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近年、国民の間に様々な不安が広がっている。雇用不安、生活不安、年金不安、健康不安、医療不安、
災害不安、犯罪不安などである。

筆者が尊敬する米国の経済学者ハイルブロナー（Robert Heilbroner 1919-2005）は、1995年の著書『未
来へのビジョン』（宮川訳，東洋経済新報社，1996年）の中で、今の時代の支配的なムードは「不安」で
あるとしたが、まさにその通りである。彼は人類10数万年の長い歴史を、石器時代に始まり、古代近東の
文明、ギリシャ・ローマを経て18世紀の近代の到来に至るまでの大部分の期間を「遠い過去」、それより
遥かに短い18世紀初めからの約250年間を「昨日」、そしてその後の50年たらずの現在までを「今日」とい
う僅か三つの時代に区分して、それぞれの時代の人々の未来ビジョンを、「遠い過去」では「無変化」あ
るいは「あきらめ」、「昨日」では「進歩」あるいは「希望」、そして「今日」では「心配」あるいは「不
安」であるとした。

上述のようなさまざまな不安は、経済、政治、社会的要因にもとづくものから自然的、外的脅威に関わ
るものに至るまで多岐にわたるが、それらは独立した別々のものではなく、相互に密接かつ複雑な関連を
持ってからみあっている。このような不安の時代に生じるさまざまな問題に対処するため学問や技術の貢
献が求められている。医学と経済学の学際的研究領域である医療経済学に対しても期待は大きい。

医療経済学が扱わなければならない問題の多くは、われわれが自信を持って未来に目を向けた「昨日」
の時代における医学および医療技術の「進歩」によってもたらされた長寿社会、高齢化社会に関わるもの
である。「長寿」それ自体は喜ぶべきことであろうが、長寿のもたらすリスクの増大という困難な問題を
ももたらす。生存期間の延長によって、われわれはその間に不確実な多くの事態に直面することを覚悟し
なければならない。そしてそこから発生するさまざまなリスクに対して備えることが必要になる。その
際、重要かつ困難な問題はどのような備えをどれだけ行えばよいかということである。

ここで筆者が思いおこすのは、半世紀ばかり前の1950年代に生まれた国防経済学の議論である。それは
国防、特に核戦争時代の国防のための軍事力はどれだけ準備したらよいかということで“How much is 
enough?”という問いかけであった。これは第２次大戦中のアメリカにおける作戦研究  OR（operations 
research）の研究機関であったランド・コーポレーションの研究者たちがとり組んだ問題である。それが
後にケネディ政権時代のアメリカ国防総省（ロバート・マクナマラ長官）の予算編成システム  PPBS  へと
つながり、ジョンソン政権時代には全省庁へそのシステムが導入されることとなった。そして費用便益分

巻頭言

How much is enough? 
－不安の時代の備え－

一橋大学名誉教授・財団法人統計研究会会長

　宮川　公男
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析を予算配分に積極的に利用しようとしたのもこの  PPBS  においてであった。
不確実性の増大はリスクに対する不安を高め、人々はそれに対する備えを多ければ多いほどよいと考え

る傾向がある。「多々ますます弁ず」という言葉の如くである。しかしそれは存在する資源量に制約がな
い場合のことであり、経済学では必ず  How much is enough?  が問われなければならない。国防の場合も
同じであるということから国防の経済学が生まれたのである。

同じように医療の場合も  How much is enough?  が問われなければならないような問題が数多く存在し
ている。一例をあげれば、高齢化社会において不足が深刻化し、全国で42万人もの見えない待ち行列があ
るともいわれている特別養護老人ホーム（特養）の増設や、介護労働力の確保がある。厳しい財政制約の
中、多くの改革が求められている医療・保健制度に関しても、医療経済学の貢献できるところは大きい。
わが国の医療経済学会の学会誌であり、かつ医療経済研究機構の機関誌でもある本誌もその役割期待の大
きさに十分に応えなければならない。

























論　文

尤度関数の近似を用いた新手法による
在院日数の分析
－DPCによる包括支払制度導入前後の白内障手術の在院日数分析への応用－

縄田　和満*１　　川渕　孝一*２

抄　　録

　2003年４月からDPC（Diagnosis Procedure Combination、診断群分類）による包括支払制度が、82の特定機能病院に
対して導入され、2004年４月より、（導入を希望し一定の条件を満たす）一般病院に対して順次制度の施行が開始されてい
る。米国等採用されている包括支払制度であるDRG/PPS（Diagnosis Related Group/Prospective Payment System、診
断群別定額払い方式）と異なり、我が国のDPCによる包括支払制度は、一日当たりの定額制となっている。さらに、この
制度は完全な包括支払制度ではなく、DPCによる包括評価部分と従来の出来高評価部分に分かれている。DPCによる包括
評価部分は基本入院料、検査、画像診断、投薬、注射、処置（1,000点以内）、リハビリ等で使用した薬剤料のみであり、
他は、従来の出来高評価部分となっている。また、包括評価部分に関しては、DPCコードごとに基準となる入院期間 I、入
院期間 II、特定入院期間が定められている。一日当たりの支払点数は、入院期間が長くなるほど低くなるように定められ
ている。DPCによる包括支払制度の導入は診療報酬支払における大改革であり、医療資源の有効活用のための将来の支払
制度の改革において、その適正な評価および分析は必要不可欠である。
　本論文では、まず、病院間の在院日数の分析モデルを新たに提案した。このモデルは、トービットタイプのモデルであ
りCoxの比例ハザードモデル（proportional hazard model）などの既存のモデルを代替するもので、生存時間解析の問題一
般に幅広く利用可能で既存のパッケージ・プログラムによって簡単に推定できるものである。次に、DPCによる包括支払
制度導入前後の両方でデータが得られる５病院について、白内障手術における在院日数の変化の分析を行った。手術・処
置等の違いの影響を除くため、片眼に白内障手術・眼内レンズ挿入術のみを行なった患者のデータを対象として分析を行
った。患者数は2,533人である。この結果、制度導入以前の在院日数が短い病院では、制度導入後、在院日数の減少は認め
られなかった。一方、制度導入以前の在院日数が長い病院では、在院日数が短縮したことが認められた。この結果は、制
度導入以前に在院日数が長い病院では在院日数を短縮しようとするインセンティブが働いたが、すでに短い病院では働か
なかったとする仮説と整合的である。今後の制度の見直しにおいては、この点を考慮し、医療資源の有効な活用を図るた
めの適正なインセンティブを与えるなどの制度の改善の重要性が示唆された。

キーワード： DPC、包括支払制度、白内障、眼科手術、在院日数
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１．はじめに

　2003年４月からDPC（Diagnosis Procedure Combi
nation、診断群分類）による包括支払制度が、82

の特定機能病院に対して導入され、2004年４月よ
り、（導入を希望し一定の条件を満たす）一般病
院に対して順次制度の施行が開始されている。包
括払い制度の導入は、世界的な傾向であり、米国
等では一入院当たりの包括支払制度であるDRG/
PPS（Diagnosis Related Group/Prospective 
Payment System、診断群別定額払い方式）が採
用されている注１。我が国のDPCによる包括支払

＊1　東京大学大学院工学系研究科教授
＊2　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授
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制度の特徴は、i）一日当たりの定額制である、
ii）完全な包括支払制度ではなく、DPCによる包
括評価部分と従来の出来高評価部分に分かれてお
り、DPCによる包括評価部分は基本入院料、検
査、画像診断、投薬、注射、処置（1,000点以内）、
リハビリ等で使用した薬剤料のみであり、他は、
従来の出来高評価部分となっている点である。ま
た、包括評価部分に関しては、DPCコードごと
に基準となる入院期間 I、入院期間 II、特定入院
期間が定められており、一日当たりの支払点数
は、入院期間が長くなるほど低くなるように定め
られている注２。DPCによる包括支払制度の導入
は診療報酬支払における大改革であり、今後の医
療資源の有効活用のためには、その評価・問題点
の分析を通した制度の改善が必要不可欠である。
これまでに各種の傷病におけるDPCによる包括
支払制度の評価が試みられているが１）－７）、患者
の属性の違いなどを考慮した計量モデルによる分
析は行われていない。
　本論文では、まず、病院間の在院日数の分析モ
デルを新たに提案した。このモデルは、比例ハザ
ードモデルなどの既存のモデルを代替するもので
あり、対象病院・患者数にかかわらず、大規模な
個票データの分析を可能にするものである。さら
に、提案されたモデルを使って、白内障手術にお
けるDPCによる包括支払制度の導入前後の在院
日数の分析を行う。我が国においては、人口の老
齢化に伴い白内障手術が増加しており、多くの手
術が行われている。「社会医療診療行為別調査」
によれば８）、６月審査分の白内障手術の実施件数
は平成18年には61,838件、診療報酬の総額は
2,1145,778,903点となっており、年間の総手術数
は80万件程度、支払総額は2,500億円程度となっ
ていると推定される。清水他は、ある病院で制度
導入後、特定入院期間超えの患者の割合が減少し
たことによって、眼科における平均在院日数が

2.4日短縮されたことを報告しているが９）、傷病
の違いや患者の属性・処置の違いなどの要因は考
慮されていない。また、対象も１病院に限られて
いる。白内障手術における在院日数は、制度導入
前後のいずれの期間においても病院ごとに大きな
差があるため10）、11）、異なった病院の在院日数を
比較しても制度の影響を評価することはできな
い。このため、同一の病院において制度導入前後
両方の期間のデータの分析を行う必要がある。
　白内障手術は、標準化されており、緊急性も低
く、日帰り手術も可能であるなど術後合併症・感
染症等の危険性も低い。例えば、日帰り手術と入
院しての手術の間に治療成果や術後感染症のリス
クの有意な差が認められなかったことなどが報告
されている12）。このため、データの均質性が他の
傷病に比較して高く、制度導入が病院に与えた影
響の評価に適していると考えられる。本論文で
は、制度導入前後の両方の期間でデータが得られ
る５病院についての在院日数の変化の分析および
制度の在院日数に対する影響に関しての考察を行
った。分析では、片眼に白内障手術・眼内レンズ
挿入術のみを行なった2,533名の患者のデータを
対象とした。

２．データおよび分析モデル

1）データの概要
　本論文では、２つの異なった調査期間のデータ
を使用した。第一は、平成11年度情報処理振興事
業協会受託事業「病院経営効率化のための情報の
標準化とシステム開発事業分析」によって収集さ
れたデータである。調査対象は「病院経営効率化
のための情報の標準化とシステム開発事業の参加
病院」に参加した病院で、調査期間は1999～2000
年で制度導入以前の調査である。調査項目は、入
院日、退院日、生年月日、性別、転帰、主病名・
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二次診断名、（８つまでの）処置・手術である。
第二は、東京医科歯科大学医療経済学分野によっ
て収集されたデータである。主な調査項目は、
DPCコードおよび患者・処置に関する情報で、
入院日、退院日、生年月日、性別、入院経路、退
院先、退院時転帰、主傷病名、入院目的、副傷病
の有無、他の処置、診療報酬などである。調査期
間は2005～2007年で制度導入後の調査である。以
下、本論文では、1999～2000年を前期、2005～
2007年を後期と表記する。
　副傷病や合併症などがあり、そのための手術・
処置を行った場合、当然、在院日数が長くなるこ
とが予想される。ここでは、その影響を取り除く
ために、片眼に白内障手術＋眼内レンズ挿入術を
行った患者のみを対象とし、他の手術・措置を行
った患者のデータは分析対象から除いた。白内障
手術は標準化されているため、両期間において分
析に使用したデータの均一性は高いと考えられ
る。両期間ともこの手術の報告の報告が10例以上
あった５急性期病院（Hp1-Hp5）を分析対象とし
た。これらの病院の病床数は、440～1,109で平均
688となっている。地域的には東北１、関東１、
東海３であり、経営主体は、共済１、赤十字２、

医療法人・企業・その他法人が２となっている。
２病院が2004年度、３病院が2006年度にDPC施
行病院となっている。患者数は、前期が1,567名、
後期が966名の計2,533名である。

2）在院日数の比較
　表１は前期・後期別の病院ごとの在院日数の分
布である。前期においては、全体での平均在院日
数が5.59日、標準偏差が10.45日である。病院ごと
の平均在院日数は、最小が3.96日（Hp1）、最大
が9.28日（Hp2）である。標準偏差の最小は1.24
日（Hp1）、最大は20.22日（Hp3）である。また、
一部の病院では歪度・尖度が大きな値となってい
るが、これは、長期間入院した患者が存在するた
めと考えられる。一方、後期の全体での平均在院
日数は4.11日で1.48日短縮している。標準偏差は
1.08日で１/8へと大きく減少しており、後期の在
院日数のバラツキが大きく減少したことが認めら
れる。病院ごとの在院日数は、最小が3.61日
（Hp4）、最大が6.03日（Hp5）である。Hp2-Hp5
の４病院では、平均在院日数が2.22日～4.73日減
少している。一方、Hp1では、前期の平均在院日
数は最少であったものの、後期では0.04日と僅か

表１　前期・後期における病院ごとの在院日数の分布＊

病院 前期・後期 患者数 平均在院日数 標準偏差 歪度 尖度

Hp1
前 1036 3.96 1.24 2.93 18.84

後 725 4.00 0.24 0.91 51.96

Hp2
前 65 9.28 15.29 7.74 61.35

後 12 5.50 1.24 1.53 1.49

Hp3
前 355 8.91 20.22 14.80 250.12

後 91 4.18 0.66 2.17 13.19

Hp4
前 30 5.83 2.12 0.68 -0.92

後 98 3.61 1.31 2.18 6.24

Hp5
前 81 8.96 3.74 0.91 0.07

後 40 6.03 3.11 1.34 2.45

全体
前 1567 5.59 10.45 25.58 832.54

後 966 4.11 1.08 5.44 47.19
*　前期は1999～2000年、後期は2005～2007年。



294　　医療経済研究　　Vol.21  No.3  2010

ではあるが増加している。このため、後期はHp4
の平均在院日数が最も短くなっている。また、病
院間の平均在院日数の差は2.42日へと大幅に減少
している。標準偏差はすべての病院で減少してい
る。特に、前期に標準偏差が大きかったHp2、
Hp3では１/10以下へと大きく減少している。

3）在院日数の分析モデル
　在院日数は１,2,３,..を取る離散型の変数であり、
また、歪度・尖度が大きな値になるなど、長期間
入院する一部の患者が存在する右側に裾の厚い分
布となっている。このため、単純な最小二乗法な
どを使った分析は適当でないと考えられる。ま
た、在院日数の分析のような生存時間解析には、
Coxの比例ハザードモデル（proportional hazard 
model）などのモデルが幅広く用いられる13）。し
かしながら、このモデルには次に述べるような問
題点がある。第一は、在院日数を決定する過程が
明示的にモデル化されておらず、なぜ、患者があ
る日数で退院するかといった詳細な分析ができな
い点である。第二は、ベースライン・ハザード関
数に不均一性があるなど、モデルの仮定が満足さ
れない場合には利用できないことである。このこ
とは、平均と分散を個別に分析できないことを意
味しており、分散の違いを考慮して分析する必要
がある場合には、比例ハザードモデルによる分析
は適当でないことになる。
　縄田他は入院の限界収入と限界費用の関係によ
って退院が決定されるとするモデルを提案してい
る11）。しかしながら、このモデルでも i）在院日
数の分散の違いが分析されていない、ii）得られ
た尤度関数がパラメータの複雑な関数となるため
多くの対象病院を含む大規模個票データでは推定
が非常に困難で、事実上不可能となってしまう、
といった問題がある。このため、ここでは、尤度
関数の近似を考えることによって、これらの問題

点を解決したモデルを新たに提案する。このモデ
ルは、比例ハザード・モデルなど既存のモデルを
代替するもので、生存時間解析の問題一般に幅広
く利用することができる。また、対象病院や患者
数が多数の場合でも、パソコンと市販のパッケー
ジ・プログラムで簡単に分析可能である。
　ここで、調査期間を i とし、その期間には ni人
の患者が入院して手術を受けたものとする。（本
論文では前期・後期の２期間を考えているので、
i＝1,2である。）調査期間 i の患者 j に関する収入
（直接の診療報酬に加えて、適当な在院日数の管
理による病院評価の向上分の資産価値を含むとす
る）をbij、病院の費用（直接の支払いに加えて、
ベッドが占有されているために、新しい患者を入
院させることができないための機会費用を含むと
する）をcij、t を在院日数、xijを病院の費用や収
入に影響する説明変数からなるベクトルとし、

（1） g（t,xij ,vij）＝
∂cij
∂t －

∂bij
∂t

とする。vijは誤差項である。g（t）は t の単調増加
関数であるとし、長期間入院する患者の存在を考
慮して

（2） zij（t）≡g（t,xij,uij）＝tα－（xij'β＋vij）,　α 0

であるとする。在院日数の長い患者が存在する右
側に裾の厚い分布の場合は、α＜1となる。調査
期間ごとに在院日数の分散が大きく異なることを
考慮して、等分散を仮定せず、vijは平均０、分散
σ2
iの正規分布N（0,σ2

i）に従う確率変数とする。
（（tα－1）/α－（xij'β*＋vij*）,vij*＝vij/αとしてもモ
デルは同一であるから、（2）は t に関して、幅広
く使われているBox-Cox変換を行ったモデルとも
考えることができる14）。）なお、xij'βの値が大き
いほど在院日数が長くなるようにするため、（2）
式ではマイナスを付けて－（xij'β＋vij）としてい
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る。特別に入院期間の長い少数のごく患者の影響
を除くため、T日までの在院については具体的な
在院日数を考慮するが、在院日数がT＋１日以上
の患者に関しては、T日までに退院しないという
情報のみを使用するものとする。在院日数は、正
の整数値のみを取る離散型の変数であり、調査期
間iの患者jが在院日数tijで退院するための条件は

（3） zij（tij） 0, tij＝1

 zij（tij－1）＜0,  zij（tij） 0, tij＞1

である。
　tijで退院する確率Pijは、

 P［tijα－xij 'β vij］, ti＝1

（4） Pij＝｛

 P［（tij－1）α－xij'β＜vij tijα－xij'β］,
 1＜tij T

である。ここで、Φを標準正規分布の分布関数と
すると、

 Φ｛（tijα－xij'β）/σi｝, tij＝1

（5） Pi＝｛

 Φ｛（tijα－xij'β）/σi｝－Φ［｛（tij－1）α－xij'β｝/σi］,
 1＜ti T

となる。（したがって、xijは在院日数の説明変数
でもある。）また、T日までに退院しない確率は、

（6） P［Tα－（xij'β＋vij）＜0］
＝1－Φ｛（Tα－xij'β）/σi｝

である。したがって、これから尤度関数

（7） L（α,β,σi）＝Π
tij＝1
［Φ｛（tijα－xij'β）/σi｝］

× Π
1＜tij T
［Φ｛（tijα－xij'β）/σi｝－Φ［｛（tij－1）α－xij'β｝/σi］］

× Π
tij＞T
［1－Φ｛（Tα－xij'β）/σi｝］

を得ることができる。しかしながら、尤度関数は
パラメータの複雑な関数であるので、その推定は
容易ではない。
　ここでは、既存のパッケージ・プログラムで容
易に推定可能な近似法を新たに提案する。１次の
テイラー展開による近似を考えると、

（8） Φ｛（tijα－xij'β）/σi｝－Φ［｛（tij－1）α－xij'β｝/σi］

 1
σi
φ［｛（tij－

1
2 ）
α－xij'β｝/σi］α（tij－

1
2 ）

α－1

である。微分をt－ 12 で評価するのは近似を良く
するためである。Φ（－xij'β/σi）が小さい場合、
（8）式はtij＝1についても成立する。したがって、
対数尤度関数は

（9） log L*（α,β,σi）

 ＝Σ
tij T
［logφ［｛（tij－12 ）α－xij'β｝/σi］－log σi］

 ＋
n

Σ
tij T
｛logα＋（α－1）log（tij－

1
2 ）｝

 ＋Σ
tij T
log［1－Φ｛（Tα－xij'β）/σi｝］

で近似される。
　（9）式の第２項はβに依存しない。したがっ
て、αが与えられた場合、この対数尤度関数を最
大にする推定量β^α*は、
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（10） log Lα（β,σi）

 ＝Σ
τij＜c
［logφ［｛（τij－xij'β｝/σi］－logσi］

 ＋Σ
τij c
 log［1－Φ｛（c－xij'β）/σi｝］

 τij＝（tij－
1
2 ）
α,  c＝Tα

を最大にする推定量である。ここで、τij*＝c－τij
とする。また、説明変数xijの第１要素を１とす
ると、このモデルは、

（11） τij**＝－xij'β＋c＋εij≡xij'β－＋εij

 τij**　　τij**＞０

 τij*＝｛

 ０　　　τij** ０

 εij～N（0,σi 2）

で与えられる標準的なトービットモデル（tobit 
model）になる。ここで、βm  ,β－m をベクトル
β,β－のそれぞれの第m要素とすると、

（12） β1
－＝c－β1,　βm－＝－βm,m 2

である。
　β^α*と漸近分布が同一である推定量β^αは次の手
順によって標準的なパケージプログラムによって
簡単に求めることができる。すなわち、i の値ご
とにトービット最尤法によって（11）式を推定
し、分散の推定量σi2を求める。次に、各変数
をσ^iで割り、不均一分散を修正した式を考え、
すべてのデータを使い最尤法によってβ－を推定
する。さらに、（12）式からβ^α*を求める。（なお、
通常の等分散を仮定したトービット最尤推定量

は、不均一分散に対してロバストでなく、不均一
分散の仮定のもとでは一致推定量とはならないの
で、まず、σ^i2を求め、不均一分散の修正を行う
必要がある。）次に、logL*（α,β^α）をαに関して
最大化することによって、推定量α^,β^を求める
ことができる。ここでは、目的関数が凹関数な
く、複数の局所的な最大値がある可能性を考慮し
て、0＜α 1に対してscanning methodを用いて
推定を行う15）。

３．推定結果

　ここでは、調査期間 i を前期が i＝1、後期を i
＝2 期間とし、在院日数を説明する説明変数 xijと
して次のような変数を用いた。性別に関しては、
女性ダミー（男性：0、女性：1）を用いた。女性
の割合は、前期が62.3％、後期が63.6％である。
年齢に関しては、明確な傾向がないため、最も患
者数の多い70歳代を基準とするダミー変数（40歳
未満ダミー（40歳未満：1、その他：0）；D歳代
ダミー（D歳代：1、その他：0、D＝40, 50, 60, 
80）；90歳以上ダミー（90歳以上：1、その他：0）
を用いた。平均年齢（カッコ内は標準偏差）は、
前期が73.7歳（9.7歳）、後期が75.4歳（8.8）歳で
あり、患者の老齢化の傾向が認められた。退院先
に関しては、退院先ダミー（0：自宅、1：その他）
を用いた。退院先が（他病院、他施設等の）自宅
外の患者数は前期が37名、後期が２名である。病
院の影響に関してはHp1を基準とするHpkダミー
（病院 k：1、0：その他、k＝２,3,４,5）を、調査
期間の影響に関しては後期ダミー（前期：0、後
期：1）を用いた。各病院における前期・後期間
の変化を測定するため、病院ダミーと後期ダミー
の積（Hpk×後期ダミー）を説明変数として用
い、（2）式のxij'β
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（13）  xij'β＝β1＋β2女性ダミー＋β340歳未満
ダミー＋β440歳代ダミー

  ＋β550歳代ダミー＋β660歳代ダミー
＋β780歳代ダミー＋β890歳以上ダミー
＋β9退院先ダミー＋β10後期ダミー

 ＋Σ
k
βk Hpkダミー

 ＋Σ
k
βk （Hpkダミー×後期ダミー）

とした。また、特に長期入院患者の影響を避ける
ため、T＝12とした。（13日以上入院している患
者は57名で、全体の2.2％である。）
　推定結果は表２の通りである。在院日数に関す
る係数の推定値はα^＝0.5322であり、α^の値は１
より有意に小さく、長期間入院している患者が存
在することが示唆された。女性ダミーの推定値は
正の値で５％の水準で有意であり、女性の方が長
く入院していることが認められた。年齢に関して
は、１％および５％の水準で、50歳代ダミーの推
定値が負の値で有意、90歳以上ダミーは正の値で
有意であった。40歳未満ダミーは負の値、40歳代
ダミー、80歳代ダミーは正の値であったが、いず
れも５％の水準で有意ではなかった。退院先ダミ
ーの推定値は正で t値も7.196と大きく、退院先が
自宅外の他病院・他施設である場合、入院期間が
長くなることが認められた。
　病院の影響を表すHp2～Hp5ダミー推定値はす
べて正の値で１％の水準で有意となった。その大
きさやその順位（Hp1は基準病院であるので０と
する）は、表１の各病院の平均在院日数にほぼ比
例（相関係数は0.908）している。このことは、
患者の属性等の違いや長期間入院している少数の
患者の影響を考慮しても前期の病院ごとの在院日
数の比較には大きな差を生じないことを意味して
いる。後期ダミーの推定値は正で推定値が正の値
で５％の水準で有意となった。これは病院ダミー
の基準としたHp1では、後期には在院日数が（減

少するのではなく）むしろ増加したことを意味し
ている。一方、（Hpkダミー×後期ダミー）の推
定値は、Hp2～Hp5のすべての病院において負の
値であり、いずれも１％の水準で有意であった。
これらの病院の後期における在院日数の変化は後
期ダミーと（Hpkダミー×後期ダミー）の推定値
の和で与えられるが、これらの値は－0.414～－
0.594であった。t値注３は、－3.568～－12.112で１
％の水準で有意であり、これらの病院では在院期
間が短くなったことが認められた。なお、病院 k
において患者数が少ない場合、Hpkダミー、（Hpk
ダミー×後期ダミー）の推定値の標準誤差が大き
くなり t値の絶対値が小さくなる。このことは、
これらの変数の影響が検出されにくくなる（有意

変数 推定値 標準誤差 t値

定数項 1.8897 0.01731 109.168**

女性ダミー 0.0340 0.01524 2.2318*

40歳未満ダミー -0.1658 0.09616 -1.7236

40歳代ダミー 0.1000 0.09090 1.1001

50歳代ダミー -0.0929 0.03437 -2.7033**

60歳代ダミー -0.0169 0.02010 -0.8407

80歳代ダミー 0.0290 0.01770 1.6389

90歳以上ダミー 0.1240 0.05297 2.3407*

退院先ダミー 0.4513 0.06271 7.1962**

病院の影響

Hp2ダミー 0.8382 0.04773 17.5596**

Hp3ダミー 0.6251 0.02350 26.5959**

Hp4ダミー 0.4744 0.06828 6.9477**

Hp5ダミー 1.0646 0.04309 24.7046**

後期ダミーおよびHpkダミー×後期ダミー

後期ダミー 0.0264 0.01284 2.0621**

Hp2ダミー×後期ダミー -0.4405 0.11738 -3.7529**

Hp3ダミー×後期ダミー -0.5538 0.04705 -11.7695**

Hp4ダミー×後期ダミー -0.5461 0.07828 -6.9755**

Hp5ダミー×後期ダミー -0.6209 0.07379 -8.4143**

α 0.5322 0.01441 36.9326**

σ1 0.4346 0.00799 54.3685**

σ2 0.2256 0.00511 44.1181**

LogL* -4541.549
*　５％の水準で有意.
**　１％の水準で有意.

表２　在院日数分析モデルの推定結果
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になりにくくなる）ことを意味する。しかしながら、
この場合は、いずれの t値の絶対値も大きく、有
意な差が認められた。すなわち、病院の違い・調
査時期の違いの影響は、患者数が少なくとも有意
に検出できるほど大きいことを意味している。
　また、σiの推定値は前期のσ1＝0.422が後期は
σ2＝0.227へと減少している。分散が一定である
という帰無仮説の t値は22.30と非常に大きく、こ
の仮説は（常識的な有意水準では）棄却され、分
散が減少したことが認められる。

４．考察

　前節の結果は、前期・後期において在院日数が
変化した病院があること、その影響は病院ごとに
異なること、在院日数のばらつきが減少したこと
などを示唆している。当然、診療報酬制度の大改
革であるDPCによる包括支払制度の導入が、こ
のような変化をもたらした要因であったことが考
えられる。しかしながら、前期と後期との間には
数年の間があり、DPCによる包括支払制度以外
の要因、たとえば、時間の経過による技術進歩や
各病院の診療プロセスの変化によってこのような
変化が起こった可能性もある。（このため、これ
までは制度導入前後ではなく、ただ単に前期・後
期と表記した。）したがって、制度導入によると
考えられるかどうかの検証が必要となる。ここで
は、まず、DPCによる包括支払制度が在院日数
に対してどのような影響を与えるかの考察を行
い、その影響に関する検証可能な仮説を設定す
る。ついで前節の実証研究の結果と比較し、この
変化が在院日数の変化が制度導入によるものであ
るかどうかについての検証を行う。

1）包括支払制度の在院日数への影響に関する考察
　ここでは、DPCによる包括支払制度が在院日
数に対してどのような影響を与えたかについての
考察を行う。制度は次に述べる３点において病院
に影響を与えたと考えられる。第一は、病院の直
接の収益に関するものである。限界収入は１日当
たりの包括支払い金額であるが、これは入院期間
Iまでは、制度導入以前より増加する。したがっ
て、収益面で在院日数がすでに短かった病院が積
極的に診療体制を見直し、さらに在院日数を減ら
そうとするインセンティブは弱い（もしくは、な
い）ことになる。むしろ、入院期間 Iまでは患者
を退院させないようにする行動をとることも起こ
りえる。逆に、平均在院日数の長い病院は、多数
の長期入院患者を抱えているため、収入の減少が
問題となる。限界収入は、時間の単調減少関数で
あり注４、長期間の入院の場合は従来の出来高払
いより減少すると考えられる。退院の条件は（3）
式で与えられるため、限界費用が変わらないとす
れば、収益面から病院は長期入院患者を減らそう
とする。
　第二は、病院評価に関するものである。DPCに
よって定められた期間は、（これまで患者などに
明確にされてこなかった）全国の標準的な入院期
間を表している。全国的な比較が簡単に可能とな
ったため、患者を不必要に長期間入院させておく
といった批判による病院評価の低下の影響はより
明確になったと考えられる。この点からもすでに
在院日数の短い病院は在院日数をさらに減らそう
とするインセンティブは小さいことになり、在院
日数の長い病院に対してより大きな影響を与えた
と考えられる。（なお、この影響は制度に参加し
ていない（従来の出来高払いの）病院に対しても
同一の影響を与えることに留意する必要がある。
すなわち、制度に参加していない病院に対しても
制度の導入は一定の影響を与えたと考えられる。）



尤度関数の近似を用いた新手法による在院日数の分析　　299
―DPCによる包括支払制度導入前後の白内障手術の在院日数分析への応用―  　　　

　第三は、制度導入による情報の電子化を通した
病院全体の医療情報管理の適正化による診療体制
の見直しといった点からの影響である。DRGと
異なり、DPCは支払いのための手段のみならず、
患者や処置・手術の状況をも情報として与えるた
め、病院の医療体制の整備・標準化（クリニカル・
パスの導入、入院・退院スケジュユールの適正な
管理など）を容易にする16－19）。在院日数の短い
病院では制度導入以前においても医療体制の標準
化が進んでおり、この影響も在院日数の長い病院
の方が大きかったとするのが合理的であると考え
られる。
　これまで、第一点の病院の収益に関しては分析
がなされてきた20）－22）。病院の行動を決定する上
での第二、三点の影響の重要性についてはあまり
考慮されてこなかったが、ここでの考察からは、
指摘した３点のいずれも在院日数に関して似た影
響を与えることを示唆している。すなわち、白内
障手術においては、「制度導入は在院日数に影響
をあたえたが、その影響は病院ごとに異なった。
在院日数の長い病院に対しては在院日数を短縮す
るインセンティブがあったが、短い病院に対して
はそのようなインセンティブは弱かった（もしく
は、なかった）」との仮説を得ることができる。

2）仮説と実証分析の整合性の分析
　制度導入の影響について論じるためには患者の
属性の変化を考慮する必要がある。２つの調査時
期において平均在院日数が変化したとしても、患
者の属性の変化によるものだとするとこれは制度
導入の影響とはいえない。このため、患者のここ
では、患者の属性をコントロールした場合の在院
日数の変化について分析する。表３はモデルの推
定結果から、70歳代、男性、退院先が自宅の患者
について、病院ごとの前期・後期の平均在院日数、
後期において減少した日数（Hp1は平均在院日数

が増加したので負の値となっている）を求めたも
のである。この患者は、男性の標準的な患者であ
る。平均在院日数は全病院の平均では、前期が
6.23日、後期が4.52日で1.71日の短縮となってい
る。Hp2は7.16日が5.31日へと1.53日、Hp3は6.24
日が4.14日へと2.10日、Hp4は5.62日が3.67日へと
1.95日、Hp5は8.22日が5.50日へと2.72日短縮して
いる。一方、前期に3.90日と最も在院日数が短か
ったHp1では、後期は3.99日と0.09日増加してい
る。この結果、前期ではHp1が最も在院日数が短
かったが、後期はHp4が最短となった。前期には
1.63日であった病院間の平均在院日数の標準偏差
が後期は0.83日へと半分程度に減少している。前
期の平均在院日数と短縮された日数の相関係数
は、0.897であり、非常に強い相関関係がある。
相関係数が０であるという帰無仮説の t検定等計
量の値は3.508であり、１％の有意水準で棄却さ
れる。すなわち、病院ごとの在院日数のバラツキ
は後期には大幅に減少し、前期に平均在院日数が
長かった病院ほど在院日数の短縮幅が大きかった
と認められる。
　上記の分析結果は「在院日数の変化は病院ごと
に異なり（一律に在院日数が短縮されたといった
ものではなく）、在院日数の長い病院では在院日
数が大幅に短縮したが、短い病院では変化は小さ
かった（もしくは認められなかった）」とまとめ
ることができる。これは、前項の仮説と整合的で
ある。すなわち、この仮説は、実証研究の結果と

病院 導入前 導入後 短縮日数

Hp1 3.90 3.99 -0.09

Hp2 7.16 5.31 1.85

Hp3 6.24 4.14 2.10

Hp4 5.62 3.67 1.95

Hp5 8.22 5.50 2.72

全病院の平均 6.23 4.52 1.71

病院間の標準誤差 1.63 0.83 1.06
*　70歳代、男性、退院先が自宅の患者を対象。

表３　患者の属性を考慮した病院ごとの平均在院日数*
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矛盾せず、在院日数の変化を適切に説明できる仮
説であると認められる注５。したがって、今後さ
らに白内障手術において、在院日数を短縮するた
めには、短期間に集中的に医療資源を投入するイ
ンセンティブを与えるような（傷病や地域の特性
を考慮した）制度の改定が必要であることが示唆
される。さらには、病院経営への影響といった視
点からの検討23）,24）も必要であろう。

５．まとめ

　本論文では、DPCによる包括支払制度導入前
後の白内障手術における在院日数のデータを分析
した。女性ダミー、50歳代ダミー、90歳以上ダ
ミー、退院先ダミーの推定値が有意であり、これ
らの変数が在院日数に影響していることが認めら
れた。制度導入前後の在院日数の変化は病院ごと
に大きく異なっていた。平均在院日数がすでに制
度導入以前に短い病院においては、制度導入後に
平均在院日数が減少したとは認められなかった。
一方、長い病院においては在院日数が短縮したこ
とが認められた。制度導入前の平均在院日数と非
常に強い相関関係があり、制度導入前に平均在院
日数が長かった病院ほど在院日数の短縮幅が大き
かったと認められた。病院間の在院日数のバラツ
キは制度導入後には大幅に減少した。これらの結
果は、白内障手術において「DPCのよる包括支
払制度は在院日数の長い病院に対しては在院日数
を短縮する効果があったが、短い病院に対しては
あまり影響を与えなかった」との仮説と整合的で
あり、この仮説は実証分析の結果を適切に説明で
きると認められた。
　本論文では、５病院についてのみの分析であっ
た。一般に、制度導入以前の期間において大規模
なデータを得ることは容易ではない。また、対象
病院の偏りの影響も考えられるが、対象病院数が

少ないため、この問題についての十分な分析を行
うことはできなかった。DPCによる包括支払制
度の正確な評価のためにはさらに多くの病院を対
象とする必要がある。さらに、白内障以外の傷病
においても同様の分析を行う必要があるが、これ
らは今後の課題である。
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注
１　我が国においても10病院において1998年から日
本版DRG/PPSの施行が行われたが、2004年に中止
されている。
２　入院期間 Iは在院日数の25％パーセンタイル点、
入院期間 II は50％パーセンタイル点である平均在
院日数、特定入院期間は平均在院日数+２×標準偏
差である。１日当たりの包括支払点数は、以下の
通りである。（支払いはすべて、定められた期日の
前日までが基準。）
①期間 Iの前日まで：平均在院日数以下の患者の
１日当たりの平均点数の15％増の点数。
②期間 Iと期間 II の間：（期間 Iの一日当たり支払
額－１日当たりの平均点数）×（期間 Iの日数）
＝（１日当たりの平均点数－期間 II の１日当たり
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支払点数）×（期間 II－期間 I ）となる点数。
③特定入院日期間前日まで：②の15％減の点数。
④特定入院日以後：従来の出来高払い点数。

３　標準誤差は２つの推定量の共分散を考慮して求
める必要がある。β̂j＋β̂kの分散はV（β̂j）＋V（β̂k）
＋２Cov（β̂j,βk）で与えられる。

４　この場合の１日当りの包括支払額は、2005年に
おいて、入院３日までが2,546点、 4-6日が１,882 
点、7-10日が １,600点である。

５　仮説検定の原則問題であるが、このことは仮説
が積極的に正しいことが証明されたのではなく、
データの結果分析と矛盾せず、棄却されなかった
ことを意味する。他の仮説、例えば、「すべての病
院において、在院日数は減少するトレンドがあり、
時間が経過したから（技術進歩など要因によって、
制度の導入に依存せずに）在院日数が短縮した」
や「制度導入はすべての病院において一律に在院
日数を短縮した」などいう仮説は、在院日数が減
少しなかった（むしろ増加している）病院がある
ことや病院ごとに在院日数の短縮日数が異なるこ
とを説明できず、棄却される。
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Analysis of Length of Hospital Stay for Cataract Surgery
 Before and After Introduction of the Diagnosis Procedure Combination

-Based Inclusive Payment System

Kazumitsu Nawata, Ph. D.*１, Koichi Kawabuchi, M.B.A.*２

Abstract

Effective April 2003, the Diagnosis Procedure Combination （DPC） was introduced in 82 special functioning 
hospitals in Japan, and it has been gradually extended to general hospitals that meet certain prerequisites. Unlike the 
DRG/Prospective Payment System used in the United States and other countries, the Japanese DPC is a per diem 
prospective payment system that consists of two components: （1） inclusive payments based on the DPC system and 
（2） fees based on the conventional fee-for-service system. Inclusive payments include fees for basic hospital stays, 

medical checkups, image diagnosis, medications, injections, all treatments under 10,000 yen, and medicines used 
during rehabilitation treatments. Per diem payment rates are set separately for each of the three periods and decrease 
as the length of stay increases. The three periods are individually set for each DPC code. Fees for all categories other 
than those covered （1） are paid on the basis of the conventional fee-for-service system.

In this paper, we analyze the effects of the DPC-Based inclusive payment system on the length of hospital stay for 
patients undergoing cataract surgery, using a new Tobit-type model. This model can be used in various survival 
analysis, as an alternative to conventional Cox’s proportional hazard model, and it can be easily estimated by a 
standard statistical package program. Data were collected from fi ve general hospitals before and after the introduction 
of the new payment system. To reduce the heterogeneity in the treatment used, we limit the data to patients who 
underwent cataract surgery and insertion of a prosthetic lens in one eye （n=2,533）. 

We found that the length of the hospital stay did not change for hospitals, where the length of hospital stay for 
the surgery had been already short before the introduction of DPC. On the other hand, the length of hospital stay 
decreased for hospitals where lengths of hospital stay for the surgery had been long before the introduction of DPC. 
These findings indicate that the new DPC inclusive payment system worked properly for long-stay hospitals, and 
support the idea of continuing to improve the payment system to provide hospitals with proper incentives for the 
effi cient use of medical resources. 

［Key words］ diagnosis procedure combination, DPC, inclusive payment system, cataract, eye surgery, length of 
hospital stay
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Ｉ．はじめに

　日本の医療サービス供給のかなりの部分は、自
治体病院により提供されている。これまで各自治
体は、少なくとも１つの病院を運営することによ
り地域の医療を支えてきた。しかしその多くは、
赤字経営を余儀なくされ、自治体本体からの大幅
な財政援助なしでは存続できない事態に陥ってい
る。ところが、近年多くの自治体では本体も財政
的余裕を失い、財政赤字の縮減に努めざるをえな
い状態にある。こうした状況の中で、2000年以
降、国の誘導で、市町村合併が強力に進められ
た。市町村合併は、それまで各自治体に少なくと
も１つの自治体病院であったものが、１つの自治
体に２つ以上の自治体病院を抱えることになった。
その結果、医療サービスの供給における効率性お

論　文

自治体病院の運営と市町村合併
牧野　智一*１　　竹内　信仁*２　　渡辺　潤爾*３

抄　　録

　本論文の目的は、医療サービス供給からの社会的余剰を比較することにより、自治体合併後に自治体病院をどのように
運営することが社会的に望ましいかを分析することである。本論文は、医療サービスを考慮したホテリングモデルを拡張
し、自治体病院をどのように運営することが社会的に望ましいかを3つのケースに分け比較、検討をする。
　この分析により、以下の結果を得ることができる。第1に、社会的余剰の観点から見た場合、自治体合併後の社会的に望
ましい自治体病院の運営は、住民の病気が治ることによる効用の大きさに依存して決まる。第2に、医療サービス供給の公
的負担の観点から考えた場合、自治体合併後、2つの自治体病院を運営するときに、医療サービス供給の公的負担は最も少
なくなる。

キーワード：自治体病院、市町村合併、医療サービス、公的負担

よび財政的にはより厳しい状況に陥った。こうし
た市町村合併の大きな流れの中で、自治体病院を
いかに運営していくかが大きな問題となっている。
　本論文の目的は、医療サービス供給からの社会
的余剰を比較することにより、合併後の自治体病
院をどのように運営することが社会的に望ましい
かを分析することである。
　Flatters et al.（1974）１）、Boadway and Flatters
（1982）２）、Wildasin（1986）３）などに代表される
地方財政の研究においては、中央政府と地方政府
の公共財供給についての研究はされているもの
の、地方政府が合併することによる公共施設のサ
ービス供給に関しての研究はほとんどおこなわれ
ていない。一方で、企業間における施設サービス
供給や、民間病院間あるいは民間病院と公立病院
間の医療サービス供給についての研究は数多くお
こなわれている。
　まず、企業間の施設サービス供給について分析
した研究として次のものがある。De Borger and 
Van Dender（2006）４）は、企業間のサービス供

＊1　 名古屋大学大学院経済学研究科学術研究員
＊2　名古屋大学大学院経済学研究科教授
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給の競争をキャパシティ（消費者への対応能力）
および混雑現象といったサービス水準の指標を考
慮し、複占的に供給される場合と独占的に供給さ
れる場合のサービス水準について分析をおこなっ
た。また、Basso and Zhang（2007）５）は、ホテリ
ングモデルにDe Borger and Van Dender（2006）４）

のサービス水準の指標を用いて、２つの空港間に
おけるサービス競争の分析をおこなった。
　次に、医療サービスについて分析をおこなった
研究の代表的なものとして次のものがあげられ
る。Montefi ori（2005）６）は２つの民間病院によ
る競合が医療サービス供給の品質に与える影響を
ホテリングモデルを用いて分析している。一方
で、Gravelle（1999）７）は民間病院と公立病院の
医療品質についての分析をおこなっている。これ
らのモデルは民間病院間あるいは民間病院と公立
病院間について扱っているが、公立病院間につい
て扱った研究はおこなわれていない。
　本論文は、自治体病院による医療サービス供給
について分析をおこなうが、医療をサービス業と
して考える場合、患者が医療サービスから受ける
効用はいわゆる患者満足として考えることができ
る。患者満足に対する評価の基準には様々な考え
方がある。その中で、島津（2005）８）は患者満足と
医療の質との関係について議論しており、満足は
単に質の一部ではなく、そのほかの質を含んだ総
合的な質である、つまり、患者満足は医療の質の
一部と医療に関わるそのほかのサービスの質から
成り立っていると考えられることを指摘している。
この医療の質に関する評価方法のひとつとして
Donabedian（1966）９）の研究をあげることができ、
この研究では、医療の質は構造（施設・設備など
の物的資源、医師や看護師などの人的資源等）、過
程（診断・治療などの医療活動等）、結果（医療に
対する満足度、健康状態の変化等）の３種類の要
因によって構成されることを指摘している注１。こ

れらの指摘に基づいて、本論文では、医療サービ
スを受けた住民の効用は、構造、過程および結果
から得る医療の質と、医療サービスを受ける際の
混雑現象から成り立つと考える。
　そこで、本論文は、ホテリングモデルを用い医
療サービスについて分析しているMontefi ori
（2005）６）のモデルに、Basso and Zhang（2007）５）

で考慮されているサービス指標を取り入れた拡張
をおこない自治体病院をどのように運営すること
が社会的に望ましいかを３つのケースに分け分析
する。ここでいう３つのケースとは、ケース１
は、２つの自治体が存在し、それぞれの自治体が
自治体病院を運営している場合、ケース２は、自
治体病院を持つ２つの自治体が合併し、１つの自
治体が２つの自治体病院を運営している場合、ケ
ース３は、自治体病院を持つ２つの自治体が合併
し、一方の自治体病院を廃止する１つの自治体が
１つの自治体病院を運営している場合、である。
この分析により、以下の結果を得ることができ
る。第１に、社会的余剰の観点から見た場合、自
治体の合併後に自治体病院をすべて運営するか、
あるいは廃止により自治体病院の数を減らすか
は、住民の病気が治ることによる効用の大きさに
依存して決まる。第２に、医療サービス供給の公
的負担の観点から考えた場合、自治体の合併後、
全ての自治体病院を運営するとき、医療サービス
供給の公的負担は最も少なくなる。
　本論文は以下のように構成されている。第Ⅱ節
では、本論文における基本的なモデルを示す。第
Ⅲ節では、３つのケースにおける社会的余剰の最
大化について考える。第Ⅳ節で、それぞれのケー
スの社会的余剰についての比較をおこない、第Ⅴ
節は、それぞれのケースの医療サービス供給の公
的負担についての比較をおこなう。最後に、第 
Ⅵ節において、本論文の結論と今後の研究課題を
述べる。
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II．モデル

　本論文は、－γから1＋φまでの線形の地域を
考える。この地域には、２つの自治体（自治体０
と自治体１）が存在し、その自治体間の境界はα
で表わされ、αは０と1の間にあるものとする（0
＜α＜1）。このとき、自治体０の行政区域は－γ
からαまであり、自治体１の行政区域はαから1＋
φまでである。また、自治体０と自治体１は、そ
れぞれ線形上の０と１の地点において、自治体病
院０と自治体病院１を運営しているものとする。
　次に、住民について考える。住民は、線形上に
一様に分布しているものとすると、自治体０の住
民数はγ＋αと表せ、自治体１の住民数は1－α
＋φと表すことができる注２。ここで、すべての
住民は必ず同じ病気にかかり、必ず自治体病院に
通院し病気を治すものとする。住民の病気が治る
ことで得る効用をvとおき、自治体病院 i のキャ
パシティをKiとおく

注３。このとき、vは医療サー
ビスを受ける過程も含めた結果により得られる効
用とみなせば、Donabedian（1966）９）の指摘する
過程と結果であり、自治体病院 iのキャパシティ
であるKiは構造であると考えることができる。し
たがって、医療の質は vKi1/2と定義することがで
き、この医療の質は患者満足の一部、つまり住民
が医療サービスから得る効用の一部を表している注４。
Qiは自治体病院 i の利用者数、βは自治体病院を
利用する住民が自治体病院の利用者一人あたりか
ら受ける混雑現象による負の効用を表しており、
βQiは自治体病院 i を利用する住民が混雑現象か
ら受ける負の効用となる注５。さらに、Mは病院が
受け取る診療報酬であり、sは住民の負担率を表
す。つまり、sMは住民の自治体病院への支払い
である。また、t は通院するための単位あたりの
移動費用、zは住民の居住する地点を表している

とすると、地点 z の住民が自治体病院０に通院す
る場合の移動費用はt|z|と表すことができ、自治
体病院１に通院する場合の移動費用はt|1－z|と
表すことができる。したがって、自治体病院 i に
通院している住民の効用Uiは、

U0＝vK01/2－βQ0－sM－t|z|, （1）

U1＝vK11/2－βQ1－sM－t|1－z|, （2）

と表すことができる。ここで、右辺の第１項と第
２項は住民が病院から得ることができる効用を表
しており、右辺の第３項と第４項は住民の通院す
ることにより支払う総費用を表している。これら
は、１図のように表すことができる。横軸は経済
の範囲、自治体病院の立地および住民の居住地を
表している。一方、縦軸は住民の効用であり、図
のvKi1/2－βQiから水平に描かれている直線は住
民が自治体病院 i から得ることができる効用を、
sMから傾き t の大きさで描かれている直線は住
民が負担する診療報酬と移動費用の合計を表して
いる。したがって、この２本の直線の高さの差が
それぞれの地点に居住する住民の効用を表してい
る。
　住民は、自らの効用が高くなる自治体病院に通
院することを選択するものと考えると、０と1の
間に居住する住民は、自治体病院０あるいは自治
体病院１に通院することが無差別である住民、つ
まりU0＝U1となる地点に居住する住民を境にど
ちらの自治体病院に通院するかが決まる。この無
差別になる住民の居住する地点をxで表すと、U0
＝U1および式（1）と（2）から、

x＝ 12 ＋
v K01/2－K11/2 －β（Q0－Q1）

2t , （3）

と求めることができる。すると、各自治体病院の
利用者数は、
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Q0＝γ＋x, （4）

Q1＝1－x＋φ, （5）

と表すことができる。式（3）－（5）から、各自治
体病院の利用者数は次のようになる。

Q０＝ v
2（t＋β）K0

1/2－K11/2

 ＋β（2φ＋1）＋（2t＋β）（２γ＋1）
４（t＋β）

, （6）

Q1＝ v
2（t＋β）K1

1/2－K01/2

 ＋β（2γ＋1）＋（2t＋β）（2φ＋1）
４（t＋β）

． （7）

（∂Qi∂Ki）＞０, （∂Qi∂Kj）＜０,　　（i, j＝1,2,  i≠j）
これらの式より、各自治体病院の利用者数は、自
治体病院のキャパシティに依存していることがわ
かる。自地域の自治体病院のキャパシティが増加

すると、自地域の自治体病院の利用者数は増加
し、他地域の自治体病院の利用者数は減少する。
つまり、医療施設のキャパシティが高まった病院
の利用者数は増加することがわかる。

III．自治体病院のキャパシティ決定

　この節の目的は、各自治体病院のキャパシティ
ついて、どのような水準で決定されるか３つのケ
ースに分けて分析することである注６。この３つ
のケースとは、ケース１は２つの自治体が存在
し、それぞれの自治体が自治体病院を運営する場
合、ケース２は自治体病院を持つ２つの自治体が
合併し、１つの自治体が２つの自治体病院を運営
する場合、ケース３は自治体病院を持つ２つの自
治体が合併し、一方の自治体病院を廃止し、１つ
の自治体が１つの自治体病院を運営する場合、で
ある。

Q1＝1－α＋x

1－α＋φ

1＋φ1α

Q0＝γ＋x

γ＋α

x0－γ

sM sM
t t tt

U0

U1
vK0

1/2－βQ0

vK1
1/2－βQ1

自治体1自治体0

１図　モデルのイメージ



自治体病院の運営と市町村合併　　331

（1）ケース１のキャパシティ決定
　この小節では、２つの自治体が存在し、それぞ
れの自治体が自治体病院を運営する場合であるケ
ース１のキャパシティ水準について考える。自治
体病院を運営している自治体は、診療報酬の総和
と住民の効用の総和を加えたものから病院のキャ
パシティにキャパシティ１単位あたりの費用であ
るcを掛けた総費用を引いた社会的余剰を考慮し
ている。したがって、ケース１の各自治体の社会
的余剰SWi*は、

SW0*＝Q0M＋
      α∫     －γU0dz－cK0, （8）

SW1*＝Q1M＋
      1＋φ∫     α U1dz－cK1, （9）

と表すことができる。このとき、各自治体は自地
域のすべての住民に対して医療サービスを提供す
る義務を負っているため、自地域の住民が自地域
の自治体病院を利用するしないにかかわらず、自
地域のすべての住民が自地域の自治体病院を利用
する場合を考えて各自治体は医療サービスを供給
しなければならないと考える。つまり、各自治体
は自治体病院の利用者数がそれぞれ‾Q0＝γ＋α
および‾Q1＝1－α＋φであるものと考慮して、式
（8）あるいは（9）をKiについて最大化をおこな
うと、

K0*＝（v（γ＋α）2c ）
２

, （10）

K1*＝（ v（1－α＋φ）
2c ）

２

, （11）

を求めることができる。各自治体は行政区域内の
全住民が自地域の自治体病院を利用するものと考
えているが、住民は自らの効用が最大になるよう

に病院を選択するため、実際の利用者数は次のよ
うに表される。

Q0*＝
v2（2α－1＋γ－φ）

4c（t＋β）
 

 ＋β（2φ＋1）＋（2t＋β）（2γ＋1）
4（t＋β）

, （12）

Q1*＝
－v2（2α－1＋γ－φ）

4c（t＋β）
 

 ＋β（2γ＋1）＋（2t＋β）（2φ＋1）
4（t＋β）

． （13）

（2）ケース２のキャパシティ決定
　次に、自治体病院を持つ２つの自治体が合併
し、１つの自治体が２つの自治体病院を運営する
場合であるケース２の各自治体病院のキャパシテ
ィ水準について考える。合併後の自治体は、自治
体病院の診療報酬の総和と地域全体の住民の効用
の総和を加えたものから両自治体病院の費用の総
和を引いた社会的余剰を考慮している。したがっ
て、ケース２の社会的余剰SW**は、

SW**＝（Q0＋Q1）M＋
      x∫     －γU0dz

 ＋
      1＋φ∫     x U1dz－c（K0＋K1）, （14）

と表すことができる。このとき、この自治体は、
式（3）、（5）と（6）を考慮して、両自治体病院
のキャパシティを選択することで式（14）の最大
化をおこなうと、

K0**＝（tv
2（γ＋φ＋1）－2c（t＋β）｛t（2γ＋1）＋β（γ＋φ＋1）｝

4c｛tv2－2c（t＋β）2｝ v）
2

,

（15）
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K1**＝（tv
2（γ＋φ＋1）－2c（t＋β）｛t（2φ＋1）＋β（γ＋φ＋1）｝

4c｛tv2－2c（t＋β）2｝ v）
2

,

（16）
を求めることができる。

（3）ケース３のキャパシティ決定
　最後に、自治体病院を持つ２つの自治体が合併
し、一方の自治体病院を廃止し、１つの自治体が
１つの自治体病院を運営する場合であるケース３
を考える。ここでは、自治体病院０を廃止し、自
治体病院１を残した場合を考えると、社会的余剰
SW***は次のように表すことができる。

SW***＝Q1M＋
      1＋φ∫     －γ U1dz－cK1． （17）

このとき、この経済には、自治体病院がひとつし
か存在しないため、全住民が自治体病院１を利用
することとなり、Q～0＝0, Q

～
1＝1＋γ＋φである。

このことを考慮して自治体は、K１に関して式
（17）の最大化をおこなうと、

K1***＝（ v（γ＋φ＋1）
2c ）

2

, （18）

を求めることができる。

IV．社会的余剰の比較

　この節では、先の節でおこなった各ケースにお
ける社会的余剰最大化のもとでの、それぞれのケ
ースにおける社会的余剰を比較、考察することが
目的である。ここでは分析の簡単化のために、各
自治体の外側の広がりを等しいもの、すなわちγ
＝φとして考える。したがって、式（10）、（11）、
（15）、（16）、（18）はそれぞれ次のように書き直
すことができる。

K0*＝（v（γ＋α）
2c ）

2

, （19）

K1*＝（v（1－α＋γ）
2c ）

2

, （20）

K0**＝K1**＝（v（2γ＋1）
4c ）

2

, （21）

K1***＝（v（2γ＋1）
2c ）

2

． （22）

　また、先の節では、ケース１はそれぞれの自治
体の社会的余剰を考慮していたが、他のケースと
の比較をおこなうため、自治体０と自治体１の経
済全体の社会的余剰を考慮する。ケース１の経済
全体の社会的余剰SW*は、

SW*＝（Q０＋Q1）M＋
      x∫     －γU0dz

 ＋
      1＋φ∫     x U1dz－c（K0*＋K1*）, （23）

と表すことができ、この式（23）に式（6）、（7）、
（19）および（20）を代入することでその値を求
めることができる。
　他のケースの社会的余剰については、ケース２
の社会的余剰SW**は式（14）に式（6）、（7）お
よび（21）を代入することで求められ、ケース３
の社会的余剰SW***は式（18）に式（6）、（7）お
よび（22）を代入することで求められる。
　したがって、ケース１の社会的余剰SW*とケ
ース２の社会的余剰SW**の差をとると、

SW*－SW**＝ tv
4（2α－1）2

16c2（t＋β）2 －
v2（2α－1）2

8c , （24）

となる。この式（24）を図に表すと２図のように
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描くことができる。このとき、v＞0であることを
考慮すると、式（24）は点vAを境にして正と負が
入れ替わることがわかる。すなわち、vが0から
点vAの間にある場合には、SW**＞SW*が成り立
ち、ケース２の社会的余剰がケース１の場合より
も大きくなる。逆に、vが点vAよりも大きい場合
には、SW**＜SW*が成り立ち、ケース１の社会
的余剰がケース２の場合よりも大きくなる。ま
た、βが上昇すると、点vAの値は大きくなる。つ
まり、混雑現象による負の効用が大きくなると、
病気が治ることによる効用の水準がより大きくな
ければ、ケース１の社会的余剰がケース２の場合
よりも大きくならない。
　次に、ケース１とケース３の社会的余剰の比較
をおこなう。ケース１とケース３の社会的余剰の
差をとると、

SW*－SW***＝ tv
4（2α－1）2

16c2（t＋β）2

－
v2｛（2γ＋1）2＋（2α－1）2｝

8c ＋2β（2γ＋1）
2＋t（4γ＋1）2

4 ,

（25）

となる。この式（25）を図に表すと３図のように
描くことができる。先の場合と同様に、v＞0であ
ることを考慮すると、式（25）は０から点vBまで
と、点vCより大きい部分では正であり、点vBと点
vCの間では、負となっていることがわかる。つま
り、vが０から点vBまでと、点vCより大きい場合
には、SW*＞SW***が成り立ち、ケース１の社会
的余剰がケース３の場合よりも大きくなる。一方
で、vが点vBから点vCの間にある場合には、SW*
＜SW***が成り立ち、ケース３の社会的余剰がケ
ース１の場合よりも大きくなる。また、βが上昇
すると、点vBおよびvCの値は大きくなる。つま
り、混雑現象による負の効用が大きくなると、ケ
ース１とケース３の社会的余剰の大小関係が変化
する病気が治ることによる効用の水準は大きくな
ければならない。
　最後に、ケース２とケース３の場合の社会的余
剰の比較をおこなう。ケース２とケース３の社会
的余剰の差をとると、

v
vA0

SW＊－SW＊＊

SW＊＜SW＊＊ SW＊＞SW＊＊

２図　ケース１の場合

vvB vC0

SW＊－SW＊＊＊

SW＊＜SW＊＊＊SW＊＞SW＊＊＊ SW＊＞SW＊＊＊

３図　ケース２の場合



334　　医療経済研究　　Vol.21  No.3  2010

SW**－SW***＝－v
2（2γ＋1）2

8c

 ＋2β（2γ＋1）
2＋t（4γ＋1）
4 , （26）

となる。この式（26）を図に表すと４図のように
描くことができる。v＞0であることを考慮する
と、式（26）は点vDを境にして正と負が入れ替わ
ることがわかる。つまり、v が０から点vDの間に
ある場合には、SW**＞SW***となり、ケース２の
社会的余剰がケース３の場合よりも大きくなる。
また、vが点vDより大きい場合には、SW**＜
SW***となり、ケース３の社会的余剰がケース２
の場合よりも大きいことがわかる。また、βが上
昇すると、点vDの値は大きくなる。つまり、混雑
現象による負の効用が大きくなると、病気が治る
ことによる効用の水準がより大きくなければ、ケ
ース３の社会的余剰がケース２の場合よりもが大
きくならない。
　これらのことより、０とmin｛vA,vB,vD｝の間で
は、SW**＞SW*＞SW***が常に成り立ち、一方

で、max｛vA,vC,vD｝より大きい部分では、SW*＞
SW***＞SW**が常に成り立つことがわかる。
　以上のことより、次の命題が言える。

命題１
（1）　 vが十分に小なる場合には、社会的余剰は

SW**＞SW*＞SW***となる。
（2）　 vが十分に大なる場合には、社会的余剰は

SW*＞SW***＞SW**となる。

　この命題１（1）は、vが０に近い場合、つまり
病気が治療されることにより得られる効用が非常
に小さい場合には、ケース２の場合が望ましいこ
とを示唆している。また、命題１（2）は、vが十
分に大きい場合、つまり病気が治療されることに
より得られる効用が非常に大きい場合には、ケー
ス１の場合が望ましいことが示唆されている。点
vA, vB, vC, vDの大小関係によっては、ケース３の
場合が、社会的余剰が最大になる可能性もある。
これらのことから、合併後のみを考えると、住民
は、軽度の病気の場合には、病院規模の大きさよ
りも通院距離が短い病院を望んでおり、一方で重
度の病気の場合には、通院距離よりも病院規模の
大きい病院を望んでいることがわかる。

V．医療サービス供給の公的負担の比較

　先の節では、３つのケースの社会的余剰の差異
に焦点を当て比較、考察をおこなった。しかしな
がら、日本における自治体病院は、現在、深刻な
赤字経営に陥っている注７。そこで、この節では、
先の３つのケースにおける医療サービス供給の公
的負担についての比較、考察をおこなう。
　まず、３つのケースの医療サービス供給の公的
負担の比較をおこなう際、ケース１に関しては、

vvD0

SW＊＊－SW＊＊＊

SW＊＊＜SW＊＊＊SW＊＊＞SW＊＊＊

４図　ケース３の場合
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それぞれの自治体病院についての医療サービス供
給の公的負担を考えるべきであるが、ここでは、
他の２つのケースとの比較をおこなうために、ケ
ース１については、社会全体の医療サービス供給
の公的負担を考え分析をおこなう。ケース１、ケ
ース２、ケース３のそれぞれの場合の医療サービ
ス供給の公的負担をπ*, π**, π***とすると、

π*＝（Q0＋Q1）M－c（K0*＋K1*）, （27）

π**＝（Q0＋Q1）M－c（K0**＋K1**）, （28）

π***＝Q1M－cK1***, （29）

と表わせる。つまり、医療サービス供給の公的負
担は社会全体の住民数に病院が受け取る診療報酬
を掛けた収入から社会全体のキャパシティ費用を
引いたものである。このとき、どのケースにおい
ても社会全体の住民数は等しく、診療報酬は一定
であるため、３つのケースで収入の部分は変わら
ない。また、キャパシティの単位あたり費用であ
る cも同じであることから、医療サービス供給の
公的負担の比較をおこなうためには、各ケースに
おけるキャパシティの総量についてのみ検討すれ
ばよい。
　式（19）－（22）を考慮して、各ケースのキャパ
シティの総量をK*, K**, K***とすると、

K*＝K0*＋K1*＝
v2｛（2γ＋1）2＋（2α－1）2｝

8c2 , （30）

K**＝K0**＋K1**＝
v2（2γ＋1）2

8c2 , （31）

K***＝K1***＝
v2（2γ＋1）2

4c2 , （32）

とそれぞれ表すことができる。これらのキャパシ

ティの総量の比較をおこなうと、K***＞K*＞K**
となることがわかる。したがって、各ケースにお
けるキャパシティの社会全体で必要となる費用に
ついて考えると、大きいほうから順に、ケース
３、ケース１、ケース２となる。
　ここで注目すべきは、社会的余剰を最大にする
ことを目的としている場合、自治体が合併するケ
ースでも２つの自治体病院を運営するか、あるい
は１つの自治体病院を運営するかによって、自治
体病院のキャパシティ費用の総額は、ケース３は
ケース２よりも２倍も高くなっている点である。
また、１病院あたりのキャパシティで考えた場合
には、ケース３では、ケース２の場合よりも４倍
も大きくなっている。これは、自治体の目的が社
会的余剰を最大にすることであり、交通費が多く
必要となる自治体病院から遠くに離れた場所に居
住している住民の効用も考慮する必要があること
と、行政区域内の全ての住民が１つの自治体病院
を利用することで高まる混雑現象による負の効用
を減少させるために、病院のキャパシティを大き
くする必要があるからである。
　一方で、ケース１とケース２を比較した場合、
キャパシティの総量がケース２よりもケース１の
方が大きくなっている。これは、以下のような理
由が考えられる。ケース１の場合には、それぞれ
の自治体は自治体病院の利用者数を正確に把握し
ていないが、ケース２の場合には、１つの自治体
が２つの自治体病院を運営しているため、利用者
数を正確に把握できている。このため、利用者数
を正確に把握できていないケース１の場合には、
自治体病院のキャパシティを正確に供給できない
からである。
　以上のことより、以下のことが言える。

命題２
　社会全体で考えた場合、病院のキャパシティ費
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用は、合併後、１つの自治体が２つの自治体病院
を運営するケースが、最も少ない。また、合併
後、一方の自治体病院を廃止し、１つの自治体が
１つの自治体病院を運営するケースが、最もキャ
パシティ費用が高い。

　前節の結果とこの節の結果から、自治体の合併
後、複数の自治体病院を運営することが社会的余
剰を最大にする可能性があり、医療サービス供給
の公的負担だけに限った場合には、複数の自治体
病院を運営する場合が最も少なくなっている。直
観的には、１つの自治体病院に統合した場合に、
最も効率的であると考えられるが、住民の居住場
所と自治体病院までの距離などを考えた場合に
は、複数の自治体病院を運営することが最も効率
的になる可能性があることを示している。
　これまでの議論は、次のようにまとめることも
できる。「ケース１とケース２」および「ケース
１とケース３」の比較は市町村合併の前後での比
較であるため、市町村の合併効果と考えられ、一
方で、「ケース２およびケース３」の比較は市町
村合併後の存廃について考えているため、合併後
の政策効果と考えられる。
　まず、市町村の合併効果について考える。社会
的余剰の観点では、病気が治療されることにより
得られる効用が非常に大きい場合には、ケース１
が最も大きくなるため、市町村の合併効果はほと
んどない。しかしながら、費用の観点では、ケー
ス２の場合には、合併前よりもキャパシティ費用
が減少するため、市町村の合併効果は存在する。
　次に、合併後の政策効果について考える。社会
的余剰の観点では、病気が治療されることにより
得られる効用の大きさにより効果が異なるため、
常に望ましい政策は明らかにならない。一方で、
費用の観点では、ケース２は常にケース３のキャ
パシティ費用も少ないため、ケース２が望ましい

政策といえる。

VI．結論

本論文は、医療サービスからの社会的余剰を自治
体の合併前と合併後で比較することにより、自治
体病院をどのように運営することが社会的に望ま
しいかを分析することを目的としてきた。
　この分析により、以下の結果を得ることができ
た。第１に、社会的余剰の観点から見た場合、自
治体の合併後に自治体病院をすべて運営するか、
あるいは廃止により自治体病院の数を減らすか
は、住民の病気が治ることによる効用の大きさに
依存して決まる。第２に、医療サービス供給の公
的負担の観点から考えた場合、自治体の合併後、
全ての自治体病院を運営するとき、医療サービス
供給の公的負担は最も少なくなり、廃止により自
治体病院の数を減らしたとき、医療サービス供給
の公的負担は最も高くなる。
　市町村合併や自治体の財政赤字の影響で、地域
医療を支えている自治体病院の運営は、大きな岐
路に立たされている。しかしながら、高齢化社会
を迎える日本において、地域医療の重要性はます
ます高まっていくであろう。単に、財政的に厳しい
状況にあるからといって、短絡的に医療サービス
供給を減らしていくのではなく、住民にとって望ま
しい状況を慎重に考えていく必要があるだろう。
　本論文は、社会的余剰と医療サービス供給の公
的負担に焦点を当てることで、自治体病院の運営
について分析をおこない、ここでは、１つの自治
体が複数の自治体病院を運営した場合でも、社会
的余剰が最大になる可能性を示した。ただし、本
論文は、全ての住民が同じ病気に必ずかかること
を想定している点や、医療機器の規模、施設規
模、医師や看護師の人数などの物的資源と人的資
源を含めた病院規模をキャパシティとしてまとめ
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て考慮している点など単純化しすぎであるといえ
るかもしれない。今後、これらの点について拡張
をおこないより現実的なモデルを考える必要があ
るだろう。
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注
１　Donabedian（1966）９）の研究の詳細については、
島津（2005）８）などを参照。

２　本論文は、私立病院が運営されていない地方部
を想定している。地方部を考えた場合、住民は離
散的に分布していると考えられるが、本モデルに
おいて住民の分布を離散的に考慮した場合、住民
の離散の想定の仕方によって様々な結果が導き出
されるとことが考えられる。本論文の目的は、そ
のような住民分布の差異による影響の分析に主眼
を置いておらず、市町村合併による自治体病院の
運営の差異による影響の比較を分析に主眼を置い
ているため、議論の簡単化のためにも地方部では
あるが住民は一様に分布していると想定する。

３　本論文では、vは前節の議論で示した結果と考え
ることができ、重度の病気の場合には、大きくな
り、軽度の病気の場合には、小さくなるものとす
る。また、病院のキャパシティは医療機器の有無、
施設規模、医師や看護師の人数などの病院規模を
想定しており、いわゆる構造を表している。

４　自治体病院 i のキャパシティKiは医療の質に逓
減する形で影響を与えるものと考える。つまり、
同じ病気の治療に関して、病院規模が大きくなる
ほど、住民は医療の質が高いと感じるが、病院規

模の高まりによる限界的な医療の質の高まりは減
少していくものと想定する。また、医療の質と患
者満足の関係についての議論は第Ⅰ節を参照。
５　本論文では、βは診察の待ち時間の増加や病気
に感染する可能性などの利用者数が増えることに
より受ける負の効用を考えている。
６　本論文では、自治体病院の収支均衡については
考慮していない。なぜなら、全国自治体病院協議
会「平成19年病院経営実態調査報告」によれば、
「自治体病院594病院のうち７.4％（44病院）が黒字
となっていて、赤字病院は92.６％（550病院）であ
った」としているように、日本の多くの自治体病
院は赤字経営となっており、自治体病院の収支均
衡を想定することが現実的ではないと考えられる
ためである。
７　第Ⅰ節の議論を参照。
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Abstract

This paper explores the most socially desirable arrangement to run municipal hospitals after two municipalities 
merge, using net social benefi t as the criterion. It extends a Hotelling’s model of medical services and compare the 
social surplus for three cases; （a） two municipal hospitals run by two municipalities （before consolidation）, （b）two 
municipal hospitals, or （c）an integrated municipal hospital, respectively, after the consolidation.

We conclude that （1） if we focus on the social surplus, the most socially desirable arrangement for running 
municipal hospitals after consolidation depends on the magnitude of residents’ utility, which means ‘satisfaction’ 
obtained from curing  illnesses; and （2） if a consolidated municipality runs two municipal hospitals, the public burden 
for medical services is the smallest of the three cases assessed.
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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、再投稿して下さい。
　　 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、医療経済研究機構の年間優秀賞の選定対象となります。
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

（2009年４月27日 改定）
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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6000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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　　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 consideration by the Institute for Health 
Economics for its “Most Valuable Papers of the Year Award.”

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

Effective on and from April 27, 2009. 
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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）....

“Japanese Journal of Health Economics and Policy”  
Writing Guidelines
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2010年３月吉日
会員各位

医療経済学会第５回研究大会
研究大会長　小林 廉毅

「医療経済学会　第５回研究大会」のご案内

拝啓　会員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、医療経済学会主催、第５回研究大会（2010年度）を次の要領で開催する運びとなりました。つきまし
ては、ご多忙中のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご参加頂きたくご案内申し上げます。

敬具

記
Ⅰ．研究大会
期　日：2010年7月10日（土）10:00-18:00（予定）
会　場：東京大学　医学系研究科教育研究棟　鉄門記念講堂　
　　　　東京都文京区本郷7－3－1
参加費：会員　5,000円、学生会員　1,000円、非会員　10,000円

Ⅱ．総会
研究大会当日、総会を開催致します。

Ⅲ．一般演題募集要項（募集は締め切りました）
●演題関連スケジュール

採否通知：2010年4月上旬

（参考）採用された方
完成論文提出：2010年5月21日（金）
Power Point提出：2010年6月25日（金）
＊完成論文は、指定討論者へ事前送付致しますので、上記期限までに事務局へご提出をお願い致し
ます。
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研究大会長 東京大学　大学院医学系研究科　教授 小林　廉毅

委員長 東京大学　大学院公共健康医学専攻　教授 橋本　英樹

委員 国立社会保障・人口問題研究所　室長 泉田　信行

委員 九州大学　大学院医療経営管理学講座　准教授 桑原　一彰

委員 国立保健医療科学院　経営科学部　室長 菅原　琢磨

委員 国立社会保障・人口問題研究所　室長 野口　晴子

委員 東京大学　大学院公共健康医学専攻　准教授 東　　尚弘

委員 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 福田　敬

●プログラム委員〈プログラム委員会メンバー表〉

お問い合わせ先
〒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　医療経済研究機構内
医療経済学会事務局
TEL03-3506-8529　 　FAX 03-3506-8528 
E-mail：gakkai@ihep.jp　 http://www.ihep.jp/



＊ 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）
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
TEL03-3506-8529　FAX 03-3506-8528
http://www.ihep.jp
E-mail：gakkai@ihep.jp

　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、医療経済学会の会員1名の推薦を得た上で、理事会にて承認を得ることになります。

年　　　　月　　　日申込

【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。

医療経済学会  入会申込書

フリガナ

氏　　名

氏　　名

＜推薦する会員＞

会員の別

所
属
先

名称

住所

電　　話

自宅住所

電　　話

郵便物希望送付先（該当に○） 所属先　・　自宅

E-mail

普通会員
学生会員

最終学歴
専攻科目

職　　名

男
・
女

生年
月日

FAX

FAX

西暦　　　　年　　　月　　　日

〒

〒



会員サービス向上の一環としまして、バックナンバーについては医療経済学会ホームページより、
PDFによるWeb 上での閲覧可能です。本年号については、パスワード入力により会員様画面で
閲覧が可能です。会員の皆様にはこれまでどおり最新号をご郵送いたします。
　なお、非会員の方々は 1年以上経過したバックナンバーがWeb 上で閲覧可能です。

編 集 委 員 長 小　椋　正　立 （法政大学経済学部教授）
編　集　顧　問 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 （京都大学理事・副学長）
編　集　委　員 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）
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