40（baseline）
50

Absence
1,261,483
1,382,151

Cost
Presence
638,749
744,040

Increment
-622,734
-638,111

LYs gained（baseline）
Absence
Presence Increment
22.849
23.023
0.174
19.772
19.930
0.158

Absence
22.656
19.556

QALYs gained
Presence Increment
22.896
0.240
19.776
0.220

Absence
1,770,262
1,673,741

Cost
Presence
699,011
777,656

Increment
-1,071,251
-896,085

LYs gained（baseline）
Absence
Presence Increment
23.005
23.047
0.042
19.899
19.944
0.045

Absence
22.871
19.733

QALYs gained
Presence Increment
22.928
0.057
19.795
0.062

Table ８

感度分析結果

Scenario A
Discount rate
0%
6%

Absence
2,489,421
366,785

Costs
Presence
1,362,750
169,038

Increment
-1,126,671
-197,747

pDemand=0.5
40（baseline）
50

883,038
967,505

Costs
665,081
744,167

-217,957
-223,338

0%
6%

Absence
2,993,591
614,119

Costs
Presence
1,439,874
192,998

pDemand=0.5
40（baseline）
50

1,239,183
1,171,619

Costs
864,245
857,989

Scenario B
Discount rate

Increment
-1,553,717
-421,121
-374,938
-313,630

Absence
41.617
14.659

Absence
42.127
14.713

LYs gained
Presence
42.179
14.720

Increment
0.562
0.061

LYs gained
Presence
Increment
42.262
0.135
14.727
0.014
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医療費への影響

減額は、scenario Aでは、10年目までで約363億

とになる（Fig.４）。そこで患者負担の軽減を図

円、20年目までで約2,664億円、50年目までで約２

るために一般用医薬品の費用の一部を保険者が負

兆695億円となった。また、scenario Bでは、10年

担することを検討した。一般用医薬品の負担の程

目までで約5,774億円、20年目までで約１兆7,025

度に応じて保険者の医療費負担がどのように変化

億円、50年目までで約５兆1,467億円となった。

するかを、保険者が費用の７割を負担するものと
して、保険者の立場での分析を追加した。その結

考察

果、医療費の削減が相殺される保険者の負担額
は、scenario Aで は35,432円、scenario Bで は、

分析の結果は、支払い者の立場において特定保

60,952円であった（Fig.５）。ちなみに、これら

健指導への一般用医薬品の導入は医療費削減政策

の年間の負担額は、一般用医薬品の価格をメバロ

として有用であることを示している。ところで、

チンの薬価（2008年改訂）と同額とした場合、

今回の一般用医薬品の導入による医療費削減効果

35,000円 の 場 合 は 患 者 負 担 の 約79％ を ま た、

は、医療費の負担の一部を一般用医薬品を利用す

62,000円の場合は全額負担できることを意味して

ることによるセルフメディケーションに転換した

いる。もちろん、一般用医薬品の価格によっては

ためとも考えられ、一方で患者負担の増加をもた

患者側の負担が増加することが考えられる。しか

らす可能性がある。ちなみに、一般用医薬品の費

し、一般用医薬品の使用は医師を受診する場合と

用を医療保険が負担すると、Scenario Aの場合、

比べ時間及び移動の節約をもたらすことは間違い

一般用医薬品の年間の費用が約51,000円を超える

ない。今回の分析ではこの点に関して定量化する

と、一般用医薬品を用いた生活習慣病の一次予防

ことはしなかったが、これによって脂質異常症の

による将来の医療費の削減額を上回ってしまうこ

予防効果を有する一般用医薬品の価値をより正確
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一般用医薬品の費用を医療保険が負担する場合の平均費用の変化
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Fig.５

保険者によるOTC費用負担と医療費削減額

に定量化することができると考えられる。
今回使用したモデルには、いくつかの限界があ
る。第一に今回使用した無治療状態の移行率が企

業の健康診断結果のものであるので、これが一般
に当てはまるのかということである。
第二に、心筋梗塞の発症率として被爆の健康へ
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の影響の調査が目的であるHiroshima/Nagasaki

は薬物の投与なしで目標値に達した症例は全体

studyを利用したことである。しかし、2005年の

（MEGA studyの 対 象 者 はTC値220mg/dlか ら

３M

18）

study

と比較しても結果はよく対応して

270mg/dlまでのもので平均は約242.4mg/dlと比

おり、同論文のなかでも広島･長崎コホートでの

較的軽微な症例）の５％から８％であったため

心筋梗塞発症率の上昇は今のところないと結論付

で、実際の診療の場ではこれよりも低いと考えら

けていることから問題はないものと考えられる。

れることから、モデルの単純化のために今回は考

第三に、今回のモデルでは高コレステロール血

慮しなかったものである。すなわち、医師の監督

症に関連する疾患として心筋梗塞のみを考慮して

下での費用が分析結果よりも低い可能性があり、

おり、狭心症や脳梗塞を考慮していないことであ

これによって一般用医薬品の使用が不利になるか

る。 こ れ は、Hiroshima/Nagasaki studyに お い

もしれない。

ては脳梗塞については調査されておらず、狭心症

第六に、医師の監督下での治療でのプロブコー

については発症を正確に決定することが難しく、

ルなどスタチン系薬剤以外の薬剤の使用を考慮し

長期的傾向は心筋梗塞に限定するとされているた

ていないことである。しかし、藤田らの医師に対

めである。血清コレステロール濃度のコントロー

するアンケート調査19） における高脂血症治療薬

ルによって抑制できる疾患とそれに伴う費用はも

の処方頻度の結果ではスタチン系薬剤が71.1％、

っと多いことが考えられ、一般用医薬品の使用に

フィブラート系薬剤が18.4％であり、フィブラー

とっては控えめな分析となっている。

ト系薬剤はその作用より高トリグリセリド血症の

第四に、今回の分析では各年代の心筋梗塞発症

治療に主に用いられており、ほとんどの医師は高

率 に つ い て はHiroshima/Nagasaki studyの 結 果

コレステロール血症の治療にスタチン系薬剤を使

を用いたが、これはその当時での発症率であり、

用しているものと考えられ、今回の分析ではスタ

例えば当時40歳の人が10年後50歳になったときの

チン系以外の薬剤の使用は考慮しなかった。

発症率と現在50歳の人の発症率が同じとはいえな

第七に、近年スタチン系薬剤のプレイオトロピ

い可能性があることである。血清コレステロール

ック作用について報告されている20）～23）が、今回

濃度に影響を与える食生活の欧米化は年々進んで

の分析では心筋梗塞の発症率を疫学調査に基づい

おりその当時よりも血清コレステロール濃度が高

て算出しているためスタチンのこの作用を考慮し

くなる可能性がある。また、同じ血清コレステロ

ていないことである。同じTC値でもスタチン系

ール濃度でも心筋梗塞発症率が異なる可能性もあ

薬剤によってコントロールされている場合のほう

る。いずれにしても、今回の分析での期待費用は

が心筋梗塞の発症率が低い可能性は否定できな

控えめなのかもしれない。なお、50歳代までしか

い。しかし、感度分析の結果において、費用削減

分析してないのは60歳以上になるとその他の疾患

効果がみられる結果に最も感度の高かったものは

での受診が増えて一般用医薬品を使用しての血清

心筋梗塞相対危険率であり、その他のパラメータ

コレステロール濃度のコントロールが現実的でな

ではこの結果の逆転は見られなかったことから上

いと考えられたからである。

記の問題が結果に及ぼす影響は相対的に少ないも

第五に、医師の監督下での治療で薬物を用いな

のと考えられる。

い治療の期間や、その治療の有効性を考慮してい

最後に、対象者の一般用医薬品選択確率は分析

ないことである。これは、MEGA studyの結果で

では100％及び50％としたが、菅原らの調査24）に
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よるとスイッチOTCの医科受診に対する選択確
率は「薬剤師の介入あり、使用経験あり」の場合
で34.5％、保険償還による価格の低下が20％低下
するに伴い、OTC選択確率が２％増加する程度
であると報告されている。しかし、今回の分析が
特定保健指導の環境下であることを考慮すると、
この選択確率は変化することが予想され、このデ
ータを直接引用することはしなかった。
なお、脂質異常症の予防効能を有する一般用医
薬品の適正使用も問題になるかもしれない。副作

4）橋本淳，他．高脂血症治療薬による日本人の虚血
性心疾患の予防効果とリスク. 動脈硬化1988；26
（4・5）：157-164
5）厚生労働省．第５次循環器疾患基礎調査2000
6）Andrew Briggs, Karl Claxton, Mark Sculpher.
Decision Modelling for Health Economic
Evaluation. Oxford University Press 2006
7）Kazunori Kodama, Hideo Sasaki, Yukiko Shimizu.
Trend of Coronary Heart Disease and its Relation
ship to Risk Factors in Japanese Population: A
26-year Follow-up, Hiroshima/Nagasaki Study.
Japanese Circulation Journal1990 ；54：414-421

用の問題のほかに、コレステロール値の極端な低

8）Tomonori Okamura, et al.. The relationship

下は脳出血などのリスクを増加させ、逆に死亡率

between serum total cholesterol and all-cause or

を増加させるとの報告25） もあり、高コレステロ
ール血症の予防効果を有する一般用医薬品の適正
な使用を担保する必要がある。これには、一般用

cause-specific mortality in a 17.３-year study of a
Japanese cohort. Atherosclerosis2007；190：216-223
9）Muneyasu Saito, et al.. Long-term prognosis of
patients with acute myocardial infarction: Is

医薬品の販売に薬剤師の介入が必須であると考え

mortality and morbidity as low as the incidence

られ、このことによって現在の決して満足とはい

of ischemic heart disease in Japan? American

えない受診率の向上と患者の意識向上にも寄与す
ることとなるであろう。

結論

Heart Journal1987；113：891-897
10）Takahiro Hayashi, et al..Recent Decline in
Hospital Mortality Among Patients With Acute
Myocardial Infarction. Circulation Journal2005；
69：420-426
11）http://www.ccunet-tokyo.jp/doukou/index.html

今回の分析から、一般用医薬品の使用によって
将来的に医療費の削減が期待できることが明らか
になった。さらに一般用医薬品の購入費用の一部

［Accessed 2009 February］
12）駒野直子, 他．リピトール使用成績調査における
安 全 性と有 効 性. Progress in Medicine2005；25：
131-142

を保険者が負担することで保険者にとって医療費

13）山本章, 他．高脂血症に対するCS-514（Pravas

の負担を削減しつつ、患者負担を減らすことがで

tatin）の長期投与による臨床的有用性の検討. 臨床

きることが示された。
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Cost Effectiveness Analysis and Healthcare Cost
Estimation through Self-medication of a Hypothetical
Over-the-counter Antihyperlipidemic Drug under the
Specified Health Guidance Program in Japan
Tatsunori Murata*１，Akiko Yanoma*２，Shiragami Makoto*３

Abstract
Under the health guidance program implemented in April 2008, physicians should consider starting drug
treatment only when health guidance for diet, exercise and smoking cessation do not show sufﬁcient effects on their
patients. Making such drug available over the counter for consumers, however, may actually contribute to the
reduction of healthcare costs. We estimated the reduction in healthcare costs obtained through self-medication of a
hypothetical OTC antihyperlipidemic drug. The drug will be equivalent to pravastatin 10 mg and, and it will be offered
to patients for whom hyperlipidemia control was judged to be necessary at a health examination.
Patients aged 40 who use the OTC antihyperlipidemic drug would live 0.17 years longer than those who do not
use the drug, and would achieve an overall reduction in healthcare costs of 436,000 yen. The savings will translate to
the reduction of 137.7 billion yen in national healthcare expenditures over the next 10 years and to 605.6 billion yen
over the next 20 years.
Since these savings are achieved by shifting the costs of drugs from insurers to consumers, ultimately leading to
increases in individual patient’s financial burden. An additional analysis was therefore performed to estimate the
increase in the insurer’s burden that could be used to reduce a part of the individual patient payments for the OTC
drug. As a result, the healthcare cost reduction is offset when insurance payers bear 35,432 yen. This annual burden
would bring about a patient payment reduction of approximately 79% when the price of an over-the-counter
antihyperlipidemic drug is equivalent to that of Mevalotin（2008 revision price）.
［Keywords］specified health guidance, self-medication, hyperlipidemia, cost effectiveness analysis, healthcare
expenditure

＊１
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CRECON Research & Consulting
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コメンタリー

「特定保健指導対象者への脂質異常症治療薬のOTC薬化に伴う
費用効果分析と医療費への 影響の推計」に対するコメンタリー
橋本

英樹＊

肥満や糖尿病・高脂血症などメタボリック症候

善は、予防によって生じたものではなく、まして

群を形成する健康問題がもたらす社会的負担の規

やOTC化によって生じたものではない。あくま

模や、予防的・治療的介入の効果は、保健政策上

で治療対象の幅を旧来よりも厳密化したことによ

の重要課題として各国で注目されているところで

って生じたものである ４）。一方、OTC化によっ

ある１）。22巻１号に掲載された村田らによる論文

て再診料や処方料などの医療費は避けられるが、

もこの重要課題に取り組んだ野心的な試みのひと

横紋筋融解ほかの副作用が生じた場合の費用や、

２）

初回ならびに経過観察のために半年おきなどに医

つである 。
村田らによれば、特定保健指導対象者に、血清

療的フォローをしている分の医療費、さらに薬剤

コレステロール値が教育介入によっても200〜

治療を行っていることにより追加的に発生する特

220mg/dlに留まる層に対して、高脂血症治療薬

定健診費用などが計上されていない。以上から費

であるスタティン製剤を予防的に服用させた場合

用は過少推計、効果は過剰推計していることは明

に、心筋梗塞の発症をどの程度削減するかを検討

白である。筆者らはこれらの結果に基づいて「高

している。さらにこれをOTC薬として提供した

脂血症治療薬をOTC化」することによる医療費

場合の医療費削減効果と合わせて費用対効果分析

削減の効果を推計しているが、妥当な結果である

を試みている。しかし本論文にはいくつかの問題

と受け入れることには慎重にならざるを得ない。

点が見られる。まず第一に、200〜220mg/dlにと

糖尿病や高脂血症などはどこまでが「予防」でど

どまる対象者は「治療」すなわち医療サービスの

こからが「治療」なのかは、特に薬物を使用する

対象ではなく、予防的介入の対象として分けてい

場合、境目は見られない。また、これを公的医療

る点である。しかし、2002年に発表されたNIHの

保険でカバーするのか、自己負担でカバーするの

3）

高脂血症管理ガイドライン によれば、リスクフ

かは、社会的費用総体に影響はなく費用対効果分

ァクターが０ないし１の対象ではLDL160mg/dl

析が取り扱う問題ではない。これは、あくまでだ

以上が治療の対象となっており、総コレステロー

れがコストをカバーするのか、という政治経済的

ル値でいえば、200mg/dl以上はすでに治療介入

な問題である。規制緩和によって社会のどの部分

の対象となりうる。したがって本研究で示された

になにが便益としてもたらされるのかについて

心筋梗塞の死亡率の低下とそれによるQALYの改

は、費用対効果分析を行う際、特に注意を払う必
要があるものと思われる。

＊東京大学大学院公共健康医学専攻教授

46

医療経済研究

Vol.22 No.1 2010

参考文献

cholesterol in adults（Adult Treatment Panel III）

1）Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT,
Murray CJ. Global and regional burden of disease
and risk factors, 2001: systematic analysis of
population health data. Lancet. 367（9524）
:1747-57,2006
2）村田達教，矢野間朗子，白神誠．特定保健指導対
象者への脂質異常症治療薬のOTC薬化に伴う費用

Final report. National Institute of Health
Publication No.l 02-5215. September 2002.
downloadable at
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/
atp3full.pdf
4）Fedder DO, Koro CE, L'Italien GJ. New National
Cholesterol Education Program III guidelines for

医療経済研究

primary prevention lipid-lowering drug therapy:

3）National Cholesterol Education Program.

distribution of the treatment-eligible population.

効果分析と医療費への影響の推計
22（1）
: 31-44, 2010

Detection, evaluation and treatment of high blood

projected impact on the size, sex, and age
Circulation. 105（2）:152-6,2002

47

論

文

予防行動と健康状態
梶谷
抄

真也*１

小原

美紀*２

録

本論文では、どのような人が健康増進行動（予防行動）をとっているのか、そして、予防行動が健康形成にどう影響す
るかについて分析する。先行研究では、個人が取り組む予防行動は複数存在し、それらの誤差項は互いに相関することが
指摘されている。加えて、予防行動が健康形成に与える影響を分析する場合、健康状態が予防行動に影響するという逆の
因果関係が存在する可能性も考えられる。また、健康状態として主観的な評価を使用すれば、個人の健康意識の違いや評
価基準など主観的健康状態を説明する観察できない要素が存在し、
これらが予防行動と相関する可能性も問題とされている。
本論文では、個人の時間選好率や危険回避度の違いが予防行動の決定に影響するという先行研究の結果を利用して、複
数の予防行動（栄養バランスを考えた食事、定期的なスポーツ、禁煙・節煙、十分な睡眠・休養）の誤差項どうしの相関、
予防行動と健康状態を同時に説明する観察されない属性の存在を考慮しながら、予防行動と健康形成の関係を分析する。
独自のアンケート調査を用いた分析の結果、時間選好率や危険回避度を考慮しても、予防行動の誤差項どうしが正の相
関関係にあることを統計的に確認する。複数の予防行動の決定を同時に分析することが重要であることがわかる。そして、
このことを考慮しても、十分な睡眠・休養という予防行動そのものが健康度を増加させることを指摘する。
キーワード：予防行動、主観的健康状態、誤差項どうしの相関、時間選好率、危険回避度

3）
4）
（2002）
やFukui and Iwamoto（2004）
らが健

１．はじめに

康の金銭的な価値を推計している。そのうち、
4）
Fukui and Iwamoto（2004）
は、『国民生活基礎

健康であることには価値があり、その価値は上
1）

調査』（厚生労働省）の個票データを用いて、健

昇している。Murphy and Topel（2006） は、健

康の金銭的価値は1990年から1999年にかけて０歳

康であることの価値として（1）寿命が伸び、財

が男女とも0.6％、65歳男性が8.5％、女性が10.1

や余暇から効用が得られる期間が長くなること、

％それぞれ上昇したことを示している。

（2）生命の質（quality of life）が向上し、与えら

健康に価値があり、その価値が上昇しているな

れた財や余暇からより多くの効用が得られること

らば、健康を増進させる方法（予防行動）を考え

2）

を 挙 げ る。Cutler and Richardson（1998） は、

ることが重要となる。それでは、どのような人が

ア メ リ カ の デ ー タ を 使 っ てQALY（quality-

健康を増進させる活動を行っているのだろうか。

adjusted life years）から健康の金銭的な価値を

また、どのような要因が予防行動の意思決定に影

推計し、1970年代から1990年代にかけて０歳児で

響を及ぼすのだろうか。本論文では、独自に行っ

４％、65歳の人で28.6％それぞれ増加したことを

たアンケート調査を用いて、どのような要因が個

明らかにしている。日本についても、本多・大日

人の予防行動に影響を与えるのか、そして、予防

＊１
＊２

明星大学経済学部講師
大阪大学大学院国際公共政策研究科准教授

行動が健康形成にどう影響するかについて明らか
にする。
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次節で述べるように、予防行動を分析するいく

しても、予防行動の誤差項間には正の相関関係が

つかの先行研究は、個人の時間選好率や危険回避

あることが分かる。そして、これら誤差項どうし

度の違いが予防行動の決定に影響することを指摘

の相関を考慮しても、（2）十分な睡眠・休養とい

している。しかし、時間選好率や危険回避度は通

う行動そのものが健康を増進させる効果を持つこ

常は観察されない。本論文は、アンケート調査か

とを示す。本論文の構成は以下のとおりである。

ら得られる個人の時間選好率や危険回避度を表す

続く２節では、予防行動に関するこれまでの研究

情報を予防行動に影響を与える外生変数として計

の成果をまとめて、問題点を整理する。３節で

量モデルに含めることで、時間選好率や危険回避

は、分析で使用するマイクロデータの詳細を紹介

度といった要因が予防行動の決定にどう影響する

し、４節で推定モデルを提示する。得られた推定

かを明らかにする。

結果を５節で示し、得られた結果の解釈を行う。

また、個人が健康的に過ごすために取り組む予

そして、６節で全体をまとめる。

防行動はひとつとは限らない。本論文の分析で
は、複数の予防行動間の相関や、予防行動と健康
状態を同時に説明する観察されない属性の存在を

２．予防行動に関する先行研究と本論文の
分析の枠組み

考慮する。具体的には、健康生産の誤差項ならび
に予防行動の誤差項どうしが相関することを認め
たモデルを分析する。

個人は健康度と財の消費から効用を得ると考え
る。また、健康度は個人が時間と財を投入して予

健康状態と予防行動の誤差項の相関を考慮した

防行動をとることで作り出されるとすれば、予算

同時決定モデルを分析することには、別の利点も

制約と時間制約について効用を最大化すること

存在する。本論文では、個人の健康状態を示す指

で、個人の最適な健康増進行動が表わされる。こ

標として「よい・ややよい・ふつう・あまりよく

のような枠組みに基づき、例えば、Kenkel（1995）5）

ない・よくない」というアンケート調査の回答者

は1985年のアメリカのデータを、Revera（2001）6）

による主観的評価を利用する。個人にとっては、

7）
は2001年のスペインのデータを、Lin（2008）
は

客観的に見て健康であること以上に健康であると

2001年の台湾のデータをそれぞれ用いて、生活習

感じられることが大切であろう。この意味で、主

慣に関する予防行動（健康増進行動）が健康度に

観的な健康状態を用いた分析は重要である。しか

与える影響を分析する。そして、特定の生活習慣

しながら、主観的な評価は、個人の健康意識の違

を持つ個人において健康度が高いことを指摘して

いや個人の評価基準、個人の希望など観察できな

いる。

い要素に依存し、これらの観察されない要素は、

5）
しかしながら、Kenkel（1995）
も指摘するよ

同時に、予防行動の意思決定にも影響する。本論

うに、個人の予防行動の決定はデータから観察で

文では、健康状態と予防行動の誤差項の相関を認

きない要因（unobservable heterogeneity）の影

めることで、この点を考慮しながら、予防行動が

響を受ける可能性が高い。Contoyannis and Jones

最終的に健康状態にどのような影響を与えるのか

8）
（2004）
は、予防行動の同時決定を考慮しなが

について考察する。

ら、予防行動が健康度に与える影響の分析を行

独自に実施したアンケート調査による分析の結

う。1984年と1991年のイギリスのパネル調査を用

果、
（1）時間選好率や危険回避度をコントロール

いて分析した結果、観察できない個人の異質性が

予防行動と健康状態
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予防行動を説明する要因であることを示すととも

ほうが危険回避度は低く、なかでも愛煙者の危険

に、運動習慣や十分な睡眠、禁煙が健康度を高め

回避度が最も低いことを示す。

注1

ることを統計的に確認している 。

世帯構成員の予防行動が他の構成員の予防行動

そもそも、どのような人が予防行動をとるのか

に 影 響 を 与 え る の か に 着 目 す る 研 究 も 多 い。

を明らかにすることも注目に値するだろう。生活

20）
Farrell and Shields（2002）
は、1997年 の イ ギ

習慣に関する予防行動が所得や職業、教育年数な

リスのデータを用いて、個人がスポーツ活動に参

どの社会経済的属性と結びつきが強いということ

加する要因を分析し、観察されない家計の異質性

注2

は、多くの研究で明らかにされている 。特に、

がスポーツ活動への参加に大きく作用することを

教育年数は予防行動を促進させる重要な変数であ

示す。このことは、スポーツ活動が家族間に正の

ることが指摘される。その理由として、教育によ

外部効果（peer effect）をもたらす可能性を示唆

り高い人的資本を身につければ健康増進の生産性

する。観察されない個人の異質性により夫婦の健

を高められることや、教育水準の上昇によって健

康増進行動が互いに相関している可能性は、1991

康リスクや健康被害への対処法に関する知識が増

年から1999年までのイギリスのパネル調査を用い

加し、より効率的に時間や財を投入することで健

て、夫と妻それぞれの喫煙行動を分析したClark

康を増進させることができることなどが考えられ

21）
and Etilé（2006）
でも示されている。

12）
る
（Grossman, 1972）
。一 方 で、Kenkel（1991）1 3 ）

このように、個人の時間選好率や危険回避度の

によれば、アメリカにおいて、健康リスクに関す

違いは他の個人属性をコントロールしても個人の

る知識の差をコントロールしても予防行動に与え

予防行動に影響すると考えられる。また、個人の

る教育年数の効果が観察される。このことは、教

行動は家族の行動と関連が深いことも示される。

育水準が知識の差以外の別の効果を表す代理変数

本論文では、時間選好率や危険回避度、配偶者の

となっている可能性を示唆している。

予防行動の有無が個人の予防行動の選択に影響を

例えば、教育年数の差は個人間の時間選好率の

与える可能性を考慮しながら、予防行動が最終的

14）
違いを示しているかもしれない
（Fuchs，1986）
。

に健康状態を高めているかどうかを検証する。予

時間選好率や危険回避度の影響の大きさが予防行

防行動をとる個人は複数の予防行動を同時にとる

15）

動に影響を与えることはKenkel（2000） でも指

傾向にあるので、Contoyannis and Jones（2004）8）

摘され、特に、喫煙や飲酒行動に与える影響が大

9）
やBalia and Jones（2008）
と同様に、複数選択

16）
きいことが示されている（Viscusi, 1990）
。日

の同時決定を分析する。

17）

本においても、井伊・大日（2002） やSato and
18）
Ohkusa（2003）
は、2001年 に 日 本 で 実 施 し た

３．使用するマイクロデータ

調査を用いた分析で、時間選好率の低い人ほど生
涯喫煙率は低く、危険回避的な人ほど生涯喫煙率

以下の分析には、筆者らが独自に行ったアンケ

が 低 い こ と を 確 認 す る。 ま た、Ida and Goto

ート調査（以下、『家計リスク調査』とする）の

19）

（2009） は、2006年に行ったインターネット調

マイクロデータを使用する。この調査は失業や病

査を用いて、非喫煙者に比べて喫煙者のほうが時

気など将来発生するリスクに対して、人々がどの

間選好率は高く、なかでも愛煙者の時間選好率が

ような行動を取るのかを明らかにするために2006

最も高いこと、また、非喫煙者に比べて喫煙者の

年に実施された。具体的には、（1）大阪府にある
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50の地域を無作為に抽出し、人口構成比に応じて

吸わない・吸い過ぎないようにしている」「睡眠

地域ごとに調査依頼数を設定する、（2）調査地域

や休養を十分とるようにしている」という４つの

では、任意の世帯から訪問を開始しその後３軒お

行動についての質問を行った。付表１で示すよう

きに訪問し、結婚する30歳から59歳の男女がいる

に、推計モデルに用いた924サンプルについて集

世帯に調査を依頼する、（3）調査の承諾が得られ

計すると、回答者の79％は普段から栄養バランス

た場合、調査票を配布し後日回収する、（4）各地

を考えた食事をとるよう努力しており、回答者の

域30名に依頼を行い、20名から回収できなかった

76%が睡眠や休養を十分とるようにしている。喫

場合は依頼を続ける、という方法を採用し、各地

煙についても回答者の82％がタバコを吸わない、

域20名、合計1,000名から回答を得た。この調査

あるいは、吸いすぎに気をつけている。それに対

では、日常で起こり得る様々なリスクや時間選好

して、定期的なスポーツを行うように努めている

率に関する回答者の情報、回答者ならびにその配

と回答するのは、回答者の30％にとどまる。

偶者の健康状態・就業状況、世帯収入などの属性

他の３つの項目に比べて定期的なスポーツを挙

を尋ねている。結婚する30歳から59歳に調査対象

げる人の割合が低いことは、『家計リスク調査』

を限定したのは、世帯主に実際起こり得る発生リ

のサンプルのみに見られる状況ではない。例え

スクに対して、世帯主ならびにその配偶者がどの

ば、2006年に厚生労働省が実施した『国民健康・

ような行動を取っているのかという点に注目する

栄養調査』によると、30歳から59歳までの回答者

ためである。

について、「睡眠で休養がとれている」と回答し

最初に、
『家計リスク調査』で得られた属性に

た人の割合は75.4％、「今は（これまで）タバコ

関して、次節で示す推計モデルで用いるサンプル

を吸っていない、あるいは、ときどき吸ってい

の分布とそれらに対応する大規模調査の分布とを

る」と回答した人の割合は70.9％であるのに対し

比較して、回答の分布に偏りがないかを表１にて

て、「運動を行っている」と回答した人の割合は

確認する。回答者の学歴分布を性別・学歴別に

全体の21.7％である。

2007年の『就業構造基本調査』のそれと比べる

先行研究が指摘するように、時間選好率や危険

と、大卒女性の割合が少ない（表１パネルA）。

回避度の違いによって予防行動の実践に大きな差

ただし、所得や貯蓄の世帯分布を確認すると、所

はみられるのだろうか。
『家計リスク調査』では、

得水準が2007年の『就業構造基本調査』と比べて

「しばらく待つと１万円の商品券を１万５千円に換

全体的に高いのに対し、貯蓄は2004年の『全国消

えることが可能です。どの程度待ちますか？」と

費実態調査』と比べて全体的に少ない（表１パネ

いう質問を回答者に行っている。待つ期間が短い

ルBと表１パネルC）。『家計リスク調査』のサン

ほど将来の事象の価値を大きく割り引いていると

プルは、必ずしも豊かな（貧しい）人々のみを捉

考えられる。また、危険回避度は「A：現在の月

えているわけではない。

あたり収入の１割増しの金額が必ずもらえる場合

次に、日常生活においてどのぐらいの人が健康

と、B：２分の１の確率でくじに当たると現在の月

を意識した行動（予防行動）を取っているのかを

あたり収入の１割増し以上の金額がもらえる場合

確認しよう。
『家計リスク調査』では、「栄養バラ

のどちらかを選択できる場合、どちらを選択しま

ンスを考えて食事をとるようにしている」「定期

すか？」という質問の回答から判断する。前者の

的にスポーツを行うようにしている」「タバコを

方が後者よりも危険回避度が高いと考えられる。
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表1 『家計リスク調査』と他の大規模調査との分布の比較（%）
パネルA：学歴
『就業構造基本調査』2007年
（大阪府）
男性

女性

専門学校・
大学・
短大・
大学院卒
高専卒

中卒

高卒

年齢計 （1,753,600人）

9.4

41.7

12.3

36.6

30～39歳 （37.9%）

6.8

37.6

17.4

38.2

40～49歳 （29.8%）

6.4

43.3

12.0

50～59歳 （32.3%）

15.3

45.0

6.6

年齢計 （1,804,100人）

7.4

43.4

35.0

14.3

30～39歳 （37.8%）

3.9

35.0

44.2

40～49歳 （29.2%）

5.2

44.5

35.1

50～59歳 （32.9%）

13.3

52.1

24.1

『家計リスク調査』2006年

専門学校・
大学・
短大・
大学院卒
高専卒

中卒

高卒

年齢計 （432人）

6.0

42.4

14.6

37.0

30～39歳 （27.1%）

6.8

38.5

18.8

35.9

38.3

40～49歳 （27.5%）

2.5

48.7

16.8

31.9

33.0

50～59歳 （45.4%）

7.7

40.8

10.7

40.8

年齢計 （492人）

5.1

50.4

35.8

8.7

16.9

30～39歳 （28.5%）

1.4

49.3

42.1

7.1

15.2

40～49歳 （28.5%）

2.9

43.6

37.9

15.7

10.5

50～59歳 （43.0%）

9.0

55.7

30.2

5.2

男性

女性

パネルB：世帯収入
『就業構造基本調査』2007年
（大阪府）
（一般世帯：1,390,400世帯）

世帯主 世帯主 世帯主
世帯主
30～39歳 40～49歳 50～59歳
年齢計
（32.5%） （31.8%） （35.6%）

『家計リスク調査』2006年
（924世帯）

世帯主 世帯主 世帯主
世帯主
30～39歳 40～49歳 50～59歳
年齢計
（23.5%） （27.4%） （49.1%）

200万円未満

7.3

8.1

7.4

6.5

200万円未満

3.8

4.6

2.0

4.4

200～300万円

7.2

7.7

7.0

6.9

200～300万円

3.6

4.6

0.8

4.6

300～400万円

10.0

13.2

8.6

8.4

300～400万円

6.7

10.1

4.7

6.2

400～500万円

13.1

19.1

12.2

8.4

400～500万円

12.0

23.5

9.5

7.9

500～600万円

12.1

16.5

10.9

9.1

500～600万円

12.7

19.4

13.4

9.0

600～800万円

20.1

19.7

23.1

17.9

600～800万円

22.5

23.0

28.9

18.7

800～1,000万円

13.5

9.5

15.2

15.6

800～1,000万円

17.2

9.2

24.1

17.2

1,000～1,500万円

12.1

5.3

11.9

18.5

1,000～1,500万円

16.0

5.1

14.2

22.2

4.6

1.0

3.8

8.7

5.5

0.5

2.4

9.7

1,500万円以上

1,500万円以上

パネルC：貯蓄
『全国消費実態調査』
『家計リスク調査』
2004年（大阪府）
2006年
勤労者世帯：88,800世帯 885世帯
300万円未満

31.1

250万円未満

41.1

300～450万円

11.5

250～500万円

21.5

450～750万円

16.2

500～750万円

11.5

750～900万円

750～1,000万円

8.1

16.4

1,000～1,500万円

6.2

1,500～2,000万円

5.4

1,500～2,000万円

4.5

2,000～3,000万円

6.1

2,000～3,000万円

2.6

3,000万円以上

8.4

3,000万円以上

4.4

900～1,500万円

4.9

出所：
『就業構造基本調査』（総務省）、『全国消費実態調査』（総務省）、『家計リスク調査』より筆者らが作成．
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表２に、回答者の時間選好率と危険回避度の違

「必ず１割増し」を選択する割合は高い。このこ

いをそれぞれの予防行動の取り組み別でまとめた

とは、危険回避的である人ほど予防行動に取り組

結果を示す。まず、時間選好率について、回答者

んでいる傾向にあることを意味する。このよう

をA：３年未満（待たないを含む）とB：３年以

に、『家計リスク調査』からも、時間選好率や危

上の２つに分類すると、「定期的にスポーツを行

険回避度の違いによって予防行動の選択に違いが

うようにしている」、「タバコを吸わない・吸い過

あるということがうかがえる。

ぎないようにしている」、「睡眠や休養を十分とる

最後に、これらの予防行動と健康状態との相関

ようにしている」の３つの予防行動において、取

関係についてまとめたものを表３に示す。 ５段

り組まないグループよりも取り組むグループのほ

階の主観的健康度のうち「ふつう」と回答するグ

うが「３年以上待つ」と回答している割合は高

ループに注目すると、４つの予防行動すべてにお

い。将来を軽視しない人ほど、これらの予防行動

いて実践する人の割合は実践しない人の割合を下

を実践していることが示唆される。また、危険回

回る。それに対して、健康状態が「まあよい・よ

避度についても、４つの予防行動において、実践

い」と回答するグループでは、実践する人の割合

しないグループよりも実践するグループのほうが

は実践しない人の割合を上回っている。「ふつう」

表２

予防行動の取り組み別にみた時間選好・危険回避度の違い（%）
栄養バランスのとれた食
事をとるようにしている

定期的にスポーツを
行うようにしている

タバコを吸わない・吸い
すぎないようにしている

十分な睡眠や休暇を
とるようにしている

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

3年未満

89.3

91.3

92.0

88.4

95.7

89.9

92.3

90.5

3年以上

10.7

8.7

8.0

11.6

4.3

10.1

7.7

9.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

24.9

19.4

20.8

19.9

23.8

19.9

24.3

19.4

時間選好率

合計
危険回避度
確率2分の1で1割以上
必ず1割増し
合計

75.1

80.6

79.2

80.1

76.2

80.1

75.7

80.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

サンプル数：924
出所：
『家計リスク調査』より筆者らが作成．

表3

現在の健康状態ごとにみた予防行動をとる人の割合（%）
栄養バランスのとれた食
事をとるようにしている

定期的にスポーツを
行うようにしている

いいえ

はい

よい（273人）

23.4

31.2

25.5

39.1

まあよい（229人）

22.8

25.3

23.3

28.2

ふつう（319人）

39.6

33.2

38.1

26.1

あまりよくない（93人）

12.2

9.5

11.7

2.0

0.8

1.4

100.0

100.0

100.0

100.0

よくない（10人）
合計
サンプル数：924

出所：
『家計リスク調査』より筆者らが作成．

いいえ

はい

タバコを吸わない・吸い
すぎないようにしている
いいえ

十分な睡眠や休暇を
とるようにしている

はい

いいえ

はい

28.1

29.9

25.2

30.9

18.3

26.2

18.5

26.8

42.1

32.9

43.7

31.6

6.2

9.1

10.2

11.7

9.6

0.4

2.4

0.8

0.9

1.1

100.0

100.0

100.0

100.0
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という状況は「よくも悪くもない状態」と考えら

合はYji=0となる。これらの行動は生活習慣であ

れる。健康状態がよいということと予防行動の実

り、一時点だけで選ばれた状況というよりも個人

践との間には正の関係が観察される。

が過去から継続している習慣である。一方、Y＊
Hi

以上をまとめると、予防行動の実践はその内容

は個人のある時点の健康水準を表す変数であり、

によって個人でばらつきがあり、また、時間選好

生活習慣を含めた個人属性により変化する。５段

率や危険回避度の違いによって予防行動の選択に

階の健康状態；「よい、まあよい、ふつう、あま

差が生じている可能性がある。加えて、健康状態

りよくない、よくない」のうち，「まあよい、よ

のよさと予防行動の取り組みとの間に正の相関が

い」と回答すればYHi=1、「ふつう・よくない・

みられることも指摘される。

あまりよくない」
と回答した場合はYHi=0となる注4。
予防行動が健康になる確率を上昇させるならば、

４．推定モデル

栄養バランスを考えた食事や定期的なスポーツ、
禁煙・節煙、そして、十分な睡眠・休養という行
8）

本論文では、Contoyannis and Jones（2004）

に従って、４つの予防行動（栄養バランスを考え

動を表す変数の係数λjの符号は正となる。
＊
ZiはY＊
jiとY Hiの両方に影響を与える外生変数、

た食事、定期的なスポーツ、禁煙・節煙、十分な

Iiは予防行動に共通な外生変数、Ijiは各予防行動

睡眠・休養）を示す誘導形と健康生産関数とで構

に特有の変数をそれぞれ表す。εkiは誤差項を表

成される構造を持つモデルを推定する。予防行動

し、５変量の正規分布に従うとする（E（εki）=0，

に関する個人の選択について観察できない要素が

Var
（εki）
=1，Cov
（εki，
εli）
=ρkl（k=D, E, N, S, H,

存在するため、誤差項どうしは相関する。そこ

k≠l））。このモデルは（1A）式から（1D）式で

で、Full Information Maximum Likelihood

表される予防行動をとることによって健康が生産

（FIML）による推定を行い、これらの相関を考

される（（2）式）という逐次的な構造を持つ。こ

慮する。具体的には、個人iに関する予防行動と

の設定では、健康状態が予防行動に与える影響は

健康度を以下のように定式化する注３：

明示的に取り入れられていない。しかしながら、

＊
Di

Y =αD IDi+βDIi+γDZi+εDi
＊
Di

YDi=1 ifY >0,= 0 otherwise,

この逆の因果関係は予防行動の誤差項と健康状態
（1A）式

＊
Ei

Y =αEIEi+βEIi+γEZi+εEi
YEi=1 ifY＊
Ei>0,= 0 otherwise,

0）ことで間接的に捉えられている。不健康な人
（1B）式

＊
Ni

Y =αNINi+βNIi+γNZi+εNi
＊
Ni

YNi=1 ifY >0,= 0 otherwise,

（1C）式

Y =αSISi+βSIi+γSZi+εSi
YSi=1 ifY >0,= 0 otherwise,

られるだろう。一方で、不健康な人ほど予防行動
をとることができないならば、両者の誤差項間に

（1D）式

＊
Hi

Y =λDYDi+λEYEi+λNYNi+λSYSi+γHZi+εHi
＊
Hi

ほど予防行動をとろうとするならば、予防行動の
誤差項と健康生産の誤差項との間に負の相関がみ

＊
Si

＊
Si

の誤差項に相関を認める（ρkH（k=D, E, N, S）≠

は正の相関がみられることになる。
（1A）式から（1D）式と（2）式を行列で表記

（2）式

すると、Y＊=ΘX+Εとなる 注5。個人について観

Y＊
jiは個人iの４つの予防行動（ j=Diet, Exercise,

察されるYDi, YEi, YNi, YSiとYHiとの同時確率はΦ5

YHi=1 if Y >0, = 0 otherwise.

Nosmoking, Sleep）の各水準を表しており、これ
らの予防行動を選択するとYji=1、選択しない場

（μi, Ω）であり、対数尤度関数はL= Σ logΦ5
i

（μi, Ω）と書き表すことができる。Φ（・）
は５
5
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qNiΘNΧ, qSiΘSΧ, qHiΘHΧ ），qki=2Yki−1， Ω は

５．予防行動の意思決定と健康状態：推定
結果

Ωklを構成要素とする行列（Ωkl=Ωlk=qkqlρkl）で
̂ を求める。対
あり、対数尤度が最大となるμ
̂ iとΩ

４つの予防活動が健康状態に与える効果につい

数尤度を最大化するには５変量正規分布の密度関

ての推定結果を表４に示す。（1）列から（4）列で

数の多重積分を計算する必要が生じる。ここでは

は各予防行動の決定要因の影響を、（5）列では各

シミュレーションに基づくGHKシミュレーター

予防行動が健康状態に与える影響をそれぞれ報告

変 量 累 積 分 布 関 数、 μi=（qDiΘDΧ, qEiΘEΧ,

注6

を用いた最大化を行う 。
＊
ji

している。

＊
Hi

Y とY に影響を与える共通の外生変数：Ziに

最初に、４つの予防行動がそれぞれどのような

は、性別や年齢に加えて、教育年数と所得、就業

要因によって決定されるのかについて、すべての

状態を表す変数が含まれる。具体的には、最終学

サンプルを使った結果（表４パネルAの（1）列か

歴（専門学校、短大・高専、大学、大学院のいず

ら（4）列）を確認する。前節において、将来のこ

れかを卒業しているか否か）、家計１人あたりの

とを軽視しない人ほど予防行動をとる確率は高ま

所得と回答者の就業状況（フルタイムか否か）で

る可能性を指摘した。時間選好率の影響を確認す

ある。

ると、禁煙・節煙行動（（3）列）において統計的

Iiには予防行動に共通な外生変数として、時間

に有意な影響を与えている。すなわち、将来を軽

選好率と危険回避度に関する変数を用いる。将来

視しない人ほど禁煙している、あるいは、吸いす

を軽視しない人（時間選好率が低い人）ほど、将

ぎに注意していることがわかる。一方で、危険回

来の健康状態を維持したいと考えるため、健康を

避度の影響を確認すると、係数の符号は正であ

増進させる行動をとると考えられる。また、危険

る。すなわち、危険回避的な人ほど予防行動をと

回避的な人ほど予防行動をとると考えられる。時

る。しかしながら10％の有意水準でその影響は有

間選好率や危険回避度については、男女差が存在

意とはいえない。男性サンプルに限定した結果を

す る こ と を 指 摘 す る 研 究 も 多 い（ 例 え ば、

表４パネルBにおいて確認しても、危険回避的な

23）

19）

Borghan et al., 2009 , Ida and Goto, 2009 ）。そ

人ほど予防行動をとることは統計的には支持され

こで、サンプルを性別で分けて推計し、すべての

ないが、他の人よりも将来を軽視しない人ほど、

サンプルを使った場合の結果と大きく異なるかに

禁煙や節煙行動を選択することは確認される。

ついても確認する。それぞれの予防行動に特有な

予防行動の決定は、配偶者の予防行動からも影

変数：Ijiには、配偶者の４つの予防行動（栄養バ

響を受ける。表４パネルAを見ると、４つの予防

ランスを考えた食事、定期的なスポーツ、禁煙・

行動すべてにおいて、配偶者がそれらの予防行動

節煙、十分な睡眠・休養）の状況を表すダミー変

を実践していると本人も同じ予防行動をとること

数を用いる。これらの変数に関する定義ならびに

が有意水準１％で統計的に有意に確認できる。表

記述統計量は付表１に示している。

４パネルB（配偶者が妻となるケース）を確認し
ても同様の結果が示される。両者に見られる正の
関係は、先行研究が指摘するように、もともと同
じ嗜好や特性を持つ人どうしが結婚していること
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推定結果

パネルA：男女計
（1）
食事
係数

（2）
運動

標準誤差

係数

（3）
禁煙・節煙

標準誤差

係数

標準誤差

（4）
睡眠
係数

（5）
主観的健康度

標準誤差

係数

標準誤差

食事

0.153

0.229

運動

0.535

0.416

禁煙・節煙

-0.193

0.450

睡眠

0.639 **

0.329

時間選好率

（ベンチマーク=3年未満）

危険回避度

（ベンチマーク=確率2分の1

-0.161

0.179

0.191

0.152

0.524 **

0.234

0.239

0.174

0.048

0.128

0.066

0.112

0.056

0.126

0.084

0.113

1.432 ***

0.120
0.610 ***

0.096

0.747 ***

0.100

で1割以上）

配偶者の行動：食事
配偶者の行動：運動
配偶者の行動：禁煙・
節煙

0.675 *** 0.157

配偶者の行動：睡眠
男性ダミー

-1.023 ***

0.142

0.251 **

0.121

-1.541 *** 0.167

-0.130

0.129

0.085

0.196

年齢

0.009

0.007

-0.009

0.006

0.021 *** 0.007

0.010 *

0.006

-0.035 ***

0.007

0.188 *

0.109

0.012

0.091

0.392 *** 0.111

-0.001

0.095

0.104

0.096

0.023

0.052

0.128 ***

0.041

0.041

0.056

-0.005

0.045

0.151 ***

0.048

フルタイム就労

0.008

0.138

-0.025

0.129

0.284 **

0.137

-0.244 *

0.136

-0.004

0.134

定数項

-0.229

0.310

-0.774 ***

0.264

-0.071

0.304

-0.211

0.274

0.745 *

0.399

短大卒・大卒ダミー

（ベンチマーク=中卒・高卒）

家計1人当たり所得

サンプル数

924

対数尤度

-2242.12

Waldテスト
H0：定数項以外の
すべての変数の係数が
同時にゼロ．

184.55 ***

60.93 ***

117.30 ***

73.45 ***

62.11 ***

誤差項間の相関係数
食事

1.000

運動

0.225 ***

0.072

1.000

禁煙・節煙

0.440 ***

0.063

0.201 ***

0.071

1.000

睡眠

0.412 ***

0.062

0.245 ***

0.062

0.168 **

0.071

1.000

主観的健康度

-0.002

0.145

-0.111

0.255

0.230

0.244

-0.189

注：
1）***，**，* はそれぞれ有意水準 1%，5%，10%で統計的に有意であることを示す．
2）100回のpseudo-random drawsによるMaximum Simulated Likelihoodを用いた推定結果である．

0.197

1.000
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パネルB：男性
（1）
食事
係数

（2）
運動

標準誤差

係数

（3）
禁煙・節煙

標準誤差

係数

標準誤差

（4）
睡眠
係数

（5）
主観的健康度

標準誤差

係数

標準誤差

食事

0.233

0.263

運動

0.389

0.519

禁煙・節煙

0.641

0.633

睡眠

0.707 *

0.380

時間選好率

（ベンチマーク=3年未満）

危険回避度

（ベンチマーク=確率2分の1

-0.232

0.224

0.184

0.213

0.511 **

0.260

0.232

0.238

0.029

0.161

-0.046

0.155

0.047

0.151

0.077

0.153

1.503 ***

0.170
0.674 ***

0.145
0.598 **

0.289
0.891 ***

0.150

で1割以上）

配偶者の行動：食事
配偶者の行動：運動
配偶者の行動：禁煙・
節煙
配偶者の行動：睡眠
年齢

0.009

0.009

-0.032 ***

0.008

0.013

0.008

0.014 *

0.008

-0.045 ***

0.011

0.164

0.140

0.045

0.133

0.257 *

0.135

0.056

0.137

0.055

0.144

家計1人当たり所得

-0.001

0.067

0.182 ***

0.064

0.045

0.066

-0.039

0.064

0.105

0.075

フルタイム就労

0.042

0.148

-0.128

0.143

0.317 **

0.142

-0.262 *

0.151

-0.071

0.158

定数項

-1.247 ***

0.437

0.585

0.402

-1.152 **

0.470

-0.596

0.428

0.789

0.644

短大卒・大卒ダミー

（ベンチマーク=中卒・高卒）

サンプル数

432

対数尤度

-1195.29

Waldテスト
H0：定数項以外の
すべての変数の係数が
同時にゼロ．

82.54 ***

41.69 ***

25.14 ***

43.41 ***

48.25 ***

誤差項間の相関係数
食事

1.000

運動

0.198 **

0.090

1.000

禁煙・節煙

0.435 ***

0.079

0.205 **

0.086

睡眠

0.343 ***

0.084

0.240 ***

0.087

0.184 **

0.086

1.000

主観的健康度

-0.193

0.195

-0.131

0.321

-0.314

0.387

-0.350

1.000

注：
1）***，**，* はそれぞれ有意水準 1%，5%，10%で統計的に有意であることを示す．
2）100回のpseudo-random drawsによるMaximum Simulated Likelihoodを用いた推定結果である．

0.235

1.000
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を示しているのかもしれない。一方で、これまで

率、危険回避度を説明変数として加えている。予

の喫煙行動に関する分析で指摘されるように、家

防行動間の誤差項が相関するということは、これ

族内の外部効果が強く影響しているとも考えられ

ら以外の観察できない要因が誤差項に含まれるこ

注7

る 。

とを意味する。

この他の変数を見ると、危険回避度や時間選好

8）
Contoyannis and Jones
（2004）
やBalia and Jones

率の影響を一定にしても、家計１人当たり所得の

9）
（2008）
は、本人の両親（父親・母親）の節酒や

増加が定期的なスポーツ活動（（2）列）への参加

禁煙行動が子供の予防行動（禁煙・朝食を食べる）

率を高めることを統計的に有意に確認できる。そ

に正の影響を与えるということを指摘する。親の

れ以外の活動では、所得の影響は10％の有意水準

習慣（予防行動）が本人の習慣（予防行動）に正

では観察されない。家計の豊かさを表す変数とし

の影響を及ぼしているならば、予防行動の誤差項

て、所得の代わりに家計１人あたり貯蓄額を説明

間に正の相関が観察されよう。また、本論文では

注８

変数に用いても結果は大きく変わらない

。

短大卒・大卒ダミーを説明変数に加えているもの

フルタイム就労が与える影響に注目すると、パ

の、短大卒・大卒ダミーだけでは健康リスクに関

ートタイム就労の人、自営業・家族従業員、ある

する情報量をコントロールしきれていないかもし

いは、働いていない人に比べて、フルタイム（常

れない。健康リスクに関する情報をより多く得て

勤職員・従業員、公務員）で働く人は十分な睡眠

いる人ほど予防行動をとっていると考えるなら

や休養をとる確率が低いことを有意水準10％で統

ば、予防行動の誤差項間には正の相関がみられる

計的に有意に確認できる（
（４）列）。個人が労働

だろう。個人の異質性をとらえて複数の予防行動

時間、健康投資時間、その他の余暇時間の配分選

の同時決定を分析する重要性が確認されよう。

択をしていると考える場合、労働時間が増えれば

続いて、（1A）式から（1D）式の誤差項と（2）式

健康投資時間が減少するとは限らない。労働時間

の誤差項との間の相関を確認する。例えば不健康

が外生だと考えれば、労働時間の増加がどれだけ

な人ほど健康リスクに敏感であり、健康リスクに

効用を減少させるかや、睡眠・休養時間がどれだ

関する情報に詳しい、もしくは、得ようとしてい

け健康生産を高めるかなどに依存して、健康投資

る可能性などがあれば、予防行動の誤差項と健康

時間は増減するだろう。推定結果から確認される

状態の誤差項との間に負の相関がみられるだろ

負の影響は、労働時間と睡眠・休養時間が代替関

う。一方で、例えば健康でなければスポーツを行

係にあることを示している。

うことができない、よく眠ることができないとい

以上の結果を踏まえて、４つの予防行動の決定

った可能性など、両者の誤差項間に正の相関がみ

式（
（１A）式から（１D）式）に含まれる誤差

られることも考えられる。よって、潜在的には予

項間の相関を確認する。全サンプルを使った場合

防行動の誤差項と健康生産の誤差項には正負どち

の結果（表４パネルAの下段）と男性サンプルの

らの相関も存在する。全サンプルでの結果（表４

みを使った場合の結果（表４パネルBの下段）の

パネルAの下段）と男性サンプルでの結果（表４

両方において、各予防行動の誤差項と他の３つの

パネルBの下段）をそれぞれ確認すると、予防行

行動の誤差項との間には正の相関があることが１

動の誤差項と健康生産の誤差項との相関係数はど

％から５％の有意水準で確認される。本論文の分

れも10％の有意水準では有意ではないが、概ね負

析では、予防行動の決定式に教育年数や時間選好

となっている。不健康な人ほど予防行動をとろう
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とする可能性が示唆されている。

メリカでは生活習慣の改善によって個人の健康増

最後に、これら４つの予防行動が健康度に与え

進を図ることを目的とするHealthy Peopleという

る影響を表４パネルAとパネルBの（5）列で確認

健康増進政策が1979年から導入されている。日本

する。４つの予防行動のうち、栄養バランスを考

でも、2000年３月から開始された「健康日本21」

えた食事や禁煙・節煙行動、定期的なスポーツ行

や2003年５月に施行された健康増進法によって、

動が健康状態に与える影響は統計的には確認され

健康増進のための個人の努力を支援する環境整備

ない。それに対して、十分な睡眠や休養をとるほ

が図られている。睡眠や休養に関する予防行動が

ど健康である確率が上昇することを有意水準５―

健康度を高める要因であるという本論文の結果

10％で統計的に有意に確認できる。このように、

は、健康を増進させて発病を予防するという１次

４つの予防行動の同時決定を考慮しながら分析し

予防の必要性を支持するものといえる。同時に、

た結果、十分な睡眠や休養をとるという行動その

予防行動に取り組む環境を整備することの重要性

ものが健康形成に正の影響を与えていることが示

を示唆している。高血圧性疾患やがん、糖尿病な

注9

される 。

ど、生活習慣が大きな原因とされる病気の患者数
は増加傾向にあり、これらの病気に係る医療支出

６．おわりに

も大きい。人々が生活習慣に関連する予防行動に
取り組むことのできる環境を整備することで、長

本論文では、どのような人が健康を増進させる
活動を行うのか、また、どのような要因がそれら

期的な医療費支出の増加を抑えることも期待され
る。

の行動に影響を及ぼすのかについて分析してき
た。計量分析では、独自のアンケート調査を用い
て、予防行動に与える時間選好率や危険回避度、
配偶者の予防行動の影響を考慮しながら予防行動
の同時決定をモデル化し、予防行動が健康状態に
与える影響について検証した。
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注
9）
Balia and Jones（2008）
は、予防行動の同時決

１

定を考慮しながら、死亡率と予防行動との関係を

予防行動と健康状態

分析する。
10）

２

βD（1×2）

11）

澤野・大竹（2004） や井伊・別所（2006） は、
予防行動に関するこれまでの研究についてのサー
ベイを行い、それらの成果をまとめている。

βE（1×2）

I（4×1）
＝
j

わせを選択する。Hは個人の健康度を指し、予防

IE（1×1）
IN（1×1）

費行動を、XUは効用に影響を与える観察可能な外

λ
（1×4）

,

YD（1×1）
, Y（4×1）
＝
j

IS（1×1）

行動により作られるとする。Cは健康に関連する消

O（4×4）

γH（1×5）

ID（1×1）

用関数：U=U
（H, C, XU, μU）が最大となる組み合

（C, XH, μH）と書けるとする。XHは健康度に影響

γS（1×5）

O（1×2）

と考える。時間や予算の制約をもとに、個人は効

要素をそれぞれ意味する。健康生産関数はH=h

γE（1×5）

βS（1×2）

康が健康に関連する行動や消費によって作られる

生変数を、μUは効用に影響を与える観察できない

γD（1×5）

B（5×2）＝ βN（1×2） , H（5×5）＝ γN（1×5） , M（5×4）＝

8）
Contoyannis and Jones（2004）
は、 個 人iの 健

３
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YE（1×1）
YN（1×1）

であり、

YS（1×1）

OとOはゼロ行列である。
６

本論文では、Stataのmvprobitコマンドを用いる

22）
（Cappellari and Jenkins, 2003）
。

７

ここでは配偶者の予防行動を外生変数と扱って

を及ぼす観察可能な外生変数、μHは観察できない

いるが、本人の予防行動が配偶者の予防行動にも

要素である。最大化の１階の条件から、消費と健

影響を与える可能性は否定できない。そこで、表

＊
j

康に関する需要関数：C =f（X
∀
j
U, XH, μU, μH）

４パネルBの推定において、配偶者の予防行動を識

j=1, …, M, H＊=h
（C＊, XH, μH）が得られる。これ

別変数から除外した場合と、配偶者の予防行動に

らはそれぞれ、
（1A）式から
（1D）式の４つの予防行

代えて配偶者の学歴（短大・大卒ダミー）を識別

動と
（2）
式の生産された健康状態に対応する。

変数として用いた場合とをそれぞれ推定し、主要

8）

４ Contoyannis and Jones
（2004） やBalia and Jones
9）
（2008）
ら は、 健 康 状 態 が「 よ い・ ま あ よ い

な結果が大きく変わらないことを確認した。
８

世帯全体の貯蓄額（10万円未満=1、10～250万円

（excellent or good）
」 の 場 合 を １、
「ふつう以下

=2、250～500万 円=3、500～750万 円=4、750～1,000

（fair or poor）
」の場合を０とする二値変数を作成

万円=5、1,000～1,500万円=6、1,500～2,000万円=7、

している。

（）
（ ） （）（ ）
（）

５

2,000～3,000万 円=8、3,000～5,000万 円=9、5,000万

具体的には、

円～1億円=10、1億円以上=11）について、カテゴ

Y＊
D
＊
E
＊
N
＊
S
＊
H

リ１と11以外をその中央値の金額、カテゴリ１を

Y

Y＊（5×1）＝ Y

Z（5×1）

100（単位は百万円）とし、それを家族人数で割っ

Y

た値を家計１人当たり貯蓄額として作成した。な

εD

εE

ΘD（1×15）

εE

＋ εN

Y（4×1）
（15×1）
j
εD

εS

εH

ΘE（1×15）

＝ ΘN（1×15）

お、調査票から得られる世帯全体の貯蓄額には欠
損値が含まれているので、推定で使用したサンプ
X（15×1）

ΘS（1×15）

（5×1）

ΘH（1×15） （5×15）

αD（1×4）

εH

ル数は885である。
９

女性のみのサンプルを用いた推定も行っている。
女性においても主要なインプリケーションは変わ
らない。すなわち、いくつかの健康増進活動が健

αE（1×4）

康状態を高めることが示される。しかしながら、

αS（1×4）

結果となるため、ここでは議論しない。

＋ εN と表記される。なお、A（5×4）＝ αN（1×4） ,
εS

1.3、3.75、6.25、8.75、12.5、17.5、25、40、75、

Y

I（4×1）
j
I（2×1）

５万円、カテゴリ11を１億円とする。つまり、0.05、

＝
（A（5×4）B（5×2） H（5×5） M（5×4））
（5×15）

O（1×4）

全体的に推定値の標準誤差は大きくなり不安定な

60

医療経済研究

付表1

Vol.22 No.1 2010

記述統計量
変数名

定義

全体（サンプル数：924）

男性（432）

平均

標準偏差

平均

標準偏差

主観的健康度

主観的な健康状態のうち、
「よい･まあよい」を回答した人
=1、
「ふつう・あまりよくない・よくない」
と回答した人=0。

0.54

0.50

0.56

0.50

食事

栄養バランスを考えて食事するようにしている人=1、し
ていない人=0。

0.79

0.41

0.67

0.47

運動

定期的にスポーツを行うようにしている人=1、していな
い人=0。

0.30

0.46

0.33

0.47

禁煙・節煙

タバコを吸わない、あるいは、吸いすぎないようにしてい
る人=1、気にせず吸っている人=0。

0.82

0.38

0.70

0.46

睡眠

睡眠や休暇を十分とるようにしている人=1、していない
人=0。

0.76

0.43

0.72

0.45

時間選好率

「しばらく待つと10,000円の商品券を15,000円に換えること
が可能です。どの程度待ちますか？」という質問に対し、
3年以上と回答した人=1、それ以外=0。

0.09

0.29

0.10

0.30

危険回避度

「A：現在の月あたり収入の1割増しの金額がもらえる場合
と、B：2分の1の確率でくじに当たると現在の月あたり収
入の1割増し以上の金額がもらえる場合、のどちらかを選
択できる場合、どちらを選択しますか？」という質問に対
して、Aを解答した人=1、Bを回答した人=0。

0.79

0.40

0.76

0.43

配偶者の行動：食事

配偶者が栄養バランスを考えて食事するようにしている
=1、していない=0。

0.81

0.39

0.80

0.40

配偶者の行動：運動

配偶者が定期的にスポーツを行うようにしている=1、し
ていない人=0。

0.28

0.45

0.26

0.44

配偶者の行動：禁煙・節煙

配偶者はタバコを吸わない、あるいは、吸いすぎないよう
にしている=1、気にせず吸っている=0。

0.78

0.41

0.95

0.21

配偶者の行動：睡眠

配偶者が睡眠や休暇を十分とるようにしている=1、して
いない人=0。

0.75

0.43

0.78

0.41

男性ダミー

男性=1、女性=0。

0.47

0.50

1

0

年齢

回答者の年齢。

46.35

8.79

46.46

8.86

短大卒・大卒ダミー

回答者の最終学歴が専門学校、短大・高専、大学、大学院
のいずれかに該当する人=1、それ以外=0。

0.48

0.50

0.52

0.50

家計１人当たり所得

世帯主・その配偶者・他の世帯員の収入（収入なし=1、
100万円未満=2、100～129万円=3、130～199万円=4、200
～299万 円=5、300～399万 円=6、400～499万 円=7、500～
599万円=8、600～699万円=9、700～799万円=10、800～899
万円=11、900～999万円=12、1,000～1,199万円=13、1,200～
1,499万円=14、1,500万円以上=15）について、カテゴリ1、
2と15以外をその中央値の金額、カテゴリ1を0万円、カテ
ゴリ2を99万円、カテゴリ15を1,500万円とする。つまり、
0、0.99、1.15、1.65、2.5、3.5、4.5、5.5、6.5、7.5、
8.5、9.5、11、13.5、15（単位は百万円）とする。そして、
家計ごとにこれら3つの収入を足し合わせて、家族人数で
割る。

2.01

1.15

1.96

1.12

フルタイム就労

回答者がフルタイム（公務員、常勤の職員・従業員）で働
いている=1、それ以外=0。

0.32

0.47

0.65

0.48

予防行動と健康状態
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Health-promotion Activities and Health Status

Shinya Kajitani*１，Miki Kohara*２

Abstract
In this study, through a non-linear estimation of system of equations, we examine the effects of various factors
that promote health-related activities in individuals, and how these activities affect their health. In particular, we pay
special attention to time preference and risk aversion of individuals in health-promotion activities (eating balanced
meals, regular physical activities, moderate use of tobacco, and adequate sleep). In addition, as individuals can
perform several health-promotion activities simultaneously, we took account of the correlation among these activities.
Furthermore we accounted for the effect of unobserved factors that simultaneously inﬂuence both an individual’s
health-promotion decisions and his/her health status in individual’s health equation.
The data used in this study comes from an original sur vey we have conducted in Japan. Our empirical
investigation shows that the error terms of health-promotion equations have a significantly positive correlation
between themselves, and hence it is important to take into account the correlation among health-promotion decisions
simultaneously. Even after controlling for this correlation, we have found that health-promotion activities, particularly
getting adequate amount of sleep or rest, have a positive impact on health status.
［Keywords］correlated disturbances, health-promotion activities, risk aversion, self-assessed health, time preference.

＊1
＊2

Assistant Professor, School of Economics, Meisei University
Associate Professor, Osaka School of International Public Policy, Osaka University
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コメンタリー

「予防行動と健康状態」に対するコメンタリー
吉田

あつし＊

この論文では、近年数多くの研究がなされている

有意であるが、時間選好率は「禁煙・節煙」に与え

行動経済学の研究文脈に沿って、時間選好率、危険

る効果だけが有意、危険回避度はすべて有意ではな

回避度に着目し、それらを用いて予防行動が主観的

いため、第一の条件について十分かどうか不安が残

健康状態に与える影響を分析しようとしている。重

る（ただし、この点については、この研究の標本数

要なポイントは、これらの変数を、予防行動から主

が比較的小さいことに起因している可能性もあろ

観的健康状態への因果関係を検証するための明確な

う）。また第二の条件については、配偶者の予防行動

識別（操作）変数として用いている点である。この

が、主観的健康度の誤差項と相関している可能性も

意味で、筆者たちが研究のベンチマークにしている

あろう（もっとも、この点について、筆者たちは、

Contoyannis and Jones（2004）よりも優れている。

注７で、配偶者の予防行動の代わりに、配偶者の学

推定するモデルは、Contoyannis and Jones
（2004）
と同じで、４つの予防行動については誘導形を用い
ているが、主観的健康度については構造形になって

歴を用いても結果は変わらなかったことを報告して
いるが、この変数についても判断は分かれよう）。
このように、この論文の因果関係を識別する操作

おり、予防行動の有無がその内生変数になっている。

変数にはまだ不安が残っているため、睡眠が主観的

また、予防行動についてのみ、説明変数として、時

健康度に有意に正の影響を持つ、という因果関係に

間選好率、危険回避度および配偶者の予防行動が入

ついては、今後、異なった特定化、異なったデータ、

っており、これらは予防行動の主観的健康度への因

より大量の標本等を用いて、さらに実証研究を進め

果関係をとらえるための操作変数として理解できる。

る必要があると考える。もっとも、筆者たちはこの

理論的に、操作変数は、予防行動とは強い相関を持

研究において、予防行動の誤差項間に正の相関関係

たなければならないが、主観的健康度の誤差項と相

があることを発見したと報告しており、予防行動モ

関をもってはならない。しかし実際の実証分析にお

デルの定式化に大きな誤りがないことを推測させる

いては、この二つの条件を完璧に満たす変数を見つ

ものとなっていることを指摘しておく。

けることはきわめて困難である。
ここでも推定結果を見ると、配偶者の予防行動は

＊筑波大学大学院システム情報工学研究科教授
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研究ノート

国民健康保険レセプトデータを用いた過去の
健康診査結果と医療費発生状況との関連
冨尾
抄

淳*１

小林

廉毅*２

録

本研究では、熊本県のある自治体の国民健康保険（国保）被保険者全数を対象として、過去の健康診査（健診）結果を
用いて、心血管リスク（高血圧、高血糖、脂質異常、肥満）の保有状況とその後の医療費の発生状況との関連を後向きに
分析し、将来の医療費増大の予測因子を同定した。また、健診結果の評価指標として特定健康診査・特定保健指導の基準
を適用し、同制度が将来の医療費に与えうる影響について考察した。医療費は2006年５月から2007年４月の１年分の国保
レセプトを用いて算出し、１人当たりの医科・調剤医療費を従属変数とした。各自治体の2005年（１年前）
、2001年（５
年前）、1996年（10年前）の基本健康診査の結果を名寄せし、レセプトデータと被保険者単位で突合することにより各年の
心血管リスク保有状況と医療費の関連について解析を行った。
解析対象者608人のうち、男性194人（32％）、女性414人（68％）であり、平均年齢は各72.6歳、70.8歳であった。男性
では10年前の高血圧、１年前の高血糖、女性では５年前の高血圧、10年前の高血糖、５年前および10年前の肥満の各リス
ク保有群でリスクなし群に比べて、現在の１人当たり医科・調剤医療費が有意に高額であることが確認された。また、特
に男性において、支援対象とならない肥満のない複数リスク保有者も将来の医療費が高額となる傾向がみられた。今後、
レセプトデータ、健診データがさらに有効活用できるような環境整備が望まれる。
キーワード：国民健康保険、レセプト、医療費、健康診査、心血管リスク、特定健康診査・特定保健指導

病の予防や医療費の伸びの抑制などを目標とし

１．はじめに

て、様々な医療構造改革が実施されてきたが、そ
の一つが、2008年度から実施されている特定健康

医療費の増加は先進各国共通の問題である。わ

診査（特定健診）及び特定保健指導である2）。従

が国においても、国民医療費は国民所得の伸びを

来、健診は地域レベルの疾病対策の中心的事業と

上回るペースで増加しており、2007年度は34兆円

して自治体などにより実施されてきたが、特定健

1）

を超えた 。この数字は人口の高齢化と糖尿病を

診・特定保健指導は内臓脂肪型肥満に着目し生活

はじめとする生活習慣病患者の増加などにより、

習慣病予防を特にその目標としたものである。ま

今後もさらに増大することが予測され、現行の社

た、医療保険者の役割分担という観点から、その

会保障制度の存続にとって大きな脅威となってい

実施は医療保険者に義務付けられており、医療保

る。

険者は、健診結果のデータを有効に活用し、保健

これに対して、先の政府・与党により生活習慣

指導を受ける者を効率的に選定するとともに、事
業評価を行うよう求められている2）。

＊1
＊2

聖マリアンナ医科大学予防医学教室助教
東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野教授

以上の背景を考慮すると、健診結果とその後の
医療費発生状況との関連の分析は、要介入群を効
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率的に選定する上で非常に有用な手法であり、同
時に、医療費の伸びへの対策を講じる上でも重要

２．方法

な研究であるといえる。近年、米国やわが国のい
くつかの研究により、肥満や高血圧、高血糖、脂
質異常などの心血管疾患のリスク（心血管リス

（1）対象
本研究では、熊本県のA町（人口約17,000人）

ク）のある集団では、リスクのない集団に比べ

の 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者（2006年 ５ 月 現 在

て、その後の医療費が増大する傾向があることが

7,101人）のうち以下の条件をすべて満たす608人

3-14）

報告されている

。しかし、わが国では、健診

を研究対象とした。１）2005年（前年）、2001年

データとレセプト（医療費）データの結合が困難

（５年前）、1996年（10年前）に自治体により実施

であるなどの理由から、このような研究はまだ十

された基本健康診査（基本健診）をすべて受診し

分には行われていないのが現状である。しかも、

ていること、２）各年の健診結果において、身

数少ない過去の研究についても、対象集団が政府

長、体重、血圧、空腹時血糖、中性脂肪、HDL-

3, 4）

管掌健康保険（政管健保） や組合健康保険（組
5）

コ レ ステ ロ ール（HDL-C） の記 録 が ある こ と、

合健保） などの被用者保険の被保険者であり、

３）2006年５月から2007年４月の１年間に医科、

生活習慣病や医療費が特に問題となる高齢者層が

調剤のいずれかのレセプトが発生していること、

ほとんど含まれていない、あるいは、年齢層の広

４）レセプトに記載された生年月日から2007年５

い国民健康保険（国保）の被保険者を対象とした

月１日を起算日として計算した年齢が45歳以上85

研究でも、心血管リスクの閾値が特定保健指導や

歳未満であること。年齢については、特定健診・

メタボリックシンドロームの基準よりも高めに設

特定保健指導の対象者が40歳以上75歳未満である

7）

定されている など、現行の医療費適正化対策の

ことから、1996年の健診時に、75歳未満にほぼ相

評価に適用するには限界がある。また、健診結果

当する85歳未満の者を分析対象とした。各年の基

から医療費発生までの追跡期間は１年

10）

から10

年3, 4, 6, 9, 12, 13）、あるいはそれ以上11）のものまで個々

本健診受診者はそれぞれ2,375人（1996年）、2,514
人（2001年）、2,358人（2005年）であった。

の研究により様々であるが、基本的には過去の一
時点の健診データのみを使用しているため、健診

（2）使用データ

結果と医療費との関連における健診後の時間経過

熊本県国民健康保険団体連合会のもとで2006年

の影響については、十分な評価が行われてこなか

５月から2007年４月に発生したA町のレセプトを

った。

被保険者単位で名寄せ、突合し、レセプト12ヶ月

以上に示した先行研究の限界を考慮して、本研

分のデータベースを作成した。健診結果について

究では、自治体住民（国保被保険者全数）を対象

はA町が2005年（05年）、2001年（01年）、1996年

として、１年前、５年前、10年前の健診結果とそ

（96年）に実施した基本健診のデータを被保険者

の後の医療費の発生状況との関連を後向きに分析

単位で名寄せし、健診結果のデータベースを作成

し、将来の医療費増大のリスク因子を同定した。

した。さらに、健診データベースとレセプトのデ

また、健診結果の評価指標として特定健診・特定

ータベースを被保険者単位で結合し、新たなデー

保健指導の基準を適用し、同制度が将来の医療費

タベースを作成した。以上の処理はすべて熊本県

に与えうる影響について考察した。

国民健康保険団体連合会内で行われ、研究者は連
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本研究における支援レベルの分類
①高血圧

BMI≧25

追加リスク
②高血糖 ③脂質異常
2項目以上該当
1項目該当

65歳未満
積極的支援レベル

年齢

65歳以上

動機付け支援レベル

結不可能匿名化されたデータベースを入手した。

はHbA1c≧5.2%）、 脂 質 異 常（ 中 性 脂 肪 ≧

なお、本研究計画は聖マリアンナ医科大学生命倫

150mg/dlまたはHDL-C＜40mg/dl）、肥満（BMI

理委員会により承認されている。

≧25）の４つの心血管リスクの指標を新たに作成
した。本研究では各健診項目が上記の基準値未満

（3）調査項目
本研究では以下の調査項目を用いた。
①基本属性

（HDL-Cについては基準値以上）の場合を標準群
とし、例えば、BMI＜18.5で低体重に分類される
対象者も標準群とした。また、特定保健指導の対

対象者の基本属性（年齢、性別）はレセプトに

象レベルに準じて、各リスク指標の保有状況から

記載された情報を用いた。年齢は2007年５月１日

表１のように積極的支援レベル、動機付け支援レ

を起算日として生年月日から計算し、年齢のみを

ベルに分類した。実際の特定保健指導の対象年齢

上記のデータベースに含めた。

は40歳以上75歳未満であるが、本研究では75歳以

②健診データ

上で追加リスクを保有するものについては動機付

健診項目としては、特定健診の主要項目であ

け支援レベルに分類した。なお、治療中の疾患や

り、心血管リスク指標として特定保健指導の対象

服薬状況、喫煙歴、飲酒歴等の問診情報は記録さ

者の判定基準に用いられている、血圧（収縮期お

れておらず使用しなかった。

よび拡張期）
、 空 腹 時 血 糖、 ヘ モ グ ロ ビ ンA1c

③医療費データ

（HbA1c）
、 中 性 脂 肪、HDLコ レ ス テ ロ ー ル

2006年５月から2007年４月までの１年分のレセ

（HDL-C）を用いた2）。HbA１c測定は01年と05年

プトの点数から診療報酬を合計し、年間医療費を

の健診で一部の対象者のみに実施されていた。特

算出した。本研究では、医療費の指標として、医

定保健指導の対象者の判定基準の１つである腹囲

科（入院・入院外）および調剤レセプト上の点数

の測定は実施されていなかったため、肥満の指標

から被保険者ごとの診療報酬を１年分合計した１

としては身長、体重からbody mass index（BMI）

人当たりの医科・調剤医療費（単位：円）を用い

を計算し代用した。

た。医療費は正規分布ではなく右に裾野の広がる

上 記 の 健 診 項 目 は そ れ ぞ れ、 収 縮 期 血 圧 ≧

分布であることから、統計処理にあたっては対数

130mmHg、拡張期血圧≧85mmHg、空腹時血糖

変換を行った。ただし、検定後の医療費の平均値

≧100mg/dl、HbA1c≧5.2%、中性脂肪≧150mg/

の表示にあたっては対数で計算された結果を真数

dl、HDL-C＜40mg/dl、BMI≧25の、特定保健指

に戻した。

導で用いられる各基準により２値変数に変換し
た。さらに各項目の組み合わせにより、高血圧

（4）解析

（ 収 縮 期 血 圧 ≧130mmHgま た は 拡 張 期 血 圧 ≧

１人当たりの医科・調剤医療費について、各健

85mmHg）
、高血糖（空腹時血糖≧100mg/dlまた

診年ごとに心血管リスク指標との関連について分
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対象者の特性と医療費

変数
n（%）
年齢 平均（標準偏差），歳
1人当たりの医療費
平均（95％信頼区間）* ，円

総数
608（100）
71.3（7.4）

男性
194（32）
72.6（7.8）

女性
414（68）
70.8（7.1）

201,560（182,879-222,148） 227,308（190,962-270,571） 190,520（169,431-214,233）

P†
0.006
0.10

*対数変換した値を真数に戻したもの
†
t検定（男女間）

析した。男女別に年齢で調整した各医療費の平均

歳）であった（P=0.006）（表２）。2006年５月か

値（対数で計算した結果を真数に戻した値）、お

ら2007年４月の１人当たりの医科・調剤医療費の

よびリスクの有無、リスク数に応じた平均値の差

平均値は全体で201,560円、男性227,308円、女性

額を計算し、解析には年齢を共変量とした共分散

190,520円であった（P=0.10）。

分析およびTukey-Kramer法による多重比較を用
いた。リスク数を用いた分析では、特定保健指導

（1）各健診年における心血管リスクの保有状況

で肥満（内臓型肥満）が支援対象選定の前提条件

96年、01年、05年の各健診結果による心血管リ

であることから、リスク数が２つおよび３つの群

スク保有状況、特定保健指導レベルおよびリスク

については、それぞれ肥満の有無によりさらに２

数について表３に示す。高血圧の割合は96年（男

群に層別化した上で、解析を行った。さらに、05

性63％、女性54％）から、05年（各68％、63％）

年の特定保健指導における支援レベルを96年、01

にかけて増加していた。高血糖の割合も96年（各

年の同指導レベルに応じて、１）すべての健診年

46％、29％）から05年（各69％、60％）にかけて

で支援対象外、２）96年、01年のいずれかまたは

増加していた。特に、HbA1c≧5.2%であった対

両方で動機付け支援レベル以上、かつ05年支援対

象者の割合は01年では男女とも16%であったが、

象外、３）96年、01年のいずれかまたは両方で支

05年では各51%、55%と大幅に増加していた。こ

援対象外、かつ05年動機付け支援レベル以上、

れ に 対 し て、 脂 質 異 常 の 割 合 は96年（ 各31%、

４）すべての健診年で動機付け支援レベル以上、

22%）に対し05年では各20%、14%と減少傾向で

の４階級に分類し、支援レベルの変化と医療費と

あった。肥満については各健診年で大きな変化は

の関連について、年齢・性別を共変量とした共分

みられなかった。特定保健指導レベルは96年では

散分析およびTukey-Kramer法による多重比較を

動機付け支援、積極的支援にそれぞれ相当する対

用いて解析した。統計パッケージはSTATA ver.

象者が男性で各12%、８%、女性で各12%、８%

10.1（StataCorp, Texas）を用い、有意水準は５

であり、05年では男性で各18%、６%、女性で各

％とした。

21%、３%と、男女とも動機付け支援対象者がや
や増加し積極的支援対象者がやや減少する傾向が

３．結果

みられた。心血管リスク数はリスクなしが96年
（男性15％、女性28％）から05年（各10％、13％）

解 析 対 象 者608人 の う ち、 男 性194人（32％）、

にかけて減少していたのに対して、２項目以上の

女性414人（68％）であり、平均年齢はそれぞれ

複 数 リ ス ク 群 は96年（ 各53％、39％） か ら05年

72.6歳（ 標 準 偏 差（SD）7.8歳 ）、70.8歳（SD 7.1

（各63%、52％）で増加していた。４項目すべて
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表３

各健診年における心血管リスクの分布および特定保健指導レベル
変数

男性（n=194）
心血管リスク
高血圧

高血糖

収縮期血圧≧130 mmHg
拡張期血圧≧85 mmHg
空腹時血糖≧100mg/dl
HbA1c≧5.2%＊

脂質異常

肥満（BMI≧25）
特定保健指導レベル

心血管リスク数
0
1
2
3
4
女性（n=414）
心血管リスク
高血圧

高血糖

肥満（BMI≧25）
特定保健指導レベル

心血管リスク数
0
1
2
3
4

中性脂肪≧150mg/dl
HDL-C＜40mg/dl

対象外
動機付け支援
積極的支援

収縮期血圧≧130 mmHg
拡張期血圧≧85 mmHg

脂質異常

＊
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空腹時血糖≧100mg/dl
HbA1c≧5.2%＊
中性脂肪≧150mg/dl
HDL-C＜40mg/dl

対象外
動機付け支援
積極的支援

1996年
n（%）

2001年
n（%）

2005年
n（%）

123（63）
116（60）
82（42）
90（46）
90（46）
−
61（31）
51（26）
28（14）
42（22）

137（71）
134（69）
84（43）
101（52）
97（50）
31（16）
52（27）
44（23）
17（9）
42（22）

131（68）
130（67）
44（23）
134（69）
115（59）
99（51）
38（20）
34（18）
10（5）
46（24）

156（80）
23（12）
15（8）

154（79）
34（18）
6（3）

148（76）
35（18）
11（6）

29（15）
63（32）
61（31）
33（17）
8（4）

25（13）
58（30）
67（35）
36（19）
8（4）

19（10）
54（28）
75（39）
39（20）
7（4）

222（54）
212（51）
100（24）
122（29）
122（29）
−
91（22）
83（20）
26（6）
100（24）

262（63）
259（63）
120（29）
150（36）
140（34）
67（16）
87（21）
81（20）
16（4）
109（26）

262（63）
254（61）
84（20）
249（60）
169（41）
226（55）
57（14）
56（14）
3（1）
105（25）

330（80）
50（12）
34（8）

321（78）
64（15）
29（7）

314（76）
88（21）
12（3）

116（28）
135（33）
102（25）
48（12）
13（3）

85（21）
143（35）
109（26）
61（15）
16（4）

54（13）
146（35）
133（32）
63（15）
18（4）

欠損値あり

のリスク保有者の割合は、男女とも各健診年で大
きな変化はみられなかった。

（2）心血管リスクの保有状況と医療費の関連
男女別に年齢で調整したリスクあり群の医療費
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とリスクなし群の医療費の平均値およびその差
額、ならびにリスクなし群の医療費に対する差額

⑤特定保健指導レベル
特定保健指導レベルについては、男性ではいず

の割合（%）を表４に示す。

れの健診年でも医療費との関連に有意差を認めな

①高血圧

かったが、05年、01年とも動機付け支援群では対

男性では96年のリスク保有群でリスクなし群に

象外群に比べて高額であったが、積極的支援群で

対して医療費が85％高額であったが（P<0.001）、

はむしろ低額であった。これに対して96年では積

その差額は01年、05年にかけて縮小傾向であっ

極的支援群が最も高額となっていた。女性では、

た。これに対して女性では、01年のリスク保有群

01年、96年ではそれぞれ支援レベルと医療費との

で有意に高額となっていたが健診年による明らか

間に有意な関連を認め（P=0.01, 0.02）、特に動機

な傾向はみられなかった。ただし、96年、01年の

付け支援群では対象外群に比べて有意に高額とな

拡張期血圧高値群で、それぞれ51％、38％と有意

っていた。また、有意差は認めなかったが、すべ

に高額であったのに対して、05年では差額は縮小

ての健診年で積極的支援群は動機付け支援群に比

していた。

べて低額であった。

②高血糖
男性では、05年のリスク保有群で43％高額であ
った。96年、01年についても、リスク保有群で高

（3）心血管リスク数および肥満の有無と医療
費との関連

額となっていたが、有意な差は認めなかった。女

心血管リスク数については男女とも各健診年に

性では、96年のリスク保有群で42％高額となって

おいてリスク数が増えるごとに１人当たりの医

いたが、01年、05年にかけて差額は縮小傾向であ

科・調剤医療費も増加する傾向がみられた（表

った。空腹時血糖高値群ではすべての健診年で有

５）。男性では、すべての健診年で肥満なしの２

意に高額となっていたが、同様の傾向がみられた。

項目以上のリスク保有群でもリスクなし群に対し

③脂質異常

て医療費は２倍以上となっており、肥満ありの２

男性では、01年、05年のリスク保有者におい

項目以上のリスク保有群の医療費とほぼ同額であ

て、有意差は認めなかったが各43％、47％と大幅

り、多重比較でも有意差を認めなかった。これに

に高額となっており、特に、05年の中性脂肪高値

対して、女性ではすべての健診年で肥満ありの２

群では57％高額であった。これに対して女性で

項目以上のリスク保有群の医療費が最も高額とな

は、いずれの健診年でも差額が小さい傾向にあ

っており、多重比較で有意差は認めなかったもの

り、有意差も認めなかった。

の、肥満なしの２項目以上のリスク保有群より高

④肥満

額であった。

男性では、いずれの健診年でも差額が小さい傾
向にあり、有意差も認めなかった。これに対して

（4）支援レベルの変化と医療費との関連

女性では、96年、01年のリスク保有群でともに47

支援レベルの変化を４階級に分類し、年齢・性

％と有意に高額となっており、05年では差額が縮

別で調整した医療費との関係をみたところ、すべ

小し有意差を認めないものの、26％高額となって

ての健診年で支援対象外であった群の医療費が最

いた。

も低く（187,606円）、すべての健診年で動機付け
支援レベル以上であった群の医療費が最も高額で
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表４
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各健診年における心血管リスクおよび特定保健指導レベルと１人当たりの医療費との関連
変数

男性（n=194）
高血圧なし
高血圧あり
収縮期血圧＜130 mmHg
収縮期血圧≧130 mmHg
拡張期血圧＜85 mmHg
拡張期血圧≧85 mmHg
高血糖なし
高血糖あり
空腹時血糖＜100mg/dL
空腹時血糖≧100mg/dL
HbA1c＜5.2%§
HbA1c≧5.2%§
脂質異常なし
脂質異常あり
中性脂肪＜150mg/dL
中性脂肪≧150mg/dL
HDL-C≧40mg/dL
HDL-C＜40mg/dL
肥満なし（BMI＜25）
肥満あり（BMI≧25）
特定保健指導レベル
対象外
動機付け支援
積極的支援
女性（n=414）
高血圧なし
高血圧あり
収縮期血圧＜130 mmHg
収縮期血圧≧130 mmHg
拡張期血圧＜85 mmHg
拡張期血圧≧85 mmHg
高血糖なし
高血糖あり
空腹時血糖＜100mg/dL
空腹時血糖≧100mg/dL
HbA1c＜5.2%§
HbA1c≧5.2%§
脂質異常なし
脂質異常あり
中性脂肪＜150mg/dL
中性脂肪≧150mg/dL
HDL-C≧40mg/dL
HDL-C＜40mg/dL
肥満なし（BMI＜25）
肥満あり（BMI≧25）
特定保健指導レベル
対象外
動機付け支援
積極的支援

医療費
153,814
284,788
155,484
293,432
180,484
311,483
199,726
263,946
199,726
263,946
−
−
218,907
246,767
207,814
292,260
234,052
191,147
228,388
223,418
226,455
188,943
313,797
176,028
204,005
178,260
202,988
172,491
260,303
171,802
243,994
171,802
243,994
−
−
184,979
211,546
184,591
216,079
189,037
214,186
173,703
254,664
175,080
272,474
255,633

1996年
差額（％）†

P‡

130,974（85） <0.001
137,947（89） <0.001
130,999（73）

0.001

64,220（32）

0.10

64,220（32）

0.10

27,861（13）

0.52

84,446（41）

0.08

-42,905（-18）

0.40

-4,970（-2）

0.91
0.44

-37,512（-17）
87,342（39）

27,977（16）

0.19

24,727（16）

0.25

87,812（51）

0.001

72,192（42）

0.004

72,192（42）

0.004

26,567（14）

0.32

31,488（17）

0.26

25,149（13）

0.59

80,961（47）

0.003
0.01

¶
97,394（56）
80,553（46）

１人当たり医療費総額＊（円）
2001年
医療費
差額（％）†
P‡

医療費

178,439
251,375
183,414
250,221
210,029
252,105
207,212
247,508
206,076
250,722
202,724
266,492
206,592
295,079
213,758
280,268
223,910
265,853
223,753
240,626

196,614
243,726
198,273
243,117
230,545
216,642
177,318
254,053
193,513
253,876
174,347
243,726
210,807
309,713
210,744
324,519
224,067
295,789
220,731
249,846

222,015
272,747
192,875
163,342
208,314
166,392
206,612
173,442
239,809
176,628
217,662
175,343
224,112
175,782
247,508
183,891
217,662
185,814
211,124
189,075
230,452
172,095
253,216
175,694
272,829
211,314

72,936（41）

0.07

66,807（36）

0.09

42,076（20）

0.28

40,296（19）

0.29

44,646（22）

0.24

63,768（31）

0.25

88,488（43）

0.06

66,510（31）

0.19

41,943（19）

0.57

16,873（8）

0.73
0.59

50,732（23）
-29,140（-13）

44,972（28）

0.04

40,221（24）

0.06

66,367（38）

0.008

41,034（23）

0.07

48,769（28）

0.04

71,726（41）

0.03

33,771（18）

0.22

25,310（14）

0.36

41,377（22）

0.50

81,122（47）

0.002
0.02

97,135（55）¶
35,620（20）

221,394
263,234
203,048
171,734
202,359
168,417
205,911
188,811
197,383
174,835
201,693
173,113
218,885
175,063
184,702
188,207
205,603
186,708
216,750
191,319
106,831
179,710
226,251
178,993
232,304
227,635

2005年
差額（％）†

P‡

47,112（24）

0.23

44,844（23）

0.26

-13,903 （-6）

0.76

76,735（43）

0.05

60,363（31）

0.11

69,380（40）

0.09

98,905（47）

0.08

113,775（57）

0.06

71,722（32）

0.47

29,115（13）

0.54
0.71

41,840（19）
-18,346 （-8）

30,626（18）

0.16

37,494（22）

0.08

8,572（5）

0.75

26,857（15）

0.21

45,772（26）

0.04

9,639（6）

0.77

17,395（9）

0.58

30,042（16）

0.36

-84,489（-44）

0.37

46,541（26）

0.07
0.14

53,311（30）
48,642（27）

数値は対数変換し、年齢で調整した値を真数に戻したもの
差額は（各リスクあり群の医療費-リスクなし群の医療費）、特定保健指導レベルでは（各支援レベルの医療費-対象外群の医療費）、％はリスクな
し群の医療費に対する差額の割合、特定保健指導レベルでは、対象外群の医療費に対する差額の割合
‡
年齢を共変量とした共分散分析による
§
欠損値あり
¶
対象外群との多重比較でP＜0.05
＊
†
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各健診年における肥満の有無による心血管リスク数と１人当たりの医療費との関連

１人当たり医科・調剤医療費＊（円）
心血管リスク数
1996年
2001年
2005年
n（%） 医療費
差額（％）‡
P
n（%） 医療費
差額（％）‡
P
n（%） 医療費
差額（％）‡
P
男性（n=194）
0.007
0.02
0.10
０
29（15） 114,325
25（13） 114,428
19（10） 128,541
１
63（32） 269,251 154,926（136）§
58（30） 239,522 125,094（109）§
54（28） 208,543 80,002（62）
２以上
（肥満なし） 64（33） 260,068 145,743（127）§
71（37） 256,709 142,281（124）§
75（39） 262,892 134,351（105）
２以上
（肥満あり） 38（20） 231214 116,889（102）
40（21） 260,719 146,291（128）§
46（24） 251,073 122,532（95）
女性（n=414）
0.007
0.006
0.06
０
116（28） 153,476
85（21） 140,112
54（13） 139,693
１
135（33） 178,921 25,445（17）
143（35） 182,609
43,497（30）
146（35） 180,936
41,243（30）
2以上（肥満なし） 79（19） 205,048 51,572（34）
93（22） 203,659
63,547（45）
114（28） 198,551
58,858（42）
§
2以上（肥満あり） 84（20） 265,136 111,660（73）
93（22） 251,928 111,816（80）
100（24） 231,747
92,054（66）
†

数値は対数変換し、年齢調整した値を真数に戻したもの
心血管リスクは高血圧、高血糖、脂質異常、肥満の4項目とした
差額は（各リスク数の医療費-リスク数０群の医療費）、％はリスク数０群の医療費に対する差額の割合
§
リスク数０の群との多重比較でP＜0.05
＊
†
‡

表６

特定保健指導における支援レベルの変化と１人当たりの医療費との関連
1人当たり医科・調剤医療費＊（円）
n（%）
医療費
差額（％）†

特定保健指導支援レベル
96、01、05年すべてで支援対象外
96、01年のいずれか/両方で動機付け支援レベル以上、かつ05年支援対象外
96、01年のいずれか/両方で支援対象外、かつ05年動機付け支援レベル以上
96、01、05年すべてで動機付け支援レベル以上

416（68）
46（8）
69（11）
77（13）

187,606
222,904
200,767
280,660

P
0.04

35,298（19）
13,161（7）
93,054（50）

数値は対数変換し、年齢・性別で調整した値を真数に戻したもの
差額は（各支援レベルの医療費-96, 01, 05年すべてで支援対象外であった群の医療費）、％は96, 01, 05年すべてで支援対象外であ
った群の医療費に対する差額の割合
＊
†

あった（P=0.04）
（表６）。また、多重比較で有意

ない者に比べて将来の医療費が高額となることが

差は認めなかったが、05年に支援対象外であって

過去の研究から明らかにされているが 3-14）、本研

も、以前に動機付け支援レベル以上であった群で

究では、男性では10年前の高血圧、１年前の高血

は、05年に動機付け支援レベル以上で、96年また

糖、女性では５年前の高血圧、10年前の高血糖、

は01年に支援対象外であった群に比べて医療費が

５年前および10年前の肥満の各リスク保有群でリ

高額になっていた。

スクなし群に比べて、現在の１人当たり医科・調
剤医療費が有意に高額であることが確認された。

４．考察

また、リスク保有群とリスクなし群との間の各医
療費の差額は、男性の高血圧、女性の高血糖、肥

本研究は、国保レセプトデータと過去の複数年

満では健診から年数を経るほど増大する傾向がみ

の健診データを被保険者単位で突合し、健診デー

られた。これに対して、男性の脂質異常ではむし

タを現行の特定健診・特定保健指導の基準に照ら

ろ最近の健診ほど差額が増大していた。以上よ

して再評価することにより、心血管リスクの保有

り、これらの心血管リスクは短期的にも中・長期

状況と医療費の関連を、短期（１年）、中期（５

的にも将来の医療費の増加をもたらす一因とな

年）
、長期（10年）の複数のポイントで解析した

り、かつ、性別および個々のリスクによって医療

ものである。心血管リスク保有者では、リスクの

費に影響が生じるまでの時間的間隔が異なること
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であるため、男性のサンプル数が小さかったこと

各健診年での心血管リスクの分布は、男女と
も、高血圧、高血糖については最近の健診になる

により有意差が検出されなかった可能性が高い。
脂質異常については、各健診年においてリスク

ほど、すなわち対象者の年齢が高齢になるほど、

保有群でリスクなし群に比べて医療費が高額とな

リスク保有群が増加する傾向がみられたが、反対

っていたが、女性では有意差はみられず、差額も

に、脂質異常は最近の健診になるほど減少する傾

他の３つのリスク項目に比べて小さい傾向がみら

向がみられた。肥満は各健診年で大きな変化はみ

れた。宮城県大崎市の国保被保険者を対象とした

られなかった。これらのリスク保有者の傾向は、

コホート研究でも、高血圧、高血糖、肥満のあっ

平成18年国民健康・栄養調査の結果とも矛盾しな

た群では健診後６年間の医療費が有意に高額とな

15）

いが 、本研究ではHbA1cの基準として5.2%と比

っていたのに対して、脂質異常については医療費

較的厳しい基準を用いたため、とくに高血糖のリ

との間に有意な関連はみられていない7）。リスク

スク保有者が多数になったと考えられる。脂質異

項目の診断基準が一部本研究と異なるが、本研究

常のリスク保有者は、60代をピークに70歳以上で

の結果もこれと大きく矛盾していない。男性で

は減少に転じると推計されているが、本研究の対

は、有意差はみられなかったが、最近の健診ほど

象者は96年の時点で平均年齢が男女とも60歳以上

差額が増大する傾向がみられた。脂質異常は、他

であり、脂質異常の割合が低いとされる若年女性

のリスク因子と異なり、特に中性脂肪の影響を考

はほとんど含まれていないため、男女とも同様の

慮した場合、男性では50歳代をピークに減少する

傾向を示したものと考えられる。

傾向があり15）、本研究の対象者でも男性の脂質異

心血管リスクのうち、高血圧については女性に

常の割合は96年の31％から05年では20％と大幅に

比べて男性で、特に10年前のリスク保有群では大

減少していた。したがって、最近の健診でも脂質

幅に医療費が高額となる傾向がみられた。滋賀県

異常と分類される男性には、相対的にリスクの高

の国保被保険者を対象とした研究によると、男性

い者、コントロール不良の者が集中しており、こ

では高血圧群で正常血圧群に対して健診後10年間

れにより医療費が高額となった可能性が考えられ

の医療費が有意に高額であったのに対して、女性

る。脂質異常の各要素についてみると、中性脂肪

9）

では有意差は認められなかった 。これは本研究

≧150mg/dl群は、有意差は認めなかったものの

の結果と矛盾しないが、女性でも、拡張期血圧≧

特に男性では医療費が31−57％高額となっていた

85 mmHg群では05年、01年で医療費が有意に高額

のに対して、HDL-Cは全ての健診年で医療費と

であることから、女性においても高血圧が医療費

の関連がみられなかった。脂質異常の各要素と医

増大のリスクとなっている可能性は否定できない。

療費との関連についての報告は少ないが、米国の

これに対して、高血糖については女性で、特に

メディケアの被保険者を対象とした研究では、低

10年前のリスク保有群で有意に医療費が高額とな

HDL-Cは高血圧などと並んで医療費の高額化の

る傾向がみられ、空腹時血糖≧100mg/dl群ではす

予測因子であるとされており、本研究の結果とは

べての健診年で、＜100mg/dl群に対して有意に医

一致しない6）。本研究では治療の有無についての

療費が高額であった。男性では、05年のみ有意差

情報が得られなかったため、HDL-Cレベルが治

がみられたが、各年ともリスク保有群とリスクな

療により良好にコントロールされていたために、

し群の差額は比較的大きく、女性の場合と同程度

標準群との差額が過小評価された可能性も否定で
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きない。また、HDL-C＜40mg/dl群がいずれの健

では仕事等による受診機会の減少のため、その傾

診年でも男女とも10％未満と少数だったために、

向がより顕著になった可能性もある。しかし、10

安定した結果が得られなかったことも考えられる。

年前の健診での積極的支援対象群では、男女とも

肥満の有無については、女性では肥満群で非肥

対象外群に対して大幅に医療費は高額となってお

満群に対して医療費が26−47%と高額になってい

り、医療費への長期的な影響の可能性が示唆され

たのに対して、男性では大きな差はみられなかっ

る。全国推計によると積極的支援対象者は40−64

た。肥満と医療費との関連についての報告は多い

歳人口の15.2%を占めることから2）、将来の医療

が11, 13）、男女の違いについては十分に検証されて

費増加を考える上では無視できない集団であると

いない。肥満の有無は特定保健指導の支援レベル

いえる。

を決める上で重要なポイントであるため、性差に
ついても今後検討を要する。

心血管リスク数については、５年前、10年前の
健診で男女とも医療費と有意な関連を認めた。リ

本研究では、過去の健診結果を現行の特定保健

スク数が１つの群、２つ以上の群では、リスク数

指導の基準に照らして再評価し、擬似的に動機付

０の群に比べて医療費は高額となっており、特に

け支援、積極的支援の各レベルに階層化して医療

男性では２倍以上であった。肥満との関連では、

費を比較した。動機付け支援該当者が12−21%、

女性では、多重比較で有意差を認めなかったもの

積極的支援該当者が３−８%であり、全国の推計

の肥満を有し、かつリスク数２つ以上の群がいず

（各13.4%、11.5％）に比べると動機付け支援該当

れの健診年でも医療費が最も高くなっていたのに

者の割合が多く、積極的支援該当者は少なかっ

対して、男性ではリスク数２つ以上の群では肥満

た。本研究の対象者が比較的高齢であること、動

の有無による医療費の差を認めなかった。男性に

機付け支援該当者の年齢上限を設定しなかったこ

おいては、肥満がない場合でも心血管リスクの集

と、本来の判定基準で主たる指標となる腹囲を用

積が医療費の高額化につながることを示唆するも

いなかったこと、現病歴や喫煙歴についての情報

のと考えられる。最近のわが国の研究によれば、

が得られなかったことなどにより、積極的支援該

メタボリックシンドロームに該当しない肥満のな

当者が相対的に減ったと考えられるが、支援対象

い複数リスク保有者でも心血管疾患による死亡の

者全体の割合は、概ね全国推計値と同程度であっ

リスクがメタボリックシンドローム該当者と同等

た。医療費との関連では、女性では支援対象群は

に高いことが示されており16）、また肥満のないリ

対象外群に比べて、いずれの健診年でも医療費が

スク保有者の人数は、肥満を含む複数リスク保有

高額であったが、動機付け支援群の方が積極的支

者の1.5−２倍と推定され、医療費と健康アウト

援群に比べて高額となる傾向がみられた。また、

カムの両方の側面から、メタボリックシンドロー

男性ではいずれの健診年でも有意な関連はみられ

ムおよび特定保健指導の支援判定基準については

ず、特に最近の健診では、積極的支援に該当する

再検討の余地があるといえる。

群で、対象外群よりも医療費が低額となってい

特定保健指導の支援レベルの変化と医療費の関

た。積極的支援対象者の人数が少ないために安定

連について分析した結果、１年前の健診で支援対

した結果が得られなかった可能性もあるが、医療

象外であっても、過去に動機付け支援レベル以上

機関受診のコンプライアンスが悪く受診機会が少

であった場合、すなわち「最近リスクが低下し

ないために、相対的に医療費が低額となり、男性

た」群では、１年前の健診で動機付け支援レベル
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以上であり、過去の健診では支援対象外とされて

響3-5） は国保レセプトを用いた本研究では小さい

いた群、すなわち「最近リスクが上昇した群」よ

ものと考えられる。

りも、医療費が若干高額となっていた。前者で治

第３に、治療中の病気や服薬の有無の情報が得

療により数値が改善し、後者で必要とされる治療

られなかったことが挙げられる。特定保健指導の

がまだ始められていないことにより、このような

判定基準をはじめ、先行研究の分類においても降

差がみられた可能性もあるが、今後の検討が課題

圧剤やインスリンなどによる治療中の者は、健診

と思われる。

データに関わらずリスク保有群として分類される

本研究の限界には以下のような点が挙げられ

が、本研究ではコントロールが良好の患者はリス

る。第１に、対象集団の偏りによる選択バイアス

クなし群に分類された。この結果、治療中の患者

が考えられる。母集団は自治体の国保被保険者全

が含まれることによりリスクなし群の医療費が高

員であるが、2006年４月からの１年間にレセプト

く見積もられ、リスク保有群とリスクなし群の医

が発生した者のみを分析対象としたため、この間

療費の差が過小評価された可能性がある。ただ

にレセプトが発生しなかった対象者が除外されて

し、これについても、前述のように差が縮小する

いる。この集団はレセプトが発生していた集団に

方向へのバイアスであるため、本研究の結果の方

比べて概して健康状態が良好であることが推測さ

向性には影響を与えないと考えられる。

れるため、リスク保有群とリスクなし群の医療費

第４に、アウトカムとしての医療費を１年分の

の差が過小評価された可能性がある。しかし、差

みとしたため、より長期の医療費の傾向について

が縮小する方向へのバイアスであるため、これ自

は知ることはできなかった。しかし、長期に発生

体は本研究の結果の方向性には影響を与えないと

した医療費をアウトカムとした研究6, 7, 12）と比較

考えられる。

して、結果に大きな差はみられなかった。

第２に、健診受診者は各年とも被保険者全体の

最後に、A町という１保険者における被保険者

半数に満たないと推定されるため、分析対象者が

のみを対象としたため、他の地域への結果の一般

国保の被保険者を代表しない可能性がある。健診

化には注意を要する。また被保険者の規模も大き

受診者は未受診者に比べて医療費が低くなること

くないため、今後より大規模な集団を対象とした

17）

が過去の研究で指摘されている 。本研究の対象

結果の検証が必要である。

者の１人当たりの医科・調剤医療費は幾何平均で

以上に挙げた限界はあるものの、本研究によ

201,559円、算術平均では389,142円であった。平

り、心血管リスクの存在が将来の医療費の増加と

成18年度の１人当たりの国民医療費は約25.9万円

関連しており、一部のリスク項目では、この関連

18）

と推定されているため 、本研究の算術平均値は

が５年、10年と経過するにつれて強くなる可能性

高額であるといえるが、対象者が比較的高齢であ

があること、また肥満の有無による医療費への影

ることと、上述のように医療費が発生しなかった

響は女性では認められるものの男性ではない可能

者が除外されていることなどを考慮すると、大き

性が示されたことは重要な結果と考える。また、

く外れた値ではないと考えられる。また、2006年

本研究では特定保健指導の判定基準に準じてリス

４月以前に死亡した者や転出した者は対象外とな

ク項目を設定したため、いくつかの相違点はある

っている。しかし、組合健保や政管健保のレセプ

ものの、現行制度下での実際の支援対象者により

トを用いた研究で問題となる退職資格喪失者の影

近い条件で心血管リスクと医療費との関連を推定
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できた。本研究の対象集団に対して1996年以降何

導の支援対象者では非対象者に比べて医療費が高

らかの心血管リスクに対する予防策が講じられた

額となる傾向がみられた。今後、レセプトデー

可能性は否定できないが、現行の特定保健指導の

タ、健診データがさらに有効活用できるような環

ような保険者による系統的な対策は存在しなかっ

境整備が望まれる。

たものと推測される。したがって、本研究の示し
た結果は2008年に特定健診・特定保健指導が開始
されて以降の支援対象者の医療費の推移ならびに
特定保健指導のプログラムを評価する上での判断
材料となると考えられる。
本研究ではレセプトデータと健診データを被保
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Association between the past health checkup results and
health expenditures using the National Health Insurance
claims data
Jun Tomio＊1，Yasuki Kobayashi＊2

Abstract
Purpose of the Study
The present study aims to identify the factors that predict the future increases in health expenditures and
discusses the implication for the Focused Health Checkup/Consultation (FHC) system currently in place to control
future health expenditures. In particular, we focus on the instruments of cardiovascular risks adopted by the FHC,
and estimated their effects on future health expenditures.
Methodology
Study subjects were insured individuals of National Health Insurance (NHI) of a municipality in Kumamoto
Prefecture in Kyushu, Japan. We investigated the associations between annual health expenditures per capita from
May 2006 to April 2007 on one hand, and the levels of cardiovascular risk factors, including hyper tension,
hyperglycemia, dyslipidemia, and overweight/obese, in the three health checkups conducted in 2005, 2001, and 1996
(i.e., 1, 5, and 10 years prior to the actual health expenditures), on the other. Checkup data were linked with the NHI
claims data for each individual. For health expenditures, medical and pharmacy expenditures were integrated for
each individual from the claims data.
Results
Of 608 subjects, 194 (32%) were men and 414 (68%) were women, with mean ages of 72.6 and 70.8 years,
respectively. Among cardiovascular risk factors, we have found that hypertension in 1996 and hyperglycemia in 2005
for men were associated with higher health expenditures, and hypertension in 2001, hyperglycemia in 1996, and
overweight/obese in 1996 and in 2001 for women, compared to those without such risks. Men with multiple risk
factors without obesity are not currently eligible for support under the FHC system, but they had higher expenditures
than those without risks. Further improvement in the healthcare information system is necessary to facilitate the
utilization of claims data and health checkup data.
［Keywords］National Health Insurance, claims, health expenditures, health checkup, cardiovascular risk, Focused
Health Checkup/Consultation
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研究ノート

医療の機能分化に関する厚生経済分析
林
抄

行成＊

録

近年、効率的な医療提供を実現する目的で、医療の機能分化が政策的に進められている。しかしながら、こうした医療
の機能分化が社会に与える影響について、これまで経済学的な分析は十分になされてこなかった。本稿では、各医療機関
が自身の医療資源をある医療分野に集中させるという特化行動を通じて医療の機能分化が形成される状況を想定し、単純
化された経済理論モデルを用いて様々な機能分化のパターンを特定する。また、ロールズ型社会厚生関数を用いて医療の
機能分化の社会厚生に与える影響を検討する。さらには、医療の機能分化が進められる状況下で社会的最適解を導くため
の医療提供体制について考察する。本稿で得られる主要な結論は、以下の２点である。
１．各医療機関において特化戦略が採用されるとき、少なくとも地域の社会厚生を高めるためには、各医療機関が個別の
医療分野に特化することが必要である。このような分業型特化均衡が実現されるには、各医療分野に対する診療報酬
上での価格差が一定の範囲以内に収まることが条件となる。このことは、診療報酬制度におけるインセンティブ政策
としての機能が低下することを示唆している。
２．分業型特化均衡が、必ずしも地域での社会厚生を最大化させる社会的最適解を導くとは限らず、分業型特化均衡が社会
的最善解を導くためには、各医療機関の保有労働量の格差がある一定の比率であることが必要である。各医療機関の保
有労働量に相応の格差がある場合に、社会的最適解を実現するには、一方の医療機関が利潤最大化行動を、他方の医療
機関が公益性を重視した行動原理を採用していることが条件となる。この結果は、公私協働による医療提供体制の効率性
を示唆しており、採算性を重視する医療機関と公益性を重視する医療機関の双方の存在意義を見出すことが可能である。
以上の結果は、医療の機能分化を進めていく上で、インセンティブ政策としての診療報酬制度の運用についてより慎重
に検討し、特に各地域で中核的に医療提供を行っている医療機関に対して公益性を確保させるような取り組みが、重要な
課題となることを示唆している。
キーワード：医療の機能分化、社会厚生、公私協働による医療提供体制

近年、効率的な医療提供体制を促す目的で医療

１．はじめに

の機能分化が政策的に進められている。そして、
各医療機関は自身が優位性を持つ医療機能を選択

本稿は、医療機関の特化戦略を通じて形成され

し自己の医療資源を集中することで、経営上の効

る医療の機能分化について、単純化された経済理

率化を図る傾向にある注1）。こうした特定の医療

論モデルを用いて分析することを目的とする。特に、

機能に特化した地域内の医療機関は、他の機能に

医療の機能分化が地域の社会厚生に与える影響を

特化した医療機関と連携を図ることで、地域内で

検証し、医療の機能分化によって社会的最適解が

分業体制を構築するという地域完結型医療を形成

実現するための医療提供体制について検討する。

し、より質の高い地域医療水準を実現しようとし
ているのである。

＊広島国際大学医療福祉学部医療経営学科准教授

実際、自身の優位な機能への集中的な資源投入
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という特化戦略は、医療の効率性を高める可能性

する医療サービス市場においては特化戦略自体の

は高い。例えば入院医療を考えると、従来のよう

効果も明瞭ではない。こうした点を考慮すると、

な病院完結型医療においては、本来急性期医療に

ある地域において各医療機関が特化戦略を打ち出

強みを有しているような医療機関であっても療養

すとき、地域での医療水準がより改善されうるか

期医療をも提供せざるを得ないが、仮に特化戦略

は、一概には判定できない。

を行うならば、療養期医療に投入していた医療資

また、仮に地域内の各医療機関が互いに異なる

源を用いてより生産性の高い急性期医療を強化す

医療機能に特化し、適切な分業体制が構築された

ることができるであろう。このことは療養期医療

としても、果たして社会厚生を改善させるかは自

に強みを有している医療機関であっても同様であ

明ではない。現在、医療の機能分化は、より良質

る。そして、互いに異なる医療機能へ特化した医

な医療提供を実現させるためには不可避的な手段

療機関同士が相互に緊密な連携関係を構築し、チ

として考えられ、医療の機能分化の重要性と必要

ームによって医療提供がなされれば、地域医療全

性は半ば当然の前提と見なされる結果、医療連携

体の水準も大いに高まることが期待されるのであ

の問題が主要なトピックスとしてクローズ・アッ

る。こうした分業による利益は、アダム・スミス

プされている。無論、医療連携の重要性や困難性

以来、これまで経済学が一貫して重視し主張して

は深く議論されるべき論点であろうが、まずその

1）

きたことである。特にRicardo（1817） は、各国

前提となる医療の機能分化が経済学的に見て真の

が比較優位を持つ財・サービスに完全特化し、相

意味で有効であるのかを検討すべきである。しか

互に輸出することで国際分業体制が構築され、各

しながら、現代に至るまで、医療の機能分化の持

国経済および世界経済全体の生産性向上と社会厚

つ効果に関する経済学的研究は、ほとんど皆無で

生の改善がなされることを明瞭に示している。

ある注2）。

しかし、当然のことであるが、特化によって分

以上を踏まえ本稿では、入院医療において急性

業体制が構築されるためには、まず異なる生産主

期医療と療養期医療の２つの医療分野を念頭に、

体が異なる財・サービスに特化しなければならな

地域に２つの医療機関が存在するという単純化さ

い。仮に全ての医療機関が同一の医療分野に完全

れた状況を想定し、医療機能の分化が効果的とな

特化すれば、医療の連続性は消失し、地域におけ

る状況を明らかにする。そのもとで、医療機関行

る社会厚生は最悪の状態にまで低下することにな

動に大きな影響力を持つ診療報酬制度のあり方を

りえる。無論、このような例は極端なものである

検討する。さらには、適切な医療機能の分化の実

ものの、偏った特化パターンが社会厚生の悪化に

現が、地域における社会厚生水準に与える影響を

直結することに疑いはないものと考えられる。そ

検証し、医療の機能分化によって社会的に最適な

のような偏った特化パターンは医療における隙間

状態を導くための医療提供体制のあり方について

の発生を意味しており、そうした隙間を埋めよう

考察する。

とする医療機関が少数となれば、各医療機関が連

本稿で示される主要な結論は、以下の２つであ

携を懸命に図ろうとも充実した地域医療の実現性

る。第１に、医療の機能分化が適切に機能するた

は困難なものとなろう。通常の財・サービスであ

めには、急性期医療と療養期医療の診療報酬上で

れば、市場を通じた価格調整によって効率的な分

の格差を一定の範囲に留める必要がある。これ

業体制の構築が期待されるが、固有な特殊性を有

は、許容水準を超えた診療報酬格差は、医療機関
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に対してある特定の医療分野を提供するインセン
ティブを過度に与えるためである。また、この許

２．モデル

容範囲は、医療費抑制政策が進められるならば、
さらに縮小することも示される。このことは、適

本節では、医療の機能分化を分析するためのモ

切に医療の機能分化を促すためには、診療報酬制

デルを構築する。医療の機能分化は、医療機関に

度の持つインセンティブ政策としての機能を弱め

よる特化行動を通じた帰結であると考えられ、国

る必要があることを示唆している。第２に、適切

際貿易理論でよく知られたリカード・モデルの応

な医療の機能分化が実現する状況において、医療

用モデルを用いて検討する注3）。

機関が有する医療資源に相応の偏りが存在する場

ある地域に２つの医療機関、医療機関１と医療

合には、医療の機能分化は社会厚生を最大化させ

機関２が存在する状況を考える。医療サービスは、

ないことが示される。このとき、医療の機能分化

急性期医療と療養期医療の２種類に区分できるも

によって社会的最適解を実現させるためには、採

のとし、それぞれ x 、y と表す注4）。これらの医療

算性を重視した医療機関と公益性を重視した医療

サービスを生産するために必要な生産要素は労働

機関との協働による医療提供体制の構築が必要と

L のみであるとする。各医療機関は固定的な技術

なることが示唆される。

を用いて２種類の医療サービスを生産可能である

以下、本稿の残りの簡単な構成を記す。第２節
では、本稿で分析するための基本モデルを設定す

とし、その投入係数（１単位を生産するために必
要な労働量）は以下の表で表されるとしよう注5）。

る。第３節では、第２節で設定したモデルを用い

x
医療機関１ lx1
医療機関２ lx2

て、診療報酬と医療機関の特化行動を検討し、医
療の機能分化の形成パターンを検討する。また、
適切な医療の機能分化を実現するための診療報酬
制度のあり方に対する政策含意を導く。第４節で

y
ly1
ly2

ここで、lij＞0であるとする（i∈
｛x, y｝
、j∈
｛1, 2｝
）
。
また、以下のような仮定を置く。

は、適切な医療の機能分化が地域の社会厚生に与
える影響を検討する。ここでは、適切な医療の機

A１

急性期医療xは療養期医療yよりも高度であ

能分化が必ずしも地域にとって社会的最適解を導

り、単位生産あたりの必要労働量は大き

かないことが示される。第５節では、第４節での

い：lx1＞ly1かつlx2＞ly2 。

結果を検討し、医療の機能分化によって社会的最

A２

医療機関1は医療機関2よりも技術優位性を

適解が実現するための医療提供体制のあり方を考

有しており、生産性が高いものとする：lx1

察する。特に、公的医療機関の存在意義が明らか

＜lx 2かつly1＜ly 2 。

にされ、公的医療機関と私的医療機関とが共存す

A３

医療機関１は急性期医療に強みを、医療機

るような、公私混合の医療提供体制が最善の社会

関２は療養期医療に強みを持つとする。す

状態を導く可能性を明らかにする。第６節で、結

なわち、医療機関１は急性期医療 xの生産

論を述べる。

に比較優位を有する一方で、医療機関２は
療養期医療yの生産に比較優位を有する：
lx1/ly1＜lx 2 /ly2 。
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２つの医療サービスの価格は診療報酬によって

max

pxxi+py yi−lxi xi wi−lyi yi wi

規定され、それぞれpx、pyで表され、急性期医療

（x
   i , yi ）

においては相対的に見てより技術介入度が高いこ

で表される。このとき、医療機関１では、

とを考慮しpx＞pyとする。さらに各医療機関の労
働賃金をそれぞれw1、w2で表し、
  
ly2 w1
l
＜
＜ x2
ly1 w2
lx1
が成り立つものと仮定する注6）。
以上の想定より、各医療機関の生産フロンティ
アを導くことができる。このとき、各医療機関の
生産フロンティアは、各医療機関の労働保有量を
（L1，
L2）で表すと、
Li=lxi x +lyi y
となり、その傾きである限界変形率MRTはlxi/lyiと

px−lx1w1 lx1
>
py−ly1w1 ly1
p
l
すなわち x > x1 ならば、xに完全特化
py ly1
px−lx1w1 lx1
<
py−ly1w1 ly1
p
l
すなわち x < x1 ならば、yに完全特化
py ly1
が最適生産となる。一方、医療機関２では、
px−l x2w2 lx2
>
py−ly2w2 ly2
p
l
すなわち x > x2 ならば、xに完全特化
py ly2

ため、生産した医療サービス量がそのまま受療さ

px−lx2 w2 lx2
<
py−ly2w2 ly2
p
l
すなわち x < x2 ならば、yに完全特化
py ly2

れる状況を想定する。この想定は、医師誘発需要

が最適生産となる。この結果より、診療報酬価格

仮説が成立するような状況を念頭に置いているこ

比によって各医療機関の生産行動は大きく変化す

とによる。また、上記の仮定から理解できるよう

ることが理解でき、仮に、

なる（i∈
｛1, 2｝
）
。
尚、需要構造については特に想定しない。この

に、本稿で想定するのは、急性期医療と療養期医
療のどちらか、あるいは、両方をどの程度生産す

lx1 px lx2
< < 
ly1 py ly2

（１）

るかという医療機関の意思決定問題である。つま

が成り立つならば、医療機関１はxに完全特化し、

り、設備状況等から明らかに急性期医療あるいは

医療機関２は yに完全特化するという分業体制

療養期医療しか生産できないような医療機関は、

（以下では分業型特化均衡と呼ぶ）が形成される。

本稿の想定外となる。このため、本稿の分析で現

lx1/ly1< lx2 /ly2およびpx >pyに注意して、この状況を

実を考えるとき、主にその対象となるのは、中小

図示すると、次頁の図１となる。図１における領

規模の医療機関となるものと考えられる。

域Aが（１）式が満たされる領域であり、分業型
特化均衡が実現する（px，py）の組み合わせとな

３．診療報酬体系と機能分化の形成パターン

る。また、領域Bでは、両機関ともにyに完全特
化する領域となり、領域Cは両機関ともにxに完

まず本節では、各医療機関が利潤最大化行動を
採用すると仮定する

注7）

。よって、医療機関iの目

的関数は、
（lxi, lyi , px , py , w1, w2 ）を所与として、

全特化する領域となる。このときの均衡をそれぞ
れ、yに偏った特化均衡、xに偏った特化均衡と呼
ぶことにする。尚、当然のことながら、図１の直
線上における点では、各医療機関は完全特化する
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図１：診療報酬と特化パターン

図２：地域全体の生産フロンティア

必然性はない。

影響について検討する。まず、医療機関１と医療

医療の機能分化が適切に機能するためには、無

機関２の生産フロンティアを統合することで、地

論、分業型特化均衡となる必要がある。ここで、

域全体の生産フロンテティアを導くと、以下の図

図１より、分業型特化均衡を導く領域Aの範囲

２のように表される。図２の点aは分業型特化均

は、
（px，
py ）が削減されるほど縮小することに注

衡、点bはxに偏った特化均衡、点cはyに偏った特

意すべきである。このことは、診療報酬の削減に

化均衡を表している。

伴って分業型特化均衡を導く診療報酬価格の組み

ここで、地域医療水準に対する社会厚生につい

合わせが少なくなり、分業型特化均衡の実現が困

て検討しよう。地域住民が２つのタイプの選好を

難となることを意味している。さらに、ある分野

有するとし、タイプ１の効用関数がu1=min
｛αx, y｝
、

に重点的に診療報酬を配分するような政策を実行

タイプ２の効用関数が u2=min
｛ x, βy ｝で表され

することの危険性をも示していることに注意しな

るとする（0 ＜α＜ 1、0 ＜β＜ 1）。ここで、タイ

ければならない。ゆえに、診療報酬全体を削減し

プ１は相対的に急性期医療を、タイプ２は療養期

つつ、ある医療分野を重点化させるために、診療

医療を重視していることが表現されている。ま

報酬によって過度にインセンティブを与える政策

た、レオンチェフ型効用関数を想定しているの

を実行すると、極端なまでに多くの医療機関が誘

は、急性期医療と療養期医療には代替性はなく、

導されることで、偏った特化均衡が生じやすくな

ともに必要不可欠なサービスであることを想定し

る。換言すれば、医療の機能分化を推進するため

ていることによる。このような２つのタイプの選

には、インセンティブ政策としての診療報酬制度

好を持つ住民によって地域が構成されるとき、ど

の機能は、ある程度弱めなければならないことが

のような社会厚生関数を想定するべきであろう

理解される。

か。まず、社会厚生関数は２つの以下の性質を満
たすべきである。

４．厚生分析

第１に、弱パレート原理である。これは、全ての
個人の効用水準が少なくとも同程度以上望ましく

本節では、前節で明らかになった医療機関行動

なるような社会状態への移行は、社会的に評価さ

によって生じる帰結が、地域の社会厚生に与える

れるべきことを要請する。これを形式的に表すと、
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∃s1，
s2 ∈S、∀i∈I、u（s
＞  u（s
i
1）
2
2）
⇔SW
（s1）＞SW（s2）

1

2

1

2

＝

α
β

2

となる。ここで、Sは社会状態の全体集合を、s1、

2

s2はある社会状態を、Iは個人の全体集合を、iは
個人を、SWは社会厚生関数を表している。
第２に、公平性の要請である。ここでは特にロ
ールズの格差原理に代表されるような公平性を考
えよう注8）。これは、社会において最も不遇な個
人の効用水準がより高まるような社会状態への移

図３：

1

1

2

1

1

2

L2 α ly2
＞
のときの状況
L1 β lx1

行は、社会的に評価されるべきことを要請する。
形式的に表すと、

すことができる。特に、

∃s1，
s2∈S、min｛u（s
｝
｛u（s
｝
i
1）
i∈I＞min
i
2）
i∈I
   i∈I

i∈I

α
α ly2
lx1 L2
L
＝
⇔ 2=

ly2 L1
β
L1 β lx1

（２）

であるときそのときのみ、分業型特化均衡が社会

⇔SW
（s1）
＞SW（s2 ）

的に最適な状態となることが示される。（２）式

となる。

から理解されることであるが、各医療機関の労働

これら２つの性質を満たす社会厚生関数は無数

保有量の比L2/L1が、社会的最適解を導く上で重

に考えることができるが、ここではロールズ型社

要となる。すなわち、（２）式を満たさないよう

会厚生関数として知られている、

な労働保有量であるなら、必ずしも分業型特化均

SW＝min｛u1u 2 ｝

衡が社会的に最適な状態とはならない。例えば、
L2 α ly2
＞
L1 β lx1

を考える。この社会厚生関数について、上記の２
つのタイプの効用関数を踏まえると、
SW＝min｛αx,βy｝

であるならば、社会的最適解は図３の点dとな
る。このとき、分業型特化均衡においては社会的
厚生損失が生じることになる。さらに、（２）式

と変換することができる。この社会厚生関数は、

が満たされない状況において、医療機関間の労働

急性期医療と療養期医療のどちらか一方のみが高

保有量格差が相当程度高まれば、分業型特化均衡

水準となっても社会的に評価されず、すべての医

における厚生損失はより高まることにも注意しな

療領域が同時に高まってはじめて社会的に評価さ

ければならない。

注9）

れるという性質を有している

。

この社会厚生関数から導かれる社会的無差別曲

また、偏った特化均衡のもとでは、社会厚生水
準は０となることにも注意を要する。この結果、

線は、βy =αxの直線上の点を頂点としたL字型の

少なくとも診療報酬価格は上述したように図１の

曲線となる。この社会的無差別曲線を用いること

領域Aに収まるような水準を選択しなければなら

で社会的に最適な状態を生産フロンティア上で示

ないのである。
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であり、医療機関２は利潤最大化行動を採用する

５．考察

としよう。しかし、このとき社会的最適解を導か
ないことを容易に示すことができる 注12）。では、

前節より、仮に診療報酬価格が図１の領域A内
に設定されたとしても、
（２）式が満たされない限

非営利行動としてどのような行動様式が、社会的
最適解の実現には必要となるのであろうか。

り、分業型特化均衡は社会的最善解とはならない

ここで、先の（３）式で示されている目的関数

ことが示された。一般に、医療資源の地域配分に

における（xi ，
yi ）は自身の提供する医療水準であ

は大きな格差が存在することから、すべての地域

ったことに注意しなければならない。これは、非

で（２）式が満たされることはほとんど不可能で

営利性を有しているとはいえ、自身が提供する医

あると考えられる。では、仮に診療報酬価格が図

療水準のみを考慮するという意味で自己満足的な

１の領域A内に設定されるとき、
（２）式が満たさ

行動原理であり、必ずしも公益性を有してはいな

れない状況において、社会的最適解をいかにして

い 注13）。公益性を有する医療機関であるならば、

導くことが可能なのであろうか。このことについ

他の医療機関が決定する生産水準を考慮し、社会

て、以下、図３のような状況を念頭に検討する。

的最適解とのギャップを埋め合わせるような行動

まず注意すべき点は、社会的最適解において

を採用するべきであろう。すなわち、他の医療機

は、一方の医療機関は完全特化しているものの、

関が利潤最大化行動を採用する結果生じる社会厚

他方の医療機関は不完全特化していることであ

生上の歪みを、公益性を有する医療機関が調整

る。ここで、医療機関の完全特化行動が利潤最大

し、社会厚生上最適な状態が帰結として実現でき

化行動による帰結であることに注意すると、社会

るのである注14）。

的最適解は、一方の医療機関が利潤最大化行動を

この結果は、公私協働による医療提供体制が効

採用し、他方の医療機関が利潤以外の目的を有し

率的となる可能性を理論的に示唆している。すな

非営利行動を採用しているときのみ、実現可能と

わち、「公」の医療機関が全体的バランスを調整

なることが理解される。このことは、医療機関の

するよう行動することで、「私」の医療機関は採

非営利行動の重要性を示すのみならず、利潤最大

算性を重視した戦略を採用することを可能とさせ

化行動に近い行動原理、例えば採算性を重視する

るのであり、また逆を言えば、「私」の医療機関

ような医療機関の地域内での社会的存在意義を示

が積極的に比較優位にある医療分野に特化するか

唆している注10）。実際、２つの医療機関がともに

らこそ、社会厚生上の歪みを調整する「公」の医

非営利行動を採用している状況では、ともに利潤

療機関の公益的観点からの調整機能に社会的価値

最大化行動を採用している分業型特化均衡より

が生じるのである。そして、「私」の医療機関の

注11）

も、厚生水準が悪化する可能性も存在する

。

採算性重視という行動によって効率性を向上させ

次に、一方の医療機関がどのような非営利行動

ることでパレート最適が実現し、「公」の医療機

を採用していれば社会的最適解を導くのかを検討

関の公益性追及行動によって公平性を高めること

しよう。例えば、一方の医療機関１の目的関数が

が可能となるである。

社会厚生関数と同じ、
v＝min｛αx1 ，
βy1｝

ところで、「公」の医療機関とは実際にはどの
（３）

ような医療機関に対応するのであろうか。ここで
の「公」の医療機関は、広い視野で地域における
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公益を追求する医療機関と定義されるが、民間の

第２に、ロールズ型社会厚生関数を想定すると

医療法人であっても該当するかもしれない。実

き、分業型特化均衡が実現したとしても、必ずし

際、医療法人による私的医療機関であっても十分

も社会厚生を最大化させないことが示された。た

な公益性を有するような機関は存在するであろ

だし、各医療機関の保有する医療資源の配分が

う。また、日本赤十字社等の公的組織による医療

（２）式を満たす場合には、分業型特化均衡は社

機関においても、十分な公益性を期待できるかも

会的最善解と一致する。そして（２）式が満たさ

しれない。さらに、公立医療機関は、単に非営利

れない場合に、社会的最善解を導くためには、相

組織であるというだけでなく、消費者による直接

対的に医療資源を豊富に有する医療機関の公益性

的ガバナンスを有するという組織上の特性を考え

が重要な視点となることが示された。この結果、

ると、強い公益性が確保できるかもしれない

注15）

。

医療の機能分化によって効率的かつ公平な医療提

もしそうだとすれば、近年進められている公立病

供を実現させるために、公私の医療機関による協

院改革については、医療の機能分化が進められて

働的体制が重要な視点となる可能性が指摘された。

いる現在における存在意義を、より広い視野から

ただし、以上の帰結は、極めて単純化された想

注16）

再検討するべきであるものと考えられる

。

定から得られたものであることに注意しなければ
ならない。より包括的に医療の機能分化について

６．結論

適切に検討するためには、多くの課題を解消しな
ければならない。以下、本稿に残された主な課題

本稿では、医療サービスを急性期医療と療養期

を記そう。

医療の２つを考え、２つの医療機関として急性期

第１に、本稿では需要構造については一切考慮

医療に優位性のある医療機関と療養期医療に優位

せず、生産した医療サービス量がそのまま受療さ

性のある医療機関を想定し、その生産行動とその

れる状況を想定し、医療機関の競争環境を無視し

帰結としての社会厚生について検討した。以下、

た。需要構造をモデルに組み入れた場合、ある特

本稿で得られた結論を簡潔にまとめておこう。

定分野への医療機関の集中は、医療機関間競争が

第１に、診療報酬価格の設定によって、様々な

発生することで、患者や利益を奪い合う状況が生

特化パターンが形成されることが示された。特

じる。このため、各医療機関は他の医療機関行動

に、２つの医療機関が異なる医療分野に特化し分

を考慮して意思決定するため、診療報酬上有利に

業体制を構築するためには、急性期医療と療養期

なる医療分野への特化行動は控えられるかもしれ

医療間での診療報酬価格格差が一定の範囲に収ま

ない。このような行動を考慮すると、本稿で示し

らなければならないことが理解された。さらに、

たような特化パターンは大きく変容する可能性が

この価格格差の許容範囲は、診療報酬が全体的に

ある。

削減されると、縮小する傾向にあることが示され

第２に、医療サービスを単純に２つに分類し、

た。この結果、全体として診療報酬を削減させつ

また医療機関も２機関に限定して分析を行った

つ、政策誘導のために特定分野の診療報酬を引き

が、医療サービスの分類をより細かくし、医療の

上げるようなインセンティブ設計を行うことが、

機能分化についてより包括的に検討する必要があ

偏った特化パターンを形成させる要因となりうる

る。その際、各サービス間の関係性を明示的に考

ことが示唆された。

慮したモデルでの分析はより重要な課題であると

医療の機能分化に関する厚生経済分析

考えられる。現在、多くの療養型の医療機関は医
療・介護の複合体へと収束する傾向にあるが、こ
れは医療機関の多角化行動であり、特化行動とは
正反対の行動である。このような行動を分析の視
野に入れるためには、各サービス間での関係性を
明示的に考慮した分析が必要であるものと考えら
れる。また、病院グループ内で医療機能を調整し
分業化する行動も実際には見られるため、想定す
る医療機関数を増やし、グループとしての医療機
関群を考慮するなど、より一層のモデルの拡張を
行うべきであろう。
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第３に、医療機関の生産技術について固定的技

注

術を想定したが、実際には生産技術の可変性とい

１

2）
例えば、厚生労働省（2007）
を参照。

２

リカード・モデルに関する詳細は、例えば、伊

う側面があり、理論的な拡張を施す余地は大き
い。また、生産要素についても労働のみを検討し
ていたが、より一般化のためには資本と労働の２

藤・大山（1985）3）に詳しい。
３

ただし、医療の機能分化がどの程度実現されて
いるのかに関心を持って実証的に研究したものと

種類の生産要素を考慮する必要がある。実際、多

して、山本・近藤（2003）4）が存在する。また、範
囲の経済性という側面で、医療の機能分化が持つ

くの医療機関は資本や技術の制約、あるいは立地

非 効 率 性 を 検 討 し た 研 究 と し て は、 例 え ば

条件によって医療の機能選択を行っているものと

5）
Fournier and Mitchell（1992）
が あ る。 さ ら に、

も考えられ、より一般化された分析へと展開すべ

谷田・林（2008）6）では、公立病院の再編統合を念

きであろう。

頭に、必ずしも機能分化による資源の選択と集中

最後に、社会厚生関数についてロールズ型社会
厚生関数を想定した点を挙げることができるだろ

が社会的に是認されない状況を分析している。
４

ここでは２つの医療機能として急性期医療と療
養期医療を念頭に置くが、例えば、入院機能と外

う。望ましい医療を検討する際、「望ましさ」に

来機能や診療科の選択問題なども、同様に考える

対する判断基準となる社会厚生関数は分析の結果
に決定的な影響を与える。したがって、ロールズ
型社会厚生関数という価値判断以外に、様々な性
質を持つ多様な社会厚生関数によって分析を行
い、比較検討することは重要な研究となろう。し
かし、医療における社会厚生関数の検討について
は、その重要性に比して、これまで医療経済学の
なかで十分に研究されておらず、今後の医療経済
学にとって重要な課題であるものと考えられる。

ことは可能であろう。
５

生産要素を労働と資本の２生産要素モデルや可

変的技術モデルといったより一般的な分析モデル
を構築することも必要性もあるだろう。しかし、医
療サービスは極めて労働集約的なサービスである
こと、医師等の医療スタッフの人数そのものがサー
ビス生産に大きな影響を与えることを考慮し、ここ
では第１次的分析を行うために、まずは１生産要
素、固定的技術モデルを想定し、複数生産要素や
可変技術モデルへの拡張は今後の課題としたい。
６

この条件は、各医療機関に比較優位性を持たせ
るためのものである。仮にw1 lx1＞w2 lx2であれば、
医療機関１は医療機関２に対して両サービスにつ
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いて競争力を持たなくなり、同様に、仮にw1ly1＜

医療機関１のみで地域が構成されるならば、社会

w2ly2であれば、医療機関２の競争力が消滅するこ
とになる。このようなことが生じないための条件

的最適解が導かれることになる。
13

このような利他的ではあるものの自己満足的な
行 動 原 理 に つ い て、Andoreoni（1989）9）（1990）10）

であることに注意して欲しい。詳細については、
3）

は不純な利他主義（impure altruism）と定義して

医療機関は非営利組織であるから、利潤最大化

いる。それに対して、自らの利益よりも公益を重

行動を仮定することは適切ではないであろう。し

視するような利他的原理を純粋な利他主義（pure

例えば伊藤・大山（1985） を参照せよ。
７

かし、非営利組織の目的は多様であり複雑である。
この点、非営利組織である医療機関の目的関数の

altruism）と定義している。
14

尚、公益性を有している医療機関は、相対的に

設定については第５節で議論するものの、ここで

医療資源を豊富に有している医療機関でなければ

は１つのベンチマークとして利潤最大化行動を検

ならないことに注意されたい。仮に、

討する。
８

L2 α ly2
L1 ＞ β lx1

ロールズの格差原理について、邦文文献では、
例えば、蓼沼（2000）7）、後藤（2002）8）などを参照

である場合には、医療機関１に公益性が求められ、

せよ。
９

本稿で想定しているのは、２つの医療サービス
が医療保険で提供されることが社会的に望ましい
ことを前提としている点に注意されたい。つまり、
ある医療分野が社会的に見て提供するべきではな
いと判断されるような場合については、本稿で扱
うことはできない。

10

医療機関における利潤最大化行動についてであ
るが、医療機関は固有の使命を有する非営利組織
であり、どのような私的医療機関であっても固有
の使命を最大化させるような行動原理を想定すべ
きかもしれない。しかし、近年、度重なる診療報
酬の削減等の医療費抑制政策によって、すべての
医療機関に経営圧力が生じているものと考えられ
る。この結果、医療機関では、医業経営の持続可
能性という観点からも、採算性の確保が最重要視
されており、利潤最大化行動に近い行動を採用す
る傾向にあるものと思われる。むしろ、本稿では
こうした採算性を重視した医療機関の存在意義に
ついて明確にし、採算性を度外視した医療機関の
みで構成される医療体制の持つ非効率性を明らか
にしている。

11

これは、２つの医療機関が非営利行動を採用す
るときに実現する生産水準が、生産フロンティア
内部になるという性質より導かれる。尚、生産フ
ロンティア上の点は、少なくともどちらかの医療
機関が完全特化している状況が成立していること
に注意されたい。

12

当然のことであるが、医療機関２が存在せず、

逆の場合には医療機関２に公益性を求められる。
11）
15 この点については、例えば、Hansman（1980）
、

James and Rose-Ackerman（1986）12）、Weisbrod
（1988）13）を参照せよ。
16

公立病院改革に関する包括的な批判については、
14）
例えば谷田（2008）
で展開されている。また、地

方分権化のもとでの公立病院改革の問題点につい
て、林（2009）15）が経済学的に分析を行っている。
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Welfare Analysis of Functional Division among Medical
Facilities
Yukinari Hayashi＊

Abstract
Recently, in order to improve the efficiency, functional division among medical facilities has become ver y
common in medical ser vices of Japan. So far, however, not only this phenomenon has escaped the attention
economists’ scrutiny, but also its welfare implication has not been fully discussed yet. This paper addressed these two
points.
First it analyzes the functional division among medical facilities using the framework classical Ricardian
specialization model. Secondly, it analyzes the impact of functional division on social welfare using Rawlsian criterion.
Thirdly, we examine the social optimal medical service delivery.
Our main results are as follows: (a) To achieve functional division appropriately, gaps in publicly regulated prices
among health services must be within an allowable range; (b) If there are sufﬁcient gaps in labor resources among
medical facilities, functional division cannot realize socially optimal equilibrium, even if appropriately implemented;
(c) To achieve socially optimal equilibrium, the mixed delivery system—characterized by collaboration between
private medical facilities aiming to maximize their own proﬁts and public medical facilities acting with public interests
in mind—is essential.
［Keywords］functional division among medical facilities, social welfare, mixed delivery system

＊Associate Professor, Department of Health Services Management, Hiroshima International University
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研究ノート

低所得世帯における社会保険と
生活保護の現状に関する研究
河口

抄

洋行＊1

井伊

雅子＊2

録

本研究は、公的医療保険に未加入或いは未納で公的医療保険が利用できず、一方で生活保護制度の医療扶助も利用でき
ない世帯の実態を所得再分配調査の個票を用いて分析するものである。
本研究では、まず医療保険料の不払い世帯を擬制的に実質的な無保険者とみなして、その世帯を特定した。一方で、生活
保護の受給世帯をその他社会保険給付の金額から特定した。その上で、公的医療保険が利用できず、かつ生活保護を受給
していない世帯を独自に「谷間世帯」と定義した。この谷間世帯について、それ以外の非谷間世帯と基本統計を比較する
とともに、谷間世帯か否かダミー変数を被説明変数としてプロビット分析を実施し、谷間世帯になる要因を探った。
その結果、この谷間世帯は全サンプルの約12.7％と、先行研究に比して妥当な水準となった。併せてプロビット分析の
結果、社会保険への未加入・未納に関する先行研究が確認している流動性制約仮説は、本研究でも支持された。そのほか
に、谷間世帯になる可能性は、短期雇用などの不安定な雇用環境の場合には高まり、世帯人数が多いことや母子世帯であ
ることは低まることが示唆された。更に、サンプルを貧困世帯に限った場合には、その他の条件が一定であれば年齢が低
いほど谷間世帯になりやすいことが示された。
キーワード：医療保障、未加入・未納者、谷間世帯

て保険料未納が一年以上継続した場合には、保険

Ⅰ．はじめに

証から資格証明書に切り替えられ、患者は医療機
関の窓口で医療費を一旦全額負担する必要があ

（１）背景
我が国の社会保障制度の基底をなす生活保護制
度における支出が近年増大してきている。しか

る。このような場合に、生活保護制度が利用でき
なければ、実質的に公的な医療保障が利用できな
い状態になっていると考えられる。

し、日本の補足率は先行研究によれば他の先進国

従って、わが国は公的医療保険制度を皆保険体

に比して低く、低所得でありながら生活保護制度

制としているものの、低所得世帯において社会保

を受給していない世帯が多く存在しているとされ

険を利用できず、一方で生活保護受給の条件を満

ている。一方、公的医療保険制度においては皆保

たすことなく（あるいは希望せず）、２つの社会

険制度でありながら、未加入や未納の割合が増加

保障制度の谷間におちて、必要な医療保障を受け

してきている。例えば、国民健康保険制度におい

られない世帯が増加している可能性が考えられる。
もしこのような社会保険制度と税制度の狭間が

＊1
＊2

国際医療福祉大学大学院准教授
一橋大学国際・公共政策大学院教授

拡大している場合には、国民が公的な医療保障が
利用できない問題に加えて、受診抑制によって重
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症化し、最終的には生活保護制度等からの医療費

質的な無保険者」としており、該当する19名の割

支出がかえって増大する可能性がある。更に、重

合は全サンプルの3.5％であった。あわせて、こ

症化の過程で資産・貯蓄等を使い果たすことによ

の実質的な無保険者を被説明変数としたプロビッ

り

注1）

、一旦生活保護制度を受給し始めると長期

ト分析により、無保険者選択関数を推定した結

化し、生活保護からの脱却が妨げられるという問

果、世帯所得が低いほど、無就業状態であるほ

題も起きることが想定される。

ど、事実上の無保険者になりやすいことを確認し

ここで注意が必要なのは、同じ社会保障制度の

ている。

年金と医療が異なるのは、年金の場合には同様の

湯田（2006）は、
「消費生活に関するパネル調

状態であっても未受給者が発生するだけである

査」の1993年から2001年の９年分のパネルデータ

が、医療の場合には重症化や受給長期化により、

を用いて、774人の女性（観測数は2412）のデー

節減できた医療費が却って増加してしまうという

タを分析している。尚、本研究のサンプルは若い

問題が生じる点である。

女性が中心で所得水準は低い可能性があることに
注意が必要である。設問で、
「あなたは健康保険

（２）先行研究

に加入していますか」という質問に対して、
「どれ

①公的医療保険制度の未加入の要因分析に関する

にも加入していない」と回答したサンプルを未加

先行研究

入者とし、該当する98人はサンプル全体の12.7％

日本の公的医療保険制度では、全ての国民に職

となっていた。この未加入選択に関する要因を分

域又は地域に応じて公的医療保険を割り当て、加

析したところ、健康保険料が高いほど未加入の確

入を義務付けている。しかし、地域保険において

率が高くなることが示されている。但し、これら

は本人が加入手続きを取らなかったり（未加入）、

の先行研究では、生活保護を受給している場合に

保険料の支払いを怠ったり（未納）することによ

も健康保険証を保有しない点は考慮されていない。

り実質的な無保険者が生まれる余地を残してい
る。小椋・角田（2000）1） は、源泉徴収を行って

②生活保護制度及び社会保険制度に関する先行研究

いない自営業などの世帯では社会保険負担の急速

社会保障制度において、最後のセーフティネッ

な増大が納付率を２割以上低下させ、若い世代を

トとして生活保護制度があり、このなかの医療扶

中心に社会保険からのドロップアウトを発生させ

助が医療費を保障する仕組みになっている。しか

ていると指摘している。

し、現実の運用では生活保護制度は所得以外にも

このような社会保険への未加入・未納に関する

「補足性の原理」があり、その条件を満たさない

先行研究は国民年金を中心に数多く行われてい

場合には受給できない。また、スティグマ等によ

る。しかし、公的医療保険制度については、鈴

り敢えて申請を行わないという選択も可能である。

2）

3）

木・大日（2000） や湯田（2006） など先行研究

生活保護に関する研究としては、生活保護制度の

は少ない。鈴木・大日（2000）は、ランダムサン

補足率（低所得世帯のカバー率）を推計した先行

プリングした544名に対するユニークなアンケー

4）
研究が挙げられる。例えば、駒村（2003）
は1999

ト調査を実施している。当該調査の設問で、現在

5）
年の捕捉率を18.5％、橘木・浦川（2006）
は1995

「自分の名前が入った健康保険証はない」或いは

年から2001年までの捕捉率を16.3％～19.7％と推計

「資格証明書を持っている」と回答した人を「実

している。つまり、低所得世帯の約８割は生活保

低所得世帯における社会保険と生活保護の現状に関する研究
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護基準に該当するような低所得であっても、生活

具体的には、以下の３つの手順により分析を行

保護を受給していない場合が多いのである。ま

う。第一に、所得再分配調査の個票から生活保護

た、生活保護制度に着目して、その実態や問題点

受給世帯を一定の条件に従って特定する。第二

6）

については、阿部・国枝・鈴木・林編（2008） が

に、同じ個票から公的医療保険を利用できない実

詳細な分析を行っている。この中に収められてい

質的な無保険者を特定する。第三に、第二の公的

7）

る阿部（2008） は、国民年金の未加入・未納問題
8）

医療保険の利用をしておらず、かつ生活保護を受

と生活保護について、鈴木（2008） は、生活保護

給していない世帯を「谷間世帯」として、その実

制度と国民健康保険制度について分析を実施して

態を把握する。

いる。このように社会保険制度と生活保護制度の

本研究の特徴は以下の３点である。第一点は、

関係を具体的なデータを用いて分析した研究は、

公的医療保険の未加入者に関する分析に、生活保

この２つが見られるだけである。

護受給の情報を加えて、より正確な無保障の状態

この鈴木（2008）は、様々なデータを引用しな

を把握することである。例えば、「保険証を有し

がら、実質的な無保険者が医療費の10割負担をし

ていない」或いは「健康保険に加入してない」状

なければならないため受診抑制し、最終的には生

態であっても、生活保護制度を受給している場合

活保護制度を受給する可能性を示唆している。そ

には、公的な医療保障は制度としては利用可能で

の対策として、公的医療保険側の生活保護制度へ

ある。第二点は、より低所得世帯の補足に適した

の「ただ乗り」を防止する為の財政調整などの必

データを用いている点である。公的医療保険に関

要性を指摘している。一方で、公的医療保険の未

する先行研究ではユニークなアンケート調査や、

納・未加入についての先行研究が少なすぎ、より

若い女性中心のデータが用いられているが、本研

詳細な調査・研究・政策評価が必要としている。

究では単身世帯を多く含み、低所得世帯の実態分
析に適していると言われている所得再分配調査を

（３）研究の目的と構成
本研究の目的は、「未納や未加入により公的医
療保険制度を利用できない一方で、生活保護制度

利用している。第三点は、全サンプルに加えて、
貧困世帯について特にサブサンプルを設けて分析
を実施している点である。

の受給基準またはその運用が厳格なため受給でき

本研究の構成は以下のとおりである。本項では

ず（希望せず）、実質的に公的な医療保障を利用

研究の背景と目的について説明した。第２節では

できない世帯」を「谷間世帯」と独自に定義し、

分析データについて説明する。第３節では、分析

この谷間世帯の実態を把握することによって、生

方法について解説を行う。第４節では分析結果を

活保護制度と公的医療保険制度の一体的な改革に

示し、第５節では本研究のまとめと研究の限界を

ついて示唆を得ることである。

述べている。

このため、本研究では2005年度所得再分配調査
の個票データを用いて、谷間世帯を把握しその特

Ⅱ．分析データ

性を検証する。所得再分配調査の対象には単身世
帯も含まれており、比較的低所得な世帯も多いこ
とから、貧困に関する分析に適している（阿部，
9）

2006） 。

（１）2005年度所得再分配調査の概要
本研究では2005年度の所得再分配調査の個票を
用いて分析を実施する。所得再分配調査のサンプ

94

医療経済研究

Vol.22 No.1 2010

ルは、全国を500単位区に分け層化無作為抽出し
た上で

注2）

、抽出された当該地区内の全世帯を調

査している。2005年度は2004年７月～８月の調査

［現物給付］＋介護［現物給付］＋保育［現物給
付］）である。この再分配所得の平均値は、549.5
万円（当初所得の118％）であった（図１）。

期間に9,409世帯に訪問による面接調査が実施さ

本研究では、上記の再分配所得を世帯人数で調

れ、データを得られたのは6,788世帯で回収率は

整した「等価再分配所得」を用いて、相対的な貧

60.6％であった。但し、当該調査では寮・寄宿舎

困線を設定し、貧困線以下の世帯を「貧困世帯」

等の単独世帯を調査対象として含んでいないこと

と定義する。尚、貧困線は等価再分配所得の中央

に注意が必要である。調査項目は、主に以下の４

値の50％に設定している。

項目である。第一に世帯及び世帯員属性で、年
齢・所得（世帯主の雇用者所得、財産所得、事業
所得、可処分所得等）などである。第二に、社会

（３）生活保護世帯の特定
①先行研究から見られる実績

保障負担で、年金・医療・介護等の社会保険料の

所得再分配調査には「生活保護給付」の項目が

支出額である。第三に、税負担で主に所得税等の

2002年まで存在していたため、サンプルに占める

直接税額を聞いている。但し、消費税などの間接

割合やその所得水準を比較することが可能であ

税を含んでいない。第四に、社会保障制度の給付

る。府川（2006）10） は1987年度から2002年度まで

である。各種年金・失業手当・生活保護給付 注3）

の所得再分配調査を用いて、貧困線の算出、貧困

などの現金給付と、医療（保険給付額）
・介護（保

世帯の割合、生活保護世帯の割合を詳細に分析し

険給付額）
・保育（保育料）などの現物給付の金

ている。

額を聞いている。現物給付では、正確な金額の把

表１によると、2002年時点での貧困線以下の世

握が困難なため、医療については年間の医療機関

帯数は全世帯数の15.5％を占めていた。2005年の

への受診日数を調査し、当該日数に平均単価を乗

データを用いて筆者が府川（2006）と同じ等価基

ずることによって推計を行っている。

準で貧困世帯の割合を算出したところ16.5％に上
昇していた。但し、府川（2006）は等価所得を算

（２）所得の定義と貧困世帯の設定

出する際に世帯所得を世帯人数で割戻す等価換算

所得再分配調査では、各種の所得の合計額を

方法がOECD方式と異なっている 注4）。この点を

「当初所得」
（各種所得＋仕送り＋企業年金・個人

考慮して筆者がOECD方式での等価所得を算出す

年金等＋その他所得＋生命保険・損害保険の保険

ると、貧困世帯の割合は18.8％に上昇した。つま

金）と呼んでおり、2005年度の平均値は465.8万

り、我が国では約15％～19％程度の世帯が貧困世

円であった。この当初所得に社会保障給付のうち

帯に該当すると考えられる。

現金給付部分を合計したのが、「総所得」（当初所

府川（2006）は、この世帯の中で生活保護を受

得＋公的年金＋雇用保険給付金＋その他社会保障

給している世帯の割合を1987年から2002年まで算

給付金）である。2005年度調査の総所得の平均値

出している。その結果、生活保護世帯の全世帯に

は569.8万円（当初所得の122％）となっている。

占める割合は0.6％から1.4％となっている。さら

この「総所得」から拠出（税・社会保険料）を差

に、貧困世帯における生活保護の受給率は2.0％

引き、社会保障制度の現物給付の現金換算額を加

から4.8％までの間で、非常に低いことが指摘さ

えたものが「再分配後所得」（可処分所得＋医療

れている。つまり貧困世帯の95％超は生活保護を

低所得世帯における社会保険と生活保護の現状に関する研究
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当初所得465.8万円（100％）
拠出（20.9％）
税金
社保料
9.7％
11.2％

受給（38.9％）
現金（年金等）
現物（医療等）
21.3％
4.2％

所得

再分配所得549.5万円（118％）
総所得569.8万円（122％）
出所）2005年度所得再分配調査より筆者作成

図１

当初所得、再分配所得、総所得の関係

表１

貧困線以下の世帯と生活保護世帯の関係
1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2005＊

89.6 万円

103.5 万円

120.5 万円

127.4 万円

127.0 万円

119.5 万円

130.8 万円

152.9 万円

貧困線以下世帯／総世帯

11.9%

14.1%

13.8%

14.2%

15.6%

15.5%

16.5%

18.8%

貧困線以下世帯人口／総
世帯人口

10.5%

11.9%

11.4%

12.3%

13.7%

13.1%

14.2%

14.9%

貧困線以下世帯平均所得
／貧困線

69.2

65.6

66.8

66.2

65.0

65.7

64.8

63.7

生活保護世帯／全世帯

1.2%

1.0%

0.8%

0.6%

0.6%

1.4%

-

-

生活保護世帯平均所得／
貧困線

101.2

105.6

91.6

102.1

105.5

107.4

-

-

生活保護世帯平均所得／
全世帯平均所得

44.8%

45.6%

39.7%

44.3%

45.5%

45.8%

-

-

貧困線以下の生活保護世
帯／貧困線以下世帯

4.8%

3.2%

3.7%

2.1%

2.0%

3.8%

-

-

貧困線以下の生活保護世
帯／生活保護世帯

47.2%

47.6%

62.0%

50.0%

49.0%

43.1%

-

-

等価所得貧困線
（年間所得）

注１）貧困線は等価所得で調整した再分配所得の中央値の50％の所得額
注２）貧困線以下の世帯数は等価所得でみた世帯数
注３）貧困線以下の世帯人口は等価所得でみた世帯に属する人口数
注４）等価所得の等価基準は世帯人数1人の場合に1、2人目以降0.5（但し、15歳未満は0.4）を用いている
注５）2005 年＊場合の等価基準は世帯人数の0.5乗を用いている
注６）2005 年より所得再分配調査の項目から生活保護給付金額の項目がその他に含まれたため算出できなかった
出所）府川（2006）P153 表6−3に2005年分を筆者が加筆修正

受給していないということである。また、生活保
護を受給している世帯で貧困線以下の世帯は43.1

②本研究による生活保護受給世帯の特定
谷間世帯を補足するための予備的作業として、

％から62.0％となっており、生活保護世帯の約半

2005年度所得再分配調査の個票を用いて、以下の

数は貧困世帯よりも高い再分配所得を得ているこ

３つの条件を設定して生活保護世帯を推定した。

とが指摘されている。

第一に生活保護からの受給金額が含まれる「その
他社会保障給付」の金額が１円以上であること、
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第二に当該その他給付金の受給世帯のうち、「障

則として存在しないとされている。また、国民健

害保障年金」及び「児童手当等」を受給する場合

康保険制度では、保険料を最大７割まで減額する

の予想金額とその他給付金が同じ世帯を除いた。

制度はあるものの、統一的な免除制度は存在しな

第三に残りの世帯のうち世帯毎に推計した最低生

い。但し、自治体によっては、災害などの特殊な

活費と認定所得の「差額」と「その他給付」の金

事情がある場合の全額免除制度を設けている場合

額がほぼ一致した世帯を生活保護受給世帯とした

がある。しかし、免除のための具体的な基準は明

（推計方法の詳細は補論１参照）。但し、最低生活

示されていない場合が多い（詳細は補論２参照）。

費を算出する際には、生活扶助と住宅扶助を除く

尚、具体的な国民健康保険料（税）の免除金額

６種類の扶助及び母子加算及び老齢加算以外の６

を、2004年度国民健康保険事業状況報告書（厚生

種類の加算を考慮していない。従って当該手法で

労働省）でみると、467千円で同年度の保険料総

は生活保護受給世帯数に下方バイアスがかかって

額の0.0000326%に過ぎない。

いる可能性がある。この結果、生活保護を受給し

このような制度設計がなされているため、全て

ている世帯数は89世帯と推定され、全世帯に対す

の世帯はなんらかの公的医療保険制度に加入して

る生活保護世帯の割合は1.56％となった。

おり、公的医療保険料の免除制度はほぼないと考
えられる。そして、医療保険料を支払っていない

（４）公的医療保険制度を利用できない世帯の
捕捉

世帯は、公的医療保険制度に非加入又は未納の状
態にあると考えて大きな問題はないと思われる。

次に、一定の条件から公的な医療保険制度が利

但し、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護

用できない世帯を特定した。所得再分配調査で

を行う労働者の福祉に関する法律」により、育児

は、当該世帯が「保険料を滞納しているか」・「資

休業中の社会保険料は免除されているが、本研究

格証明書に切り替えられているか」などの情報を

ではこの点は考慮されていない。併せて、緊急避

得ることができない。このため、公定医療保険料

難的に保険料支払いを猶予することを保険者と合

を支払っていない世帯を擬制的に、未加入・未納

意しており、後日支払う約束になっている場合も

世帯とみなし、実質的に公的医療保険を利用でき

考慮されていない。従って、本推計方法による無

ない世帯と考える。

保険状態の世帯の推定数には上方バイアスがある

この点について以下に説明を加える。日本の公

可能性が高い。

的医療保険制度では全国民は職域保険と地域保険

このような推計方法により特定した医療保険料

に強制的に割り振られることになっている（加入

不払い世帯である590世帯を、公的医療保険を利

資格に年齢要件はない）。職域保険としては大企

用できない世帯とみなすと、全体の10.35％であ

業向けの「組合管掌健康保険」や中小企業向けの

った。このうち貧困世帯では332世帯となり、貧

「協会けんぽ」がある。地域保険としては、「国民

困世帯に占める割合は30.97％とかなり高い割合

健康保険」などがある。

となった（表２）。尚、本研究で推計した保険料

これらの公的医療保険制度は、特殊な場合を除

不払い世帯の割合である10.35％は、鈴木・大日

いて保険料の支払いを義務付けている。このた

（2000）の1999年時点での実質的な無保険者の割

め、職域保険においては、災害時に政令等で免除

合3.5％より高く、湯田（2006）の国民健康保険

を特別に指示された場合を除いて、免除制度は原

の未加入率12.7％より低い水準となっている。併
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せて、本研究で推計した生活保護世帯の割合は

この谷間世帯の特性を該当しない非谷間世帯と

1.56％で、府川（2006）が推計した2002年度の1.4

比較して確認しよう（表３）。世帯属性について

％（表１）と近い水準であった。

は、世帯主の年齢は谷間世帯の平均値59.9歳に対
して非谷間世帯は57.7歳とほぼ同水準であった。

（５）生活保護制度と公的医療保険制度の谷間
世帯の特定

世帯人数は谷間世帯が1.76人、非谷間世帯が2.88
人と1.12人少なかった。高齢者世帯の割合や単身

本研究では、前節の医療保険料不払い世帯のう

世帯の割合も谷間世帯の方が高くなっている。居

ち生活保護を受給している世帯を除いた残りの世

住地に関する情報では、大都市や15万人以上の都

帯を、
「事実上、公的医療保障を受けられない谷

市に居住している割合もあまり差は見られなかっ

間世帯」として捉える。この谷間世帯の割合は、

た。一方、当初所得の水準は谷間世帯が108.8万

全世帯で8.79％、貧困世帯で27.24％に上った（表

円に対して非谷間世帯は499.1万円と５倍程度の

２）
。

開きがあった。
雇用条件については、自営業の割合は谷間世帯

表２

 療保険不払い世帯と生活保護受給世帯の
医
世帯数と割合
世帯類型

全世帯

うち貧困世帯

医療保険料不払世帯
（母数に占める割合）

590
10.35%

332
30.97%

生活保護受給世帯（推定）
（母数に占める割合）

89
1.56%

40
3.73%

谷間世帯数
（母数に占める割合）

501
8.79%

292
27.24%

5698

1072

母数

出所）2005 年度所得再分配調査より筆者作成

表３

が0.103と非谷間世帯の0.135より低いものの大き
な差は見られなかった。所得を伴う仕事を持た
ず、年金も受給していない世帯（無職かつ年金受
給なし）の割合は、谷間世帯で12.4％と非谷間世
帯の2.4％の約５倍であった。１年以内の短期雇
用で年金を受給していない世帯（短期雇用かつ年
金受給なし）の割合は、谷間世帯で6.2％で非谷
間世帯の2.0％の約３倍であった。

谷間世帯とそれ以外の非谷間世帯の特性
変数

属性

居住地

谷間世帯

非谷間世帯

世帯主年齢（才）
世帯人数（人）
世帯主女性割合
高齢者世帯割合
母子世帯割合
単身世帯割合

59.9
1.76
48.3%
44.7%
1.7%
55.9%

57.7
2.88
17.5%
19.5%
1.4%
18.4%

大都市居住割合
15万以上都市居住割合

20.6%
31.3%

19.0%
28.2%

所得

当初所得（万円）
総所得（万円）

雇用

無職世帯割合
１年以内の短期雇用割合
自営業割合
年金受給無し割合
無職かつ年金受給なし割合
短期雇用かつ年金受給なし割合

出所）2005 年度所得再分配調査より筆者作成

108.8
191.7
53.8%
8.0%
10.3%
38.1%
12.4%
6.2%

499.1
605.1
20.3%
4.5%
13.5%
49.9%
2.4%
2.0%
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従って、谷間世帯は、所得が低く世帯人数が少

い場合には、流動性の状態を正確に把握できない

なく雇用が不安定で、高齢者世帯や単独世帯が多

可能性がある。尚、大日・鈴木（2000）では資産

い傾向がある。一方で、世帯主の年齢・居住地・

変数（資産）の係数は統計的に有意ではなく、湯

母子世帯の割合は大きな違いは認められなかった。

田（2006）でも資産変数（金融資産保有額）の係
数は統計的に有意ではなかった。

Ⅲ．分析方法

説明変数のうち世帯所得については、世帯の当
初所得に社会保障制度からの現金給付をあわせた

（１）プロビット分析の分析モデル

総所得の対数変換値を用いた。説明変数のうち就

谷間世帯になる世帯の要因を探るため、以下の

業形態については、無職ダミーは、年金を受給し

ような潜在変数モデル（latent variable model）

ておらず無職である世帯の場合に１を、その他の

を用いて分析を実施する。

場合に０を取るダミー変数である。短期雇用ダミ

yi＊＝a＋b1Ai＋b2Gi＋b3Fi＋b4Mi＋b5Ii＋b6Di
＋b7Si＋b8Bi＋εi
yi＝1

if yi＊＞0

yi＝0

if yi＊＜0

＊
i

但し、y は観測できない潜在変数（latent vari

ーは、同じく年金受給がなく１年未満の短期雇用
の世帯の場合に１を、その他の場合に０を示すダ
ミー変数である注5）。資産の変数が欠けているこ
とに留意は必要なものの、所得水準が低く、無職
又は就業状況が不安定なことが谷間世帯となる要
因である場合には、b5の符合は負、b6及びb7の
符号は正が予想される。

able）であり、yi は実際に観測される変数で、谷

自営業ダミーは就業形態が自営業の場合に１

間世帯である場合は１、それ以外は０を取る。ま

を、その他の場合に０を取るダミー変数である注6）。

た、各説明変数は、世帯主の年齢（Ai ）、世帯主

自営業の世帯は、被雇用者に比して一般的に所得

の性別ダミー（Gi ）、世帯人数（Fi ）、母子世帯ダ

の補捉が困難なことから、保険料負担が実際の所

ミ ー（Mi ）
、 世 帯 所 得（Ii ）、 無 職 ダ ミ ー（Di ）、

得に比して低くなっていれば谷間世帯になりにく

短期雇用ダミー（Si ）、自営業ダミー（Bi ）であ

いため、係数（b8）の符号は負になることが予

る。b1-b8は各説明変数の係数で、εi は誤差項で

想される。一方で、被雇用者よりも手続き的に未

ある。ここでは、誤差項は互いに独立で同一の正

加入・未納が選択しやすいと考えると、谷間世帯

規分布N（０，σ２）に従うと仮定して、プロビ

になりやすいため、係数（b8）は正になると予

ット分析を行う。

想される。
説明変数のうち世帯主の年齢・性別・世帯人数

（２）説明変数の選択理由
先行研究においては、流動性制約仮説を検証す

については、世帯の特性を制御するものである。
世帯主の性別ダミーは女性の場合は１、男性の場

るために、所得・資産・就業状況の変数を用いて

合には０を取るダミー変数である。世帯人数は、

いる。しかし、本研究のデータでは資産に関する

同一世帯に属する人数で世帯の規模を示すと考え

変数（資産変数）を利用できないため、所得及び

られる。母子世帯ダミーは、女性の親とその子ど

就業状況の及ぼす影響を分析する。従って、所得

もの世帯の場合は１、その他の場合には０を取る

が低く就業していない世帯においても資産額が多

ダミー変数で、特に生活が困難な世帯特性を示し

低所得世帯における社会保険と生活保護の現状に関する研究
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分析に用いた変数の基本統計量
平均値

標準偏差

最小値

最大値

0.088

0.279

0

1

57.853

15.855

17

97

世帯主性別ダミー

0.201

0.401

0

1

世帯人数

2.784

1.507

1

10

母子世帯ダミー

0.015

0.120

0

1

総所得（対数値）

6.007

0.907

0.69

8.62

無職×年金無しダミー

0.033

0.177

0

1

短期雇用×年金無しダミー

0.024

0.152

0

1

自営業ダミー

0.132

0.339

0

1

谷間世帯ダミー
世帯主年齢

出所）2005 年度所得再分配調査より筆者作成

ている。もし、母子世帯が谷間世帯になりやすい

値は0.086で、民間医療保険加入関数の無保険者

場合には係数（b4）は正になり、一方生活保護

変数（事実上の無保険者）の係数は正で統計的に

等を受けやすい場合には係数（b4）は負になる

有意ではなかった。湯田（2006）では健康変数

と考えられる。

（不健康ダミー）は有意でなかったものの、民間
保険変数（民間保険加入ダミー）は負で有意であ

（３）推計方法の妥当性

った。従って、これらの変数の推定結果は必ずし

本研究では、谷間世帯となる要因について、世

も一致していないが、本研究の分析モデルに健康

帯属性、世帯所得、就業状況の変数を用いたシン

変数及び民間保険変数が含まれていない点につい

プルなプロビット分析を採用した。このため、先

ては、適切な説明変数の省略（omitted variables）

行研究に比して適切な説明変数の省略の問題を抱

の恐れがあることに留意が必要である。

えており、内生性及び不均一分散の問題について
考慮していない点に注意が必要である。
先行研究では、「健康状態を示す変数（以下、

さらに、健康変数については公的医療保険に加
入しない為に健康状態が影響を受けるという点
で、民間保険変数については公的医療保険に加入

健康変数）
」及び「民間保険への加入状態を示す

しない為に民間医療保険への加入が影響を受ける

変数（以下、民間保険変数）」を説明変数として

という点で、推定上の同時性（simultaneity）の

用いている。しかし、本研究ではデータの制約か

問題が生じる可能性がある。しかし、本研究では

らこの２つの重要な説明変数が利用できない。こ

これらの２つの変数を分析モデルに含まないた

のため、健康水準が高ければ保険料が割高にな

め、推定上の内生性の問題は深刻化していないか

り、公的医療保険に加入しないという「逆選択仮

もしれない。尚、分析にはLimdep8.0を使用した。

説」
、及び民間医療保険が公的医療保険を代替し

それぞれの変数の基本統計を表４に示した。

ているため加入しないという「民間保険代替仮
説」については検証できなかった。

Ⅳ．分析結果と考察

先行研究では、大日・鈴木（2000）は、無保険
選択関数の健康変数（健康状態）の係数は正でP

分析は全世帯のサンプルに加えて、絶対的な所
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谷間世帯となる要因に関するプロビット分析
全サンプル世帯
係数

標準誤差

定数

2.0324

0.2328

世帯主年齢

-0.0008

0.0017

世帯主性別ダミー

0.2027

0.0666

世帯人数

-0.0654

0.0259

母子世帯ダミー

-0.5708

総所得（対数値）

-0.5844

貧困世帯のみ
係数

標準誤差

0.7195

0.3725

*

-0.0072

0.2227

***

***

0.2443

0.1018

***

***

-0.1412

0.0424

***

0.2144

***

-0.6894

0.2421

***

0.0353

***

-0.1632

0.0673

***

***

無職×年金無しダミー

0.2758

0.1149

***

0.2063

0.1563

短期雇用×年金無しダミー

0.3346

0.1371

***

0.1451

0.1751

自営業ダミー

-0.0237

0.0852

-0.2466

0.1314

観測数
適合度検定

5698

1072

χ２乗統計量

Ｐ値

χ２乗統計量

Ｐ値

5137.3

1.000

1097.5

0.219

注）*有意水準10%、**有意水準5%、***有意水準1%で統計的に有意
出所）分析結果より筆者作成

得水準が低い貧困世帯のみのサブサンプルについ

（2006）と同様に、統計的に有意とならなかった。

ても同じモデルでプロビット分析を実施した（表

一方、サンプルが貧困世帯のみの場合では、世

５）
。全世帯のサンプルでは、世帯主の性別ダミー

帯主年齢が負で統計的に有意になり、その他の条

変数の係数の符号は正で、世帯人数では係数の符

件が同じであれば、年齢が低い方が谷間世帯にな

号は負で、ともに統計的に有意になった。これは、

る確率が高いことが示された。また、「無職ダミ

世帯主が女性で、世帯人数が少ないほど谷間世帯

ー」及び「短期雇用ダミー」の係数はともに符号

になりやすいことを示している。世帯人数の結果

は正であるが統計的に有意ではなくなっており、

は、大日・鈴木（2000）の「被扶養者の有無」及

絶対的な所得水準が低い貧困世帯の場合には、雇

び湯田（2006）の「同居人数」の結果と整合的で

用形態の違いは谷間世帯になるか否かにあまり影

ある。一方、母子世帯ダミーの係数は、負で統計

響を与えない結果となった。

的に有意となった。これは、生活保護の受給しや

尚、対数尤度は、全世帯のサンプルでは－1303.44

すさが影響を及ぼしていると考えられる。世帯所

で、貧困世帯のサンプルでは－555.44であった。

得の係数は負で統計的に有意となった。この結果

尤度比検定では、全ての係数がゼロという帰無仮

は、所得水準が低いほど無保険状態になるという

説は有意水準１％で両群ともに棄却された。

先行研究の結果と整合的である。あわせて、就業
形態を示す「無職ダミー」及び「短期雇用ダミー」

Ⅴ．まとめと今後の課題

はともに正で統計的に有意となり、就業状態が不
安定であることが谷間世帯の要因の一つであるこ
とが示唆された。この結果は大日・鈴木（2000）

（１）まとめ
本研究では、「低所得で社会保険料を支払うこ

の「昨年の就業状態（無就業の場合には１）
」の

とが困難な一方で、生活保護制度の受給条件によ

結 果 と 整 合 的 で あ っ た。自 営 業 ダ ミー は 湯 田

り、双方を利用できない世帯（税と社会保険の
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「谷間世帯」
）
」を把握し、その特性を分析した。
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第二に、谷間世帯になる要因としては、これま

分析方法としては、所得再分配調査を利用して一

での先行研究で確認されている所得水準の低さや

定の条件を設けて生活保護世帯を特定し、一方で

雇用環境が影響を及ぼしている点が示唆された。

医療保険料が不払いになっている世帯を公的医療

この点からは、保険料の納付促進策としては、世

保険制度を利用できない世帯と見做して特定し

帯の経済状況に応じた柔軟な対応を検討すること

た。これらの情報から、医療保険が利用できない

の必要性が示唆されていると考えられる。

が生活保護を受給していない世帯を「谷間世帯」

第三に、谷間世帯になる要因は、全サンプルと

として把握した。その結果、この谷間世帯は全サ

貧困世帯では異なっており、貧困世帯では、雇用

ンプルの約12.7％と先行研究に比して妥当な水準

環境は影響を及ぼさないことが示された。また、世

となった。また、貧困線以下の世帯においては、

帯主の年齢が若いほど谷間世帯になりやすいこと

約３割が谷間世帯と無視できない水準となった。

も示唆された。この点からは、特に貧困世帯に対

併せて、谷間世帯となる要因を探るため、谷間

しては、別途対応を検討する必要性が示唆された。

世帯か否かを示すダミー変数を被説明変数とした
プロビット分析を実施した。その結果、世帯所得

（３）本研究の限界と今後の課題

が低いことや、無職や短期雇用のような雇用環境

最後に本研究の限界と今後の課題について触れ

であることは、谷間世帯になる可能性を高めるこ

たい。第一に、利用した変数や推計方法に一層の

とが示された。そのほかに、世帯人数が多いこと

改善が必要である。本研究では世帯の収入を所得

や母子世帯であることは、谷間世帯になる確率を

の合計で捕捉し、資産や貯蓄のデータを利用して

低くすることが示された。これらの結果は、鈴

いない。これは所得再分配調査のデータの限界で

木・大日（2000）で健康保険の未納者の特性とし

あるが、高齢者世帯で低所得であるが持ち家など

て指摘されている、世帯所得の低さ、本人の就業

の資産を保有する場合には、実態を正確に反映し

状態（仕事なし）、被扶養者の存在などが影響を

ていない可能性が残っている。また、同様にデー

及ぼしているという結果と整合的であった。

タの制約から採用できなかった、健康状態を示す

更に、サンプルを所得水準が非常に低い貧困世

変数や民間医療保険への加入を示す変数を分析モ

帯の場合に限ると、全世帯のサンプルの場合と異

デルに加えた上で、内生性の問題に対処した推定

なり雇用環境は影響を及ぼさないことが示唆さ

方法を選択することが望ましい。更に分析モデル

れ、その他の条件が同じであれば、年齢が低いほ

では不均一分散に対する検定を実施することが望

ど無保障状態になりやすいことが示された。

11）
ましい（松浦・マッケンジー，2009）

第二に、生活保護世帯及び医療費不払い世帯の

（２）政策的な示唆

特定方法の正確さによっては、谷間世帯の規模が

本研究の分析結果から以下の３点の政策的示唆

異なる可能性が残っている。例えば、生活保護世

が得られた。第一に、谷間世帯が全サンプルで約

帯の推計においては、各種の扶助を単独で受給し

１割、貧困世帯で約３割と無視できない規模であ

生活扶助を受けていない場合は谷間世帯として把

った。この点について、従来の社会保険制度と生

握されておらず、過小推計になっている可能性が

活保護制度の別々の対策に加えて、一体的な対応

ある。但し、生活保護受給世帯の９割は生活扶助

策の必要性が示されたと考えられる。

を併給しているため、大きな変動はないと考えら
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れる。また、医療費不払い世帯のなかには、育児

第三に、本研究では非谷間世帯に生活保護の受

休暇中や災害などで保険料の免除が認められた世

給世帯を含んでいるが、一般論として、生活保護

帯が含まれているため、過大推計の可能性があ

世帯とそれ以外の非谷間世帯では特性が異なるこ

る。しかし、推定の条件がある程度妥当であれ

とが予想される。このため、非谷間世帯として両

ば、その概要は把握できていると考えられる。今

者をまとめることは適切ではなく、例えば多項プ

後は、谷間世帯の把握には、生活保護受給状況や

ロビット分析や多項ロジット分析を用いて、両者

保険料の減免状況がわかるデータを利用して、よ

の違いもあわせて分析することが望ましい。しか

り精緻な推計が行われることが期待される。ま

し、当該分析については、今後の課題としたい。

た、2002年までの所得再分配調査を用いて、本研

その際には、生活保護側からみた非受給の要因分

究の推計方法を実施した上で実際の生活保護受給

析においては、保有資産の状況、親族との人間関

世帯数を比較することによって、推計の正確さを

係、スティグマ（stigma）などが重要な変数と

検証することが望ましい。

して必要となると考えられる。
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補論１

2005年度所得再分配調査による生活保護世帯の推定方法
2005年度の所得再分配調査の個票から一定の条

した。②世帯類型において未婚の子供がいる場合

件を設けて、生活保護世帯を推定する。当該条件

には、児童手当・児童扶養手当の金額を推計し、

としては、第一に生活保護からの受給金額が含ま

その他給付額より低額の場合には児童手当等を受

れる「その他社会保障給付」の金額が１円以上で

給しているとみなした。尚、要件を満たせば、児

あること、第二に当該その他給付金の受給世帯の

童手当と児童扶養手当は併給が可能なため、例え

うち、労働災害補償保険からの「障害保障年金」

ば母子家庭で18歳未満の子供が２人の場合には、

及び「児童手当等」を受給する場合の予想金額と

児童扶養手当２人分と児童手当２人分の合計金額

異なること、第三に世帯毎に推計した最低生活費

（月額５万6720円、年額68万640円）が支給される

と認定所得の「差額」と「その他給付」の金額が
ほぼ一致すること、である。

と想定した。
第三の条件は、生活保護を受給している場合に

第一の条件は、その他給付を受給している世帯

は、多くの定額の給付と異なり最低生活費が充足

であることである。所得再分配調査では、生活保

されるように生活保護費の金額が決定されること

護給付は2005年度より「その他の社会保障給付

を利用し、最低生活費と認定所得の「差額」と

金」の欄に含まれている。このため生活保護を受

「その他給付」の金額がほぼ一致する世帯を生活

給している場合には、このその他給付欄に金額が

保護受給世帯とした。具体的には、まず総所得

記載される。但し、その他給付には社会保険制度

（当初所得に年金等の現金給付を含む）から直接

１

では「労働者災害補償保険 」からの給付及び公

税額・社会保険料・各種控除を差し引いた「認定

的医療保険からの「一時金（現金給付部分）」、社

所得」を算出した。次に、生活扶助基準（１類）
・

会福祉制度では「児童手当等 ２」が含まれてい

生活扶助基準（２類）・家賃扶助・２種類の加算

る。尚、失業給付については「雇用保険」の欄が

額を合計した「最低生活費」を算出し、最後に

2005年度調査より新設され、その他給付には含ま

「認定所得」から「最低生活費」を差し引いた

れていない。

「差額」を「その他給付」の金額と比較した。こ

第二の条件は、その他給付の他の社会保障給付

の時、世帯単位の認定所得が最低生活費を上回る

を受けていると判断される世帯として以下の２種

場合には、生活保護は受給できない。また、後で

類を除いた。①年金受給者数が１名以上で、公的

述べるように算出方法の限界から多少の誤差を含

年金給付額が０円の場合には、労働者災害補償保

むものの、認定所得と最低生活費の差額がその他

険からの「傷病保障年金」を受給していると見な

給付の金額となるはずである。

1

業務上（通勤含む）上の事故や災害による傷病を保障する社会保険制度で、保険料は全て事業主負担で、給付は療養保障給付、休
業補償給付、傷病保障年金などがある。
2 「児童手当」は小学校３年生までの子供がいる世帯に、１人目５千円、２人目５千円、３人目１万円（いずれも月額）が支給され

る。「児童扶養手当」は、母子家庭などに子供１人に４万1720円、２人の場合に４万6720円、３人以上の場合は１人当たり３千円
（いずれも月額）が上乗せされて支給される。「特別児童扶養手当」は障害児を扶養している世帯に、中度の障害の場合は３万3800
円、重度の障害の場合には５万750円（いずれも月額）が支給される。
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但し、最低生活費は個票から得られる都道府県

これらに加えて生活扶助には、妊産婦加算・母

別の生活扶助及び住宅扶助の最高額（東京都の場

子加算・障害者加算・老齢加算（2007年に廃止）
・

合には84万円）を計算しており、教育扶助・介護

介護施設入所者加算・在宅患者加算・放射線障害

扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助・医療扶助

者加算・児童養育加算・介護保険料加算の８種類

を含んでいない。住宅扶助とは、賃貸住宅に住ん

の加算制度がある。これらのうち、母子加算及び

でいる場合に家賃等が支給される制度である。こ

老齢加算については、所得再分配調査の世帯類型

の住宅扶助の基準額は都道府県及びその給地によ

及び世帯主・配偶者年齢等から推計を実施するこ

り異なり、最大は東京都の最大月額69,600円（単

とができる。但し、残りの６種類の加算について

身世帯は53,500円まで）、最小は旭川市の36,000円

は考慮していない。

（単身世帯は28,000円まで）となっている。教育

そこで、最低生活費と認定所得の「差額」と

扶助は世帯に小中学校に就学している児童がいる

「その他給付額」の乖離幅が、ここで算出した最

場合には月額4,160円（中学校の場合）に教材・

低生活費の90％から110％以内になっている場合

学校給食代が支給される。介護扶助は、世帯に介

に「ほぼ一致している」とみなした。従って、今

護保険による要介護認定を受けて現物給付を受け

回の推計では最低生活費の算出においては、６種

ている場合に、その１割の自己負担金額を支給す

類の扶助及び６種類の加算を考慮していない。

る。また、出産扶助は出産の費用を、葬祭扶助は

以上の３点の条件を満たしている世帯を生活保護

葬式の費用を、生業扶助は職業訓練に必要な費用

世帯とみなした。

を支給する。

低所得世帯における社会保険と生活保護の現状に関する研究
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補論２

公的医療保険制度の保険料減免の仕組み
１.国民健康保険

（２）減免制度
国民健康保険制度の「減免制度」は、地方税第

（１）軽減制度

717条３ により各自治体の条例で具体的な基準が

国民健康保険料は世帯毎に前年度の所得や固定

決定されるため、統一的な基準は設けられていな

資産税額をもとに世帯単位で計算される。国民健

い。これらの減免制度を受けられる理由として

康保険制度の「軽減（減額）制度」は、前年度所

は、「特別な事情がある場合や災害にあった場合」

得が一定水準以下の場合に、被保険者が申請を行

という規定が多く、具体的な所得水準や内容は個

わなくとも、翌年度の保険料は自動的に調整され

別の条例等に記載しおり、ホームページなどで告

る。減額割合は２割～７割まで様々であるが、全

知していない場合が多い。このため特殊な場合し

額を免除される場合はない。尚、減額の割合は、

か利用できないと考えられる。

地方税法施行令第56条の89第五項２により定めら
れる。
①世帯の所得の合計額が33万円以下の場合、５
割～７割の軽減
（33万円は基礎控除額）

（３）保険料を滞納した場合
保険料を滞納後１年を経過すると「資格証明書４」
を原則として発行することを「国民健康保険法」
（2001年５月施行分）で市町村に義務付けしてい

②世帯の所得の合計額が、「世帯主を除く被保

る。資格証明書を発行する際の詳細は当該法令を

険者数に24万５千円を乗じた額」と33万円の

受けて、各市町村が「資格証明書交付要項」にて

合計額以下の場合、３割～５割の減額

定める形になっている。但し、「短期資格証 ５」

③世帯の所得の合計額が、「世帯主を含む被保

の発行条件については、国民健康保険法上に定め

険者数に35万円を乗じた額」と33万円の合計

は無く、各市町村の「資格証明書交付要綱」に付

額以下の場合、２割以下の減額

随的に定められている。

しかし、一旦決定された国民健康保険料は年度

尚、2005年の国民健康保険における滞納世帯率

途中に減免されることはなく、支払いを猶予して

は18.9％（但し、加入が確認されている世帯のみ

もらうか（国民健康保険料徴収猶予制度）、当年

で、未加入世帯は考慮されていない）で、うち事

度分の分割支払いを選択することができる（国民

実上の無保険状態にあると考えられる資格証明書

健康保険分割納付誓約制度）。

の発行世帯率は1.3％となっている。

3
4
5

地方税法717条では「地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において、水利地益税等の減免を必要とすると認める者、
貧困に困り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該
水利地益税等を減免することができる」と定めている。
資格証明書の場合には自己負担は10割（つまり全額）となり、医療費の７割分を後で払戻を受けることができる。この被保険者の
保険者に対する債権は２年間で消失（つまり２年経過すると払戻してもらえない）となっている。
短期証明書は、保険料納付期限を過ぎた場合に市町村が独自に発行する証明書で、自己負担は医療費の３割であるが、通常の保険
証では１年の更新期間が、１ヶ月～半年毎と短くなっている。
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２.組合管掌健康保険制度及び組合けんぽ

３．調査時点での大規模な災害の有無につ
いて

職域保険においては保険料の「減免制度」につ

職域保険及び地域保険では特別な事情や災害に

いて、特に定めはなく、災害等の場合に政令など

より所得が大きく減少した場合には、特別に保険

により指示があった場合のみ免除を行う仕組みに

料の免除が認められる場合がある。2005年度所得

なっている。尚、自己負担額についても、災害等

再分配調査の調査時点である2004年におきた大規

の特殊な事情がある場合には、一部の健康保険組

模な災害を、「激甚災害指定を受けたもの」につ

合で独自に補助する制度が設けられている。

いて見てみると、以下の８点が挙げられる。本研

尚、扶養家族が世帯主の社会保険に加入するこ
とができる制度が、職域保険のみに存在する（国

究ではこのような災害による保険料免除を考慮し
ていない。

民健康保険には存在しない）。従って、職域保険

①新潟・福島豪雨（2004年７月12日～13日）

への加入世帯から扶養関係にある家族の独立した

②福井豪雨（７月17日～18日）

世帯では、公的医療保険制度の保障を受けている

③台風第10・11号（７月29日～８月６日）

が、公的医療保険料を負担していない場合が想定

④台風第16号（８月27日～31日）

できる。但し、健康保険組合によっては世帯が別

⑤台風第18号（９月４日～８日）

となる別居家族は扶養と見なさない場合もある。

⑥台風第21号（９月26日～30日）
⑦台風第23号（10月18日～21日）
⑧新潟県中越地震（10月23日）
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注
１

生活保護を受給する際には、原則として資産を
処分し、貯蓄残高が１ヶ月の生活費の半分以下の
状態になっていなければならない。

２

但し、単位区を選択して当該単位区について全
数調査する調査方法についてはバイアスの可能性
も指摘されている。

３

但し、2002年度調査までは、生活保護給付額が
独立して明示されているが、2005年度調査からは
生活保護給付金額はその他社会保障給付金に合計
されている。

４

一般的なOECD方式では、所得を世帯人数の0.5
乗で割り戻す方式が使われている。しかし、府川
の等価基準は、世帯人数１人の場合には１、２人
以降の場合には0.5（但し、15歳未満の世帯員の場
合には0.4）としている。

５

無職ダミーは、雇用形態で「世帯人に所得を伴
う仕事を持つものがいない」場合に１を取るダミ
ー変数と、公的年金の受給額が０円の場合に１を
取るダミー変数のクロスダミー変数である。短期
雇用ダミーは、雇用形態で１年未満の短期雇用の
場合に１を取るダミー変数と、公的年金の受給額
が０円の場合に１を取るダミー変数のクロスダミ
ー変数である。

６

自営業か否かを示すダミー変数（自営業ダミー
変数）
、自営業のダミー変数は所得再分配調査の調
査項目で「自営業（雇い人あり）
」及び「自営業

（雇い人なし）
」のどちらかに該当する場合に１を、
それ以外の場合に０を取るダミー変数とした。
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7）阿部彩．第Ⅰ部第１章
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護の経済分析．東京大学出版会．2008：81-111
9）阿部彩．第Ⅱ部第５章

貧困の現状とその要因．

日本の所得分配．東京大学出版会．2006：111-137
10）府川哲夫．第Ⅰ部第２章

国際的に見た日本の

所 得 分 配． 日 本 の 所 得 分 配． 東 京 大 学 出 版 会．
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Utilization of medical ser vice coverage in low-income
households
Kawaguchi Hiroyuki＊1，Masako Ii＊2

Abstract
Purpose of the Study
The present study aims to clarify the actual situation of utilization of both contributions and beneﬁts of our social
security system, focusing on what we call as the pitfall households. We define “pitfall households” as low-income
households who do not pay social insurance premiums, but not low enough to qualify for welfare beneﬁts. When a
member of the household is sick, they cannot rely on public medical service coverage. If the proportion of pitfall
households has increased in recent years, possible countermeasures for this problem should be discussed.
Methodology
To determine the number of such “pitfall households”, we had access to the micro data of the Sur vey of
Redistribution of Income by the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan. Speciﬁcally, we identiﬁed the pitfall
households in the sample in two steps; ﬁrst we identiﬁed the households that had not paid public health insurance
premiums, and then identiﬁed those that were not receiving welfare beneﬁts. We then compared basic statistics of the
pitfall households with the other households. We also conducted probit analysis to identify factors contributing to a
household becoming a pitfall household.
Results
According to the results, 12.7% of the sample households were classiﬁed as pitfall households. We considered
this proportion to be reasonable compared with the results of previous studies. The results of the probit analysis
conﬁrmed our hypothesis that liquidity constraint is a factor inﬂuencing non-coverage of medical services. We also
found that unstable employment increased the probability of a household becoming a pitfall household. Conversely,
larger households and households led by single mothers had a lower probability of becoming pitfall households. In a
sub-sample that included only households below the poverty line, the probability of being a pitfall household showed
an inverse correlation with the age of the head of the household.
［Keywords］medical service coverage, non-coverage, pitfall household
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抗がん剤ジェネリック医薬品の
適正使用への問題点と問題解決への新たな視点
～医療関係者が呈する問題点への企業側の対応について～
今井

,
康人*１ *２

渡邉

誠*４

肇*２

蓮沼
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山田
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鈴木

順子*１

伊藤

智夫*１

飯島

武藤
抄

録

【目的】近年、厚労省主導で後発医薬品（以下「ジェネリック医薬品」
）の利用促進策が進められている。しかし、特に
「抗がん剤」へ焦点をあてた場合、抗がん剤特有の問題が存在するため、その普及についてはクリアすべき諸問題が多々あ
ることが想像できる。このような状況を踏まえ、特にジェネリック医薬品製造販売企業の立場から見た抗がん剤ジェネリ
ック医薬品に対する現況での認識や問題点、更にその必要性等についてアンケートにて調査し、中心となる問題の洗い出
し、分析を行った。加えて医療関係者へのアンケート調査も併せて行うことで使用する立場から見た問題点も抽出し、検
証を行うこととした。
【方法】日本ジェネリック医薬品学会に所属するジェネリック医薬品製造販売会社を対象として、2008年10月～2008年12
月の期間にてアンケート調査を実施した。また、医師（病院勤務医師および開業医師）
、薬剤師（病院薬剤師、薬局薬剤
師）および薬学生（大学院博士課程履修学生）に対して2008年8月～2008年12月の期間においてアンケート調査を行った
（回答選択式（複数回答可）及び自由回答併用）。
【結果】ジェネリック医薬品製造販売会社28社を対象にアンケート調査を行ったところ18社より回答を得た。
（回答率64.3%）
。
また医療関係者へのアンケート調査において、医師49名、薬剤師29名、薬学生54名より回答を得ることができた。抗がん
剤ジェネリック医薬品に対していずれの企業も「魅力的な医薬品」と回答しているが、現状において製造販売することにつ
いて様々な問題点を抱えているため開発することに躊躇する傾向が見られた。一方、医療関係者では抗がん剤ジェネリック
医薬品の必要性について認識しているが、現状での使用状況で普及していくことには否定的な見解が多数を占めた。
【考察】抗がん剤ジェネリック医薬品は極めて細胞毒性の高い医薬品のジェネリック医薬品であるため他の医薬品と同次元
で取り扱うのは不合理であり、問題点が数多く存在することは紛れもない事実である。しかし、医療行政の動向からジェ
ネリック医薬品への切り替えが進むのはほぼ必然でもあり、今後は医療関係者に抗がん剤ジェネリック医薬品への不安を
抱かないだけの十分なエビデンスの提供を臨床、企業および大学の３極が連携をとりながら検討していく必要がある。
キーワード：抗がん剤、ジェネリック医薬品、アンケート、エビデンス、生物学的同等性試験、診断群分類包括評価

＊１
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＊５
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早期発見や手術等の外科的処置による「がんの根

概論

治」を目指すことは医療関係者や研究者にとって
最優先すべきことであるが、「根治できない」、い

現在、国内の医療費は34兆円を超え、年々その

わゆる進行性がんや末期がんでは抗がん剤投与を

額は増加している。このうち薬剤費は５兆円を占

主とする化学療法が治療の中心となり、そこでは

めており、医療費全体の15%強にも達する割合と

全生活レベルでの患者ケアとQOL向上が重要な

1）

なっている 。このように薬剤費は我が国の財政

ポイントとなってくる。

に影響が大きいこともさることながら、継続的に

一般に患者のQOL向上を目指す場合、患者の

薬剤を使用せざるを得ない患者にとっては極めて

肉体的・精神的負担軽減は当然として、長期使用

大きな負担となる。

に伴う薬剤費・医療費などの経済的負担も考慮す

近年、このような膨張化した薬剤費を抑制する

る必要がある。抗がん剤は他薬に比して非常に高

ために国家施策として後発医薬品（以下「ジェネ

価なものが多く、患者の経済的負担は生活習慣病

2）

リック医薬品」
）普及計画が推進されているが 、
現状においてその効果は思ったほど芳しいものと
はいえない3）。

罹患患者の比ではない。
一方、ジェネリック医薬品を製造販売している
企業（以下「ジェネリック医薬品製造販売会社」）

現在製造販売されている先発医薬品の多くが特
４）

はジェネリック製薬協会やジェネリック医薬品学

許切れとなるいわゆる「2010年問題」 はジェネ

会等が中心となった精力的な活動によりジェネリ

リック医薬品普及への大きな転機となる可能性を

ック医薬品の普及を積極的に推進している8）, 9）。

秘めている。2010年以降、様々なジェネリック医

しかし、このような活動は一般のジェネリック医

薬品が多数上市されてくることは容易に予想で

薬品を対象としたものであり、抗がん剤を対象と

き、安価なジェネリック医薬品の普及が急速に推

したものは比較的少ない。

進されるかもしれない。

今回、我々はこのような背景を考慮し、抗がん剤

さらに、2010年問題に加えて2008年から保険処

のジェネリック医薬品に対してジェネリック医薬品

方せん書式が変更となり、ジェネリック医薬品の

製造販売会社がどのように考え、開発・販売に向

処方が今まで以上に促進・普及していく環境が整

けた戦略を持っているのか、企業の立場から見た

5）,6）

備されつつある

。

抗がん剤ジェネリック医薬品に対する現況での認

しかし、このような普及が期待できるジェネリ

識や問題点、更にその必要性等についてアンケー

ック医薬品の多くは降圧剤、糖尿病治療薬など生

トにて調査し、中心となる問題の洗い出し、分析を

活習慣病を対象としたものであり、生活習慣病領

行った。合わせて施用、交付にあたる医師および

域から「がん領域」に対象をシフトした場合、そ

薬剤師などの医療関係者にも抗がん剤ジェネリック

の開発を含めたジェネリック医薬品の普及は抗が

医薬品に対する印象やその必要性等を探究した。

ん剤自体が持つイメージも含めて他のジェネリッ

なお、本研究内容の一部は2009年６月に開催さ

ク医薬品と同レベルで判断することには一考の余

れた第３回日本ジェネリック医薬品学会学術大会

地がある。

において発表しており、日本薬学会第129年会

我が国では「がん」が死亡原因第一位となって
7）

おり、実に死亡原因全体の30%強を占めている 。

（京都，2009）にて発表した研究（論文投稿中）
の第二報となる。

抗がん剤ジェネリック医薬品の適正使用への問題点と問題解決への新たな視点
～医療関係者が呈する問題点への企業側の対応について～

Table.１

対象者一覧

Table １a

医師

医師

病院勤務医師

内科、呼吸器内科・緩和臨床腫瘍、外科、
婦人科、泌尿器科、精神科、循環器内科、
臨床麻酔科、耳鼻科、神経内科、内分泌科、
産婦人科、外科・乳腺・甲状腺、眼科

回答数
（人）

回答率
（%）

平均年数
（歳）

平均勤続年数
（年）

49

34

20

33.3

43.2

18.4

29

34.5

59.1

32.3
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開業医師

内科、外科、眼科、耳鼻科、小児科、
消化器内科、泌尿器科、皮膚科、麻酔科、
消化器外科・内科、整形外科、糖尿病科、
形成外科

Table １b

薬剤師および医療系薬学研究科学生

薬剤師
病院薬剤師
薬局薬剤師
その他（大学職員等）

薬学研究科
後期博士課程の大学院生
博士課程1年
博士課程2年

回答数
（人）

回答率
（%）

29
15
11
3

29.0

54

100

Table １c

ジェネリック医薬品製造販売企業

ジェネリック医薬品
製造販売企業

回答数
（社）

回答率
（%）

18

64.3

30
24
調査票を回収した。また医療系薬学研究科学生に

方法

ついては直接郵送にて配付・回収を行った。（調
査表配付数：医師144部、薬剤師100部、医療系薬

Ⅰ．対象および調査期間（Table.１）

学研究科学生54部）

2008年10月～2008年12月の期間において日本ジ

なお、医療系薬学研究科学生への調査は薬剤師

ェネリック医薬品学会所属のジェネリック医薬品

免許を持ち、一定の実務経験を有していることか

製造販売会社28社を対象にアンケート調査を実施

ら現職の医師や薬剤師とは異なる視点を持つもの

した。また、比較対照として医療関係者の見解を

と考慮して対象者に選定した。

確認するために医師（病院医師、開業医師）、薬
剤師（病院薬剤師、薬局薬剤師）及び薬剤師免許

Ⅱ．アンケート調査

を有する医療系薬学研究科の学生（後期博士課

アンケート調査は回答選択式（複数回答可）と

程）に対しても2008年８月～2008年12月の期間に

記入方式（自由記載）を併用し、ジェネリック医

アンケート調査を行った。医師、薬剤師はがん関

薬品製造販売会社対象アンケート調査は14項目、

連学会へ参加したものを対象とし、学会受付にて

医療関係者対象アンケート調査では医師26項目、

無作為に配付し、回収ボックスにて学会終了時に

薬剤師33項目、薬学生13項目について調査した。
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複数回答および自由記載は現状の課題をできるだ
け細分化して抽出することを目的に調査方法とし

Ⅳ．分析方法
本アンケート調査では調査対象項目について、

て選択した。なお、アンケート調査項目について

医師、薬剤師およびジェネリック医薬品製造販売

は一般のジェネリック医薬品で既に調査されてい

会社ごとにそれぞれ集計し、共通項目について比

る項目をもとに抗がん剤ジェネリック医薬品に特

較検討することでそれぞれの対象者が考える抗が

定した項目として作成し、具体的なアンケート項

ん剤ジェネリック医薬品の現状での課題および今

目をAppendixにまとめた。

後の方向性を分析した。

回答数はジェネリック医薬品製造販売会社18社
（回収率64.3%）
、医師49名（回収率34%）、薬剤師

結果

29名（回収率29%）、医療系薬学研究科学生54名
（回収率100%）であった。

（1）ジェネリック医薬品製造販売会社が考える
抗がん剤ジェネリック医薬品の存在意義（Fig.１）

Ⅲ．調査対象項目

73.6%のジェネリック医薬品製造販売会社は抗

今回のアンケート調査においてはジェネリック

がん剤ジェネリック医薬品を開発・製造販売する

医薬品製造販売企業、医療関係者を対象として以

意義がある医薬品と考えており、逆に開発・製造

下の７項目を中心に評価・検討した。

販売する意義のない医薬品と考える企業は10.5%

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業

であった。

（1）ジェネリック医薬品製造販売会社が考える
「抗がん剤ジェネリック医薬品の存在意義」

80％
73.6％

（2）抗がん剤ジェネリック医薬品の「競争力」
（3）ジェネリック医薬品製造販売会社におけ
る抗がん剤ジェネリック医薬品の「開発
上の問題点」

60％

（4）販売後の抗がん剤ジェネリック医薬品に
関する市場調査や使用成績および抗がん
剤ジェネリック医薬品による有害事象や

40％

副作用発現等の報告体制について
対象：ジェネリック医薬品製造販売企業およ
び医師

20％

（5）抗がん剤ジェネリック医薬品の
「品質保証」

10.5％

対象：医療関係者
（6）医療関係者が「ジェネリック医薬品領域
に抗がん剤が存在している」ことを認識
していない割合
（7）医療関係者の立場から見た使用上の「問
題点」

0％

製造販売する
意義はない

開発・製造販売
する意義がある

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業（n＝18）

Fig.１ ジェネリック医薬品製造販売会社が考え
る抗がん剤ジェネリック医薬品の存在意義
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対象：ジェネリック医薬品製造販売企業
Q４

ジェネリックの抗がん剤について質問させていただきます。

Q４-１ ジェネリック領域における抗がん剤についてどのような印象をお持ちですか？
非常に魅力的な医薬品である
魅力的ではあるが、市場規模が小さすぎる
魅力的ではあるが、開発コストがかかりすぎる
あまり魅力を感じないが、必要な医薬品であると考える
全く魅力を感じない、不要である
その他（
）
Q４-２ 抗がん剤の市場における先発医薬品との競争力は十分なものと思われますか？
十分な競争力があると思う
競争力を有するジェネリック品もあるが、全体的には競争力は乏しいと思う
全てのジェネリック品は競争力がないと思う
Q４-３ 抗がん剤の品質についてどのように思われますか？
十分な検証を行っており、厚労省が承認しているので全く問題ない
検証は不明だが、厚労省が承認しているので問題ないと考える
同等性試験の実施が不明なものも多く、保証できないものもあると思う
Q７

現状で抗がん剤のジェネリック品での開発におけるメリットは何でしょうか？

Q８

では逆に抗がん剤のジェネリック品を開発していくデメリットは何でしょうか？

Q９

抗がん剤のジェネリック品を開発していく上で最大の問題点は何でしょうか？

Q10

抗がん剤のジェネリック品を販売されている貴社にお伺い致します。

Q10-１ 貴
 社では販売後における抗がん剤ジェネリック品の市場調査や使用成績について社内においてどのような報告体制を取ってお
られますか？
Q10-２ 抗
 がん剤ジェネリック品の使用により発生した副作用や有害事象については貴社においてどのような報告体制を取っておられますか？
対象：医師、薬剤師、薬学生
抗がん剤のジェネリック医薬品があることをご存知ですか？
知っている
知らない
対象：医師
Q14 抗がん剤のジェネリック医薬品についてどのような印象をお持ちですか？（複数回答可）
他のジェネリック同様、問題なく処方できる
処方してみたいが、副作用の心配があり使用するには不安がある
情報が少なすぎるため使用には不安である
先発医薬品の抗がん剤よりも劣悪な印象があり、使用したくない
あまり関心がない、興味がない
その他（
）
Q19 抗
 がん剤は先生方も御存じの通り、通常は単剤で使用されることは少なく、ほとんどが複数の抗がん剤を使用して処方されている
のが現状でございます。
そこで、抗がん剤の併用療法におけるジェネリック品の使用についてお尋ねします。
Q19-１
ある
ない

ジェネリック品が使用されることに抵抗がございますか？

Q19-３ 「ある」と回答された先生にお尋ねします。その理由は何でしょうか？（複数回答可）
ジェネリック品自身に信頼を持てないから
薬剤同士の相互作用で未知の副作用が出る可能性が高いと思うから
効果が先発品の抗がん剤と比べて同等以上の保証がないから
その他（
）
対象：薬剤師
Q９

抗がん剤ジェネリック品を使用する場合について質問致します。

Q９-２ 抗がん剤ジェネリック品を使用する場合、その一番の問題点はどれだと思いますか？（複数回答可）
先発医薬品との同等性試験に関するデータが乏しい
ジェネリック医薬品は承認時での毒性試験が不要のため、毒性の強い抗がん剤では使用が難しい
薬物動態試験は非臨床データが中心のため、信頼性が低い
その他（
）

Appendix

アンケート質問項目（抜粋）
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十分な競争力があると思う
競争力を有するジェネリック品もあるが全体的に競争力は乏しいと思う
70％
61.1％

60％

57.1％

50％

55.6％

42.9％

40％
30％

27.8％
22.2％

20％
10％
0％

全体

製造販売している
（n＝7）

製造販売していない
（n＝9）

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業（n＝18）

Fig.２

ジェネリック医薬品製造販売企業が考える抗がん剤ジェネリック医薬品の競争力
品を製造販売している企業に限定した場合、「十

50％
45％

42.9％

分に競争力がある」と回答する割合が42.9%とほ

40％
35％

31.5％

30％
25％

ぼ半数近くまで上昇した。
なお、製造販売していない企業では「十分な競
争力を有している」と回答した割合が22.2%、販

20％

売のみ実施している企業（２社）はすべて「競争

15％

力に乏しい」と回答していた。

10％
5％
0％

生物学的同等性試験
の存在

開発コストが
かかりすぎる

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業（n＝18）

Fig.３ ジェネリック医薬品製造販売会社が抗がん
剤ジェネリック医薬品を開発していく上での問題点

（3）ジェネリック医薬品製造販売会社が抗が
ん剤ジェネリック医薬品を「開発していく上
での問題点」（Fig.３）
「生物学的同等性試験の存在」を開発上の最大
の問題点と考えるものが、回答をよせたジェネリ

（2）ジェネリック医薬品製造販売会社が考える

ック医薬品製造販売会社の42.9%を占めた。また

抗がん剤ジェネリック医薬品の競争力（Fig.２）

「開発コストがかかりすぎる」という回答も31.6%

ジェネリック医薬品製造販売会社の多くは「競

と高い割合を示し、「生物学的同等性試験の存在」

争力に乏しい」
（61.1%）と考え、「十分な競争力

と併せた場合、回答したジェネリック医薬品製造

を有している」
（27.8%）と考える企業を大きく上

販売会社の74.5%がこの２点を「開発上の問題点」

回っていた。しかし、抗がん剤ジェネリック医薬

と指摘していた。
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およそ90％の企業は品質に問題ないと考えている

自社検証しており、厚生労働省の承認もあることから
品質については全く問題ない

自社検証していないが、厚生労働省が
承認しているので品質については問題
ないと思う

50.0％

38.4％

0％

20％

40％

60％

保証でき
ないと
思う
（11.6％）

80％

100％

対象：ジェネリック医薬品製造販売企業（n＝18）

Fig.４

ジェネリック医薬品製造販売会社が考える抗がん剤ジェネリック医薬品の品質保証

70％

63.6％

60％

理の基準」やGPSP（Good Post-marketing Study
Practice）：「医薬品製造販売後調査」に従って報
告を実施しているまたはMR（医薬品情報提供

50％

者：Medical Representative）による医療機関へ

40％

の情報提供を実施していると回答した。

30％
20％

（5）ジェネリック医薬品製造販売会社が考え

15.2％

る抗がん剤ジェネリック医薬品の品質保証と医

10％
0％

師が考える抗がん剤ジェネリック医薬品の品質
他のジェネリック医薬品
同様問題なく使用できる

使用したくない、
使用するのが不安
対象：医師（n＝33）

Fig.５ 医師が考える抗がん剤ジェネリック医薬
品の品質

「自社検証しており、厚生労働省も承認してい
るので品質について全く問題がない」と回答した
企業は50%を占め、更に「自社検証していないが
厚生労働省が承認しているので品質については問
題ないと思う」と回答した企業も38.4%と合わせ

（4）抗がん剤ジェネリック医薬品による有害
事象や副作用発現時での報告体制について

て「品質上問題ない」と考えている企業は88.4%
であった。（Fig.４）

抗がん剤ジェネリック医薬品の市販後における

しかし、医師（n=33）は抗がん剤ジェネリック

市場調査や使用成績報告、および抗がん剤ジェネ

医薬品の品質について、15.2%が「特に問題なく

リック医薬品による有害事象や副作用の発現時な

使用できる」と回答した一方で、
「使用するのが

どについて社内でどのような報告体制をとってい

不安、使用したくない」と回答した割合は63.6%

るか調査し、９社より回答を得た。

となった。
（Fig.５）

報告体制については４社の企業でGVP（Good

この「使用するのが不安、使用したくない」と

Vigilance Practice）：「医薬品製造販売後安全管

回答した医師に対してその理由を調査したとこ
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60％

57.1％

50％

師で分類・調査したところ、特に開業医師が72.4%
の割合でジェネリック領域における抗がん剤の存
在について「知らない」と回答した。

30％

そこでこのように医療関係者へ抗がん剤ジェネ
リック医薬品が十分認識されていない原因につい

20％

0％

ていなかったが、医師は57.1%でその存在を知ら
なかった。更に医師を病院勤務医師および開業医

40％

10％

ついて調査したところ、薬剤師は10.3%が認識し

てジェネリック医薬品製造販売会社を対象に探究

10.3％

したところ、
「抗がん剤のジェネリック医薬品だか
ら」
、
「先発医薬品との競争力に劣る」
、
「医療関係

薬剤師（n＝29）

医師（n＝49）

者からの信頼性が欠如している」
、
「情報提供が不
足している」などを主な理由として指摘していた。

80％

72.4％

70％

ック医薬品を使用するときの「問題点」
（Fig.７）

60％

「信頼性がない」と回答した割合は病院医師

50％
40％

（7）医療関係者の立場から見た抗がん剤ジェネリ

31.6%、開業医師45%であった。また、薬剤師お
よび医療系薬学研究科学生（薬学生）においても

35.0％

30％

それぞれ23.5%、25%とおよそ四分の一は「信頼

20％

性に問題がある」と回答した。
加えて「抗がん剤ジェネリック医薬品は先発品

10％
0％

病院勤務医師
（n＝20）

開業医師
（n＝29）

Fig.６ 医療関係者（医師、薬剤師）を対象とし
たジェネリック領域における抗がん剤の存在を認
識していない割合

抗がん剤と同等以上の保証がない」という回答が
医師の群で見られ（病院医師42.1%、開業医師
35%）、「信頼性がない」と回答した割合と併せた
場合、医師では２/３以上で品質を含めた抗がん
剤ジェネリック医薬品の「信頼性が乏しい」こと
を問題点として考えていた。（病院医師73.7%、開

ろ、
「情報が少ない」、「先発医薬品よりも劣悪な
印象がある」という回答が多数を占めた。

業医師80%）
一方、薬剤師および薬学生は信頼性がないと考
えているものも見られたが、薬剤師50%、薬学生

（6）医療関係者を対象としたジェネリック領

60.7%といずれも半分以上が「生物学的同等性試

域における抗がん剤の存在を認識していない

験等のデータがない」ことを問題点と回答した。

割合（Fig.６）

さらに「毒性データ等が不足している」という回

医師49名、薬剤師29名を対象に「ジェネリック
領域における抗がん剤の存在を知らない」割合に

答（薬剤師26.5%、薬学生12.5%）を加えたとき、
薬剤師群ではいずれも70%以上が抗がん剤ジェネ

抗がん剤ジェネリック医薬品の適正使用への問題点と問題解決への新たな視点
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70％
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信頼性がない
60.1％

60％

同等性データが不足

50.0％

50％
42.1％

毒性データが不足

45.0％

40％

先発品と同等以上の
保証がない

35.0％

31.6％
30％

23.5％

26.5％

25.0％

20％
12.5％
10％
0％

病院薬剤師
（n＝19）

開業医師
（n＝20）

薬剤師
（n＝34）

薬学生
（n＝54）

注：医師、薬剤師・薬学生への調査において、回答選択肢に異なる項目が含まれている

Fig.７

医療関係者の立場から見た抗がん剤ジェネリック医薬品を使用するときの問題点

リック医薬品の問題点を「データ不足」と指摘し
ていた。
（薬剤師76.5%、薬学生73.2%）

なお、比較対照として医療関係者への調査も併
せて行っているが、医師、薬剤師に対してはがん
等の関連学会で当日行い、ボックス回収で回収し

考察

たため回収率が低下したことをまずもって述べて
おく。しかしながらアンケート回答者については

我々はすでにジェネリック医薬品という領域で

がん関連学会へ参加していることから抗がん剤に

の抗がん剤の問題点やその必要性等について医療

対する認識・見識は相当に高いものと推察される。

関係者を対象に調査しており、抗がん剤ジェネリ

ジェネリック医薬品製造販売会社から見た抗が

10）

ック医薬品への期待が高いことを報告している 。

ん剤ジェネリック医薬品は多くの企業において

また、ジェネリック医薬品についても既に様々な

「製造販売する」に値する医薬品と考えており、

調査が実施されており

11）
, 12）

、後発医薬品の必要

戦略的に重要なものであることが示唆された。

性を感じながら使用促進に一定のブレーキがかか

前回の調査にて医療関係者においても抗がん剤

っている調査報告を見るにあたり、我々が指摘す

ジェネリック医薬品の必要性を求める傾向が見ら

る課題と類似する項目は多いと思われる。

れていた。ここからジェネリック医薬品製造販売

今回我々は医療関係者ではなく医薬品を供給す

会社および医療関係者という抗がん剤ジェネリッ

る立場にあるジェネリック医薬品製造販売会社を

ク医薬品を供給／需要する両者のマインドベクト

主たる対象群として、抗がん剤ジェネリック医薬

ルは同方向に向いていると考えられ、普及に向け

品に対する考え方や問題点、さらにはその必要性

た下地は十分にあるものと推察できた。しかし、

等について調査した。

市場における実際の抗がん剤ジェネリック医薬品
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の売り上げを考えた場合、両者のマインドベクト

な疑問を持っている傾向が認められ、企業と医療

ルは必ずしもパラレルに推移しているとは考えら

関係者でその認識に大きな落差が生じていた。

れない。つまり「抗がん剤ジェネリック医薬品の

我々の調査において、医師、薬剤師で抗がん剤

必要性」という総論的なスタンスでは同じである

ジェネリック医薬品を処方・施用、あるいは調剤

が、各々の立場から見た各論的なスタンスでは幾

した経験のある群とない群で分類し比較検討した

つかの問題点が存在していることが予想できる。

ところ、経験を有する群では抗がん剤ジェネリッ

その問題点の一つとして挙げられるものは、医

ク医薬品の使用に対する抵抗はなく、むしろ積極

師が抗がん剤ジェネリック医薬品の存在を十分に

的に使用する傾向が見られたが、経験を有しない

認識していないことである。病院医師ではDPC

群では逆に使用への不安や抵抗を感じる割合が多

（診断群分類包括評価）導入によりジェネリック

数を占めていた。これは抗がん剤ジェネリック医

医薬品に切り替わる施設もあることから、比較的

薬品に関する知識や情報が十全に得られた場合抵

抗がん剤ジェネリック医薬品に対する認識は高い

抗なく使用している一方で情報が乏しい状況では

という傾向が伺えたが、薬剤師の認識率が90%程

抗がん剤という特性が優先し、むしろ使用するこ

度であることに比べた場合十分認識しているとは

とへの不安や抵抗が見られるものと置き換えて考

言い難い。さらに開業医師では実に70%以上の高

えることができる。つまり臨床の現場へ抗がん剤

率で抗がん剤ジェネリック医薬品の存在を知らな

ジェネリック医薬品の情報が十分に提供され、医

いという現状をよく検討していく必要がある。

療関係者が安心・信頼して使用できる素地を作る

医師が製造販売されていることを知らない主た

ことにより、抗がん剤ジェネリック医薬品の使用

る理由は、取りも直さず情報提供がないからであ

に対する不安や抵抗が解消されると思われる。こ

り、この問題を解決する手法としては、開業医師

のような情報提供はまさにジェネリック医薬品製

も含めたがん領域を専門としている医師への積極

造販売会社が実施していくべきものであり、抗が

的なアプローチと抗がん剤ジェネリック医薬品の

ん剤ジェネリック医薬品の存在を認知させるため

魅力的なプレゼンテーションの企画が重要である。

の活動とともに如何に積極的なプレゼンテーショ

さらに、抗がん剤ジェネリック医薬品の品質に

ンを展開し、適切かつ十分な情報提供を実施して

対する医療関係者と企業の間の見解の相違も重要

いくかが重要となる。

な問題として指摘されるべきである。今回の調査

勿論、ジェネリック医薬品製造販売会社からも

において両者の間で抗がん剤ジェネリック医薬品

開発コストがかかりすぎるという問題が抽出され

の「品質」に対する考え方が大きく異なる傾向が

ており、情報提供力に限界があることは想像でき

認められたことは特徴的なポイントである。ジェ

る。また、医療関係者が納得するに足るエビデン

ネリック医薬品製造販売会社は自らが製造販売あ

スを提供していく必要があり、その要求を満足さ

るいは販売している医薬品であり、その品質につ

せてゆくことは容易ではないことも認識できる。

いては十分な検証を重ねているという自負もあろ

そこで大学の立場からも医療関係者へ情報提供で

うことから実に88.4%の企業で品質上問題ないと

きる十分なエビデンスを確保していくための条件

考えていた。しかし、医師では「信頼性がない」、

および環境整備に関する積極的な支援を推進すべ

薬剤師では「データが不足している」などと回答

きではないかと考える。今回の調査で明確化され

しており、医療関係者においてはその品質に大き

たものは医療関係者とジェネリック医薬品製造販

抗がん剤ジェネリック医薬品の適正使用への問題点と問題解決への新たな視点
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売会社との間にある「認識の相違」が実は「情報

リック医薬品を問わず生命予後に直結するもので

不足」に起因するものであり、この相違点を融解

ある。ここに医師、薬剤師の意見を反映させず、

していくことが抗がん剤ジェネリック医薬品普及

半ばトップダウンのような形で使用を促進してい

への近道の一つといえる。つまり如何にタイムリ

こうとする方向性にこそ抗がん剤ジェネリック医

ー且つニーズの高い情報を提供していくかがキー

薬品が十分に使用されない真の理由が潜んでいる

となる。

のではないかとさえ考えられ、医師、薬剤師など

現在、ジェネリック医薬品製造販売会社による

が自ら選択して積極的にジェネリック医薬品、特

ジェネリック医薬品普及にむけた広報活動は幅広

に抗がん剤ジェネリック医薬品を使用しているの

く実施されており、医療機関もDPC導入にむけ

かについて今一度検証していく必要がある。

た経営的側面からジェネリック医薬品の使用を積
極的に取り入れるようになりつつある

13）, 14）

。

加えて、生活習慣病治療薬と同列に比べるのは
難しいが、抗がん剤ジェネリック医薬品について

我々の調査でも90%近くの高率で薬剤師が抗がん

エビデンスを確保していくことも今後の重要な課

剤ジェネリック医薬品の存在を認識していたこと

題である。現在、抗がん剤ジェネリック医薬品の

からも徐々にではあるがジェネリック医薬品の普

ほとんどは注射剤であり比較的同等性への対応は

及にむけた方向性が示されており、結果として患

容易といえるが、近年化学療法で脚光を浴びつつ

者が受ける医療の選択肢が今まで以上に広がるこ

ある分子標的薬は、経口投与がその主流であるこ

とは医療全体として好意的に捉えるべきである。

とを考慮すれば、このような経口抗がん剤ジェネ

一方、このような追い風状況下にあるはずの抗

リック医薬品の同等性をどのように担保するか考

がん剤ジェネリック医薬品の市場におけるパフォ

えていくべきである。

ーマンスをどのようにとらえるべきだろうか。ジ

がん領域では医療関係者の誰もが疾病の根治を

ェネリック医薬品製造販売会社も「競争力に乏し

目指し、必要に応じて疼痛緩和も含めた総合的治

い」と考えている領域であり、情報提供力と同

療を念頭にシミュレーションしていかなければな

様、ジェネリック医薬品の本質的課題であると考

らない。このとき治療の選択肢をより多く確保し

えられる。薬剤師の90%近く、あるいは病院医師

ていくことは極めて重要な戦略である。抗がん剤

でも抗がん剤ジェネリック医薬品が製造販売され

ジェネリック医薬品もその選択肢の一つとなるな

ていることを認識しているにもかかわらず、積極

らば治療の幅も広がり、ひいては患者にとって薬

的使用に結びつかない理由が何処にあるか探究す

剤費軽減という経済的メリットも生まれてくるの

ることは極めて重要な課題である。

ではないだろうか。しかし、ここで注意すべきは

既に厚生労働省もジェネリック医薬品普及へ向

経済的メリットという単一的な方向性のみで推進

けた方針を示しており、医薬品も先発医薬品から

していくのではなく、「がん」に対する治療とし

ジェネリック医薬品へシフトしていくことは容易

て幅広いスタンスで抗がん剤ジェネリック医薬品

に推察できる。しかし、ここには医療経済学的観

を考察することである。「治療」という枠で使用

点のみのベクトルが作用しており、医師や薬剤師

される限り、医師、薬剤師が自信を持って患者に

などの医療関係者の考え方が反映されているか否

施用・調剤できる医薬品でなければならず、その

かはあまり見えてこない。生活習慣病治療薬とは

ためにも十分な情報とエビデンスを確保していか

異なり、
「抗がん剤領域」は先発医薬品、ジェネ

なければならない。もちろんこれらについてはジ
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ェネリック医薬品製造販売会社がその中心となっ
て推進していくべきではあるが、使用者側として
も検証を重ねる必要もあり、大学や行政も両者に
対して具体的な支援あるいは提案をしていき、三
極として連携を図っていく必要があることを考慮

8）日本ジェネリック研究会編著．ジェネリック医薬
品最新探究2005．株式会社じほう，2005
9）日本ジェネリック研究会編著．ジェネリック医薬
品がわかる本．法研，2006
10）今井康人，他．抗がん剤ジェネリック医薬品の
適正使用への問題点と問題解決への新たな視点

すべきである。特に大学はその役割を明確化さ

（1） アンケート調査から見た抗がん剤ジェネリッ

せ、積極的かつ具体的なサポートを推進していく

ク品の必要性を考える（会議録）．日本薬学会年会

ことが必要であると考えられる。

11）本田孝也．【ジェネリック医薬品（GE）の到来
GEを理解するために】GEのそれぞれの立場と

謝辞

実情 GEと開業医の立場．治療，2007；89（3）：

下記関係者各位に感謝申し上げます。
日本ジェネリック医薬品学会 北里大学北里研究所病院
社団法人日本橋医師会

要旨集，2009；４：313

緩和医療薬学会

明治薬科大学

ネリック医薬品に求められる情報の現状と課題～
くすり相談窓口への問い合わせ内容から～」ジェ
ネリック医薬品に求められる情報の現状と課題 安
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New perspectives on the proper use of generic drugs as
anticancer agents: Second Report
–Corporate response to problems posed by medical personnel–

Yasuhito Imai*１, *２, Hajime Iijima*２
Tomoko Hasunuma*２,Yoshinori Yamada*３
Makoto Watanabe*４,Masaki Muto*５
Junko Suzuki*１,Tomoo Ito*１

Abstract
Introduction and Objective : Although the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan has encouraged the
use of generic drugs, the promotion of generic drugs has met considerable difficulty in the field of anticancer
medicine. We conducted a questionnaire study to identify the nature of this dif ficulty from the viewpoint of
pharmaceutical companies and from the medical personnel, respectively.
Method : A survey was conducted among generic pharmaceutical companies (members of the Japanese Society
of Generic Medicines) from October to December in 2008, and another survey among doctors (hospitals, clinics),
pharmacists (hospitals, pharmacies), and pharmacy students from August to December in 2008. Participants were
questioned about current awareness, perceived problems and the necessity, of generic anticancer drugs.
Results : Eighteen of 28 companies (response rate, 64%) answered the questionnaire. Answers from medical
personnel were collected from 49 doctors (response rate, 34%), 29 pharmacists (response rate, 29%) and 54 pharmacy
students (response rate, 100%).
Although all 18 companies indicated that generic anticancer drugs were desirable, many companies expressed
hesitation to develop generic drugs due to various obstacles in sales and manufacturing.
Furthermore, while medical personnel were well aware of the necessity of generic anticancer drugs, they
expressed a negative attitude toward increasing the use of such drugs at present.
Conclusion : In general, there is a consensus that anticancer agents are extremely cytotoxic medicine that must
be used with special care, and hence it is inadvisable to use generic anticancer drugs in the same manner as the rest
of the generic drugs. However, switching to generic drugs is almost inevitable under the current the present
government’s health care system. Tri-lateral cooperation among medical personnel, industr y and academia is
essential in order to generate the evidence necessary to eliminate apprehensions surrounding generic anticancer
drugs.
［Keywords］anticancer drug, generic drug, questionnaire sur vey, evidence, bioequivalence study, Diagnosis
Procedure Combination (DPC)
＊１
＊２
＊３
＊４
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Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kitasato University
Kitasato University Research Center for Clinical Pharmacology
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Meiji Pharmaceutical University
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2009年度 「学会論文賞」 授賞の報告
このたび医療経済学会では、医療経済・医療政策研究の発展を図るため、「学会論文賞」が設立されま
した。
この賞は、医療経済学会誌である『医療経済研究』に掲載された研究論文の中から与えられるものであ
り、賞状のほか、副賞として賞金（提供：医療経済研究機構）が贈られます。
2009年度は、以下の２論文が授賞され、去る７月10日開催された医療経済学会総会にて、医療経済学会
会長

池上

直己先生より表彰状の、また、医療経済研究機構 理事長

幸田

正孝より副賞の贈呈が行

われました。
（なお、授賞者

菅原先生は、医療経済学会雑誌の編集委員ですが、この賞の選考には一切関係しており

ません。
）

○熊谷 成将氏（近畿大学 経済学部）
「入院医療サービスの垂直的公平性と負担金の不平等度」
（授賞理由）世界の医療経済学において、健康格差がもっとも重要なキーワードとなる中で、わが国では
まだ医療サービスの分配について垂直的な公平性を実証的に検討した研究は少ない。こうした中で、本論
文は、近畿地方の市町村立病院のデータを用いて、入院医療ニーズに対して、入院医療サービスの供給と
負担金が垂直的公平性を充たすものだったかどうかを、ていねいに分析したものである。ミクロデータが
利用できない制約の下で、欧米の先行研究に比べると、分析の対象に市町村と公立病院を選んだこと、入
院医療ニーズとしてベイズ標準化死亡率を選んだこと、分析手法の選択など、すべての面において筆者の
工夫が凝らされている。

○菅原 琢磨氏（国立保健医療科学院経営科学部）
「地価情報を用いた地域医療システムの価値評価
～ヘドニック法による地域社会の「安心」の測定～」
（授賞理由）本論文は、地域医療システムの確立や充実によって地域住民がどのような便益を受け取って
いるのかという、これまで十分注意が向けられてこなかった基本的な疑問を明らかにしようとする試みで
ある。いうまでもなく地域住民や社会の便益を測定することは容易ではないが、本論文では、彼らが受け
る便益を直接的な（私有可能な）便益とメリット財的な便益に分けて検討することで、これまで医療の評
価をめぐる批判のひとつである、そもそも個人の便益を測っているのか、地域社会の便益を測っているの
かという問いにも、ひとつの回答を与えている。地域医療研究に対する新たな分析視点を提示した点も高
く評価される。
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医療経済学会 「学会論文賞」について
医療経済学会では、医療経済・医療政策研究の発展を図るため、「学会論文賞」を設立いたしました。
この賞は、医療経済学会誌である『医療経済研究』に掲載された研究論文の中から、同誌の編集委員会
による選考を経て医療経済学会理事会で決定された論文に対して与えられるものであり、賞状のほか、副
賞として医療経済研究機構の提供により賞金が贈られます。
2010年度については、下記のとおり選考等を行うこととしておりますので、お知らせいたします。

記

【選 考 対 象】
2010年度に発行された医療経済学会誌『医療経済研究』掲載の研究論文

【選考・決定】
『医療経済研究』編集委員会の選考を経て医療経済学会理事会で決定。

【表

彰】

2011年９月に開催予定の第６回総会において表彰を行い、受賞者に対して賞状及び副賞として賞金（提
供：医療経済研究機構）を贈呈します。
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『医療経済研究』投稿規定
本誌は以下の目的にかなう研究の成果物を広く募集します。原稿の種別は下記の通り医療経済・医療政策に関する「研究
論文」
、
「研究ノート」
、
「研究資料」とします。但し、本誌に投稿する論文等は、いずれも他に未投稿・未発表のものに限り
ます。
なお、投稿にあたっては共著者がある場合は全員の同意を得るものとし、投稿後の採否の通知を受けるまでは他誌への投
稿を認めません。
１．目的
①医療経済・医療政策の分野において研究および調査の発表の場を提供する。
②医療経済・医療政策研究の発展を図り、医療政策立案および評価に学術的基盤を与える。
③医療経済・医療政策の分野において産、官、学を問わず意見交換、学術討論の場を提供する。
２．原稿種別 （1）
「研究論文」
：理論的または実証的な研究成果を内容とし、独創的な内容をもつもの。実証的な研究の場
合には目的、方法、結論、考察について明確なもの。
（2）
「研究ノート」
：独創的な研究の短報または小規模な研究など、研究論文としての基準に達していないが、
新しい知見を含み、学術的に価値の高いもの。
（3）
「研究資料」
：特色ある資料、調査、実験などの報告や研究手法の改良などに関する報告等で、将来的な
研究に役立つような情報を提供するもの。
（4）本誌は上記のほかに編集委員会が認めたものを掲載する。
３．投稿者の学問領域、専門分野を問いません。また医療経済研究機構または医療経済学会の会員であるか否かを問いません。
４．投稿者は、投稿に際し、本文・図表・抄録を電子メールで送付するとともに、投稿論文の原稿 1 部を郵送してください。
なお、原稿は返却いたしません。
また、投稿者は、
「研究論文」
、
「研究ノート」
、
「研究資料」の原稿種別の希望を提示することはできますが、その決定は
編集委員会が行うことと致します。
５．原稿執筆の様式は所定の執筆要領に従ってください。
編集委員会から修正を求められた際には、各指摘事項に個別的に応え、再投稿してください。
編集委員会が修正を求めた投稿原稿について、通知日から 90 日以上を経過しても再投稿されない場合には、投稿の取り
下げとみなします。ただし、事前に通知し、編集委員会が正当な理由として判断した場合はこの限りではありません。
６．研究費補助を受けている場合は、ファンドソース（公的機関や私的企業の名称、研究課題名、補助時期など）を謝辞の
中に明記してください。
７．ヒトを対象とした研究である場合には、以下に例示する倫理基準などを参考に適切に行われていることを明示してくだ
さい。
○疫学研究に関する倫理指針
○臨床研究に関する倫理指針
８．医療技術評価に関連する研究については、編集委員会が必要と判断した場合は、審査に先立って利益相反（Conflict of
Interest）の有無についての情報を開示していただくことがあります。
９．投稿論文の掲載の採否および種別については、査読審査に基づいて、編集委員会にて決定します。その際、
「研究論文」
の基準には満たない場合であっても「研究ノート」または「研究資料」としての掲載が可能という決定になる場合もあ
ります。
10．採用が決定した論文等の版権は、医療経済研究機構に属するものとします。採用された場合には、あらためて版権移管
の用紙に執筆者全員の署名をいただきます。
11．採用された論文の掲載料金は無料です。別刷が必要な場合にはその旨ご連絡ください。実費にて申し受けます。
12．採用された論文については、
「学会論文賞」の選定対象となり、正賞を医療経済学会から、副賞を医療経済研究機構から
贈呈します。
13．英文の校正等は、第一義的には投稿者の責任であり、水準に満たない場合は合理的な範囲での費用負担を求める場合も
あります。
14．原稿の送り先は以下のとおりです。
（電子メール）
E-mail： kikanshi@ihep.jp
（送 付 先）
〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-5-11 第 11 東洋海事ビル 2F
  
財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構
医療経済学会雑誌・医療経済研究機構機関誌『医療経済研究』担当
TEL 03 − 3506 − 8529 ／ FAX 03 − 3506 − 8528
（2010 年４月１日 改定）
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『医療経済研究』執筆要領
１．原稿の書式
（1）Ａ４版 Word 入力
（2）１行 40 字× 36 行、横書き入力
匿名で査読を行いますので、著者の属性に係る事項は表紙（１ページ目）に以下①〜④の項目を記入し、本体ページ
（２ページ目）以降に本文を掲載し、謝辞を入れずに原稿作成をお願い致します。
① 題名著者の氏名および所属・肩書、謝辞、提出年月日
② 連絡先著者 1 名の所属・肩書、メールアドレス、住所、電話番号、FAX 番号
③ 共著者全員のメールアドレス
④ 研究費補助の有無。研究費補助を受けている場合は、ファンドソース（何年のどの機関・企業からの研究補助等）
を謝辞の中に明記してください。
２．原稿の長さは「40 字× 36 行」12 枚、英文の場合は 6,000 語以内とします。
（表紙、図表、抄録は除く）
３．抄録は和文（1,000 字程度）および英文（400 語程度、ダブルスペース）で作成の上、添付してください。また論文検索
のため、和文 ･ 英文各 10 語以内でキーワードを設定し、末尾に記載してください。
（英文キーワードは原則として小文
字にて記載）
４．注）は本文原稿の最後に一括して掲載してください。掲載は、注 1 ）などのナンバーをふり、注）の番号順に並べてく
ださい。
５．文献記載の様式は以下のとおりとします。
（1）文献は本文の引用箇所の肩に 1）などの番号で示し、本文原稿の最後に一括して引用番号順に記載してください。文
献の著者が 3 名までは全員、4 名以上の場合は筆頭者名のみあげ、
（筆頭者）, 他 . としてください。
（2）記載方法は下記の例示に従ってください。
①雑誌の場合
1）Wazana,A. Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift? Journal of American Medical
Association 2000; 283: 373-380
2）南部鶴彦，島田直樹．医療機関の薬剤購入における価格弾力性の推定．医療経済研究 2000；7：77-100
②単行本の場合
1）井伊雅子，大日康史．第 9 章 予防行動の分析．医療サービス需要の経済分析．日本経済新聞社．2002：173-194
2）Organisation for Economics Co-operation and Development. A System of Health Accounts. Paris: OECD
Publications, 2000．
③訳本の場合
1）Fuchs,V., 1991. National health insurance revisited. Health Affairs [Winter], 7-17.（江見康一・二木 立・権丈善
一訳『保健医療政策の将来』勁草書房 , 1995, 245-261）
６．図表はそれぞれ通し番号を付し、表題を付け、出所を必ず明記してください。また、本文には入れ込まず、１図、１表
ごとに別紙にまとめ、挿入箇所を本文の右欄外に指定してください。
７．見出しに振る修飾数字・英字等は原則として以下の順序に従ってください。
   l． （1） ① （a）（ア） …
（2008 年 3 月 31 日 改定）
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Japanese Journal of Health Economics and Policy: Guidelines for Authors
The Japanese Journal of Health Economics and Policy accepts articles from the subject areas of health economics
and health care policy. Articles that are submitted to the Editorial Committee of the journal have to be original and, as
such, should not have been published elsewhere, either in whole or in part, and should not be submitted to other
journals while a decision on publication by the Editorial Committee is pending. Contributing authors should be mindful
of, and strictly follow, the Guidelines set below.
１．The purposes of the journal are as follows:
1）The development of research in the area of health economics and health care policy, with a view to this forming
an academic basis for policy design and its evaluation.
2）The provision of opportunities for scholars and other interested parties to present research results in the area of
health economics and policy.
3）The promotion of free exchange and the discussion of views, ideas, and opinions among all persons concerned
with the various dimensions of health economics and health care policy.
２．Primarily, the following types of articles are accepted for publication:
1）Research Papers: These are articles presenting detailed, original, empirical and/or theoretical research, and
providing a clear statement and explanation of the objectives, method, and result of the research in question.
2）Research Notes: These comprise small and concise notes on the original research, or articles containing new views
and opinions of academic value that do not meet the standards of a research paper.
3）Research Reports: These include reports on particular data, surveys, experiments, and other such matters, along
with reports on improvements in research methodologies that can provide useful information for future research
activities.
4）Other articles that are approved by the Editorial Committee may be published.
３．Authors are subject to no restrictions with regard to their areas of research interest and expertise. The authors are
not required to be members of the Institute for Health Economics and Policy and/or the Japan Health Economics
Association.
４．Authors should email the main text of their articles along with the figures/tables and the abstract, and should, in
addition, send a hard copy of the articles through regular mail. Articles once submitted will not be returned.
Authors may express a preference as to whether their articles are to be published as a research paper, as research
notes, or a research report, although author preferences regarding article type will not be binding upon the
Editorial Committee.
５．Authors should follow the Writing Guidelines attached with the Authors’Guidelines. When asked by the Editorial
Committee to make revisions, authors are expected to revise their articles in full accordance with the
requirements of the Committee and to resubmit their completed and revised articles. If a resubmission is not made
within 90 days from the date of notification, the submission will be considered as withdrawn. However, the 90-day
limit will not apply in cases where the Editorial Committee decides that there is a valid reason for the delay.
６．In the case of articles based on research that has been supported by grants, fellowships, or other such funding,
authors are required to provide the names of the awarding institutions or organizations concerned, the research
title, the year the grant/fellowship was received, and all other relevant information in their acknowledgements.
７．The authors must clearly indicate that all research involving human subjects was conducted in accordance with
the standards set out in the Ethical Guidelines for Epidemiological Studies and Ethical Guidelines for Clinical
Research.
８．In the case of research concerning the assessment of health care technology, authors are advised that the Editorial
Committee may, if necessary, request information regarding possible conflicts of interest prior to the evaluation of
the articles concerned.
９．Decisions regarding the acceptance of articles for publication and the designation of the type of article will be
made by the Editorial Committee on the basis of the referees’reports. Submissions that do not meet the standards
for research papers may be published as research notes or research reports.
10．Authors are advised that the Institute for Health Economics and Policy will retain the copyrights for all the works
accepted for publication. The authors of the papers accepted for publication will be requested to sign a consent
form for copyrights transfer.
11．There is no publication fee for the published papers. Extra copies of published papers will be provided at actual
cost price upon the authors’request.
12．Articles accepted and published as research papers will be eligible for being considered for“Association’
s Paper Award”
for the most valuable article of the year and the award-winning author
（s）will be honored with an award certificate by
Japan Health Economics Association and with an extra award by Institute for Health Economics and Policy.
13．Authors should assume principal responsibility for proofreading of the paper for language (English) related issues.
Therefore, when the level of English does not meet the standard, authors may be requested to bear reasonable
expenses for additional proofreading done by the Editorial Committee.
14．Articles should be sent to the following address:
Editorial Office of the Japanese Journal of Health Economics and Policy:
Institute for Health Economics and Policy
No. 11 Toyo Kaiji Building 2F, 1-5-11 Nishi-shinbashi, Minato-ku
Tokyo 105-0003 Japan
Telephone: (+81) 3-3506-8529; Fax: (+81) 3-3506-8528
E-mail: kikanshi@ihep.jp
Revised as of April １, 2010.
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“Japanese Journal of Health Economics and Policy”
Writing Guidelines
１．Format of articles
Articles are to be submitted in the format of an A4-size Microsoft Word document file with 36 lines per page. As
referee reading will be conducted anonymously, the following four items should be included on the cover page
（first page）
, while the main text should appear from the body page（second page）onward and acknowledgements
should not be included from that page onward.（1）The title of articles, the name, title and institutional affiliation
of authors, acknowledgements, and the date of submission must be entered clearly on the cover page.（2）The
name, title, institutional affiliation, address, telephone number, fax number and email address of authors should
also be provided separately for contact purposes.（3）In the case of co-authored articles, the email address of all
the authors concerned must be supplied in full.（4）Where articles are based on research that has been supported
by grants, fellowships or other such funding, authors are to give the name of the awarding institutions or
organizations concerned, the year of the award and all other relevant information in their acknowledgements.
２．Articles in Japanese should be no longer than 12 pages, with 40 characters per line. Articles in English should be
no longer than 6,000 words, excluding the cover-page, figures/tables and abstract.
３．An abstract of about 1,000 characters in Japanese or about 400 words（double-spaced）in English should be
prepared and attached to the article.
Up to 10 Japanese and 10 English keywords are to be selected for article searches and listed at the end of the
abstract. Keywords in English should as a rule be in lower case letters.
４．Endnotes（e.g.,
‘Note 1’）should be placed together at the end of the main text of the article in numerical order.
５．Bibliographical references should be numbered by superscript next to the citations in the main text of articles,
and the full references should be listed at the end of the main text in numerical order with all numbers clearly
indicated. Up to three authors for individual works may be listed in bibliographical references, but for works with
four or more authors the name of the first author only should be given and followed by
‘et al.’
.
The following specimen examples are to be taken as standard for contributing authors:
Journal articles:
1）Wazana, A. Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift? Journal of American Medical
Association 2000; 283: 373-380.
Books:
1）Organization for Economic Co-operation and Development. A System of Health Accounts. Paris: OECD
Publications, 2000.
Translations:
1）Fuchs, V., 1991. National health insurance revisited. Health Affairs [Winter], 7-17.（Translated by Emi, Niki,
Kenjo. Future of Healthcare Policy. Keiso Shobo, 1995. 245-261).
６．Figures and tables are to be numbered sequentially, with captions added and sources clearly indicated. Figures
should not be entered into the main text of articles, but should rather be placed individually in separate
attachments with the places for insertion indicated in the right margin of the main text.
７．Roman and Arabic numerals and letters used for outlines should as a rule
be set out in the order as follows: 1.   
（1）    a）....

医療経済学会（報告）
第５回研究大会
The ５th Annual Conference of
the Japan Health Economics Association（JHEA）

１．日時
2010年７月10日（土）10:00～17:40

２．会場
東京大学

医学部教育研究棟

14階 A会場：鉄門記念講堂
（及び13階 B会場：第６セミナー室、C会場：講義室）
〒113-0033

東京都文京区本郷7-3-1

３．研究大会長
小林

廉毅（東京大学大学院医学系研究科）

４．プログラム委員
プログラム委員長
橋本

英樹（東京大学大学院

公共健康医学専攻）

プログラム委員
泉田

信行（国立社会保障・人口問題研究所）

桑原

一彰（九州大学大学院

菅原

琢磨（国立保健医療科学院経営科学部）

野口

晴子（国立社会保障・人口問題研究所）

東

尚弘（東京大学大学院

福田

医療経営管理学講座）

公共健康医学専攻）

敬（医療経済研究機構／東京大学大学院

５．医療経済学会ホームページアドレス
http://www.ihep.jp/jhea/index.html

公共健康医学専攻）
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医療経済学会
プログラム 【14階

第５回研究大会

Ａ会場：鉄門記念講堂】

◆ 一般演題 10:00～11:20 ◆

東

尚弘

京都大学大学院医学研究科医療経済学分野

大坪

徹也

（指定討論者）東京医科歯科大学大学院 政策科学分野

河原

和夫

医療経済研究機構

福田

治久

医療経営管理学講座

桑原

一彰

東京大学大学院医学系研究科 小林

廉毅

座長

東京大学大学院

公共健康医学専攻

A-1 救急車搬送時間における地域差に関する要因の分析

A-2 腹部大動脈瘤切除術の集積と在院日数の関連性に関する検討
（指定討論者）九州大学大学院

◆ 総会 13:00～13:20 ◆
◆ 特別講演 13:20～14:20 ◆

司会

演者

ソウル国立大学 公衆衛生大学院 教授

Bong-Min Yang

演題

―Health Technology Assessment in Korea, what can we achieve?―

◆ 一般演題 14:30～16:30 ◆

座長

A-4 研修医の就業場所の選択要因に関する分析

国立社会保障・人口問題研究所 野口

晴子

―病院勤務医との比較を通して―
医療経済研究機構

（指定討論者）筑波大学大学院システム情報工学研究科

佐野

洋史

吉田あつし

A-5 医師偏在是正策としての私立大学医学部奨学金給付に対する医学部志望者の選好
（指定討論者）東京大学大学院

立命館大学経済学部

柿原

浩明

公共健康医学専攻

福田

敬

A-6 二次医療圏における小児科医増減の要因分析
京都大学大学院医学研究科医療経済学分野
（指定討論者）東京大学大学院医学系研究科

佐々木弘真
小林

廉毅
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プログラム 【13階

B会場：第６セミナー室】

◆ 一般演題 10:00～12:00 ◆

座長

東京大学大学院

公共健康医学専攻

福田

敬

B-1 MRIの導入と利用の現状：サーベイによる検証
一橋大学国際・公共政策大学院

別所俊一郎
川渕

孝一

公共健康医学専攻

渡邊

亮

（指定討論者）学習院大学経済学部

遠藤

久夫

金沢医科大学呼吸内科

高橋

昌克

（指定討論者）東京女子医科大学医療・病院管理学

上塚

芳郎

今中

雄一

（指定討論者）東京医科歯科大学大学院医療経済学

B-2 日本における、所得による医療消費の水平的不公平
東京大学大学院

B-3 釜
 石市民病院の統廃合によって開設された釜石のぞみ病院の３年間の経営からみる
釜石市民病院の問題点

―実情にあわない給与費と分配―

◆ 一般演題 14:30～16:30 ◆

座長

京都大学大学院

医学研究科

B-4 電子化した転倒リスクアセスメントツール導入の費用便益分析
順天堂大学医療看護学部
（指定討論者）京都大学大学院医学研究科医療経済学分野

飯島佐知子
林田

賢史

B-5 Validating a post-operative infection identification method for multi-institutional comparisons
京都大学大学院医学研究科医療経済学分野

ジェイスン・リー

（指定討論者）東京医科歯科大学

伏見

清秀

寺崎

仁

今中

雄一

B-6 病院における医療安全管理業務に要するコストに関する研究
―異なるアプローチで全国調査した人件費の比較について―
横浜市立大学附属市民総合医療センター
（指定討論者）京都大学大学院

◆ チュートリアル（教育）16:40～17:40 ◆
テーマ

公開二次データを利用した医療経済分析

主催

プログラム委員会

医学研究科
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プログラム 【13階

C会場：講義室】

◆ 一般演題 10:00～12:00 ◆

座長

国立社会保障・人口問題研究所

泉田

信行

C-1 Transition to Parent-Child Coresidence: Parental Needs and the Strategic Bequest Motive
横浜市立大学国際総合科学部

中村さやか

（指定討論者）東京大学大学院経済学研究科

飯塚

敏晃

東北大学経済学研究科博士課程後期

大澤

理沙

（指定討論者）岡山大学社会文化科学研究科

岸田

研作

公共健康医学専攻

徳永

睦

（指定討論者）国立保健医療科学院経営科学部

菅原

琢磨

公共健康医学専攻

橋本

英樹

富士通総研経済研究所

河野

敏鑑

C-2 介護職員の勤続年数の決定要因に関する分析

C-3 介護サービスによる高齢長期入院患者の退院先・在院日数への影響の検証
東京大学大学院

◆ 一般演題 14:30～16:30 ◆

座長

東京大学大学院

C-4 健康保険組合データからみる職域における給与格差と長期休業
（指定討論者）九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座

馬場園

明

C-5 特定健診・特定保健指導と医療費データの突合からみる特定保健指導の評価

C-6 発表者の都合により、取り下げになりました。

医療経済研究機構

満武

巨裕

（指定討論者）国立保健医療科学院疫学部

今井

博久

医療経済学会 入会申込書
【学会設立の趣旨】
医療経済学の研究者を広く糾合し、医療経済研究の活性化を図るべく、「医療経済学会」
を設立する。
この学会が医療経済学の研究成果の発表の場として、広く研究者が交流する場となることで、その学問的
成果に基づく政策や医療現場での実践が行われ、ひいては質の高い効率的な医療が提供されることを期待
する。
年

月

日申込

入会希望の方は下記様式に記入の上、事務局までメール、FAXまたは郵送して下さい。
なお、入会に際しては、理事会にて承認を得ることになります。
フリガナ
氏

男
・
女

名

会員の別
所
属
先

名称

電

話

生年
月日

普通会員
学生会員

最終学歴
専攻科目

〒

職

西暦

年

名

住所

自宅住所
電

FAX
〒

話

郵便物希望送付先
（該当に○）

FAX
所属先 ・ 自宅

E-mail
＊ 入会申込書に記載いただいた個人情報は、当学会のご案内・ご連絡にのみ使用致します。
＊ 学生会員を希望される方は、学生証コピーの添付をお願い致します。
【今後の活動】
研究大会の開催
（毎年７月開催 ※2011年は９月開催）
学会誌『医療経済研究』
の発行など
【学会年会費】
普通会員：年10,000円、学生会員：年5,000円
【入会の申し込みおよびお問合せは下記へ】
医療経済研究機構内 医療経済学会事務局
TEL 03-3506-8529 FAX 03-3506-8528
http://www.ihep.jp
E-mail：gakkai@ihep.jp

月

日

編 集 委 員 長
編 集 顧 問
編

集

委

員

医療経済研究

小

椋

正

立

（法政大学経済学部教授）

池

上

直

己

（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授）

西

村

周

三

（国立社会保障・人口問題研究所所長）

井

伊

雅

子

（一橋大学国際・公共政策大学院教授）

泉

田

信

行

（国立社会保障・人口問題研究所室長）

駒

村

康

平

（慶應義塾大学経済学部教授）

菅

原

琢

磨

（国立保健医療科学院経営科学部サービス評価室室長）

橋

本

英

樹

（東京大学大学院公共健康医学専攻教授）

濱

島

ちさと

（国立がんセンターがん予防・検診研究センター検診研究部室長）

福

田

敬

（医療経済研究機構特別主席研究員／東京大学大学院公共健康医学専攻准教授）

安

川

文

朗

（熊本大学法学部教授）

吉

田

あつし

Vol.22

（筑波大学大学院システム情報工学研究科教授）
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