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2009年夏の総選挙が終わり、日本の政治が大きな転換点を迎えた。長期的には医療も当然、大きな影響
を受けるであろう。しかし、マニフェストで見る限り、医療政策に関する争点は多くはなかった。いずれ
の政党も、小泉元首相の時代に方向付けられた医療費削減施策を見直すとしており、医師不足を解消する
ため、医師数を増やすとしていた。もちろん、数値やニュアンスに違いはあったが、方向は同じである。
唯一、与野党で方向の異なるものが、後期高齢者医療制度であった。
ところで、後期高齢者医療制度の廃止は、民主党の他の政策と整合性があるのだろうか。もちろん、75
歳で「線を引く」という同制度の根本的な問題と、それに伴う高齢者の不安はすみやかに解消すべきであ
る。しかし、後期高齢者医療制度を構成する要素はそれだけではない。都道府県単位の運営、高齢者一人
一人を加入者とするなど、将来の日本の医療保険のあり方を示す仕組みが含まれていた。実際、都道府県
規模への保険統合は、筆者を含めて医療政策に関わる研究者らが提案してきた方向性でもある。
わが国の社会保障・教育は、長らく続いた保守政治のもと、伝統的な家族観を前提にしたものが少なく
ない。幼い子どもが親の被扶養者として、同じ医療保険に入るのは自然としても、年金収入のある親が子
どもの被扶養者となっていた。同じ年金収入がありながら、子どもの被扶養者に認定された高齢者は医療
保険料徴収の対象とならず、身よりのない高齢者からは保険料が徴収されていた。後期高齢者医療制度で
は、同じ地域に住み、同じ年金収入であれば、保険料も原則同一となり、負担の点ではより普遍性、公平
性の担保された仕組みであった。国民皆保険を守るためにも、負担の公正は重視されるべきである。しか
も、個人を基本とした制度であり、民主党の医療以外の政策とも整合性があった。これを旧来の老人保健
制度に戻すという。その一方で、将来的に医療保険制度は地域保険として一元化すると、民主党のマニフ
ェストは謳っている。
後期高齢者医療制度を廃止して、その先にどのような展望があるのだろうか。目前の不安を取り除くこ
とは重要である。しかし、それ以上に、将来の大きな安心のためのビジョンを示すことがはるかに重要で
あろう。将来の道筋を示した上での建設的な廃止が望まれる。

巻頭言

後期高齢者医療制度の行方

東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学

　小林　廉毅



１．はじめに

疾病リスクや死亡率、健康意識、あるいは喫煙
などの健康行動が所得や学歴、職業上の地位、性
別、婚姻関係など様々な社会経済的要因や人口動
態要因に大きく左右されるという考え方は直感的
にも理解しやすいし、数多くの実証分析が蓄積さ
れている。しかし、そうした要因だけでなく、個
人が居住する地域の所得格差や貧困も健康や健康
意識に影響を及ぼしているかもしれない。もしそ
うであれば、健康格差は人々の所得水準を平均的
に引き上げるだけでは是正できず、所得格差その
ものの縮小が政策的に求められることになる。

所得格差と健康の関係をめぐる実証研究は、
Wilkinson（1992）を嚆矢とする1）。Wilkinsonは、

特別寄稿

所得格差と健康：
日本における実証研究の展望と課題

一橋大学経済研究所教授　小塩　隆士

所得格差が大きな国ほど平均寿命の延びが短くな
る傾向があることを示した。それ以来、社会疫学
の分野では、所得格差が健康や健康意識にどのよ
うな影響を及ぼしているかという点について様々
な実証研究が精力的に進められている。

さらに、ここ十数年間は多重レベルでの分析
（multilevel analysis）が主流となってきた。国や
州、都道府県などマクロないしセミマクロ・レベ
ルでの分析、あるいは個人レベルでの分析だけで
は変数の影響を識別する上で不十分であることが
明らかになってきたからである。個人レベルの健
康や健康意識を、個人を取り巻く社会経済的・人
口動態的要因やその個人が居住する地域の要因と
いう、レベルが異なる要因に基づいて重層的に分
析する、というのが多重レベル分析の特徴であ
る。地域についても、複数のレベルに分けてそれ

抄　　録

　所得格差が健康あるいは健康意識にどのような影響を及ぼしているかが、社会疫学の分野で重要な研究テーマとなって
いる。とりわけ近年においては、個人属性や地域属性など多重なレベルの要因を同時に考慮して、格差と健康・健康意識
の関係を分析する実証研究が精力的に進められている。
　日本ではデータ面の制約もあって、所得格差と健康・健康意識の関係に関する多重レベルの実証分析を進めることは容
易ではなかった。しかし、データ面の制約はまったく克服できないというわけではなく、実際、最近では国際的に比較可
能な形での研究が徐々に蓄積され始めている。
　本稿では、日本における実証研究を簡単に展望するとともに、データや分析面で解決すべき課題、今後の研究課題につ
いて、筆者自らの暫定的な研究成果も踏まえながら整理する。所得格差と健康・健康意識との関係は、経済学や社会学に
とっても関心の高いテーマである。今後は、より一般的なwell-being研究も視野に入れた、学際的・総合的な研究の進展が
期待される。

キーワード： 所得格差、健康意識、貧困、社会的厚生、多重レベル分析

　　87



88　　医療経済研究　　Vol.21  No.2  2009

ぞれの要因の影響を明示的に把握する試みが進め
られている。

社会疫学の研究対象の中には、経済学や社会学
から見ても興味深いものがもともと少なくない。
なかでも、所得格差が中心的なテーマになると社
会科学の研究者の関心は大きく高まり、分析はま
さしく学際的な色彩を強めることになる。

多重レベルでの実証分析に関する包括的なサー
ベイとしては、Subramanian and Kawachi（2004）
やWilkinson and Pickett（2006）などがある2, 3）。
それらを見ると、米国では所得格差が健康や健康
意識に有意な影響を及ぼす結果を示す実証分析が
多いのに対して、米国以外ではそれほどでもない
ようである。また、仮に所得格差が影響を及ぼす
としても、その理由や経路を解明する理論的な裏
付けはまだ完全にはできていない。実際、推計に
用いる制御変数の選択によって、結果は不安定に
なりがちである。そのため、健康格差をめぐる議
論は収拾がつかないほどに多様化している。

本稿では、日本における所得格差と健康・健康
意識の関係をめぐる実証研究の現状や課題につい
て、筆者自らの暫定的な研究成果も踏まえながら
整理する。まず、次の２．では、日本における代
表的な先行研究をいくつか紹介した上で、解決す
べきデータ面での課題を指摘する。３．では、分
析に際して注意すべきポイントをいくつか取り上
げる。４．では、議論を狭い意味での所得格差か
ら貧困や社会的厚生に広げてみる。５．では、最
近刊行された筆者らの研究の内容の一部を紹介す
る。最後に、６．で全体の議論をまとめる。

２． 日本における先行研究とデータ面での
課題

日本では1990年代後半以降、所得格差や貧困が
重要な政策課題となっており、経済学や社会サイ

ドから格差・貧困をめぐる研究や論説が数多く発
表されてきた。それと連動する形で、医学・社会
疫学サイドでも所得格差と健康・健康意識に関す
る実証研究が蓄積され始めている。実際、国内の
研究者が執筆した単行本に限っても、近藤

（2005）や川上・小林・橋本（2006）に代表され
るように、所得階層やその他の社会経済的要因に
よる健康面の格差が重要な政策課題として位置づ
けられるようになっている4, 5）。

しかし、日本の場合、米国のCurrent Population 
Survey（CPS）のように、詳細な個人属性をカバ
ーしたサーベイのマイクロ・データが入手しにく
く、実証分析を進めにくい状況にあった。そうし
た中で、Shibuya, Hashimoto, and Yano（2002）は、
厚生労働省「国民生活基礎調査」（1995年）を用
いて日本で最初の本格的な多重レベルの分析を行
ったものであり6）、注目された。

この  Shibuya et al.  の分析結果をみると、ジニ
係数でみた都道府県レベルの所得格差は健康意識
にあまり有意な影響を及ぼしていない。ただし、
共著者の一人である橋本（2006）が指摘するよう
に、この結果は制御変数の選択に左右される面が
あり7）、この分析だけで日本では所得格差が健康
意識に影響しないと結論づけるのは尚早である。
所得格差や貧困も2000年代に入るまで拡大・悪化
傾向を示しており、社会問題化している。

関連する実証研究は、その後もいくつか行われ
ている。まず、都道府県レベルでは、Nakaya and 
Dorling（2005）の分析8）が注目される。彼らは
総務省「全国消費実態調査」（1989年）から得ら
れる、都道府県レベルのdecile ratio（十分位所得
階級の最下位層が全体の所得に占める比率を最上
位層のそれで除した値）を所得格差の指標とし、
それと同じく都道府県レベルの死亡率との相関関
係を調べ、英国の場合と比較している。ここで
も、日本では所得格差と死亡率との間に明確な相
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関関係は認められていない。
一方、個人レベルでは、石田（2006）が、日本

大学「健康と生活に関する調査」（1999－2000年
調査）で得られる65歳以上の高齢者のマイクロ・
データを用いて、所得や教育年数、職種など社会
経済的要因が健康との相関関係に関するロジステ
ィック分析を行っている9）。同様に、小島（2003）
は、厚生労働省「国民生活基礎調査」（1995、98、
2001年調査）を用いて、高齢者の健康状態と所得
階層との相関関係を記述統計レベルで分析してい
る10）。

しかし、Nakaya and Dorling  の分析はマクロ
の集計データに基づくものだし、石田、小島の分
析は個人レベルあるいはその集計データに基づく
分析であり、多重レベルの分析ではない。さら
に、これらを除くと、少なくとも全国規模のサー
ベイを用いた実証分析は、筆者の知る限り日本で
はほとんど行われていないようである。

その最大の原因は、上述のようにデータ面での
制約にあると思われる。都道府県レベルの地域格
差を把握するためには、「国民生活基礎調査」「全
国消費実態調査」あるいは「家計調査」といった
大規模な公式統計が必要になるが、これらの統計
で把握できる個人属性はかなり限定的である。一
方、個人属性を把握するためには、上述の「健康
と生活に関する調査」や研究者が独自に行うアン
ケート調査は便利だが、都道府県レベルの所得格
差を把握するには規模が小さすぎる。

その点でいえば、「国民生活基礎調査」は、３
年に一度の大調査年で健康票と世帯票、所得票が
同時に利用可能になるため、多重レベルの分析に
最も適した統計といえる。そこに注目した Shibuya 
et al.  が例外的な成功を収めているのは意外なこ
とではない。しかし、同調査では重要な個人属性
である学歴が把握できないほか、最近注目されて
いるソーシャル・キャピタルに対する関わり方な

ども把握できず、分析を進める上で制約がある。
このように、所得格差と健康・健康意識との相

関関係に関する多重レベルの分析を行うことは、
データ面での制約があるので日本では容易ではな
い。そうした中で、国際比較に耐えうるような実
証分析を進めるためには、異なる統計を組み合わ
せることが現実的な解決策となり得る。その点に
注目した最近の試みとして、Oshio and Kobayashi

（2009a）が挙げられる11）。
筆者らはまず、都道府県レベルの地域格差を

「国民生活基礎調査」（ただし、サンプル数の多い
大調査年。具体的に用いたのは2004年調査。デー
タは１年前）のマイクロ・データに基づいて計算
している。そして、健康意識や個人の属性につい
ては、大阪商業大学が東京大学の協力の下で実施
している「日本版総合的社会調査」（JGSS：Japanese 
General Social Survey、2003年調査）を利用して
いる。JGSS  の回答者については居住している都
道府県が分かるので、「基礎調査」とのマッチン
グを行うことにより、多重レベルでの分析が可能
となる。

JGSS  は、健康意識は当然のこと、学歴を含む
個人属性をかなり詳細に把握しており、非常に有
益なサーベイである。最近でも、同調査を用いた
実証研究が加速度的に増えている。もちろん、
JGSS とマッチングさせる相手の統計は、「全国消
費実態調査」や「家計調査」でも構わない。とく
に、都道府県別のジニ係数や十分位の所得階級値
も公表されているので便利である。実際、小林

（2008）は、JGSS と「全国消費実態調査」の組み
合わせで多重レベルでの分析を行っている12）。

なお、知多半島地域に居住する高齢者に対象を
絞った分析ではあるが、独自のアンケート調査に
基づく本格的な多重レベルの分析としてIchida et 
al.（2009）がある13）。このIchida et al.の分析は、
ソーシャル・キャピタルの役割を明示的に議論し
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ている点でも重要である。今後、こうした多重レ
ベルの分析が日本でも数多く蓄積されていくこと
が期待される。

日本はもはや平等な社会とは呼びにくくなって
おり、とくに貧困率の水準は先進国の中でもトッ
プ・プラスであることがわかっている。しかも、
教育社会学や教育経済学の一連の実証分析が示す
ように、教育面も階層性が強まっている。健康面
でもそうだということになれば、事態はさらに深
刻である。健康格差の研究は、政策的な重要性も
高まっていると考えてよい。

３．分析上のいくつかのポイント

所得格差と健康・健康意識との相関関係を検証
する場合、データ面での工夫を行うだけでなく、
次のような点が分析上の重要なポイントとなる。

第１は、主観的な健康意識（self-rated health）
の捉え方である。これまでの実証分析をみると、
健康意識は二値変数として捉えられることが多
い。「国民生活基礎調査」の場合ではいえば、自
分の健康状態について「よい」「まあよい」「ふつ
う」「あまりよくない」「よくない」という尋ね方
をしている。JGSS  やその他のサーベイでも、こ
うした５段階の訊き方をしている。このうち、下
位の回答である「あまりよくない」「よくない」
を１、それ以外をゼロとまとめて、ロジスティッ
ク分析に乗せるという手法がよく採用される。

しかし、せっかく５段階の情報が得られている
のだから、その情報を二値変数に集約するのでは
なく、５段階のまま順序ロジット式の推計に用い
るという発想があってよい。また、二値変数に集
約するとしても、下位の２つではなく３つを１と
するアプローチもあってよい（これは、上位の２
つを１とすることと実質的に等しい）。従来型の
ロジスティック分析では所得格差の影響が有意に

出てこなくても、推計の方法を変えると結果が変
わってくる可能性は十分にある。　

ついでにいえば、社会疫学や健康科学の分野で
は、オッズ比で変数の効果を検討することが多
く、そのために各変数をカテゴリー化する傾向が
ある。経済学の分析ではオッズ比よりも限界効果
に注目することが多い。先行研究では、最も重要
な変数であるジニ係数もカテゴリー化している場
合が多く、経済学サイドから見るといくぶん違和
感を覚える。ジニ係数の影響についても、たとえ
ば１標準偏差分だけ高めたときに健康でないと答
える確率がどれだけ高まるかといった形で、直感
的に理解しやすい形で結果を示すことは十分可能
である。

第２は、制御変数の処理の仕方である。所得格
差が健康・健康意識に及ぼす経路については、決
定打となる理論的な枠組みが存在しない。そのた
め、制御変数の採択によって結果が大きく左右さ
れ、議論が混乱しがちになる。極端なことをいえ
ば、仮説を正当化するように制御変数を選択する
といった行為も完全には排除できない。

そうした問題を回避するひとつの方法は、制御
変数を累積的に加えていき、問題となる所得格差
の統計的な優位性がどのように変化するかをチェ
ックするというやり方がある。実際、Subramanian 
and Kawachi（2004）は、この方法を最大限活用
して、制御変数の選択をめぐる問題をとても手際
よくサーベイしているし、Shibuya et al.（2002）、
Ichida et al.（2009）等もこれによって推計結果
を丁寧に分析している。

たとえば、都道府県など地域の所得格差の有意
性は、地域の所得の中央値や平均値を説明変数に
加えると低くなることが多い。これは、平均所得
が高いほど格差を問題視する気持ちが弱まり、格
差と健康意識との関係が弱まることを意味するの
かもしれない。経済学的な表現を用いれば、公平
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性からの評価と効率性からの評価が交錯する状態
がその背景にありそうであり、興味深い。

また、所得格差が健康意識に及ぼす経路とし
て、格差が大きい地域ほど政治的な意思統一が進
みにくく、社会資本整備が進みにくいため健康に
悪影響が出るという仮説も有力である。この仮説
が正しければ、県民１人当たりの医師数など健康
関連の社会的インフラ要因を制御変数に加えた段
階で、所得格差の有意性は低下するだろう。

そのほか、都道府県を幾つかの地域にまとめ
て、その地域ダミーを説明変数に加えることによ
り、所得格差の影響がどのように変化するかとい
う点も、しばしば注目されている。

第３は、格差指標の選択である。所得格差を示
す指標としては、直感的にもわかりやすいジニ係
数が採用されることが多い。格差指標にはほかに
も様々なものが存在するが、どれをとっても結果
にそれほど大きな差が出てこないことも分かって
いる。

しかし、格差指標には特徴がある。たとえば、
平均対数偏差（MLD：mean log deviation）は低所
得層の所得分布に敏感だし、変動係数（coeffi  cient 
of variation）あるいはその二乗値は逆に低所得
層の分布に敏感である。これらに対して、ジニ係
数は中所得層の所得分布に敏感だといわれる。ま
た、所得分布を10％タイル、50％タイル、90％タ
イル等で区切り、それぞれの比率をとって格差を
表現するという方法も考えられる。

所得格差が健康意識に影響するのは、域内の所
得格差が心理的に負の影響を及ぼすからだという
考え方もある。もしそうだとすれば、所得格差の
有意性は、採用される格差指標によって微妙に異
なってくるはずである。

４．所得格差から貧困、社会的厚生へ

前節で述べた第３の点については、さらに話を
進めることができる。第１に、人々が健康意識と
の関連で重視しているのは、所得格差よりも貧困
かもしれない。自分の居住する地域で低所得層が
数多く住んでいれば、それ自体が健康意識にマイ
ナスの影響を及ぼすかもしれない。したがって、
格差指標の代わりに貧困指標を採用し、それが健
康意識と相関しているかをチェックすることも興
味深い作業である。

貧困指標としては、一般的にFGT  指数が用い
られる14）。通常の場合と同様に、各地域の所得の
中央値の２分の１の値 zを貧困線と定義し、F（ y）
を個人の所得  y  の累積分布関数、n を非負の整数
としたとき、FGT（n）は

　FGT（n）＝
      z∫     0（z－y

zi ）dF（y）

として定義される。n は所得が貧困線を下回る
ことを社会的にどこまで深刻に受け止めるかを示
すパラメータである。FGT（0）が最も一般的な
貧困指標である（相対的）貧困率だが、ここで
は、貧困線を下回る人数の全体に占める比率だけ
が問題にされ、貧困の度合いは考慮されない。し
かし、n を引き上げるにつれて、貧困の度合いが
深刻なものとして受け止められる。この  n の値を
いろいろ変えて各地域のFGT を計算し、それが
健康意識にどのような影響を及ぼすかをチェック
することも興味深い。

以上のアプローチは、次のように一般化でき
る。すなわち、当該地域の所得分布に対する人々
の評価を社会的厚生（social welfare）として数
値化してみる。具体的には、第i地域が  Hi 人で構
成されるとし、その地域に居住する第 h 個人の所
得を yih（h = 1, 2,…, Hi  ）としたとき、
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Σ
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1nyih for　ε＝1,

を計算する。このWはアトキンソン型の社会
的厚生関数と呼ばれる。εは所得格差を回避した
いと人々が考える度合いである。εがゼロであれ
ば、所得格差はまったく問題ではなく、その地域
の平均的な所得水準だけが人々の社会的厚生を規
定することになる（ベンサム型の社会的厚生）。
εが大きくなるほど、所得格差の存在が否定的に
受け止められ、社会的厚生は低下する。そして、
εがプラスの無限大になれば、最貧層の幸せが社
会全体の幸せに一致する（ロールズ型の社会的厚
生）。

問題は、格差回避度εの値があらかじめわから
ないことである。そこで、このεにいろいろな数
値を当てはめてW を計算し、それを格差指標あ
るいは貧困指標の代わりに健康意識の説明変数と
して回帰式を推計する。そして、その回帰式の当
てはまり具合や指標の有意性から最も尤もらしい
εの値を探し出す、という方法が考えられる（も
ちろん、より厳密には、最尤法によってεの値を
直接計算することも考えられる）。この場合、地
域の中央値や平均値を説明変数に加える必要はな
い。それは格差の度合いと同様、この社会的厚生
を示す指標に反映されているからである。

実は、これとよく似たアプローチがファイナン
スの分野で採用されている。所得格差を回避する
度合いεは、個人からみると、所得変動リスクを
回避する度合いとして解釈することができる（厳
密にいえば、社会全体の格差回避度には、個人に
とってのリスク回避度だけでは説明できない面が
あるのだが、ここではその話には立ち入らない）。
したがって、人々がどのようなポートフォリオを
組んでいるかを観察することによって、リスク回

避度の大きさを事後的に推計できることになる。
社会的厚生に注目するこのアプローチは、所得

分布の実際の状況が人々の主観的な well-being  に
直接影響を及ぼすという考え方に基づいている。
人々は、漠然ではあるが自らの属する社会の所得
分布に対して望ましい姿を持っているはずであ
る。それと現実の姿とのずれが心理的なストレス
につながり、健康意識や幸福感を引き下げるとい
う経路があるのかもしれない。もちろん、所得格
差と健康意識や健康を結びつけるロジックとして
はほかにも様々なものがあり（橋本（2006）参
照）、それぞれ排他的な関係にはない点には注意
が必要である。

５． Oshio and Kobayashi（2009a）
（2009b）の分析結果

本節では、筆者らが試みた多重レベルの分析結
果の一部を簡単に紹介することにしよう。上述の
ように、Oshio and Kobayashi（2009a）では、「国
民生活基礎調査」とJGSSのデータを組み合わせ
るように、所得格差と健康意識との相関関係を多
重レベルで分析している。得られた主要な結果を
まとめると、次のようになる。

第１に、表１に示したように、JGSSから得ら
れる５段階の健康意識を、下位の２つを１、それ
以外をゼロという二値変数にしたうえでロジット
回帰式を推計すると、Shibuya et al.（2002）と
同様、ジニ係数は有意ではなくなる（右端の２
列）。しかし、下位の３つを１にしたロジット回
帰式（真ん中の２列）、あるいは５段階のままで
順序ロジット回帰式を推計すると（左端の２列）、
ジニ係数は５％水準で有意となる。

これらの回帰式においては、（世帯人員数を考
慮した）等価世帯所得、年齢や性別、婚姻関係、
学歴、喫煙・飲酒習慣、個人の各種ソーシャル・
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キャピタルに関する関わりあいといった個人属性
のほか、都道府県レベルの所得中央値、各種ソー
シャル・キャピタルの平均値、健康関連の社会的
インフラ、65歳以上人口比率といった要因を制御
している。さらに、都道府県を幾つかの地域ブロ

ックにまとめ、その地域ブロック・ダミーも説明
変数に加えている。

こうした結果は、日本においても所得格差が健
康意識に対して一定の影響を及ぼしていることを
確認したものといえる。先行研究で検討されてき

表１　所得格差と健康意識：順序ロジットモデルとロジットモデル

独立変数
順序ロジット ロジット （3,4,5 = 1） ロジット （4,5 = 1）

係数 z値 係数 z値 係数 z値
ジニ係数 8.911 （ 2.52） ** 10.590 （ 2.54） ** 5.803 （ 1.21）
世帯所得（等価所得ベース、対数） -0.125 （-2.04） ** -0.231 （-2.92） *** -0.051 （ -0.60）
都道府県１人当たり所得（100万円） 0.660 （ 1.50） 0.620 （ 1.28） 0.548 （ 0.97）
人口動態要因

年齢１（若年=１, 高齢=４; reference=１） 0.345 （ 2.50） ** 0.388 （ 2.39） ** 0.096 （ 0.47）
年齢３ 0.519 （ 3.56） *** 0.470 （ 2.71） *** 0.511 （ 2.49） **
年齢４ 1.022 （ 2.33） ** 0.636 （ 1.50） 1.322 （ 3.27） ***

女性 0.145 （ 0.99） 0.103 （ 0.65） 0.143 （ 0.72）
婚姻状態　（reference＝既婚）

未婚 -0.065 （ -0.32） -0.033 （-0.16） 0.304 （ 1.23）
離婚・死別 -0.025 （-0.14） -0.179 （-0.92） 0.108 （ 0.50）

学歴　（reference＝中卒）
高卒 -0.394 （-2.66） *** -0.292 （-1.76） * -0.434 （-2.29） **
大卒以上 -0.249 （-1.50） -0.176 （-0.92） -0.286 （-1.30）

喫煙・飲酒
喫煙 0.560 （ 4.07） *** 0.511 （ 3.40） *** 0.509 （ 2.70） ***
飲酒 -0.186 （-2.33） ** -0.082 （-0.94） -0.338 （-3.29） ***

ソーシャル・キャピタルに対する個人の関わり方
クラブ・同好会への所属 -0.270 （-1.97） ** -0.342 （-2.21） ** -0.191 （-0.98）
友人関係に対する満足 -0.945 （-5.03） *** -0.795 （-3.86） *** -0.964 （-4.85） ***
居住地に関する満足 -0.393 （-2.47） ** -0.437 （-2.44） ** -0.295 （-1.51）
他人への信頼 -0.574 （-4.31） *** -0.659 （-4.39） *** -0.378 （-2.01） **

ソーシャル・キャピタルの都道府県平均
クラブ・同好会への所属 0.275 （ 0.27） -0.273 （-0.24） 0.740 （ 0.55）
友人関係に対する満足 -0.610 （-0.51） -0.687 （-0.52） -0.596 （-0.38）
居住地に関する満足 0.683 （ 0.99） 0.045 （ 0.06） 0.976 （ 1.04）
他人への信頼 0.884 （ 0.86） 0.705 （ 0.59） 0.516 （ 0.35）

都道府県の健康関連インフラ
１人当たり医療費（千円） -0.014 （-0.63） -0.037 （-1.51） -0.017 （-0.59）
１平方キロ当たり医師数 0.010 （ 0.55） 0.031 （ 1.44） -0.001 （-0.06）
１人当たり健康診断回数 -2.416 （-1.11） -3.892 （-1.60） 1.336 （ 0.45）
上水道普及率 0.632 （ 0.32） 0.927 （ 0.40） 0.910 （ 0.32）
下水道普及率 0.251 （ 0.36） -0.628 （-0.75） 0.249 （ 0.25）

65歳以上人口比率 0.045 （ 1.02） 0.051 （ 1.07） 0.006 （ 0.11）
Log likelihood -1858.720 -834.005 -641.769
Pseudo R2 0.0463 0.0774 0.0847
（注） a 健康意識は、１から５までの５段階（１が最もよい）。

b すべての推計式に地域ダミーを含む。
c ***, **, * はそれぞれ１％、５％、10％有意。

（出所）Oshio and Kobayashi（2009a）.
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た制御変数も、推計にできるだけ反映させてい
る。ただし、論文中でも具体的に示しているよう
に、所得格差の有意性は制御変数の選択に左右さ
れる面もあり、今後さらに精緻な分析が求められ
るところである。

第２に、所得格差が有意となった順序ロジット
式において、ジニ係数の代わりに平均対数偏差、
二乗変動係数、90%タイル/10 %タイル比、50%
タイル/10 %タイル比、90%タイル/50 %タイル
比といった別の格差変数、あるいはFGT（0）、

（1）、（2）といった貧困指標を用いて推計してい
る。

その結果、格差指標については、二乗変動係数
よりも平均対数偏差のほうが有意となり、また、
90%タイル/50 %タイル比より50%タイル/10 %タ
イル比のほうが有意であることが分かった。ま
た、貧困指標については、貧困の度合いを深刻に
受け止めるほど、つまり、nの値を大きくするほ
ど有意性が高まる傾向が認められる。以上より、
人々の健康意識は一般的な所得格差より、低所得
層の存在や貧困の深刻さに敏感に反応する傾向が
あると推察される。

第３に、格差回避度εに0.25刻みでいろいろな
値を当てはめ、アトキンソン型の社会的厚生を格
差・貧困指標の代わりに用いて順序ロジット式を
推計した。その結果、推計式の当てはまりや社会
的厚生の有意性から判断して、格差回避度εの値
としては2.25が最も尤もらしいことがわかった。

ファイナンスの分野での先行研究を見ると、日
本の消費者のリスク回避度として１から４までの
値が報告されており、ここでの推計結果はその範
囲内に収まっている。2.25という値をどう評価す
るかは難しいが、所得分布と健康意識の関係から
逆算するかぎり、日本人には格差を回避したい意
識が少なからず存在することが確認された。

ところで、健康意識は個人の主観的な well-

being  の重要な要素といえるが、後者は健康意識
だけで決まるわけではない。幸福感や生活全般の
満足度なども重要な要素である。さらに、社会疫
学や社会学の先行研究を見ると、健康意識が幸福
感に影響し、逆に幸福感が健康意識を左右するこ
とを示した実証分析も少なくない。さらに、
Alesina, Di Tell, and MacCulloch（2004）のよう
に、幸福感についても健康意識と同じように地域
格差が影響することを明らかにした実証研究も存
在する15）。

そこで、Oshio and Kobayashi（2009b）は、同
（2009a）と同じように、「国民生活基礎調査」と
JGSS のデータを組み合わせた上で（ただし、
2000、2003、2006年のデータをプール）、所得格
差が幸福感と健康意識にどのような影響を及ぼし
ているかを、２変数順序プロビット式で推計して
いる。そこでは、幸福感、健康意識を説明するそ
れぞれの順序プロビット式に、所得格差（ジニ係
数）をほかの制御変数とともに加え、さらに２本
の式の誤差項の相関関係を踏まえた推計を行って
いる。プロビット式を連立させて分析を行ったの
は、幸福感と健康意識が密接に関係していること
が先行研究でも明らかになっているからである。

推計結果を見ると、ジニ係数は幸福感、健康意
識のいずれにおいてもマイナスで有意となってお
り、所得格差が大きな地域に住んでいると、幸福
感、健康意識ともに悪化する傾向があることが確
認される。この結果は、幸福感、健康意識に関す
るそれぞれの実証研究の結果とも整合的である。

なお、このOshio and Kobayashi（2009b）で
は、性別や年齢、所得、就業上の地位、政治的な
立場など主要な属性に分けて、幸福感や健康意識
の所得格差に対する感応度も比較している16）。そ
の分析結果のなかで最も興味深いのは、パートや
派遣労働者など非正規雇用者、あるいは失業者の
幸福感や健康意識は、正規雇用者あるいは労働市
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場から退出した者（引退者や無業の専業主婦な
ど）に比べて格差に対する感応度が高めになって
いる点である。自分の雇用状態が不安であれば、
それ自体が幸福感や健康意識にマイナスに作用す
るだけでなく、自分が居住する地域の所得格差に
より敏感になるという事実は、雇用者の非正規化
が進んでいる現在の日本では軽視できない。雇用
政策のあり方は、社会疫学から見ても重要なテー
マなのである。

６．まとめ

本稿では、所得格差と健康・健康意識との関係
をめぐって、日本における実証分析の状況を簡単
に展望し、分析に際して解決すべき課題をまとめ
るとともに、筆者らの最近の試みを紹介した。

日本ではデータ面の制約もあって、所得格差と
健康・健康意識の関係に関する多重レベルの実証
分析は進めるのが難しかった。しかし、データ面
の制約はまったく克服できないというわけではな
く、実際、最近では国際的に比較可能な形での研
究が徐々に蓄積され始めている。

さらに、この研究テーマは健康科学と社会科学
のいずれにとっても関心が高く、学際的な研究を
進める余地がかなりある。統計分析の手法やアプ
ローチの仕方をめぐり、異なる研究分野の研究者
が相互乗り入れを進めることにより、学術的な貢
献度の高い研究を進めることも可能であろう。

なお、所得格差は健康や健康意識だけでなく、
幸福感や生活満足度にも大きな影響を及ぼしてい
る可能性がある。後者への注目度は、「幸福研究」

（happiness studies）の一環としても最近急速に
高まっている。さらに、健康や健康意識と幸福感
や生活満足度との間には密接な関係があることも
推察されるので、主観的な well-being  に関する学
際的・総合的な研究が期待されるところである。

参考文献
1）Wilkinson, R.G. Income distribution and life 

expectancy. British Medical Journal 1992; 304; 
165-168
2）Subramanian, S.V., Kawachi, I. Income inequality 

and health: what have we learned so far? 
Epidemiologic Reviews 2004; 26; 78-91

3）Wilkinson, R.G., Pickett, E.K. Income inequality 
and health: A review and explanation of the 
evidence. Social Science & Medicine 2006; 62; 
1768-178

4）近藤克則．健康格差社会－何が心と健康を蝕むの
か  医学書院, 東京, 2005

5）川上憲人・小林廉毅・橋本英樹. 社会格差と健康, 
東京大学出版会, 東京, 2006

6）Shibuya, K., Hashimoto, H., Yano, E. Individual 
income, income distribution, and self rated health 
in Japan: cross sectional analysis of nationally 
representative sample. British Medical Journal 
2002; 324; 16-19

7） 橋本英樹． 所得分布と健康．社会格差と健康（川
上憲人・小林廉毅・橋本英樹編）, 東京大学出版会, 
東京, 2006; 37-60

8）Nakaya, T., Dorling, D. Geographical inequalities 
of mortality by income in two developed island 
countries: a cross-national comparison of Britain 
and Japan. Social Science & Medicine 2005; 60; 
2865-2875

9）石田　浩．健康と格差―少子高齢化の背後にある
もの．変化する社会の不平等（白波瀬佐和子編）, 
東京大学出版会, 東京, 2006; 137-163

10）小島克久．高齢者の健康状態と所得格差．人口学
研究 2003; 33; 85-95

11）Oshio, T., Kobayashi, M. Income inequality, area-
level poverty, perceived aversion to inequality, 
and self-rated health in Japan. Social Science & 
Medicine 2009; 69; 317-326

12）小林美樹. 所得不平等が主観的健康に及ぼす影響. 
生活経済学研究, 29, 17-31

13）Ichida, Y., Kondo K., Hirai, H., Hanibuchi, T., 
Yoshikawa, G., Murata C. Social capital, income 
inequality and self-rated health in Chita peninsula, 
Japan: a multilevel analysis of older people in 25 



96　　医療経済研究　　Vol.21  No.2  2009

communities. Social Science & Medicine 2009; 69; 
489-499

14）Foster, J., Greer, J., Thorbecke, E. A class of 
decomposable poverty measures. Econometrica 
1984; 52; 335-341.

15）Alesina A., Di Tell, R., MacCulloch, R. Inequality 
and happiness: Are Europeans and Americans 
different? Journal of Public Economics 2004; 88; 
2009-2042.

16）Oshio, T., Kobayashi, M. Happiness, self-rated 
health, and income inequality: evidence from 
nationwide surveys in Japan. Hitotsubashi 
University CIS Discussion Paper 2009b; 451.

著者連絡先
　一橋大学経済研究所
　小塩　隆士
　〒186-8603 東京都国立市中2－1
　TEL＆FAX：042-580-8658
　E-mail：oshio@ier.hit-u.ac.jp



所得格差と健康：日本における実証研究の展望と課題　　97

Income inequality and health: 
an overview of empirical analyses in Japan

Takashi Oshio*

Abstract

The association between regional income inequality and individual health or self-rated health has been a key 
research issue in social epidemiology. A numerous number of multilevel analyses have been exploring it by explicitly 
considering both individual- and regional-level factors. In recent years, empirical studies on this topic have started to 
accumulate in Japan, where data availability is limited in general but income inequality has been widening remarkably.

This short essay presents a brief survey on previous studies in Japan and discusses issues to be addressed in 
terms of data and methodology. It also provides the key results from the author’s recent papers: Oshio and Kobayashi

（2009a）（2009b）, which indicate that regional income inequality adversely affects individual assessments of health in 
Japan. 

［Key words］ Income inequality, Self-rated health, Poverty, Social welfare, Multi-level analysis
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１．はじめに

　地方財政健全化法に基づき、平成20年度決算か
ら自治体の財政指標として連結実質赤字比率が採
用され、赤字の公立病院に対する一般会計からの
繰入れが減額されると予想されている。しかし、
一般会計からの繰入れに依存した公立病院の経営
を早急に改善することは容易でないと思われる。
医療活動による収益状況を表す医業収支比率は平
成18年６月調査において民間病院が100.3である
が、公立病院の一般病院（精神、結核を除く）は
89.4である。地方公営企業経営研究会編1）による
と、公立病院の一般病院（同）のうち23.8％が不

論　文

入院医療サービスの垂直的公平性と
負担金の不平等度

熊谷　成将*

抄　　録

　医療サービスの分配に関して垂直的不公平に焦点をあてた実証研究は少ない。本研究では、集中度指数を用いて公立病
院の入院医療サービスを下支えする負担金が垂直的公平に繰入れられていたかを明らかにし、タイル尺度を用いて負担金
の不平等度を分析した。
　近畿地方の市町村立病院のデータを用い、次の３点を明らかにした。（1）入院医療ニーズに対して患者あたり負担金が
垂直的に公平であり、患者あたり入院医療費（１日）が垂直的にほぼ公平であった。健康状態が悪い地域への繰入れを重
視すると、処置・手術比率が高い病院に有利な形で負担金が繰入れられ、入院患者数（１日平均）に対して患者あたり負
担金が垂直的に不公平となる。（2）患者あたり負担金を構成する要素のうち入院患者あたり負担金の不平等度が最も大き
いが、平成17年度に医師あたり外来患者数の不平等度が大きくなり、患者あたり負担金の不平等の要因が変化した。この
不平等の拡大は、平成16年度からの医師臨床研修制度導入の影響による。（3）入院患者の地域間移動を考慮に入れなけれ
ば、医師あたり外来患者数の病院間格差を過小に評価し、患者あたり負担金の不平等度を過大に評価する。

キーワード： 公立病院、集中度指数、垂直的公平性、標準化死亡比、負担金、不平等度

採算地区病院であり、不採算地区以外においても
大半の公立病院が赤字である注1。公立病院の一般
病院の病床規模別構成比は、100床以上300床未満
の病院が36.4％、300床以上の病院が32.8％であ
り、公立病院は地域間で異なる生産構造を有して
いる。それゆえ、地域の医療ニーズや疾病の地理
的分布に対応する形で医療供給体制を存続させる
方法を検討する必要がある。
　保健医療サービスの財源を政府が担っている国
や、政府による強い規制を受けた財源システムを
もっている国は、普通、国民の中の選別の集団ご
とにニーズが異なっていることを考慮に入れた、
資源配分のシステムをもっている（大日・近藤2））。
このようなシステムの存在を念頭に置き、医療ニ
ーズと公立病院の財源、医療サービス供給を関連
付けた研究例は少ないと思われる。熊谷3）は、脳＊　近畿大学経済学部准教授

　　99
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血管疾患の入院患者に医療ニーズを代表させ、負
担金の水平的公平性を分析した。医療ニーズに対
する医療サービスの利用と公立病院に対する繰入
金の公平性を判断する指標として  HIwv （Wagstaff  
and van Doorslaer4））を用いた熊谷3）は実証分析
の結果、所得が高い階層において脳血管疾患の患
者数が相対的に多いことと、脳血管疾患の患者数
が都市部に多いことから、住所地以外の病院への
入院が可能な患者に対して有利な形で負担金が繰
入れられていたと論じた。本稿では入院医療ニー
ズの指標として標準化死亡比を用い、熊谷3）と異
なる角度から入院医療サービスを分析する。初め
に、公立病院の入院医療サービスの垂直的公平性
の程度を明らかにする。次に、入院医療サービス
を下支えする負担金の要因分解を行う。この要因
分解を通じて、負担金の不平等の要因を明らかに
する。分析の対象は、近畿地方の市町村立病院で
ある。
　本稿の構成は次の通りである。２節で、入院医
療ニーズと入院医療変数の関係を概観し、入院医
療ニーズや入院医療サービスのアウトプット（医
療成果）に対して垂直的公平に負担金が繰入れら
れていたかを考察する。３節で、患者あたり負担
金の要因分解を行い、患者あたり負担金の不平等
度を分析する。患者あたり負担金は入院患者あた
り負担金、医師あたり外来患者数など５要素に分
解できる。要因分解を通じて、患者あたり負担金
の不平等の変化に解釈を与える。４節で、本稿の
分析結果を要約する。

２．入院医療費と負担金の垂直的公平性

　医療サービスの分配に関する実証研究の多くは
水平的不公平に焦点をあてている（Morris, Devlin 
and Parkin5））。Wagstaff  et al.6）は水平的公平と
垂直的公平を次のように区別している。水平的公

平は所得水準などに関係なく同じ医療ニーズを有
する人々が等しく医療資源を受け取ることであ
り、垂直的公平は異なるニーズがどのように治療
されているかに関心がある。公平性に関する研究
をサーベイした  Starfi eld7）は、医師数が十分な地
域の医師に対して診療報酬を支給しない例（北欧
諸国やカナダの州）を挙げて、医療資源をより公
平に配分するよう医療従事者の密度を規制する政
策を考察し、政策の目的は規制当局による（医療
部門への）介入と明確に関連づけるべきであると
論じている注2。Sutton and Lock8）はスコットラ
ンドの死亡率を用いて、医療資源の配分が地理的
に不均質であることにより、医療ニーズの高い者
が相応の医療サービスを受けることができない問
題を考察した。彼らは、地理的分配と垂直的公平
のトレードオフを調整するメカニズムを表した。
地域間の不均質性は、ニーズの異なるグループに
対して医療資源を垂直的公平に配分できないこと
を意味する。Sutton9）はスコットランドにおける
GP サービスの利用を分析し、健康状態の良い者
に有利な形で GP サービスの利用が垂直的不公平
であったことを見出した。医療ニーズの低い者に
よって、健康状態が相対的に悪い者の GP サービ
スが搾取された形である。
　本稿では、入院医療サービスの垂直的不公平の
計測を通して、医療ニーズに応じて入院医療サー
ビスが購入されているか、入院医療サービスを支
える負担金が投入されているかを考察する。
　地域を代表する入院医療ニーズの指標として、
標準化死亡比（SMR: ベイズ推定値）を用いる。
医療資源配分を論じる際、一般的なアプローチ
は、「年齢、性、罹患率などの集団の保健医療サ
ービスのニーズを決める要因で重みをつけた人口
に基づいて配分を行う」（大日・近藤2））ことで
あるから、入院医療ニーズの指標として  SMR
（ベイズ推定値）が最も望ましいと思われる。な
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ぜならば、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率
を全国と比較した同変数には、住民の人口構成と
健康状態の双方が考慮されているからである。
SMR は、当該地域の実際の死亡数を当該地域の
期待死亡数で除した比率に100を乗じた値であり、
ある地域の  SMR が基準値の100より大きいこと
は、その地域の死亡状況すなわち住民の健康状態
が全国平均より悪いことを意味する。期待死亡数
は、当該地域の年齢階級別人口と基準死亡率（＝
全国の年齢階級別死亡数／全国の年齢階級別人
口）の積和であり、基準死亡率（人口10万対死亡
率, 全国, 平成15年）の主な内訳は男女の順に次
の通りである。脳血管疾患（102.2, 105.8）、心疾
患（126.0,  125.5）、肺がん（67.2, 23.3）、糖尿病
（10.9, 9.5）。ベイズ推定値を用いる理由は以下の
通りである。市区町村において死亡数が少なけれ
ば  SMR は大幅に変動するが、SMR（ベイズ推定
値）は標本数の少なさに起因する偶然変動の影響
を減少させた変数である。同変数は、当該市区町
村を含む二次医療圏の SMR に基づいて算出され
ており、死亡数が0の市区町村においても、潜在
的な発生率を示す値が表されている注3。このよう
な長所を有する SMR（ベイズ推定値）を、地域
の入院医療ニーズを代表する変数とする。
　表１に、近畿地方の入院医療変数の記述統計が

要約されている。表中の SMR（全）はすべての
死因を考慮した SMR（ベイズ推定値）であるこ
とを意味しており、SMR（全, 平成10年～14年）
の標準偏差は男性の方が女性よりも大きい。近畿
地方の公立病院89病院が立地する地域の SMR
（全）は男女とも101.6であり、100を少し上回っ
ている。従って、これらの地域の住民は全国平均
よりも健康状態がやや悪い。公立病院のパフォー
マンスを表す指標（平成14年度）を比較する。一
般病床の病床利用率の平均値80.2％と標準偏差
12.71から、60の病院が67.5％から93％の間の数字
を記録していることが分かる。また、10以上の病
院の病床利用率が70％を下回っており、この中に
は「病床利用率が３年連続で70％未満」（平成16
～18年度）のため、病床数削減や診療所への転換
を求められている病院が含まれている。公立病院
の総数に対する病床利用率70％未満の病院数の比
率を府県別に比較すると、近畿地方では和歌山県
の比率が近年最も悪い注4。
　変動係数を用いて病院のパフォーマンスを比較
する。処置・手術比率は処置・手術にともなう収
入（患者あたり１日）が入院診療収入（同）に占
める比率を表している。処置・手術比率の変動係
数は0.379であり、平均在院日数の0.314を上回っ
ている。処置・手術比率の差に着目することは、

表１　SMRと入院医療変数の記述統計（近畿地方89病院）
（平成14年度）

SMR （全） SMR （全） 病床利用率 平均在院日数 患者あたり
入院医療費

患者あたり
入院医療費

処置・
手術比率

患者あたり
負担金

男 女 一般（％）（一般病床）円（１人１日） 万円 1000円
平均 101.6 101.6 80.2 21.0 31076.0 62.0 0.191 340.35

標準偏差 7.59 6.06 12.71 6.58 7502.60 11.34 0.072 244.15
変動係数 0.075 0.060 0.159 0.314 0.241 0.183 0.379 0.717

注）  患者あたり負担金のみ81病院である。
患者あたり入院医療費＝患者あたり入院医療費（１人１日）×平均在院日数　である。

データ出所） 　 SMR： 厚生労働省大臣官房統計情報部編 『平成10年～平成14年　人口動態保健所・市区町村別統計』
SMR以外の変数：地方公営企業経営研究会編 『平成14年度　地方公営企業年鑑 （第50集） 病院』
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医療計画を整備する上で重要である。池上10）は
高額な手術・処置・画像診断の実施率を、性・年
齢構成等を調整したうえで他の県と比べ、低けれ
ば県として整備するべきかどうかの基本方針を決
め、県単位で財政調整を行うよう提言している。
　図１を用いて病床利用率と処置・手術比率の関
係を分析する。図中の２本の破線は病床利用率と
処置・手術比率の平均値をそれぞれ表している。
処置・手術比率と病床利用率の間には正の相関が
あり、両者の相関係数は0.607である（付表を参
照）。処置・手術比率と病床利用率の双方が高水
準の病院は、大阪・泉州圏の泉佐野病院である。
同病院の処置・手術比率は0.36、病床利用率は
96.8％であった。逆に、和歌山県内の病院の処
置・手術比率と病床利用率が近畿地方の平均を下
回っている点が注目される。高野山病院の処置・
手術比率は0.05、国保すさみ病院のそれは0.1であ
った。処置・手術比率と平均在院日数の間には負
の相関があり、平均在院日数と病床利用率の間に
負の相関がある（付表を参照）。
　他方、患者あたり負担金は、本稿において、負

担金の垂直的公平性の計測と負担金の不平等度の
要因分解に用いられる重要な変数である。公立病
院に対する一般会計からの繰入れを議論する際、
代表的指標として一床あたり繰入金が用いられる
ことが多い。しかしながら、繰入金を構成する負
担金と補助金の性格は大きく異なり、補助金の投
入状況は負担金のそれよりもばらつきが大きい。
これらと病床利用率のばらつきの大きさを考慮し
て、患者数（１日平均）に対する負担金を考察の
対象とする注5。患者あたり負担金の標本平均は約
34万円である。病床利用率と患者あたり負担金の
関係に着目すると、病床利用率が低く、入院患者
あたり負担金が高い病院が存在することが分か
る。例えば、平成16～18年度において、処置・手
術比率が高水準の大阪市総合医療センターよりも
松原病院の方が、入院患者あたり負担金が多い。
入院患者数が減少した病院に対して相対的に多く
の負担金を繰入れることによって、当該病院の経
営を一時的に支えることはできても、低所得の患
者の医療費自己負担を軽減させることはできな
い。従って、診療内容と無関係に負担金を投入し
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図１　病床利用率と処置・手術比率（平成14年度）
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た場合、不採算医療にかかる患者の総負担を軽減
せしめるという役割を負担金が果たせない。
　以上より、病床利用率が低く、平均在院日数が
長い病院は、入院医療サービスの供給を改善する
必要があろう。他方、公立病院のパフォーマンス
を表す４変数と入院医療ニーズを代表する SMR
（全, 男）の相関は小さい。これらより、近畿地
方の公立病院においては、供給側の要因によって
入院医療サービスの地域差が生じていると考えら
れる注6。
　これまでに、入院医療サービスの地域差の背後
にある病院間のパフォーマンスの差を明らかにし
た。以下では、集中度指数を用いて入院医療ニー
ズに対して入院医療サービスが垂直的公平に供給
されていたかを分析する。また、入院医療サービ
スのアウトプット（医療成果）に対して負担金が
垂直的公平に繰入れられていたかを判断する指標
として、HIwv （Wagstaff  and van Doorslaer4））
を用いる。入院医療ニーズ（本研究では  SMR
（全, 男））の累積相対比率を水平軸に昇順で並
べ、垂直軸には入院医療ニーズに対応するよう入
院患者数（１日平均）、入院医療費と患者数（１
日平均）に対する負担金（患者あたり負担金）の
累積相対比率を表す。患者数（１日平均）は、患

者一人１日あたりの診療収入比率（外来対入院）
と外来患者数の積に入院患者数を加えた数であ
る。集中度指数（Ca, Cb）はそれぞれ集中度曲線
と45度線に囲まれた領域の面積の２倍であり、
HIwv＝ Ca－Cbと算出される。患者あたり負担
金の集中度指数をCa、入院医療サービスのアウ
トプットのそれを Cb とすると、HIwv  は入院サ
ービスのアウトプットに対する患者あたり負担金
の不公平の程度を表す。入院サービスのアウトプ
ットを入院患者数（１日平均）とし、同変数と患
者あたり負担金のデータを用いて集中曲線を描い
たとき、患者あたり負担金の集中曲線が入院患者
数（１日平均）の集中曲線より下側（右下方）に
あれば、HIwv  は正値であり、負担金が入院患者
数（１日平均）の多い病院に対して有利に繰入れ
られていると判断できる注7。
　Wagstaff  and van Doorslaer4）で提示された手
順（regression method）に従い、（1）式を OLS  推
定することによって HIwvとその標準誤差の推定
値を求める。HIwv＝0 を帰無仮説とする t 検定
と HIwvの95%信頼区間の計測を行い、垂直的公
平性が維持されていたかを明らかにする。累積さ
れた変数を用いているため（1）式には系列相関が
生じるが、表２の値は、その系列相関を修正し

表２　 患者あたり入院医療費と負担金の垂直的公平性
（平成14年度、近畿地方81病院）

垂直軸 Ca, Cb t値 下限 上限 HIwv t値 下限 上限

入院患者数（１日平均） -0.028 -0.69 -0.109 0.053

患者あたり入院医療費（１日あたり） -0.043 -3.96 -0.064 -0.021 -0.015 -0.40 -0.090 0.060

患者あたり入院医療費 -0.039 -2.91 -0.066 -0.012 -0.011 -0.31 -0.083 0.061

負担金／患者数（１日平均） -0.006 -0.12 -0.105 0.093 0.022 0.42 -0.082 0.125

注）表中の「下限」と「上限」は、集中度指数とHIwvの推定値に対する95％信頼区間の下限と上限である。
データ出所） 筆者作成
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た Newey-West  の回帰推定値である。（1）式のδ
の推定値がHIwvであり、δの標準誤差がHIwv
の標準誤差の推定値である。Ri  は第  i  病院までの
累積相対比率、δ2

R  はその分散、C は定数項、
ui は誤差項である。hi とbi はそれぞれ集中度指
数  Ca と Cb  の算出に用いる変数（水平軸の入院
医療ニーズに対応する垂直軸の変数）である。
h* は hi  の平均、b* は  bi  の平均である。

　2δ2
R［
hi
h* －

bi
b* ］＝C＋δRi＋ui （1）

　近畿地方全体では入院患者数（１日平均）の集
中度指数（t 値）が-0.028（-0.69）、患者あたり入
院医療費（１日）の集中度指数（t値）が-0.043
（-3.96）、患者あたり負担金の集中度指数（t値）
が-0.006（-0.12）であった。患者あたり入院医療
費（１日）は入院医療ニーズに対して垂直的にほ
ぼ公平であった。入院医療ニーズに対して入院医
療サービスのアウトプットと患者あたり負担金
は、t値が統計的に有意でなかったため、垂直的
に公平であったと考えられる。しかしながら、患

者あたり負担金の入院医療ニーズに対する垂直的
公平性に関しては、解釈に注意を要する。図２に
おいて、水平軸に入院医療ニーズの累積相対比率
が、垂直軸に患者あたり負担金の累積相対比率が
表わされている。累積相対比率が0.7を上回る辺
りから、健康状態が悪い地域にやや有利な形で負
担金が繰入れられていることが分かる。これらの
地域の過半は大阪府内の市町である。逆に、0.4
を下回る辺りでは健康状態が良い地域（伊丹市、
豊中市など） に有利な形で負担金が繰入れられて
いる。これらの地域は他地域への流出患者数が多
い。
　近畿地方全体では患者あたり負担金の HIwv （t
値）が0.022（0.42）であるから、入院患者数（１
日平均）に対して負担金が垂直的公平に繰入れら
れていた。しかしながら、健康状態が良い地域と
悪い地域を同じように評価し、ウエイトをつけず
に負担金を繰入れることは、資源配分の観点から
効率的でないと思われる。健康状態が悪い地域で
ある大阪市や岸和田市の病院では処置・手術比率
が高く、重症患者を相対的に多く受け入れている
からである。
　社会厚生関数を用いて、患者あたり負担金の効
率性と垂直的公平性の間に存在するトレードオフ
について考察する。近畿地方全体において患者あ
たり負担金（mj ）に係る社会厚生を最大化する
関数（U ）を（2）式のように定める。ウエイトαi   
の系列は入院医療ニーズのランクに逆比例であ
り、健康状態が悪い地域に対する負担金の繰入れ
を重視していることを意味している。αi   の最小
値は0.2、平均値は１、最大値は２である。

　U＝
N

Σ
i, j＝1
αimj （2）

　ウエイトづけされた患者あたり負担金（αimj ）
の集中度指数を（1）式と異なる手順で算出した。
ウエイトづけされたデータ系列のばらつきを考慮
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図２　 医療ニーズに対する患者あたり負担金の分
布
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するためである。集中度指数の計算の手順は次の
通りである。第一に、ウエイトづけされた患者あ
たり負担金の系列を SMR（全, 男）の系列に回帰
することにより、回帰方程式の切片と傾きの推定
値（OLS  推定値）を得た。第二に、病院の累積
相対比率の分散（δ2

R ）と OLS  推定値を用いて、
デルタ法により集中度指数と同指数の標準誤差を
算出した注8。計算の結果、ウエイトづけされた患
者あたり負担金の集中度指数（t 値）は0.352
（3.41）であった（95％信頼区間の上限と下限は
順に0.558, 0.145）。ウエイト付けされた負担金を
用いた場合、ウエイト付けしない場合（現行の負
担金）と比べて、入院医療ニーズに対する患者あ
たり負担金の集中度指数の信頼区間がプラス方向
へ移動し、Ca＝0 とする帰無仮説が５%有意水準
で棄却される。従って、健康状態が悪い地域への
繰入れを重視した場合、当該地域において重症患
者を相対的に多く受け入れている病院に有利な形
で負担金が繰入れられる。
　ここで、負担金の追加的投入によって得られる
限界便益がすべての患者において等しい場合、健
康状態が悪い地域ほど医療成果に対する負担金の
寄与度が大きいと考えられる。だが、このような
分配を通じて患者あたり負担金の効率性を高めよ

うとすれば、患者あたり負担金の集中度指数が
Ca＝0.352であり、かつ入院患者数（１日平均）
の集中度指数（Cb）が０に近い値であれば HIwv
は0.35程度の正値を取り、入院患者数（１日平
均）に対して患者あたり負担金は垂直的に不公平
となる。一方、費用対効果の観点から、患者あた
り負担金の投入の成果（年齢調整死亡率や平均寿
命と負担金の関係）を議論することは難しい。健
康状態が悪い地域に立地する病院は他地域からの
流入患者比率が高いから、もしくは病院の経営悪
化を防ぐことを目的として負担金が投入されてい
るからである。
　例えば、大阪府では入院患者数（１日平均）の
多い病院に対して垂直的公平に負担金が繰入れら
れていないと思われる。他府県からの患者比率が
高いためである。表３は二次医療圏ごとの入院患
者数を表しており、右列で平成14年度と17年度の
患者の移動を比較している。同表から大阪府内の
病院への患者の流入状況が、二次医療圏間で大き
く異なることが分かる。患者の流入率が最も大き
な値を記録しているのは豊能圏であり、患者の10
％が兵庫県から流入している。二次医療圏単位で
患者数が最も多い大阪市には兵庫県、奈良県、京
都府、和歌山県から患者が流入しており、県外か

表３　二次医療圏内外の患者の移動
施設所在地 平成17 平成14 17/14
病院 総数 二次医療圏内 二次医療圏外 総数 二次医療圏内 二次医療圏外 総数 二次医療圏内 二次医療圏外

（千人） 県内 県外 （千人） 県内 県外 県内 県外
大阪府 94.5 63.5 21.9 6.2 92.3 62.5 21.1 5.6 1.02 1.02 1.04 1.11
豊能 8.9 5.4 2.2 1.2 8.5 5.0 2.2 1.2 1.05 1.08 1.00 1.00
三島 7.8 4.9 1.9 0.7 7.9 5.2 1.9 0.7 0.99 0.94 1.00 1.00
北河内 9.7 6.8 2.2 0.6 9.8 6.9 2.3 0.5 0.99 0.99 0.96 1.20
中河内 6.5 4.8 1.4 0.3 6.8 5.1 1.4 0.2 0.96 0.94 1.00 1.50
南河内 7.1 4.4 2.1 0.3 8.1 5.0 2.4 0.4 0.88 0.88 0.88 0.75
堺市 11.9 7.0 4.0 0.5 10.7 6.8 3.1 0.4 1.11 1.03 1.29 1.25
泉州 14.0 9.4 3.0 0.7 13.8 8.8 3.5 0.8 1.01 1.07 0.86 0.88
大阪市 28.6 20.9 5.0 2.1 26.7 19.8 4.3 1.4 1.07 1.06 1.16 1.50
データ出所）厚生労働省大臣官房統計情報部編『患者調査』（平成14年, 平成17年）
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らの患者が患者総数に占める比率は平成17年度に
７％を超えている。
　平成14年度から17年度にかけて患者数が南河内
で12％減り、堺市で11％増えた点が注目される。
前者は、２つの公立病院（松原病院と藤井寺市民
病院）の入院患者数減少が、後者は民間病院の入
院患者数増加が影響した。平成17年度の入院患者
数（１日平均）は、松原病院が20％減の159人、藤
井寺市民病院は７％減の80人であった。府内で相
対的に公立病院数が多い泉州圏において、二次医
療圏内からの患者数が７％増加している。泉州圏
の病院間で入院患者が移動を強いられたためと推
察される。平成17年度の入院患者数（１日平均）
は、公立忠岡病院が59％減の22人、和泉市立病院
が13％減の234人、貝塚病院が４％増の239人、阪
南市立病院が６％増の134人であった注9。これら
の地域間における患者の移動を考慮し、患者あた
り負担金の費用対効果を分析することは難題であ
ると思われるが、それぞれの病院に対する患者あ

たり負担金の繰入れが過剰であったかを不平等度
の観点から検討することは可能である。

３．患者あたり負担金の不平等度

　前節と同様に、患者数（１日平均）に対する負
担金を考察の対象とする注10。患者数（１日平均）
を構成する変数である外来患者数と入院患者数を
用いて、患者あたり負担金の要因分解を行う。患
者あたり負担金（Z）は病床あたり入院患者数
（W）、患者数（１日平均）に占める外来患者数
（X）、医師数に対する病床数（Y）、医師あたり
外来患者数（A）と入院患者あたり負担金（B）
に分解可能である（Z＝W×X×Y×B／A）。
　表４より平成16～18年度の間、患者あたり負担
金の平均値と標準偏差がともに増加していること
が分かる。患者あたり負担金を構成する変数の中
で、入院患者あたり負担金の変動係数が最も高水
準で推移しているため、患者あたり負担金の変動

表４　患者あたり負担金の変動
標本数80（H14, H16, H17）, 78 （H15）, 77（H18）

年度 負担金／
患者数

入院患者数／
病床数

外来患者数／患
者数（1日平均）

病床数／
医師数

外来患者数／
医師数

負担金／
入院患者数

Z W X Y A B
14 平均値 343.82 0.81 1.75 9.12 25.29 682.16

標準偏差 243.67 0.12 0.32 2.50 7.03 468.18
変動係数 0.71 0.15 0.19 0.27 0.28 0.69

15 平均値 350.05 0.84 1.70 8.68 24.13 698.11
標準偏差 250.05 0.16 0.32 2.04 6.42 499.01
変動係数 0.71 0.19 0.19 0.23 0.27 0.71

16 平均値 322.59 0.90 1.71 9.13 24.02 644.18
標準偏差 221.27 0.53 0.33 4.45 7.25 484.99
変動係数 0.69 0.59 0.20 0.49 0.30 0.75

17 平均値 337.06 0.86 1.69 9.21 24.40 650.61
標準偏差 235.60 0.30 0.32 3.85 10.59 454.58
変動係数 0.70 0.34 0.19 0.42 0.43 0.70

18 平均値 357.49 0.80 1.68 10.47 24.58 667.69
標準偏差 272.06 0.27 0.31 9.27 15.43 477.62
変動係数 0.76 0.33 0.18 0.89 0.63 0.72

データ出所） 　地方公営企業経営研究会編『地方公営企業年鑑 病院』（第50集～第54集）
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に同変数が大きな影響を与えていたと推察され
る。また、平成15～18年度の間、医師あたり外来
患者数の変動係数が増え続けている。その間、同
変数の平均値は微増であるが、医師数の標準偏差
の増加が医師あたり外来患者数の変動係数の増加
に寄与した。その結果、病院間において医師の繁
忙度の格差が拡がったと考えられる。
　以下では、Theil11） のタイル尺度（Theil’s 
second measure もしくは平均対数偏差）を用い
て負担金の不平等度を分析する。Cheng and Li12）

の手順に従ってタイル尺度を分解し、患者あたり
負担金の要因分解を行う。彼らの貢献の一つは、
Duro and Esteban13）のタイル尺度の要因分解に
登場する乗法成分（multiplicative components）
に対して説明を与えたことである。ni を第i病院
のウエイト、μを患者あたり負担金の平均、zi  を
第i病院の患者あたり負担金とすると、患者あた

り負担金のタイル尺度 T（Z ）は、

　T（Z）＝
N

Σ
i＝1
ni ln（μzi）

である。Z＝W×X×Y×B／A だから、

　T（Z）＝T（W）＋T（X）＋T（Y）＋T（B）＋T（ 1
A）

　　　　＋ln（ μ
μWμXμYμBμ1

A
1
A
） （3）

である。ここで、μj, j ＝W, X, Y, B, 
1
Aはそれぞれ

病床あたり入院患者数（W）、患者数（１日平均）
に占める外来患者数（X）、医師数に対する病床
数（Y）、入院患者あたり負担金（B） と外来患者
あたり医師数（1/A）の平均である。（3）式にお
いて、病床利用率の近似としての病床あたり入院
者数の患者あたり負担金への寄与を第１項で、入
院患者あたり負担金の患者あたり負担金への寄与

表５　患者あたり負担金の要因分解 （ウエイト: 1日平均患者数）

表６　患者あたり負担金の要因分解 （ウエイト：病院数）

年度 負担金／
患者数

入院患者数
／病床数

外来患者数／
患者数（1日平均）

病床数／
医師数

医師数／
外来患者数

負担金／
入院患者数

T（z） T（W） T（X） T（Y） T（1/A） T（B） 残余項
14 0.1916 -0.0467 0.0148 0.1166 -0.0527 0.2393 -0.0797
15 0.2220 -0.0314 0.0008 0.1037 -0.0447 0.2824 -0.0888
16 0.2328 0.0282 0.0055 0.1738 -0.0609 0.3119 -0.2257
17 0.2126 0.0052 0.0024 0.1645 -0.0691 0.2840 -0.1744
18 0.2086 -0.0246 0.0029 0.2808 -0.0732 0.2520 -0.2294

注）標本数は表５と同じ。

年度 負担金／
患者数

入院患者数
／病床数

外来患者数／
患者数（１日平均）

病床数／
医師数

医師数／
外来患者数

負担金／
入院患者数

T（z） T（W） T（X） T（Y） T（1/A） T（B） 残余項
14 0.2305 0.0123 0.0162 0.0319 0.0312 0.2185 -0.0797
15 0.2476 0.0182 0.0173 0.0256 0.0294 0.2460 -0.0888
16 0.2786 0.0976 0.0187 0.0700 0.0331 0.2850 -0.2257
17 0.2524 0.0482 0.0180 0.0582 0.0506 0.2518 -0.1744
18 0.2708 0.0574 0.0176 0.1304 0.0614 0.2334 -0.2294

注）標本数は表５と同じ。
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を第４項でみることができる。（3）式による要因
分解の結果が表５と表６に要約されている。表５
は患者数をウエイトに用いた結果、表６は病院数
をウエイトに用いた結果である。表５と表６よ
り、期間全体を通して、入院患者あたり負担金の
不平等度が最も大きいことが分かるが、平成18年
度に医師数に対する病床数の不平等度が0.2808
（表５）と大きくなり、患者あたり負担金の不平
等の要因が変化したことが注目される。期間全体
を通して病床数の変化はわずかであり、医師数に
対する病床数の不平等の拡大は、医師数の減少、
すなわち平成16年度からの医師臨床研修制度の導
入を契機とする大学の派遣医師引き揚げの影響に
よる。医師数に対する病床数の不平等の拡大に伴
い、平成18年度に残余項（乗法成分）が-0.2294と
絶対値で大きくなった。残余項が負値であること
は、Cheng and Li12）の解釈に従うと、５要素
（病床あたり入院患者数、患者数（１日平均）に
占める外来患者数、医師数に対する病床数、医師
あたり外来患者数と入院患者あたり負担金）の間
に負の相関があることを意味している。従って、
患者あたり負担金の不平等を是正する際、入院患

者あたり負担金の不平等度だけに焦点をあてるの
ではなく、医師数に対する病床数や医師あたり外
来患者数の不平等度にも注意を払うべきである。
医師の偏在が恒常化すれば、医師数に対する病床
数の不平等度などが小さくならず、患者あたり負
担金の不平等の是正が困難になるかもしれない。
  不平等度の水準を比較する。T（Z）は表６の方
が高い水準で推移している。病院数をウエイトに
用いた場合、T（W ）とT（1/A）がT（Z）を押し上げ
ていることを表６から読み取ることができる。T（W ）
は表５よりも表６の方が大きく、これは病床利用
率の病院間格差が反映された結果である。T（1/A）
の値も表６の方が大きい。患者数をウエイトに用
いた場合と比べて、外来患者あたり医師数の不平
等度が大きい（医師あたり外来患者数の不平等度
が小さい）という結果である。これは、入院患者
の地域間移動を考慮に入れなかった場合、外来患
者に対する医師の繁忙度の病院間格差を過小に評
価し、その結果として、患者あたり負担金の不平
等度を過大に評価することを示唆していると考え
られる。
　平均対数偏差とAtkinson14）のアトキンソン指
数（AI）は、それぞれ分布の下層と分布の両端
の影響を受ける。上述の分析結果を補うために、
患者数をウエイトに用いて患者あたり負担金の
AIを算出した注11。格差の回避度をε＝1とした時
のAIは、平成14年度から順に0.1744, 0.1991, 0.2077, 
0.1915, 0.1882であり、T（Z）とAIの増減は同じ傾
向であった。 
　患者あたり負担金のタイル尺度T（Z）を病院間
で比較する。ウエイトづけした患者あたり負担金
の不平等度の差に着目して、病院の特性や経営状
況に起因する負担金の病院間格差を明らかにす
る。この方法の長所は、一定地域内の病院におけ
る患者あたり負担金の不平等度を是正する際、タ
ーゲットとする病院を明らかにできる点である。

長
浜
病
院

長
浜
病
院 水

口
市
民
病
院

水
口
市
民
病
院

公
立
忠
岡
病
院

公
立
忠
岡
病
院

相
生
市
民
病
院

相
生
市
民
病
院

高
野
山
病
院

高
野
山
病
院

中
央
市
民

病
院
中
央
市
民

病
院

総
合
医
療

セ
ン
タ
ー

総
合
医
療

セ
ン
タ
ー

患者数
病院数

0.08

0.06

0.04

0.02

0

－0.02

－0.04

－0.06

図３　患者あたり負担金の不平等度の比較（平成18年度）
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患者数をウエイトに用いたT（Z）◆と病院数をウ
エイトに用いたT（Z）■が図３に表わされている。
計測された２種類の病院別タイル尺度の乖離幅が
絶対値で大きい病院（◆と■の差が大きい７病
院）を図示した。◆のプラスの突出した値は患者
あたり負担金が相対的に少ない病院を、逆に◆の
マイナスの突出した値は患者あたり負担金が相対
的に多い病院を表している。前者は経営状況が良
い病院であり、後者は主に処置・手術比率が高い
病院である。プラスの領域において◆を■が大幅
に上回っている場合、患者数を増やす必要があ
る。このような病院は、患者数が増加しなければ
廃院の候補となろう。

４．おわりに

　入院医療ニーズに対して公立病院の入院医療サ
ービスが垂直的公平に供給されていたか、入院医
療サービスのアウトプットに対して負担金が垂直
的公平に繰入れられていたかを実証的に明らかに
し、負担金の不平等度を分析した。近畿地方の市
町村立病院のデータを用いた分析によって次の３
点を明らかにした。
　第一に、近畿地方全体では、入院医療ニーズに
対して患者あたり負担金が垂直的に公平であり、
患者あたり入院医療費（１日） が垂直的にほぼ公
平であった。半面、大阪府では入院患者数（１日
平均）の多い病院に対して垂直的公平に負担金が
繰入れられていないと推察される。他府県から患
者が多く流入しているためである。健康状態が悪
い地域への繰入れを重視した場合、当該地域にお
いて重症患者を相対的に多く受け入れている病院
に有利な形で負担金が繰入れられ、入院患者数
（１日平均）に対して患者あたり負担金が垂直的
に不公平となることを明らかにした。
　第二に、医師あたり外来患者数の変動係数が増

加傾向にある。患者あたり負担金を構成する要素
のうち入院患者あたり負担金の不平等度が最も大
きいが、平成17年度に医師あたり外来患者数の不
平等度が大きくなり、患者あたり負担金の不平等
の要因が変化した。この不平等の拡大は、平成16
年度からの医師臨床研修制度の導入を契機とする
大学の派遣医師引き揚げの影響による。
　第三に、病院数をウエイトに用いた場合、患者
数をウエイトに用いた場合よりも医師あたり外来
患者数の不平等度が小さい。入院患者の地域間移
動を考慮に入れなければ、外来における医師の繁
忙度の病院間格差を過小に評価し、患者あたり負
担金の不平等度を過大に評価することを指摘し
た。また、ウエイトづけした患者あたり負担金の
不平等度の差を用いて、負担金の病院間格差を明
らかにした。患者数をウエイトに用いた場合より
も、病院数をウエイトに用いた場合の患者あたり
負担金の不平等度が正値で大きい病院は、患者数
を増加させるべき病院である。
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注
１　医業収支比率は医業費用に対する医業収益の比
率である。民間病院の医業収支比率は、全国公私
病院連盟『病院経営実態調査報告』による。「不採
算地区病院」とは、（1）所有病床数が100床未満又
は１日平均入院患者数が100人未満、（2）前年度に
おける１日平均外来患者数が200人未満、（3）当該
病院の所在する市町村内に他に一般病院が存在し
ないか又は、所在市町村の面積が300k㎡以上で他
の一般病院数が１に限られる、といった条件が満
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たされている病院を指す。
２　Starfi eld7）は、早期発見や予防の推進といった効
率的な保健サービスは、疾病の重症度の格差を小
さくするうえで大きなインパクトがあるとしている。
３　市区町村の SMR（ベイズ推定値）の推定に用い
られた事前分布はガンマ分布である。SMR を入院
医療ニーズの指標として用いる本稿とは正反対に、
Oliveira and Bevan15）は、相対的リスクの指標と
してポルトガルの SMR は信頼できないとしている。
４　一般病床の病床利用率が平成14年度に50％に達
しなかった高野山病院では、医師不足で手術がで
きず、手術を伴う患者は車で２時間かかる病院を
紹介する状態であると報道されている。医師不足
の影響は病床利用率が高い病院にも及んでいる。
大阪・泉州圏の泉佐野病院と貝塚病院は平成20年
４月に両病院の産婦人科を統合し、泉佐野病院が
分娩を、貝塚病院が婦人科の手術を担当する（『日
本経済新聞』 平成19年11月16日付朝刊　地方経済
面）。

５　処置・手術比率が高い病院のうち、大阪市総合
医療センター（大阪市都島区）の患者あたり入院
医療費が94.3万円で突出している。この病院の１日
平均入院患者数は994人であり、近畿地方89病院の
１日平均230人の４倍を上回っている。また、患者
あたり入院医療費が２番目に高い中央市民病院
（神戸市中央区）の１日平均入院患者数は853人で
ある。中央市民病院の現在の名称は、神戸市立医
療センター中央市民病院である。補助金は研究研
修費、災害復旧費など医業費補助の目的で交付さ
れる。熊谷3）は、補助金の在り方を考察する際、
負担金と同じ枠組みを適用することは妥当でない
としている。

６　泉州圏の病院と和歌山県内の病院を処置・手術
比率や平均在院日数といった指標で比較すると、
両者の差は大きい。熊谷16）は「病床数削減や診療
所への転換を求められている和歌山県内の病院に
おいて今後、入院医療サービスが質・量の両面で
向上するとは思えない」としており、その理由と
して、医師不足の病院では手術を行えないなどの
理由で新規の入院患者が増えないため、病床利用
率を高くすることが難しいことを挙げている。

７　高塚・西村17）は一般病床における入院医療サー
ビスのアウトプットの指標として、１日平均入院

患者数よりも一床当たり年間退院患者数の方が妥
当であるとしている。本稿では、入院医療サービ
スの生産性を分析の対象としていないので、アウ
トプットの指標として一般的な１日平均入院患者
数を用いた。負担金は、収益的支出目的のために
当該自治体の他会計から繰入れられる。不採算医
療にかかる患者の総負担を軽減せしめるという意
味で、低所得者の医療費自己負担を軽減させる役
割を負担金が担っていると考えることができる。
他方、わが国において入院患者の自己負担割合が
低い理由として、池上18）は次の２点を指摘してい
る。第１に、高齢者の自己負担が原則１割に留ま
っていることであり、第２に、高額療養費制度が
あるために、自己負担が一定額（所得により異な
る）を超えると、当該額を超えた部分の自己負担
割合は１％に留まることである。
８　このように患者の重症度や病院の経営状況を考
慮した形で患者あたり負担金を配分すると、ウエ
イトづけしないときと比べて患者あたり負担金の
総額が多くなる。
　　集中度指数の分散＝病院の累積相対比率の分散
×集中度指数（推定値）の２乗である。
９　県外から１日平均2087人（＝28600×0.073）の入
院患者が流入しており、大阪市においては既に、
入院医療サービス供給に係る二次医療圏の概念が
崩れているように思われる。
　　泉州圏では、公立忠岡病院に次いで阪南市立病
院が廃院を検討している。平成16年度からの新し
い医師臨床研修制度を契機とする大学の派遣医師
引き揚げの影響を受けた公立忠岡病院では、15年
度に９人在籍していた常勤医が16年度に５人、17
年度に３人となり、患者数が大幅に減少した。地
方交付税の減額により町の一般会計からの繰入金
が減って病院経営が一段と悪化し、19年３月に廃
院した。阪南市立病院は内科入院・外来診療を19
年７月から休止している。
10　平成14年度から平成17年度までの患者あたり負
担金の平均値（338.30）と平成18年度の患者あたり
負担金（357.49）に対して、平均値の差の検定を行
った。検定の結果、t＝-0.62で「平均値が等しい」
という帰無仮説を棄却できなかった。
11　ε＝1とした時のAI は AI＝1－e－T（Z）である。病
院数をウエイトに用いた AI（ε＝1）は0.2059, 
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0.2193, 0.2431, 0.2231, 0.2373であった。
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（平成14年度）
SMR （全） 病床利用率 平均在院日数 患者あたり入院医療費
男 一般 （％） （一般病床） 円（１人１日）

SMR （全） 男
病床利用率 一般（％） -0.024
平均在院日数 （一般病床） 0.049 -0.305

患者あたり入院医療費 円（１人１日） 0.045 0.602 -0.658
処置・手術比率 ％ 0.010 0.607 -0.560 0.904
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Vertical Equity and Inequality of Allotments

Narimasa Kumagai*

Abstract

Most empirical studies have neglected vertical equity in the distribution of health care services, focusing instead 
on horizontal equity. The present paper aims to investigate the relationships among the need for inpatient care, the 
amount of inpatient care services provided, and money transfers to Japanese municipal hospitals in the Kansai region 
from the viewpoint of vertical equity. The Standardized Mortality Ratio (SMR), which is a Bayes estimator, was used 
as an indicator of the need for inpatient care. Data from 89 municipal hospitals were collected from The Yearbook of 
Public Firms, Edition for Hospitals. Concentration index and Theil’s second measure were used to analyze the 
distribution of allotments to municipal hospitals.

The major fi ndings can be summarized as follows. First, allotments per patient per day showed vertical equity in 
need for inpatient care, and inpatient cost per inpatient per day almost reached vertical equity throughout the Kansai 
region. However, allotments showed vertical inequity in the number of inpatients per day after taking into account the 
overall social welfare regarding the distribution of allotments. Second, inequality in allotment per inpatient was the 
largest with regard to allotment per patient per day. Inequality in the number of outpatients per physician increased in 
2005 compared to previous years. This was caused by the movement of physicians following the introduction of a new 
in-service training system. Third, disparities in physician visits are underestimated when we do not take into account 
the fl ow of inpatients and overestimate the extent of inequality in allotments per patient per day.

［Key words］ allotments （municipal subsidy）, concentration index, inequality, municipal hospital, standardized 
mortality ratio, vertical equity

＊　Associate Professor, Faculty of Economics, Kinki University



１．はじめに

　本研究の目的は、社会において医療の提供体制
が整備されることにより国民が享受しうる社会便
益が、１）現実に医療サービスが提供されること
に係る「本体」部分と、２）医療提供体制が整備

論　文

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―

菅原　琢磨*

抄　　録

　本研究の目的は、医療提供基盤が整備されることにより国民が享受しうる価値が、１）現実に医療サービスが提供され
ることに係る「本体」部分と、２）地域住民が感じる安心感などの「外部効果」に区分されると定義したうえで、後者の
「外部効果」の価値評価を特定地域の公表データで定量的に明らかにすることである。分析対象を神奈川県横浜市とし、平
成19年度公示地価と地価地点の土地属性、周辺地域の生活利便性・教育など社会インフラの整備状況、周辺の医療提供体
制に関わる項目を収集してデータセットを構築した。地価と土地属性については国土交通省「土地総合情報システム」を、
周辺地域の生活利便性、社会インフラに関する情報は、公開かつ無料利用可能な複数の地図情報システムを、当該地点付
近の医療機関情報については、横浜市医療機関連携推進本部のデータベースより情報を得た。総サンプル数300のデータセ
ットの基本統計量、相関分析をおこなった後、公示地価を被説明変数、諸特性を説明変数とするヘドニック・アプローチ
による回帰分析を実施し、その係数から医療提供体制の価値評価を試みた。相関分析の結果では、当該地点の地価と近隣
に存在する医療機関数にはいずれも統計的に有意な正の相関（p<０.01）が認められた。また当該地価と最寄りの医療機関
との距離にも統計的に有意な負の相関関係（p<０.01）があった。ヘドニック地価関数の推定では、近隣に医療機関が増加
することによる地価増加、或いは最寄りの医療機関までの距離が伸びることによる地価低下、医療機関の機能差による地
価影響への差が各々確認された。推定係数の解釈上、教育環境や交通アクセスといった重要な利便性要因とほぼ同等、或
いは同等以上に医療提供にかかる特性が地価への影響要因となることが示された。地価への増価効果を社会の価値評価の
反映とすれば、地域の医療提供体制の在り様、とりわけ「近隣に医療機関が存在する安心感」といった外部効果について、
社会が一定の高い価値を認めていることが推察される。医療提供体制のあり方を考えるにあたっては、現実の受療状況、
配置上の効率性だけでなく、このような地域に対する外部効果にあたる価値をも明示的に評価、勘案していく必要がある
と考えられる。

キーワード： 地域医療提供体制、外部効果、ヘドニック・アプローチ、社会便益、地価公示

されていることにともなう安心感といった外部効果注1

に区分されると定義したうえで、後者の価値評価
をわが国における特定地域の公表データで定量的
に明らかにすることである。
　医療や介護といった社会保障基盤が整備されて
いることのもっとも明確な社会的意義と価値は、
傷病や障害、老齢による心身機能の低下が現実に
発生した際、それについてサービス提供がなさ
れ、健康回復、生活維持が可能となることであ＊　国立保健医療科学院経営科学部サービス評価室長
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る。またこの活動を経済的側面から捉えれば、当
概部門で生産されるサービスとそこで消費される
さまざまな財は、連関的な波及効果をともない一
国経済の付加価値増、雇用増といった貢献をなし
ている注2。
　しかし医療・介護の提供体制がもたらす社会的
価値の捕捉は、以上に挙げた側面だけでは十分で
はない。地域において医療・介護提供体制が整備
され、健全に機能していることは、健常時である
時もわれわれの日々の生活における安心感へとつ
ながり、傷病や加齢に対する過度な不安を感じる
ことなく生活できる大きな基盤となっているはず
である。
　通常、身近に医療提供体制が整うことで誰もが
享受しているこのような価値は、外部効果の一種
として位置づけられる。経済価値を明示する市場
価格が実際に存在しないとき、その価値を内包す
る「代替市場（surrogate market）」の価格資料
を利用することでその計測をおこなう手法を一般
にヘドニック・アプローチと呼ぶが、このような
手法の適用により社会資本や環境についてその便
益を評価した先行研究は国内外できわめて多数存
在する。
　国内に限って代表例を挙げても、社会便益評価
が受益者負担など制度計画に有益な情報となるこ
とを指摘した肥田野（1987）4）（1992）5）ほか、東
京都の住宅地域の環境差がどのように住宅価格に
反映しているか検討した金本・中村・矢澤（1989）6）、
都市間交通施設整備の影響を検討した肥田野・林
山・山村（1992）7）、商業地、商業施設整備の地
価要因を検討した屋井・岩倉・洞康之（1992）8）、
肥田野・山村・土井（1995）9）、自動車道整備の
ほか、河川・親水施設整備、容積率規制など様々
な社会資本や制度変更の影響を検討した肥田野
（1997）10）、横浜市のパネルデータにより道路環境
整備にともなう環境の外部効果を検討した岡崎・

松浦（2000）11）、環状七号線の騒音を検証した山
崎（1991）12）、都市内交通の騒音と振動の影響を
評価した肥田野・林山・井上（1996）13）など多数
ある。
　しかしこれらの膨大な先行研究の蓄積にも関わ
らず、これまで地域医療提供体制がもたらす価値
便益について、これがどの程度の水準に相当する
かを定量的に示した例は、筆者の知る限り見出す
ことができない。
　他方、医療提供体制を広義の社会資本の一部と
捉えれば、わが国ではこれまで広義の社会資本整
備の遅れが指摘され、その充実が図られてきたこ
ともあり、社会全体を対象とした社会資本投資に
関する先行研究は数多く存在する。社会資本をさ
らに産業活動の基盤となる「産業（生産）基盤
型」と国民生活に影響をおよぼす「生活関連型」
に区分すると、産業（生産）基盤型については、
その形成の効率性を検証した岩本（1990）14）や生
産活動への影響、生産力効果を検証した三井・太
田（1995）15）、 浅 子・ 坂 本（1993）16）、 浅 子 他
（1994）17）などがある。一方、医療や福祉を含む
生活関連型社会資本の検証は数が少ないが、赤木
（1996）18）ではこれらに対する公共投資政策や社
会資本整備の効率性を検討し、産業（生産）基盤
型に比べ生活基盤型が相対的に不足していると指
摘している。また田中（1999）19）は、全国ならび
に都道府県レベルのモデルを構築し、公共投資の
事業分野別に社会資本の便益を計測した結果、複
数事業のなかで病院や学校といった生活基盤型の
公共投資に対して国民が高い評価を下していると
の結果を示している。
　しかしこれらの諸研究はいずれもマクロ的視野
で社会資本整備の効率性を計測することを主たる
目的としており、個別地域における地域医療提供
体制がもたらす便益を明らかにすることをそもそ
も目的とはしていない。
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　地域医療の場で医療提供体制の劣化、崩壊が進
行しているとの声が聞かれるなか、地域住民にと
って住み慣れた地域から医療機関が無くなること
は、現実に必要な医療を受けることができないと
いう事態を招くだけでなく、日常生活を送るうえ
でも不安を抱えながらの生活を余儀なくされるこ
とを意味する注3。この不安が増大すれば地域から
人口が流出し結局、地域そのものが荒廃するとい
う事態が起こっても不思議ではない。この点から
も医療提供体制の価値を単に実際の受療にかかわ
る部分に限ることは不適切であり、地域住民の安
寧な日常生活の基盤としての医療提供体制の価値
評価が必要不可欠である。
　本稿では以上の認識を背景として国土交通省
「平成19年地価公示」注4の公表データを利用し、
地価を土地の特性、医療提供体制や教育環境、そ
の他の周辺環境特性により説明するモデル推定を
おこなうことで、医療提供体制がもたらす金銭的
外部効果の価値をその他の要因と同時に評価す
る。
　なお本分析で用いたデータセットの作成は、誰
もが閲覧可能な公表データのみを用いて実施され
ており、匿名性確保等につき配慮が必要なデー
タ、分析は一切含まれていないことを付言してお
きたい。
　以下、本稿の構成について述べておこう。２章
では分析の対象、入力されたデータ項目とその基
本統計量について触れる。３章ではヘドニック・
アプローチの理論的背景の概要を示し、推定モデ
ルの特定、推定結果を提示する。続く４章ではそ
の結果を解釈のうえ考察を加える。最後の５章は
全体をまとめ、今後の課題を提示して結びとす
る。

２．分析対象とデータ項目

（1）対象データ
　本稿で分析対象とした地域は、政令指定都市で
ある神奈川県横浜市の鶴見区、神奈川区、西区、
中区、南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子
区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸
塚区、栄区、泉区、瀬谷区の全18区である。これ
ら対象地域の平成19年度公示地価地点について以
下に示す項目を収集し分析データセットを構築し
た。
　公示地価と地価地点に係る情報については、国
土交通省「土地総合情報ライブラリ」内の「土地
総合情報システム」から対象区域の「住宅地」を
指定して地価公示額を検索、地点を確定するとと
もに、作業時点の直近の地価であった平成19年公
示地価を収集した。また当該地点付近の医療機関
情報については、横浜市医療機関連携推進本部
（横浜市医師会、横浜市病院協会、横浜市健康福
祉局、市民団体等から構成される医療機関の連携
促進を目的とする組織）が運営する「かかりつけ
医検索」から情報を得ている注5。さらに当該地点
の生活利便性、社会インフラに関する情報につい
ては、無料で公開されている複数の地図検索サイ
トから非営利かつ個人利用の立場で情報を収集、
情報の信頼性を確認してデータ入力してい
る注6。また地域の所得状況については、（有）総
合法務保障が公開・管理している非個人情報の統
計用データで、「町」レベルの納税額の状況を把
握できる ｢全国高額納税者データベース｣ より情
報を収集、入力している注7。
　入力された項目は以下の通りである。
〈公示地価地点に係る情報〉

　①　 地価：平成19年地価公示にもとづく地価
（単位：円／m2）
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　②　地積：当該地点の面積（単位：円／m2）
　③　建ぺい率・容積率：（単位：％）
　④　 接道関係：道路幅（単位：m）、道路区分

（公道：１、私道：０）、その他の接面道路
の有無を識別（有：１、無：０）

　⑤　 ガス・排水の設置状況：ガス、下水道の設
置有無を識別（有：１、無：０）

　⑥　 用途地域：第一種住居地域、第二種住居地
域、第一種低層住居専用地域、第二種低層
住居専用地域、第一種中高層住居専用地
域、第二種中高層住居専用地域、近隣商業
地域の該当有無を識別（有：１、無：０）

　⑦　 準防火地域：都市計画法上の地域地区で準
防火地域に該当するか否か識別（有：１、
無：０）

〈近隣の医療機関情報〉

　①　 当該地点から１km以内、２km以内に位置
する医療機関数（病院・診療所数）、小児
科数

　②　 当該地点からの最寄り医療機関（病院と診
療所）までの距離、最寄り診療所までの距
離、最寄り病院までの距離、最寄りの小児
科までの距離

〈生活の利便性、社会インフラに関する情報〉

　①　 当該地点の最寄り駅と駅までの距離、最寄
り駅から東京駅までの所用時間と乗換回
数、最短経路での標準運賃

　②　 当該地点からの最寄り幼稚園・保育所まで
の距離、最寄り小学校までの距離、最寄り
中学校までの距離

　③　当該地点からの各区役所の本局までの距離
　④　当該地点からの最寄りスーパーまでの距離
　⑤　当該地点からの最寄り郵便局までの距離
　⑥　 当該地点からの最寄り大規模公園・緑地ま

での距離
〈地域の状況〉

　①　 2004年度納税状況総合番付注8の全国順位と
該当者数

　②　町丁別世帯数、町丁別人口（年齢階級別）
　③　 平成19年度10月末現在の「町」レベルの高

齢化率（全人口に占める65歳以上人口の割
合）と生産年齢人口比率（全人口に占める
15～64歳人口の割合）

　
（2）データセットの基本統計量
　サンプル総数は300である。データセットの基
本統計量は表１で示される注9。また変数間の相関
係数が表２～表４である。ここでは公示地価地点
に係る情報、医療機関に係る情報、生活利便性・
社会インフラ、地域の状況に係る情報の主要項目
について基本統計量と各変数の相関を概観する。
　対象地域における平成19年地価公示の平均値
は１m2当たり約20万９千円である。平成19年の
地価公示では、平成18年１月以降の１年間の地
価変動率が全国平均で住宅地△0.1%、商業地△
2.3％となり、平成３年以来、16年ぶりに上昇に
転じている。また神奈川県では平成18年の▲1.9%
（横浜市▲1.4%）から平成19年の△1.7%（横浜市
△3.2%）へ上昇し、その幅は全国平均に比べ大
きい注10。
　敷地に建築することのできる建物用途は建築基
準法上の「用途地域」による規制を受ける。また
敷地に対する建築物の大きさを規定する建ぺい
率、容積率注11はこの用途地域ごとに規定される。
分析対象の建ぺい率、容積率の平均は各々50%、
113％であるが、範囲は建ぺい率が30%～80%、
容積率が60%～300%と幅広い。またこれらと地
価との相関（Pearsonの相関係数）をみると、と
もに正に有意な相関が確認される。用途地域の区
分では第１種低層住居専用地域に該当するものが
全体の72%でもっとも多かったが、地価との関連
では見かけ上、負の相関（p<０.01）が観察され、
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表１　データセットの基本統計量
度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

H19地価 300 128000 378000 209016.67 42408.229
地積（m2） 300 82 517 192.12 66.518
建ぺい率（%） 300 30 80 50.37 8.109
容積率（%） 300 60 300 112.57 45.350
道路幅（m） 300 2.5 11.0 5.102 1.1839
道路区分（公道1 ・私道0） 300 0 1 .93 .250
その他の接面道路　有無 300 0 1 .02 .140
ガス設備　有無 300 0 1 .88 .326
下水設備　有無 300 0 1 .99 .100
水道設備　有無 300 1 1 1.00 .000
第1種住居地域 300 0 1 .15 .361
第1 種低層住居専用地域 300 0 1 .72 .448
第1 種中高層住居専用地域 300 0 1 .05 .225
第2 種住居地域 300 0 1 .00 .058
第2 種低層住居専用地域 300 0 1 .01 .082
第2 種中高層住居専用地域 300 0 1 .06 .232
近隣商業地域 300 0 1 .00 .058
準防火地域 300 0 1 .55 .498
医療機関数1KM以内 300 1.00 62.00 19.1833 11.23791
医療機関数2KM以内 300 13.00 184.00 70.5900 29.38788
小児科数1KM以内 300 0 13 5.38 2.770
小児科数2KM以内 300 0 41 19.12 6.969
最寄りの病院までの距離 300 85 2702 887.47 499.455
最寄りの診療所までの距離 300 20 994 280.66 166.836
最寄りの小児科までの距離 300 38 5680 409.37 382.364
最寄り駅までの距離（ m ） 300 200 4500 1291.30 808.632
東京駅までの時間（分） 300 27 73 51.08 8.389
乗り換え回数 300 0 2 1.26 .476
東京駅までの運賃 300 290 970 654.53 143.953
最寄りの幼稚園・
保育園までの距離 300 36 849 278.00 153.669

最寄りの小学校までの距離 300 45 858 376.61 172.801
最寄りの中学校までの距離 300 65 1400 592.67 257.539
市区役所までの距離 300 315 7300 2205.52 1446.498
最寄りのスーパーまでの距離 300 64 1400 415.49 218.460
最寄りの郵便局までの距離 300 24 2700 420.28 237.846
最寄りの大規模緑地・
公園までの距離 300 66 1700 663.40 351.735

町・丁別世帯数 300 245 3105 1146.30 488.849
町・丁別人口総数 300 599 7069 2617.95 1095.017
町丁別15歳以下人口比率 300 .05 .31 .1286 .03237
町丁別生産年齢人口比率 300 .51 .80 .6668 .04440
町丁別高齢者人口比率 300 .05 .40 .2046 .05922
所得番付該当人数 285 1 38 9.72 8.345
所得番付平均順位 285 3261.00 68207.00 37345.3733 11314.53005
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第２種中高層住居専用地域では地価との間に正の
相関が見られる（表２）。
　地価と医療提供体制との関係はどうだろうか。
両者の相関は表３で示される。当該地点の地価と
近隣に存在する医療機関数はいずれも統計的に有
意な正の相関（p<0.01）を有し、当該地価と最寄
りの医療機関との距離には統計的に有意な負の相
関（p<0.01）が認められる。これらは相関関係に
過ぎないが、医療機関へのアクセシビリティーに
代表される地域の医療提供体制の状況が、一定の
価値をともなって地価に反映される可能性を示す
ものといえよう。
　続いて公示地価地点の生活利便性・社会インフ
ラ、地域の状況にかかる項目について触れる。ま
ず交通アクセスであるが、最寄り駅までの距離の
平均は1,291メートル、これを通常用いられる徒
歩１分あたり80メートルという換算式に当て嵌め
ると、駅までの所要時間は平均約16分ということ
になる。最寄りの幼稚園・保育園、小学校、中学
校までの平均距離は、順に伸長し、各々の標準偏
差もこの順に増大する。行政サービスへのアクセ
ス利便性をあらわす区役所本局注12までの距離の
平均は2,205メートル、最寄りのスーパーと郵便
局までの平均距離はともに約420メートル、大規
模公園・緑地までの距離の平均は約660メートル
であった。
　地域の状況に関して、生産年齢人口と呼ばれる
15～64歳までの人口割合の平均は67％、65歳以上
の高齢化率の平均は20％であった（ともに町レベ
ル）。
　ここで挙げた生活利便性や社会インフラ、地域
状況に関する要因の多くも、地価と相関をもつこ
とが確認されている（表４）。特に東京までのア
クセス時間、最寄りの駅までの距離は相対的に地
価との強い負の相関（p<0.01）が観察される。ま
た幼稚園・保育園までの距離、最寄りスーパーま

での距離、最寄り郵便局までの距離、最寄りの大
規模公園までの距離についても各々有意な負の相
関が確認される。
　地域の状況について、地域の生産年齢人口の割
合は地価と正の相関が認められ、逆に高齢化率は
負の相関が観察される。地域の所得状況を反映し
た高額納税者番付の該当者数についても有意な相
関が認められ、地域の高額所得者の数と地価との
間の関連性を示唆している。

３． ヘドニック・アプローチによる地価関
数推定とその結果

（1）ヘドニック・アプローチ（Hedonic-
approach）の考え方
　人々が居住地や勤務地を選択する際、通常その
周囲の環境を考慮する。居住地や勤務地を自由に
選択できる条件下では、人々は地価（地代）とさ
まざまな周辺環境を比較考量しながら、もっとも
望ましいと考える地点に移動する。通常、周囲の
環境そのもの（例えば、緑地や公園、教育環境な
ど）は、直接、市場取引に供されるものでなく、
その価値を直接的に市場評価することはできない
が、地価と環境との関係に着目することで人々が
個々の環境に与えている価値を評価できる。
　社会資本投資によるインフラ整備、或いは周辺
環境の地域への影響は、（1）開放地域、（2）小地
域、（3）需要者の同質性、（4）参入自由、（5）健
全な価格形成といった諸条件が満たされることで
不動産価格に反映、帰着されることが示されてい
る。この仮説は通常「キャピタリゼーション仮説注13」
と呼ばれる。周囲にきれいな緑地や公園が整備さ
れたり、新駅が設置されることで交通アクセスが
改善する場合には、不動産価値は増価すると予測
される。逆に近くに環境を汚染する可能性のある
施設が設置される場合には、不動産価値の減価が
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表２　相関係数表（その１）

H19地価 地積
（m2）

道路幅
（m） 道路区分 その他の

接面道路 ガス設備 下水設備 建ぺい率
（％）

容積率
（％） 準防火地域

地積（m2） Pearson の
相関係数 .186**

有意確率（両側） .001

道路幅（m） Pearson の
相関係数 .084 .150**

有意確率（両側） .147 .009
道路区分
（公道：１私道：０）

Pearson の
相関係数 .126* .137* .136*

有意確率（両側） .029 .017 .018
その他の接面道
路　有無

Pearsonの
相関係数 .105 .045 .048 .038

有意確率（両側） .069 .438 .406 .510

ガス設備　有無 Pearsonの
相関係数 .179** .158** .237** .107 .053

有意確率（両側） .002 .006 .000 .064 .363

下水設備　有無 Pearsonの
相関係数 .079 .085 -.006 .376** .014 .066

有意確率（両側） .171 .142 .924 .000 .804 .255

建ぺい率（％） Pearsonの
相関係数 .114* -.308** -.187** -.136* .141* -.110 .005

有意確率（両側） .049 .000 .001 .018 .015 .057 .937

容積率（％） Pearsonの
相関係数 .187** -.263** -.093 -.097 .171** -.117* .043 .809**

有意確率（両側） .001 .000 .106 .094 .003 .042 .461 .000

第1種住居地域 Pearsonの
相関係数 .108 -.208** -.033 -.035 .137* -.099 .043 .506** .822** .382**

有意確率（両側） .062 .000 .564 .550 .017 .087 .460 .000 .000 .000
第1種低層住居専
用地域

Pearsonの
相関係数 -.158** .219** .042 .074 -.178** .070 -.062 -.754** -.923** -.556**

有意確率（両側） .006 .000 .470 .203 .002 .229 .283 .000 .000 .000
第1種中高層住居
専用地域

Pearsonの
相関係数 -.013 -.052 -.005 -.174** -.034 .042 .024 .282** .196** .213**

有意確率（両側） .817 .365 .926 .002 .559 .469 .681 .000 .001 .000

第2種住居地域 Pearsonの
相関係数 -.063 .046 -.029 .015 -.008 -.157** .006 .069 .112 .052

有意確率（両側） .278 .427 .612 .790 .887 .007 .920 .235 .053 .370
第2種低層住居専
用地域

Pearsonの
相関係数 .029 -.008 -.042 .022 -.012 .030 .008 .097 .068 .074

有意確率（両側） .617 .896 .472 .706 .840 .602 .887 .092 .242 .204
第2種中高層住居
専用地域

Pearsonの
相関係数 .143* -.044 -.013 .066 .171** .002 .025 .292** .203** .220**

有意確率（両側） .013 .444 .829 .258 .003 .976 .671 .000 .000 .000

近隣商業地域 Pearsonの
相関係数 .056 -.048 .044 .015 -.008 .021 .006 .212** .239** .052

有意確率（両側） .334 .407 .448 .790 .887 .713 .920 .000 .000 .370

準防火地域 Pearsonの
相関係数 .216** -.207** -.238** -.213** .128* -.146* -.023 .745** .673** 1

有意確率（両側） .000 .000 .000 .000 .026 .011 .693 .000 .000
**. 相関係数は１% 水準で有意 （両側）
*. 相関係数は５% 水準で有意 （両側）
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見込まれる。この増価分、或いは減価分を事業や
環境に対する価値として評価する手法がヘドニッ
ク・アプローチである。ヘドニック・アプローチ
では財やサービスの全体的価値を、財・サービス
が有する様々な「特性の束」とみなし、価格を
各々の特性に回帰することでこの特性の有する価
値を評価する。
　
（2）ヘドニック・アプローチの理論的背景
　ヘドニック・アプローチについて経済学的な理
論上の基礎を与えたのは  Rosen（1974）22）である。
ヘドニック・アプローチによる価格関数は、理論
的には財・サービスの有する諸特性の需要と供給
が一致する市場均衡価格曲線として定義される。
ここでは土地の諸特性と地価との関連を例とし
て、その理論的枠組みの概要を説明する注14。
　土地が有するさまざまな特性は諸特性ベクトル 

Z＝（z1, z2, z3, …, zn）で表現されるものとする。
ここでいう諸特性とは、建ぺい率や容積率といっ
た土地そのものに係る特性、周辺の医療機関数や
医療機関までの距離といった地域の医療サービス
に対する利便性、学校などの教育環境や公園緑地
といった周囲の自然環境などが含まれる。市場で
はこれらの特性に応じて地価が形成されることか
ら、実際に観察される地価と諸特性とを結ぶヘド
ニック地価関数は式（1）で導かれる。

　p（Z）＝p（z1, z2, z3, …, zn） （1）

　諸特性を有する土地（Z）と土地以外のすべて
の財・サービスの合成財Xを自らの所得制約（I）
のもとで購入する消費者の効用関数をU＝（Z, X）
とすれば、その効用最大化のもと、最適な購入量 
X*、Z* が求められ、これに対応して効用水準 u*
が決まる。逆に効用水準 u* を達成するのに必要な

表３　相関係数表（その２）

H19地価 医療機関数
１KM以内

医療機関数
２KM以内

小児科数
２KM以内

小児科数
１KM以内

最寄りの診療所
までの距離

最寄りの病院ま
での距離

医療機関数
１KM以内

Pearsonの
相関係数 .461**

有意確率
（両側） .000

医療機関数
２KM以内

Pearsonの
相関係数 .301** .559**

有意確率
（両側） .000 .000

小児科数
２KM以内

Pearsonの
相関係数 .394** .526** .843**

有意確率
（両側） .000 .000 .000

小児科数
１KM以内

Pearsonの
相関係数 .429** .705** .477** .636**

有意確率
（両側） .000 .000 .000 .000

最寄りの診療所
までの距離

Pearsonの
相関係数 -.259** -.331** -.090 -.093 -.276**

有意確率
（両側） .000 .000 .118 .108 .000

最寄りの病院
までの距離

Pearsonの
相関係数 -.361** -.342** -.242** -.263** -.304** .083

有意確率
（両側） .000 .000 .000 .000 .000 .151

最寄りの小児科
までの距離

Pearsonの
相関係数 -.205** -.192** -.095 -.285** -.366** .333** .091

有意確率
（両側） .000 .001 .099 .000 .000 .000 .117

**. 相関係数は１% 水準で有意（両側）
*. 相関係数は５% 水準で有意（両側）
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表４　相関係数表（その３）

H19地価
最寄り駅
までの距
離（m）

東京駅ま
での時間
（分）

乗り換え
回数

東京駅ま
での運賃

最寄りの幼
稚園・保育園
までの距離

最寄りの
小学校ま
での距離

最寄りの
中学校ま
での距離

市区役所
本局まで
の距離

最寄りのス
ーパーまで
の距離

最寄りの
郵便局ま
での距離

最寄りの大規
模公園/緑地
までの距離

町丁別
世帯数

町丁別
人口総数

町丁別15
歳以下人
口比率

町丁別生
産年齢人
口比率

町丁別高
齢者人口
比率

所得番付
該当人数

最寄り駅まで
の距離（m）

Pearsonの
相関係数 -.372**

有意確率
（両側） .000

東京駅まで
の時間（分）

Pearsonの
相関係数 -.470** -.034

有意確率
（両側） .000 .561

乗り換え
回数

Pearsonの
相関係数 .110 -.082 .172**.

有意確率
（両側） .057 .155 .003

東京駅ま
での運賃

Pearsonの
相関係数 -.566** -.116* .622** -.126*

有意確率
（両側） .000 .044 .000 .029

最寄りの幼
稚園・保育園
までの距離

Pearsonの
相関係数 -.257** .195** .148* .048 .093

有意確率
（両側） .000 .001 .010 .404 .107

最 寄りの
小学校ま
での距離

Pearsonの
相関係数 .038 .020 .054 .080 -.007 .078

有意確率
（両側） .517 .732 .355 .169 .899 .178

最寄りの中
学校まで
の距離

Pearsonの
相関係数 .242** -.065 -.123* .006 -.150** -.063 .138*

有意確率
（両側） .000 .265 .033 .918 .009 .275 .017

市区役所
本局まで
の距離

Pearsonの
相関係数 .084 .201** .031 -.027 -.246** .183** .096 .140*

有意確率
（両側） .149 .000 .598 .647 .000 .001 .098 .016

最寄りのス
ーパーまで
の距離

Pearsonの
相関係数 -.280** .288** .175** -.043 .168** .261** .118* .011 .057

有意確率
（両側） .000 .000 .002 .463 .004 .000 .041 .854 .322

最 寄りの
郵便局ま
での距離

Pearsonの
相関係数 -.228** .150** .153** .025 .157** .091 .119* .101 .014 .212**

有意確率
（両側） .000 .009 .008 .662 .006 .114 .039 .081 .809 .000

最 寄りの
大規模公
園/緑地ま
での距離

Pearsonの
相関係数 -.134* .137* .009 .088 .029 .017 .019 -.071 .094 -.015 -.049

有意確率
（両側） .020 .018 .875 .129 .614 .769 .748 .218 .105 .790 .397

町・丁別
世帯数

Pearsonの
相関係数 .135* -.139* -.195** .038 -.153** -.106 -.097 .075 -.091 -.135* -.081 .056

有意確率
（両側） .019 .016 .001 .514 .008 .068 .094 .193 .115 .019 .162 .332

町・丁別
人口総数

Pearsonの
相関係数 .005 -.025 -.088 .008 -.073 -.041 -.092 .050 -.031 -.077 -.028 .075 .966**

有意確率
（両側） .928 .668 .130 .894 .206 .478 .111 .392 .593 .181 .632 .193 .000

町丁別
15歳 以 下
人口比率

Pearsonの
相関係数 -.085 .199** .160** -.022 -.050 .091 .034 .088 .222** .064 .115* .015 .068 .215**

有意確率
（両側） .144 .001 .005 .702 .388 .116 .560 .129 .000 .266 .047 .794 .237 .000

町丁別
生産年齢
人口比率

Pearsonの
相関係数 .430** -.294** -.208** .122* -.315** -.111 .047 .196** .017 -.165** .008 -.005 .191** .133* .170**

有意確率
（両側） .000 .000 .000 .034 .000 .056 .422 .001 .774 .004 .896 .932 .001 .021 .003

町丁別
高齢者人
口比率

Pearsonの
相関係数 -.276** .112 .068 -.080 .264** .033 -.053 -.195** -.134* .088 -.068 -.005 -.181** -.217** -.674** -.843**

有意確率
（両側） .000 .053 .237 .169 .000 .568 .357 .001 .020 .127 .238 .937 .002 .000 .000 .000

所得番付
該当人数

Pearsonの
相関係数 .326** -.069 -.012 .152* -.251** .061 .020 .163** .404** -.061 -.026 -.012 .098 .102 .107 .203** -.210**

有意確率
（両側） .000 .247 .844 .010 .000 .304 .737 .006 .000 .305 .664 .835 .099 .087 .072 .001 .000

所得番付
平均順位

Pearsonの
相関係数 -.090 .047 .033 .034 .021 -.138* -.096 .046 -.074 -.059 .007 .054 .051 .067 .037 .001 -.021 -.029

有意確率
（両側） .131 .431 .582 .569 .726 .020 .105 .438 .214 .324 .904 .368 .387 .260 .534 .989 .723 .630

**. 相関係数は１% 水準で有意（両側）
*. 相関係数は５% 水準で有意（両側）
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条件を満たす関数をγ（Z）で定義すると、効用
水準 u* を維持したうえで様々な特性（z1, z2, z3, …, 
zn）を有する土地 Z を取得するにあたり望んで支
出する最高額を示す買値関数（bid function）は、
式（2）で表される。

　U（Z, I－γ（Z））＝u* （2）

　またこの買値関数はあらゆる効用水準で定義可
能なので、以下の定義式（3）をおくことができ
る。

　U（Z, I－γ（Z; I, u））≡u （3）

　土地のもつ特性zのうち、ある特性  i  を特定し
てこの  zi  で両辺を微分したのが式（4）である。な
お  I－γ＝X  で置き換えられることに注意が必要
である。

　 ∂u
∂X ・

∂X
∂zi ＋

∂u
∂zi ＝0 （4）

　さらに ∂X
∂zi ＝－

∂γ
∂zi であるから、式（4）は

－ ∂u
∂X ・

∂γ
∂zi ＋

∂u
∂zi ＝0となり、結局、買値関数 γ

をz1で微分した値をγi とすれば、このγi は効用関
数において特定の土地特性（i）とすべての財・サ
ービスの合成財X の限界代替率と一致する。した
がって理論的帰結として、ある特性について消費
者が喜んで支払う意思を反映した買値と市場価格
は一致する。また消費者からみたヘドニック地価
関数（式（1））は、消費者がある特性を獲得しよ
うとするとき市場において最低限支払わなくては
ならない価格を意味するから、同質的消費者の存
在を仮定すれば地価関数と買値関数は一致し、異
質の消費者が存在する場合には買値関数の包絡線
となることが示されている。
　市場価格は需給均衡で定まるから供給側行動を
描出するモデルとの整合性も図られていなければ

ならない。供給者側でも利潤最大化行動を仮定す
るが、通常の場合とは異なり、ある技術的条件
（β）のもとで与件とする利潤（π）を得るため
に最低限求められる特性zの価格をあらわす売値
関数（off er function）を買値関数と同様に導出す
る手順を踏む。結果として企業側からみたヘドニ
ック地価関数は市場で企業に支払われる最高額を
意味し、またこの関数は企業の売値関数の包絡線
となることが判っている。
　以上から市場均衡価格をあらわすヘドニック地
価関数を挟んで買値関数と売値関数は接して対峙
し、ヘドニック地価関数は買値関数と売値関数の
両者の包絡線となる（図１）。
　したがってヘドニック（地価）関数は、地域の
医療提供体制を含むさまざまな環境特性が現実に
は存在しない仮想市場で取引された場合の需給均
衡をクリアする市場均衡価格曲線を意味する。

（3）ヘドニック地価関数の特定
　諸々の特性と価格との関係を示すヘドニック関
数は、消費者の選好といった特定の条件を反映し
ている訳ではなく関数形について先験的制約はな
い。したがって推定時の関数形の特定は実証上の
観点から選択余地がある。特定にあたっては通
常、１）推計式のフィットの良さ、２）推計パラ
メータの理論的整合性、３）推計作業の容易さ、
４）推計結果の解釈のし易さが考慮される注15。
本分析では以上を踏まえ、以下の線形関数を選択
した。

　pi＝α＋
K

Σ
k＝1
βkLki＋

S

Σ
s＝1
γsHsi＋

J

Σ
j＝1
δjIji＋εi （5）

　ここで p は公示地価（1m2あたり）、αは切片、 
L は土地にかかる諸特性、H は当該地点の医療提
供体制にかかる諸特性、I は当該地点の社会イン
フラ、生活利便性、地域状況にかかる諸特性、
β、γ、δは各々の諸特性について推定される係
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数パラメータ、εは正規性を仮定する誤差項をあ
らわす注16。
　推定式の定式化に関連して変数の内生性、とく
に当該地点の医療提供体制にかかる諸特性Hに含
まれる「医療機関数」の内生性について触れてお
こう。推定式で誤差項μは、さまざまな確率要因
による地価変化を意味する。このような地価変化
が外生変数として定義される説明変数と関連をも
つと、推定係数は一致性、不偏性を満たさない。
何らかの理由で地価の高い地域には医療機関が多
く参入し、結果として医療機関数が多くなってい
る、或いはまったく逆に地価の低い地域には多く
の医療機関の参入があり、医療機関数が多くなっ
ているならば、医療機関数は独立性の仮定を満た
さない。公的医療機関の立地については、地価水
準の高低よりむしろ地域事情を反映して決定され
ると考えられる。その一方で私的医療機関、とく
に診療所については、地価水準がその参入行動に
影響を及ぼしている可能性を否定できない。そこ
で横浜市の18区について平成12年から平成18年の
病院数ならびに診療所の増減と各々の地価水準と

の相関関係を事前に検証した。その結果、病院、
診療所の増減数とも各々の地価水準との統計的に
有意な関係は認められなかった注17。したがって
少なくとも本分析の枠内では、地価水準の変化が
医療機関数に影響を及ぼす内生性に関する深刻な
問題はないと判断した。
　
（4）地価関数の推定結果
　多くの変数を同時に投入した回帰モデルの推定
では、変数間の強い相関から多重共線性の問題が
発生することがある。ここでもさまざまな諸特性
間で相互に相関の強い変数が観察されることか
ら、多重共線性の診断尺度であるVIF を検討しな
がら変数の選択をおこなっている注18。
　表５は平成19年地価公示額を被説明変数として
地積、容積率、接道関係の情報、用途地域など地
価公示の土地情報を説明変数として回帰分析をお
こなった結果である。続く表６は交通や生活の利
便性、教育や地域状況などの変数を説明変数とし
て地価関数を推定した結果である。同様に表７は
当該地点の医療状況にかかわる情報のみを説明変

図１　売値関数・買値関数・地価関数の関係
環境の質ｚ

γ
買値関数
γ

p（z）
地価関数売値関数

p

o

o
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数として推定をおこなった結果である。最後に表
８は医療機関に関する特性を強制投入変数として
指定し、それ以外の諸特性については統計的有意
水準10%、共線性尺度のVIFが２以下であること
を基準に変数を選択、構築したモデルの推定結果
である。

４．結果の解釈と考察

（1）解釈と含意
　まず土地に係る情報で地価を説明した表５につ
いて推定式の係数を解釈すると、土地の容積率が

１％緩和（上昇）されることで地価は約1,250円
上昇する。土地に接道する道路が公道であれば私
道である場合に比して22,000円あまり、また当該
地に都市ガスの導引がある場合、そうでない場合
に比べ地価はやはり22,000円あまり上昇すること
が示されている。用途地域の区分ではすべての区
分が有意である。
　続いて表６から交通や生活の利便性、教育や地
域状況などの地価への影響を検討する。
　まず当該地から最寄り駅までの距離、また最寄
り駅から都心部までのアクセスを示す東京駅まで
の所要時間（分）が非常に強い統計的有意性を示

表５　土地に係る特性による地価関数の推定結果

表６　交通アクセス・地域状況・生活利便性特性による地価関数推定結果

標準化されていない係数 標準化係数 B の95.0%信頼区間
B 標準偏差誤差 ベータ t 値 有意確率 下限 上限

（定数） 23041.552 27229.525 .846 .398 -30551.775 76634.878
地積（m2） 159.184 35.650 .250 4.465 .000 89.017 229.350
道路区分（公道：１　私道：０） 22302.754 9364.612 .131 2.382 .018 3871.264 40734.245
ガス設備　有無 22494.919 7144.866 .173 3.148 .002 8432.348 36557.490
容積率（%） 1252.664 246.356 1.340 5.085 .000 767.785 1737.543
第１種住居地域 -117699.411 28311.855 -1.002 -4.157 .000 -173422.986 -61975.836
第１種中高層住居専用地域 -70377.324 18281.661 -.374 -3.850 .000 -106359.407 -34395.240
第２種住居地域 -171877.060 48023.803 -.234 -3.579 .000 -266397.819 -77356.302
第２種低層住居専用地域 -61346.953 31610.838 -.118 -1.941 .053 -123563.608 869.701
第２種中高層住居専用地域 -48117.060 18370.813 -.263 -2.619 .009 -84274.613 -11959.507
近隣商業地域 -215446.556 65164.432 -.293 -3.306 .001 -343703.610 -87189.502
（除外変数：第1種低層住居専用地域）　 Adj R2：0.17  F Value：7.2 <0.01**

標準化されていない係数 標準化係数 B の95.0%信頼区間
B 標準偏差誤差 ベータ t 値 有意確率 下限 上限

（定数） 280121.234 34110.181 8.212 .000 212968.806 347273.661
最寄り駅までの距離（m） -16.750 2.388 -.318 -7.013 .000 -21.453 -12.048
東京駅までの時間（分） -977.027 262.077 -.189 -3.728 .000 -1492.975 -461.078
東京駅までの運賃 -106.982 16.589 -.361 -6.449 .000 -139.641 -74.324
最寄りの幼稚園・保育園までの距離 -31.450 11.342 -.114 -2.773 .006 -53.779 -9.120
最寄りの小学校までの距離 19.414 9.874 .077 1.966 .050 -.025 38.853
最寄りのスーパーまでの距離 -5.306 8.324 -.027 -.637 .524 -21.693 11.082
市区役所本局までの距離 .388 1.327 .013 .292 .770 -2.225 3.000
最寄りの郵便局までの距離 -16.523 7.237 -.093 -2.283 .023 -30.771 -2.276
最寄りの大規模公園/緑地 -10.354 4.796 -.085 -2.159 .032 -19.796 -.913
所得番付該当人数 931.782 225.846 .182 4.126 .000 487.161 1376.403
町丁別生産年齢人口比率 117847.426 42878.183 .122 2.748 .006 33433.507 202261.346
Adj R2: 0.58  F Value: 36.7 <0.01**
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した。推定係数を評価すると、最寄り駅までの距
離が100メートル離れると約1,700円、東京駅まで
の所要時間が10分増えるごとに約9,800円、地価
の低下が認められる。これらの結果は地価形成に
あたり当該地の交通利便性が大きな影響を持つこ
とを示すものである。
　そのほか、最寄り幼稚園・保育園までの距離、
最寄りの郵便局までの距離、最寄りの大規模公
園・緑地までの距離が各々統計上有意に推定され
ており、これらの利便提供施設、環境から当該地
が離れることで地価は低下することが示されてい
る。推定式に拠れば、最寄り郵便局、大規模公
園・緑地までの距離が100メートル離れると各々
1,650円、1000円程度の地価低下がみられる。最
寄りの幼稚園・保育園については、地価に対する
有意な効果を確認（100メートル離れると約3,100
円の低下）したが、最寄りの小学校までの距離
は、想定した符号条件とは逆の有意な結果となっ
た。小学校の立地については、宅地近隣ではむし
ろ騒音原因として敬遠されることもあることが、
この結果の背景にあるかもしれない注19。食品、
日用品を購入するためのスーパーについては、本
推定式では有意な結果を得ていない注20。さらに
地域における生産年齢人口の割合が高いほど地価
は上昇することが確認されており、地域の所得水
準を反映すると考えられる地域の高額納税者数も
統計的に有意な結果となっている。

　医療提供体制、医療サービス利便性に関する変
数の結果に移ろう（表７）。推定結果では当該地
から１キロメートル以内に医療機関が１施設増え
ることで、約850円の増価効果が認められた。同
様に小児科では約2,600円の増価効果が示された
ことから、医療機関の果たす機能の差が価値評価
の差として反映されている。また当該地から最寄
りの医療機関までの距離についての各変数につい
ても統計的に有意な結果が得られている（表７、
表８-1）。
　最後に諸特性を包括的に勘案しておこなった推
定結果を検討する（表８-1、表８-2）。複数の領
域の多くの変数を考慮した本推計では多重共線性
の尺度であるVIFも同時に示す。
　この結果で注目すべきことは、周辺環境や生活
上の利便性と同等、或いはそれ以上に医療にかか
る特性が地価への影響要因となっていることであ
る。各特性変数間の単位差の影響を排した標準化
係数では、地価に対する最寄りの診療所までの距
離の効果は、最寄りの大規模公園・緑地までの距
離の効果より大きく、最寄りの幼稚園・保育園や
郵便局までの距離の効果と比べても大きく劣らぬ
水準といえる。非標準化係数の解釈では、最寄り
駅までの距離と最寄り医療機関までの距離との比
較において、後者の方が当該地から離れることに
よる追加的な価値減少は大きい。これらは地域の
医療提供体制、とくに「近隣に医療機関が存在す

表７　医療提供体制、医療利便性特性による地価関数推定結果

標準化されていない係数 標準化係数 B の95.0%信頼区間
B 標準偏差誤差 ベータ t 値 有意確率 下限 上限

（定数） 204026.397 8944.021 22.811 .000 186424.222 221628.572
医療機関数１KM以内 850.591 272.095 .225 3.126 .002 315.097 1386.085
小児科数１KM以内 2593.740 1067.933 .169 2.429 .016 492.008 4695.473
最寄りの病院までの距離 -18.897 4.463 -.223 -4.234 .000 -27.681 -10.114
最寄りの診療所までの距離 -30.323 13.275 -.119 -2.284 .023 -56.449 -4.197
Adj R2: 0.28  F Value: 30.0 <0.01**
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る安心感」といった点について地域社会が相応の
高い価値便益を認めていることを示唆するものだ
ろう。またこの点は、「１キロ以内の医療機関数」
の増加が地価に対して有意に正の効果を持つこと
からも示される注21。なお地域の状況に関する変
数では、地域の高齢化が地価に対して負の効果を
有する結果となっている注22。
　表８-2に移ろう。この推定では表８-1と異な
り、医療機関の特性として小児科に関する情報が
変数として採用されている。最寄りの小児科まで
の距離については有意ではないが、１キロ以内の
小児科数については、その数の増加が地価への正
の効果を有する。またその係数も先に示した１キ

ロ以内の医療機関数に比べて大きい。地域におけ
る医療機関の存在、とりわけ現下、社会問題化し
ている小児科の存在については、地域社会がより
高い価値を見出していると考えられる注23。

（2）地域の医療提供基盤が与える外部効果の
価値便益の粗い試算
　これまでの計測結果から、個々の特性（代表例
を抜粋）が地価に与える影響からその価値額を整
理したものが図２である。推定式の差で若干係数
は異なるが、ここではこれらの数値を用いて、地
域で１キロ以内に小児科が開設されることに対す
る地域全体の価値便益額を試算する。

表8-1　様々な特性を考慮した地価関数推
標準化されていない係数 標準化係数 B の95.0%信頼区間 共線性の統計量
B 標準偏差誤差 ベータ t 値 有意確率 下限 上限 許容度 VIF

（定数） 344830.882 19031.021 18.119 0.00 307365.279 382296.485
道路幅（m） 2510.064 1556.913 069 1.612 0.10 -554.967 5575.095 .929 1.077
最寄り駅までの距離（m） -10.577 2.906 -.201 -3.639 0.00 -16.299 -4.856 .564 1.774
東京駅までの時間（分） -2020.348 234.548 -.392 -8.614 0.00 -2482.092 -1558.604 .829 1.207
最寄りの幼稚園・保育園までの距離 -28.786 11.994 -.104 -2.400 0.02 -52.399 -5.174 .905 1.105
最寄りの郵便局までの距離 -20.003 7.694 -.112 -2.600 0.01 -35.149 -4.856 .915 1.093
最寄りの大規模公園/緑地 -8.594 5.160 -.071 -1.666 0.10 -18.752 1.564 .951 1.051
所得番付該当人数 1263.768 224.319 .246 5.634 0.00 822.160 1705.376 .895 1.118
医療機関数1KM以内 507.211 219.774 .133 2.308 0.02 74.551 939.872 .517 1.933
最寄りの診療所までの距離 -23.763 11.527 -.092 -2.062 0.04 -46.455 -1.071 .856 1.168
町丁別高齢者人口比率 -119670.885 31037.274 -.166 -3.856 0.00 -180772.714 -58569.056 .927 1.07
Adj R2: 0.51  F Value: 31.0 <0.01**
（医療機関特性は強制投入、それ以外の変数は有意水準10%、VIF2.0以下で選択）

表8-2　様々な特性を考慮した地価関数推定結果（その2）
標準化されていない係数 標準化係数 B の95.0%信頼区間 共線性の統計量
B 標準偏差誤差 ベータ t 値 有意確率 下限 上限 許容度 VIF

（定数） 336670.448 18633.486 18.068 0.00 299987.457 373353.439
道路幅（m） 2719.259 1572.653 .075 1.729 0.08 -376.758 5815.277 .922 1.085
最寄り駅までの距離（m） -12.406 2.626 -.235 -4.725 0.00 -17.576 -7.237 .700 1.430
東京駅までの時間（分） -2021.802 229.772 -.392 -8.799 0.00 -2474.144 -1569.459 .875 1.143
最寄りの幼稚園・保育園までの距離 -28.875 12.158 -.105 -2.375 0.02 -52.809 -4.941 .892 1.121
最寄りの郵便局までの距離 -20.561 7.687 -.116 -2.675 0.01 -35.694 -5.428 .928 1.077
最寄りの大規模公園/緑地 -10.376 5.140 -.085 -2.019 0.04 -20.494 -.258 .971 1.030
所得番付該当人数 1307.937 225.947 .255 5.789 0.00 863.125 1752.749 .893 1.120
小児科数1KM以内 2237.665 837.511 .143 2.672 0.01 588.890 3886.439 .603 1.658
最寄りの小児科までの距離 -.263 4.979 -.002 -.053 0.96 -10.064 9.539 .851 1.174
町丁別高齢者人口比率 -111032.396 31222.984 -.154 -3.556 0.00 -172499.824 -49564.967 .928 1.078
Adj R2: 0.51  F Value: 30.3 <0.01**
（医療機関特性は強制投入、それ以外の変数は有意水準10%、VIF2.0以下で選択）
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　「平均的地域」を住居表示の「町」レベル（横
浜市○×区△△町（丁））と仮定すると、横浜市
の宅地面積を横浜市の「総町（丁）数」で除する
ことで平均的な地域面積が算出される注24。この
地域面積に小児科を１キロ以内に開設することの
価値評価額を乗じることで地域全体の価値便益の
概数を求める。またこの総額を一町（丁）あたり
の平均世帯数注25で除することで、一世帯あたり
の価値評価額が求められる。さらに時間経過にと
もなう適切な割引率を設定し、想定される宅地の
所有年数を勘案することで小児科開設について一
世帯あたり年間でどれだけの価値を見出している
か概算できる。この一連の試算の結果をまとめた
のが図３である。横浜市における平均的な地域を
想定すれば、１キロ以内に小児科が開設されるこ
とにともなう地域全体の価値便益の評価額は、約
２億６千５百万円である。土地保有を35年注26、割
引率（年）を３～5％と仮定すれば、一世帯あた
りの評価額は年間約14,850円（割引率４％のケー
ス）、月あたりでは約1,240円（同様のケース）と
なる。居住地の近隣に医療機関が存在することで

地域にもたらされる金銭的外部効果の価値額は、
主として地域住民の安心に対する価値評価を反映
していると考えられ、ここで試算したようにこの
ような価値便益は、他の環境や利便性特性と比較
しても無視し得ない大きさを持つと推測される。
　平均数値にもとづく粗い試算であるため、その
数値の解釈、適用は慎重であるべきである。それ
を前置きしての地域医療政策への示唆としては、
地域医療充実のため小児科の開設を仮定すると、
開設にあたり１キロ以内の世帯について15,000円
程度までの支出であれば、資産価値の費用対効果
の側面からも是認しうることになる。費用負担の
あり方については本稿の主旨とは外れるので別稿
に譲るが、このようなアプローチの活用は地域医
療充実のためどの程度の負担を行うべきかを考え
るうえで、或いは他の公共財整備との費用対効果
を検討するうえで有用な材料を提供すると考えら
れる。

図２　様々な特性による地価への影響

¥507

図中の数値は非標準化係数値／棒の両端は係数の95％信頼区間の上限・下限
表8-2の結果を基に一部表8-1の結果を加えて作成
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５．結びにかえて
　
　以上、平成19年の横浜市の公示地価データを用
いてヘドニック・アプローチによる地価関数推定
をおこない、医療提供体制がもたらす金銭的外部
効果の価値評価を試みた。少なくともわが国では
医療提供体制についてこのような問題意識にもと
づく定量的価値評価の試みはこれまで見当たら
ず、地図情報を含め詳細な地域医療機関のデータ
を用いて、地域の実体を反映させて分析を実施し
た点が本稿の特徴のひとつである。
　「土地に係る特性」、「交通アクセス・生活利便
性に係る特性・地域状況」、「医療提供体制・医療
利便性特性」に大きく特性の性格を区分して推定
を実施したが、推定結果は概ね良好であった。各
医療機関までの距離や近隣に存在する医療機関の
数などで表現される地域の医療提供体制、医療サ
ービスの利便性確保が、他の諸特性と比較しても

無視しえない大きさの社会的価値を有することの
少なくとも一端が確認できたと考える。
　またこれらの結果は、特に地域の医療政策を考
えるとき、単に地域の現実の受療状況を追うだけ
では不十分であることを強く示唆する。身近に利
用可能な医療機関が「存在することそのもの」に
社会は相応に高い価値を見出している。医療提供
体制のあり方を考えるにあたっては、現在の受療
状況とその延長線上にある受療上の効率性だけで
なく、このような地域に対する貢献、価値を明示
的に評価し、医療がもたらす価値便益として認識
したうえでの政策立案、評価が不可欠である。
　ところで地域の医療提供基盤の存在が地域住民
の安心という価値便益の向上と結びつき地域の地
価へ反映されることの一背景には、わが国の医療
制度の特長である「フリーアクセス」と「皆保険
制度」があると考えられる。仮に近隣に医療機関
が存在したとしても、諸外国に見られるようにそ
れに対する地域住民のアクセスが制限される状況

図３　推定結果にもとづく地域における医療の外部効果の粗い試算

住民にとって地域の全てのエリアから1KM以内に
小児科が開設されていることによる価値便益額

地域の「平均」宅地面積（町丁）×小児科開設の評価増
＝118,425（m2）×2,237（円/m2）＝約2億6千5百万円

地域の「平均」世帯数＝1,533,824/1663（町丁）＝922世帯
一世帯あたりの評価額＝約28.8万円

土地保有年数を35年、割引率（年）3％～5％、物価変動は無視
〈割引率3％〉年：約13,000円/世帯・月：約1080円/世帯
〈割引率4％〉年：約14,850円/世帯・月：約1240円/世帯
〈割引率5％〉年：約16,800円/世帯・月：約1400円/世帯
　 ただし、この租推計では1KMより離れた小児科の価値便益
は一切考慮されていないことに注意が必要である
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では、地域住民の価値便益へ直接的には結びつか
ないからである。相対的に低額の費用負担で幅広
い医療機関の受診を担保しているわが国の制度
は、患者の受療行動そのものをみれば安易な頻回
受診など無駄や非効率を生むひとつの素地となっ
ている可能性を否定できない。しかし実際に受療
が必要な患者だけでなく、健常な地域住民にとっ
てもこれらの制度と地域医療提供基盤の存在が無
視できない価値を生んでいるとすれば、これらの
価値を再評価したうえで改めて制度や地域医療の
あり方を議論すべきである。
　最後に今後に向けての課題を挙げておきたい。
データの制約から隣接する市域の情報が取り込ま
れていないため、他市と隣接する地域について
は、その影響について十分な配慮がなされていな
い。また特定時点の限定された地域を対象とした
分析であるため、結果の一般性については今後、
複数の地点と時点の計測を通じて検証する必要が
ある。
　さらに他の診療科や医療機関が有するその他の
機能（例えば救急医療など）の評価への拡張も課
題である。ただしこれらの価値便益の評価では、
必ずしも地価への反映が明確でないことも予想さ
れるため、その他の価値便益の評価アプローチ注27

と併用してそれを明らかにしていく必要があるこ
とを指摘して結びとしたい。
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注
１　外部効果とは通常、ある経済主体の活動が他の
経済主体の状態に及ぼす影響を意味する。市場で
生じた変化が他の市場の均衡価格に変化をもたら
す場合を「金銭的外部効果」、市場を経由せずに他
の主体の効用や生産に影響を及ぼす「技術的外部
効果」と区分することもある。地域に医療機関が
立地することで、地域の評価が高まり需要が高ま
れば、当該地域の「不動産市場を通じた」地価上
昇が及ぶことから「金銭的外部効果」が発現する。
一方、近隣医療機関の充実は、地域住民に対して、
受療可能な機関が地域に存在するという「安心感」
や多くの医療機関の中から選択できるといった
「満足感」を与えると考えられ、この側面だけを捉
えれば、近隣に緑地や公園が整備されることにと
もなう「安らぎ」などと同様、住民の効用関数に
直接影響を及ぼす「技術的外部効果」の範疇に整
理されうる。「両者（技術的・金銭的）の外部性か
らの便益を厳密に区別することも困難であること
は事実である」（加藤・浜田（1996）1））と指摘され
るように、両者は相互に背反するものではなく、
事象の捉え方、局面、時間経過の中で影響する。
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医療機関整備にともなう地域住民の安心感や満足
感といった技術的外部効果の側面は、それが広く
認知・共有されるなかで最終的には当該地域の地
価へと反映、帰着され折り込まれる。不動産価格
への反映としての価値評価という文脈において本
稿の計測は「金銭的外部効果」の捕捉ということ
になる。

２　医療・介護に関する産業連関の先行研究には
（財）医療経済研究機構（1999）2）、宮澤健一他
（2004）3）などがある。
３　国土交通省国土計画局総合計画課が実施した
「人口減少・高齢化の進んだ集落等を対象とした
「日常生活に関するアンケート調査」（65歳以上の
高齢者人口が50％以上の集落を含む地区を全国か
ら20地区選定して実施）」の集計結果中間報告（平
成20年12月公表）では、「生活する上で困っている
こと・不安なこと」の回答のトップは「近くに病
院がないこと（21％）」であり、第二位は「救急医
療機関が遠く搬送に時間がかかること（19％）」で
あった。また10年後の生活を考えた時に一番不安
に思うことに対する回答でも、「病院に通うのが大
変になりそうなこと（28.9％）」がトップであった。
高齢社会において、地域の医療提供体制に関する
不安が現状も将来も地域住民の最大の心配事であ
ることが示唆されている。

４　地価公示は、国土交通省土地鑑定委員会が年１
回標準地の正常な価格を公示し、一般の土地取引
価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用
地の取得価格算定の規準とされる等により、適正
地価の形成に寄与することを目的として実施され
るものである。

５　地価公示のデータでは、該当地点の地番、住居
表示（○丁目×番地△号）が示されているが、「か
かりつけ医検索サイト」では、番地までの指定と
なり号までの指定はできない。また住居表示に○
丁目が入らない地点では、号までの指定ができな
い。したがってここでの医療機関情報は、番地ま
での指定で取得されていること（号レベルでの誤
差があること）、番地まで確定できなかった地価公
示点は対象から除かれていることに留意されたい。

６　各データの収集元データは不定期かつ随時更新
されている。本分析データセットの作成のため、
これらの該当ホームページによる情報収集は2007

年10月～2008年３月初旬に実施したが、その後の
情報の更新により現況とは異なる可能性があるこ
とに留意されたい。
７　高額納税者の公示制度は、2005年の個人情報保
護法の全面施行を受けて当該年度分より廃止され
た。本稿のデータは高額納税者の全国ならびに県
内順位が把握可能な2004年度の調査情報である。
８　300地点（サンプル）のうち15地点については、
納税状況番付に記載がなかったため、納税状況を
反映した分析でのサンプル数は285である。
９　分析作業は SPSS17.０J for Windows と Limdep 
Ver8.0を用いておこなっている。
10　地価を分析するに当たっては、１）地価形成の
健全性、２）地価の選択の二点について留意する
必要がある。１）について、土地取引では投機的
取引が時期により認められ、この影響が評価に及
ぶ懸念がある。ただし今回のデータについては、
時期的に投機的要因の影響は小さいと推測される。
また「商業地」などと比べると、対象とした「住
宅地」の価格形成はより穏やかである。さらに今
回の分析で用いた公示地価は、土地の投機的要素
を排除し市場取引における「正常な価格」を示す
ものとされており、地域における「代表性」、「中
庸性」、「安定性」、「確定性」などの要件を満たす
「標準地」について２人以上の不動産鑑定士の評価
をもとに必要な調整をおこなって決められるため、
地価の健全性は一定程度担保されていると考えら
れる。２）については、「公示地価（国土交通
省）」、「基準地価（自治体）」、「取引事例（不動産
鑑定士協会）」、「路線価（国税庁）」など複数存在
し、一物数価という状況であるが、各々の利用目
的に応じて情報の整備・開示は進んでおり実勢価
格と各地価間の関係性は概ね把握されている。そ
のなかで今回は、地価の健全性が統一基準で客観
的に担保され、誰もが容易に利用、再現可能な情
報として公示地価を採用している。
11　「建ぺい率」とは敷地面積に対する建物面積の割
合のことである。また「容積率」とは敷地面積に
対する建物の延べ床面積の割合のことである。
12　区役所までの距離は区役所本局までの距離であ
る。より近隣に地区分局がある場合もあるが、本
局の取り扱うサービスに比べ部分的である場合が
多く、その内容も個々で異なるので、ここでは本
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局までの距離を採用した。
13　キャピタリゼーション仮説に関する理論背景に
ついてはKanemoto（1988）20）、金本（1992）21）を参
照のこと。

14　より詳しい理論的解説は、Epple（1987）23）、白
塚（1998）24）を参照のこと。本稿の式の展開もこれ
らによる。

15　以上４点の記述は白塚（1994）24）による。関数型
の設定や多重共線性を含め、ヘドニック・アプロ
ーチのパラメータ推定に関する諸問題については
中村（1992）25）を参照のこと。
16　推定モデルでは、残差について標準化残差の観
測累積確率と期待累積確率プロットをおこなって
正規性の検討をおこなっている。また不均一分散
に関する  Breusch-Pagan  検定を実施し、不均一分
散を修正した  White Estimator  の推定もおこなっ
ているが、係数や有意性は大きく変化せず安定し
ていることを確認している。

17　診療所の増減数と平成12年地価水準との  Pearson
の相関係数は0.165、平成18年地価水準では0.40で
あった。また病院の増減数では平成12年が-0.336、
平成18年は-0.379であった。これらはいずれも統計
的に有意な相関ではなかった。

18　本稿で示した推定モデルではVIFが２を大きく
超える変数は観察されず、懸念される多重共線性
の発生は疑われない。

19　中学校までの距離については係数の符号は正で
統計的に有意とならず、推定から除かれている。

20　他の変数を除いた回帰分析では、スーパーから
の距離が離れるほど当該地価に負の影響が及ぶと
いう有意な結果を得ており、推定結果が安定しな
かったのは他の選択された変数との関係とみられ
る。

21　２キロ以内の医療機関数、２キロ以内の小児科
数についても各々それらを用いた推定をおこなっ
たが、ともに統計的に有意な結果は得られていな
い。したがって医療機関の立地が地価向上として
反映されるのは１キロ以内ということが示唆され
る。

22　この理由について複数の不動産鑑定士に意見を
求めたところ、「一般に高齢化が進んだ地域では、
地域の社会資本ならびに個人資産の管理が不十分
となる傾向があり、資産価格や地価がその影響を

受ける可能性」や「高齢化が進む地域では地域の
高齢化が不動産取得後の経過年数とパラレルな関
係にあり、市場に出てくる不動産が相対的に少な
く値が動かないことから、不動産市況が活発な場
合には相対的に地価が低くなることがある」など
のコメントを得た。
23　表８の推定では小児科数と医療機関数を同時に
投入すると多重共線性の発生が疑われる。表８の
小児科の係数が、多重共線性への配慮上、他の変
数を除却した上での推定結果である点については
十分な留意を要する。ただし表７で提示した推定
では、両変数が同時に投入されるものの特に推定
上の問題は生起していない（無論、推定モデルと
して「過少定式化」の問題は存在するかもしれな
い）。表７、8の比較では、小児科数の係数に若干
の相違はあるが、定式化の相違を考慮すると、符
号条件や数値の水準が全く異なるといった解釈上
の深刻な問題は回避されていると考えられる。
24　横浜市の「宅地面積」は196.94km2、（横浜市ハ
ンディ統計2007より2006年１月１日現在の宅地面
積を利用）、「総町（丁）数」は1663（横浜市統計
ポータルサイトより「各区町別世帯と人口」のデ
ータで実カウント）であった。
25　平成19年12月１日の横浜市の世帯数1,533,824を
「総町（丁）数」の1663で除した。
26　土地保有を35年と仮定した理由は以下の通りで
ある。分析の対象は「住宅地」であるため、購入
後、居住目的の利用が前提となる。１）「平成19年
度住宅市場動向調査報告書」（国土交通省住宅局）
によると、注文住宅建築時の世帯主の平均年齢は
首都圏で49歳、分譲住宅購入時の平均年齢は41.９
歳である。45歳前後で土地・住宅を購入し、35年
程度経過すると世帯主比率の高い男性平均寿命に
達する。土地購入時点で少なくとも自分の存命中
の土地保有を仮定するという前提。２）住宅用建
物の法定耐用年数は、構造で異なるが鉄筋コンク
リートで47年、木造で22年である。35年はちょう
どこの間で、居住者が建物の耐用年数程度は、最
低でも土地を保有するとの前提。３）独立行政法
人住宅金融支援機構が実施した「平成18年度 住宅
ローンに関する顧客アンケート調査」によると、
住宅取得者のうち住宅ローン利用者の返済期間の
設定では、「（31年～）35年以下」が全体の54.5％を
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占める。少なくとも購入時設定したローン期間中
は、土地・住宅を保有するとの前提である。

27　医療に関するその他の価値便益の評価手法とし
ては、旅行費用法、仮想市場法、コンジョイント
分析などが考えられる。肥田野（1997）10）によれば
「非市場財」の評価手法としては用いるデータに注
目すれば「意識」、「行動」、「市場」に区分され、
コンジョイント法は「意識」の、旅行費用法は
「行動」の、ヘドニック法は「市場」の代表的評価
手法との指摘がある。
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Evaluation of the Social Benefi ts of the Regional Medical System
Based on Land Price Information

-A Hedonic Valuation of the Sense of Relief Provided by Health Care Facilities-

Takuma Sugahara Ph.D.*

Abstract

Objectives: The benefits of health care services can be divided into two main groups. The first comprises 
substantial medical benefi ts derived from the provision of actual care. The second is an external effect that manifests 
as a sense of relief or peace of mind for residents living near medical facilities. The present study focuses on this 
second benefi t and aims to estimate it statistically using regional data.

Methods/Design: As the data available are limited, the present study focused on the city of Yokohama in 
Kanagawa Prefecture. Open data from public land price announcements（Chika-Koji）were used to collect regional 
land price data, and geographical information systems（GIS）were used to collect data such as the characteristics of 
social infrastructure and accessibility of traffi c. In addition, information on the regional medical system was collected 
from public data managed by the Offi ce for the Promotion of Cooperation among Medical Institutions in Yokohama 
City. A total of 300 samples were included in the analysis. Based on the hedonic approach, a model was constructed to 
estimate land price with regard to various land characteristics as well as criteria such as the convenience of nearby 
social infrastructures, accessibility of public transportation and the current supply of regional medical services.

Results: A strong positive correlation between land price and the number of medical facilities within 1 km of any 
given point（p<0.01）and a negative correlation between land price and the distance of the nearest medical facility 
from any given point（p<0.01）were observed. The results also suggested that land price was raised marginally by 
increasing the number of nearby health care facilities. In contrast, land price tended to decrease when the distance to 
the nearest healthcare facility increased. The coeffi cients of external effect, which refl ect residents’ sense of relief 
derived from the accessibility of health services, were greater than those for other important characteristics such as 
infrastructure or daily convenience.

Conclusion: In summary, health care facilities contribute to regional society not only by supplying health care 
services but also by providing peace of mind to neighborhood residents. This latter aspect of the benefi ts of health 
care facilities should be examined in more detail in the future.

［Key Words］ regional medical system, external effect, hedonic approach, social benefi t, Chika-Koji（public land 
price announcements)

＊　Manager, Department of Management Sciences, National Institute of Public Health



１．目的

　本研究は、消費者が医療機関を選択する過程
で、彼らの事前知識が医療機関を選択するための
情報取得行動へ与える影響を明らかにしようとす
るものである。情報取得行動とは、山本1）による
と、問題解決を目的とした消費者が情報を得る行
動であると定義している。情報取得行動のうち、
情報探索の量及び情報源を中心に検討を進める。

研究ノート

医療市場における消費者の外部情報探索
―事前知識が情報取得行動に与える影響についての実証的研究―

伊藤　朱子*１　　長瀬　啓介*２

２．方法

（1）事前知識と情報取得行動
　多くの実証的研究が事前知識が情報処理行動に
影響を与えているという仮説を支持している4, 5）。
事前知識と情報取得行動との関係については、次
の３つの仮説が存在する5）。
　１つは経験、つまり事前知識と外部探索量は負
の関係にあるというものである2, 6, 7）。プロダクト
カテゴリー内の代替品の属性についての事前知識
を既に持っている消費者は、外部情報探索を行う
必要がないという理由からである。
　この負の関係に対して、２つめの考えは、事前
知識と外部探索量は正の関係にあるというもので
ある8, 9）。プロダクトカテゴリーに関する知識が
あるほど、より効果的な情報取得が出来、またど

抄　　録

　医療市場における消費者の事前知識が情報取得行動に与える影響について調査した。調査にあたり、医療市場で医療機
関を選択するという意思決定を行う消費者の行動を、消費者の問題に対する知識とプロダクトライフサイクルに合わせた
３段階、広範問題解決行動、限定問題解決行動、反復問題解決行動に分類した。
　質問用紙法を用いた調査を行い、まず、３段階について検証した。事前知識量は問題解決行動段階が進むにつれ多くな
り、この分類をもとに情報取得行動との関係を検証することが出来ると考えられた。次に、３つの問題解決行動と情報取
得行動の関係を検定したところ、情報探索量、参照する情報源の数は、問題解決行動の間に有意な差があり（有意水準１
%）、その関係は、逆U字型であることが分かった。
　本調査の結果により、医療市場においても消費者の事前知識は情報取得行動に影響を与えるということが分かり、また
消費者に情報を提供する際、３つの問題解決行動ごとに戦略を検討することが有効であると考えられた。

キーワード： 問題解決行動、情報取得、情報探索、医療、マーケティング、医療機関
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のような情報を得ればプロダクトの評価すべき属
性に関する情報を得られるかを知っているため、
知識のある消費者は、知識の無い消費者よりも外
部探索をより行うという。
　これら２つの矛盾した考え方に対し、３つめの
考えは、事前知識と情報取得行動は逆U字型

（inverted-U shaped relationship）の関係をして
いるというものである9, 10）。逆U字型の考えは、
前の２つの矛盾した考えを説明するものである。
知識がある程度高まるまでは、事前知識と情報取
得行動は正の関係にあり、知識がある程度以上に
高まると、事前知識と情報取得行動は負の関係に
なるというものである。
　このように事前知識と情報取得行動の関係につ
いては、３つの仮説が在り、それぞれが立証され
ており、いまだ簡潔で安定したモデルが構築され
るには至っていない。
　そこで、本稿では、消費者行動を理解するため
に使用されている問題解決行動の３分類を利用す
ることで、事前知識と情報探索の関係を検討する
ことにより、より簡潔な理解を目指す。

（2）医療市場における先行研究
　日本の医療市場における消費者の情報取得行動
については、長く医療法による広告規制が存在し
たためほとんど研究されてこなかった。1990年代
の医療法改正による広告範囲の拡大に伴って、情
報源についての研究が見られるようになってき
た。伊藤・長瀬12）がレビューしまとめたように、
これまでの研究は、ホームページに掲載されてい
る内容についての研究13, 14）と患者の医療機関選
択への貢献に関する研究14, 15）に分類される。
　米国では、1980年代、医師、歯科医師（dentists）
及び検眼士（optometrists）が公にサービスを広
告することを認めた最高裁判所の判決によって医
療広告に関する研究が促進された。伊藤・長瀬12）

のレビューによると、米国での先行研究は、医療
広告そのものや内容に対する医師及び消費者の態
度、情報源の医療機関選択への貢献度に対する研
究に分類される。
　これらの先行研究では、消費者の医療機関選択
に最も貢献する情報源は口コミであるとの実証結
果が多い14, 16, 17）。
　一方で、Cobb-Walgren16）の研究結果は購買経
験（初期購買か、購買継続か）が医療機関選択に
影響を与える情報源に影響を与えると示唆してお
り、また、碇14）の研究結果は、医療機関の属性
及び消費者属性が医療機関選択に影響を与える情
報源に影響を与えると示唆している。
　以上のように、先行研究では、考察において、
プロダクトの特性である医療機関の属性及び消費
者属性、例えば、消費者の医療機関の経験が情報
取得行動に与える影響を示唆するにとどまってお
り、未だ消費者の情報取得行動の個人差に影響を
与える要因について、具体的に検討する目的の研
究はみられなかった。

（3）事前知識の測定と問題解決行動
　事前知識の測定方法は、大きく分けて次の３つ
に分類される5）。第１の手法は、消費者個人の知
覚を主観的に測定する方法（どれくらい知ってい
るか）である。そして、第２は消費者個人の知識
を客観的に測定する方法（実際に何を知っている
か）である。第３は、製品の購入量や過去の経験
を測定する方法である。Brucks5）は、第３の方
法について、経験が記憶量の違いを導くときにの
み経験が行動に影響するという情報処理過程の考
え方を踏まえ、論理の飛躍により行動結果と矛盾
が生じると批判している。例えば、消費者たち
は、同じ経験からでも異なった事柄を学習し、異
なった行動をとるからである。
　したがって、本稿では、事前知識を測定する方
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法として、事前知識を主観的方法で測定するが、
なるべく客観的に消費者の事前知識量の大きさを
測れるように、事前知識量をもとに消費者をプロ
ダクトライフサイクル（PLC）の３段階に分類し
た問題解決行動段階についての考えを応用した。
問題解決行動についての考えを応用することによ
って、事前知識量と情報取得行動との関係を簡潔
に理解し、医療機関の情報提供に有用な示唆を与
えることが出来ると考えた。
　組織が戦略を立てる際、「細分化しようと思う
市場にいる消費者に違いがあるのか、また、違い
があるのであればどのように違うのかを知る必要
がある。それは、マーケティング戦略の本質的な
土台となる」18）とされており、消費者をPLCの
３段階に分類し、各段階の消費者行動を理解する
ことは、戦略策定に有効であると期待されてい
る。また、PLCによる３分類は、経営学、経済
学、心理学で研究されており、多くの市場に適用
可能であるとされている18）。したがって、医療市
場においても、消費者をPLCの３段階に分類する
ことによって、例えば、医療機関がある消費者群
に対しある行動を促そうとする戦略を立てると
き、彼らがターゲットとする消費者群がどの問題
解決行動段階にいるのか、及びその段階の消費者
行動の特徴を知ることによって、より効果的な戦
略を策定することが出来ると考えられる。
　以下、問題解決行動についての考えを簡潔に説
明する。
　消費者による購買行動を問題解決行動と捉え、
消費者の事前知識量をもとに、消費者を３つのカ
テゴリー、広範問題解決行動（EPS）、限定問題
解決行動（LPS）、反復問題解決行動（RPS）に
分類する。すると、それぞれの段階における消費
者ごとに消費者行動やマーケティング戦略を検討
することが出来る18, 19）。その各段階は概略以下の
通りと理解されている。

　広範問題解決行動（EPS）は、消費者がこれま
でに経験したことのないプロダクトカテゴリーに
属するブランドに直面したときに生じる18）。この
段階にいる消費者は、直面したブランドについ
て、その消費者の中の既存のプロダクトヒエラル
キーの中のどのプロダクトカテゴリーに分類すれ
ばよいかを知らない。したがって、そのブランド
を評価するためには、まず、プロダクトカテゴリ
ーを探すか、もしくは新しく生成し、その後、ブ
ランド自身の評価をしなければならない。
　限定問題解決行動（LPS）は、馴染みのあるプ
ロダクトカテゴリーに属する、あまり馴染みのな
いブランドに直面したときに生じる18）。既にプロ
ダクトヒエラルキーが形成されており、そのブラ
ンドが属するプロダクトカテゴリーに対する知識
を持っている。この段階の消費者は、そのブラン
ドについて、そのブランドが属するプロダクトカ
テゴリー内の代替ブランドと比較することによっ
て評価することができる。
　反復問題解決行動（RPS）は、馴染みのあるプ
ロダクトカテゴリーに属する馴染みのあるブラン
ドに直面したときに生じ、マーケターが「反復購
買」と呼んでいるものである18）。
　医療市場における事前知識量で消費者を３つの
段階に分類するにあたり、次の理由から、分類す
る際の考え方を修正した。
　問題解決行動段階は、消費者が直面したブラン
ドやそのブランドが属するプロダクトカテゴリー
に対する消費者の知識によって分けられる。つま
り、消費者が認識した問題を解決するための手段
として具現化されたあるブランドに直面したとき
の、消費者のそのブランドやプロダクトカテゴリ
ーに対する知識が想定されている。このとき、消
費者は自分が抱えている問題について知っている
ことが前提とされている。
　しかしながら、医療市場の場合、消費者は自分
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に生じている問題さえ理解できない場合がある。
問題を理解することが困難なとき、消費者は、ま
ず、問題を解決するための手段であるブランドで
はなく、彼が解決しようとする問題は何か、どう
すればそれが解決できるかというように問題その
ものに直面する。
　したがって、医療に適用する際、消費者が直面
したブランドに対する知識によって３段階に分類
するのではなく、消費者が直面した問題に対する
知識によって分類する方がより説明力が増すので
はないかと考え、修正をし、研究を進めた。以
下、修正した分類を元に、それぞれの段階を簡単
に説明する。
　消費者が認識した問題について、その問題に対
する知識がない場合、消費者は広範問題解決行動

（EPS）をとる。認識した問題についての知識が
なく、どのような医療機関を受診すれば、どの診
療科を受診すれば、その問題が解決できるかを知
らない。
　消費者が認識した問題について、その問題に対
する知識がある程度ある場合、消費者は限定問題
解決行動（LPS）をとる。例えば、ある消費者
が、目の異常を感じたとき（問題認識）、眼科

（問題解決カテゴリー）を受診しようと眼科のあ
る医療機関（解決手段）を探す。その消費者は、
目の異常をどのようにしたら解決できるか具体的
に知らなくても、どのような医療機関を受診すれ
ば解決することが出来るかを知っている。
　消費者が認識した問題について、その問題に対
する知識があり、直ぐにどの医療機関を受診する
か決定できる場合、消費者は反復問題解決行動

（RPS）をとる。例えば、ある消費者は、持病の
ヘルニアが再発したとき（問題認識）、いつもヘ
ルニアを診てもらっている医療機関（解決手段）
へ行く。このような医療機関は、通常“かかりつ
け医”と呼ばれている。

　
３．仮説設定
　
　事前知識量と情報取得行動の関係を明らかにす
るため、仮説を設定する。
　
　まず、事前知識と情報取得行動の関係について
の仮説を設定する前に、医療市場に採用するため
に問題解決行動段階の考え方に修正を加えたた
め、次の仮説を設定する。医療市場用に修正した
問題解決行動段階の捉え方が適当である場合、修
正され分類された３つの段階も、広範問題解決行
動（EPS）から、限定問題解決行動段階（LPS）、
反復問題解決行動段階（RPS）へと進むにつれ、
消費者の認識した問題に対する知識は高まると推
測できる。

仮説１　問題解決行動段階が進むにつれ、事前知
識は高まる。

　事前知識と情報取得行動は逆U字型の関係にあ
るという考えをもとに次の仮説を設定する。つま
り、広範問題解決行動（EPS）、限定問題解決行
動（LPS）、反復問題解決行動（RPS）のそれぞ
れの段階ごとに情報探索量及び参照する情報源の
量は異なり、逆U字カーブの考えによると、EPS
では認識した問題についての知識が無いため情報
を探索することが困難であり、LPSでは認識した
問題がどのプロダクトカテゴリーに当てはまるか
を知っているため、EPSより情報を探索しやすく
なる。そして、RPSではLPSよりも知識が高まっ
ているため、より少ない情報を探索し、意思決定
を行う。
　以上の想定は以下の仮説により構成される。

仮説２　問題解決行動段階により情報探索量は異
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なり、その関係は逆U字型をとる。
仮説３　問題解決行動段階により情報源の数は異
なり、その関係は逆U字型をとる
仮説４　問題解決行動段階により利用する情報源
は異なる。
仮説５　問題解決行動段階により利用する情報源
の意思決定への貢献度合いは異なる。
仮説６　問題解決行動段階により外部情報探索に
おける情報量への総合的な満足は異なる。
仮説７　問題解決行動段階により外部情報探索に
おける情報の内容への総合的な理解は異なる。

４．データ収集
　
　あるインターネット調査会社に登録している消
費者に対して、平成20年７月から８月にかけてイ
ンターネット調査を実施した。調査対象は、東京

都区及び政令指定都市在住の20歳以上79歳未満、
かつ、次の３つの条件を満たしたものとした。条
件とは、①過去３ヶ月に医療機関（歯科を除く）
を受診した、②受診時に救急車で運ばれていない

（もしくは、救急車で運ばれたが自分で医療機関
を指定した）、③医療機関に勤務していない。３
番目の条件は、医療機関に勤めている場合、医療
に関する問題への知識や医療機関への知識がそれ
以外の消費者に比べて多いと考えられ、今回の仮
説に対してのバイアスを最小限に抑えるために除
いている。なお、調査対象者の地域を東京都区及
び政令指定都市に限定している理由は、医療機関
数が少なく消費者が医療機関を選択できない地域
を除くためである。
　３分類の市場の大きさを見るべく、まず、東京
都区及び政令指定都市において国勢調査の男女比
及び年齢比で層化抽出した3,000サンプルに対し、

回答数1,134（66.4％）

回答数1,741（100％）

反復問題解決行動（RPS）
および広範問題解決行動（EPS）以外

（1）～（4）全ての項目に対して
「あまり知らなかった」もしくは
「全然知らなかった」と回答

その医療機関で治療を受けた症状についてお伺いします（＝事前知識）。
（1）ご自分の病名についてその医療機関を受診する前から分かっていましたか。
（2）どのような種類の医療機関へ行けばその症状や病気を診察してもらえるか、ご存知でしたか。
（3）どの診療科へ行けばその症状や病気を診察してもらえるか、ご存知でしたか。
（4）その症状や病気がどのようにしたら治るか（軽くなるか）ご存知でしたか。
（それぞれの項目につき、「明確に知っていた」「知っていた」「なんとなく知っていた」「あまり知らなかった」
「全然知らなかった」の5段階で回答）

②を回答

反復問題解決行動
（RPS）

回答数66（3.9％）

広範問題解決行動
（EPS）

内は出現率調査の結果

回答数507（29.7％）

限定問題解決行動
（LPS）

①を回答
今回受診する前から、その医療機関は「かかりつけ医」でしたか？
①「かかりつけ医」である　　　②「かかりつけ医」ではない

図１　問題解決行動段階の分類方法と出現率調査の結果



142　　医療経済研究　　Vol.21  No.2  2009

出現率調査を行った。３つの条件（３ヶ月以内に
受診、救急車ではない、医療機関に勤務していな
い）に当てはまるサンプル数は、1,741サンプル
であった。調査対象者を図１に記したプロセスで
３つの問題解決行動へ分類した。サンプル1,741
人のうち、広範問題解決行動（EPS）に分類され
た消費者数は66人（3.9%）、限定問題解決行動

（LPS） は507人（29.7%）、 反 復 問 題 解 決 行 動
（RPS）は1,134人（66.4%）であった。
　その後、仮説検証を行うため、上記の出現率調
査とは別に調査を行った。同調査会社に登録して
いる調査対象者（出現率調査と同条件）にアンケ
ートに答えてもらい、３つの問題解決行動がそれ
ぞれ200サンプルずつ回収できた時点で調査を終
了した。
　
５．結果

（1）回答者の属性
　問題解決行動ごとの回答者の属性は、表１のと
おりである。問題解決行動間の平均年齢の差を検
定したところ、限定問題解決行動（LPS）の回答
者の平均年齢は、広範問題解決行動（EPS）の回
答者よりも有意に高く（t=6.86, df=398, p＜.01）、
また、反復問題解決行動（RPS）の回答者の平均
年齢は、限定問題解決行動（LPS）の回答者より
も有意に高かった（t=4.55, df=398, p＜.05）。つ

まり、問題解決行動段階が進むにつれ、年齢が高
くなっていることが分かった。
　それぞれの問題解決行動の消費者像を想像しや
すくするために、回答者が選択した診療科及び医
療機関の種類を図２、図３に示した。
　広範問題解決行動（EPS）の消費者が選んだ診
療科で他の２段階と比べて多かったものは、内分
泌内科、神経内科、総合診療科、その他の診療科
であった。医療機関の種類別で見ると、大学病院
を選択した消費者が多かった。
　限定問題解決行動（LPS）の消費者が選んだ診
療科で他の２つの問題解決行動段階と比べ多かっ
たものは、皮膚科、眼科、整形外科、産婦人科で
あった。消費者が解決すべき問題の所在が比較的
明らかな（例えば、部位であったり、治療方法で
あったり）疾病を治療する診療科が多い。医療機
関の種類については、特に特徴は見られなかっ
た。
　反復問題解決行動（RPS）の消費者が選んだ診
療科で、他の２つの問題解決行動段階と比べ多か
ったものは、循環器内科、呼吸器内科、内科であ
った。約25％の人が内科と答えている。医療機関
の種類では診療所を選択した人が多いが、限定問
題解決行動とほぼ同じような結果であった。

表１　回答者の基本属性

年齢 広範問題解決行動（EPS） 限定問題解決行動（LSP） 反復問題解決行動（RPS） 総計
男性 女性 計 % 男性 女性 計 % 男性 女性 計 % 計 %

20～29歳 22 25 47 23.5% 10 23 33 16.5% 7 12 19 9.5% 99 16.5%
30～39歳 24 28 52 26.0% 24 26 50 25.0% 15 15 30 15.0% 132 22.0%
40～49歳 28 11 39 19.5% 18 23 41 20.5% 12 18 30 15.0% 110 18.3%
50～59歳 17 20 37 18.5% 13 21 34 17.0% 18 28 46 23.0% 117 19.5%
60～69歳 12 6 18 9.0% 12 14 26 13.0% 20 25 45 22.5% 89 14.8%
70～79歳 6 1 7 3.5% 11 5 16 8.0% 21 9 30 15.0% 53 8.8%

総計 109 91 200 100.0% 88 112 200 100.0% 93 107 200 100.0% 600 100.0%
平均年齢 43.7 39.9 42.0 － 47.2 43.9 45.3 － 53.9 50.6 52.2 － 46.5 －
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図２　問題解決行動段階の特徴（診療科別）
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（2）仮説検証
　以下、仮説を検証していく。

仮説１　問題解決行動段階が進むにつれ、事前知
識は高まる。
　表２の「知識」欄に示したとおり、調査対象者
が認識した問題についての知識を尋ねた全ての項
目に対し、Kruskal Wallis 検定により有意水準１
％で仮説は支持された。調査結果を箱ひげ図にし
たものを図４に示す。
　広範問題解決行動（EPS）と限定問題解決行動

（LPS）は回答者の事前知識を元に分類している

ため、二つの段階の間の事前知識量に差があるこ
とは当然の結果となる。したがって、３つの段階
に差があるという結果は、EPSとLPSの間に差が
あるという結果を支持しただけであるという可能
性があると考えられるため、念のため、限定問題
解決行動（LPS）と反復問題解決行動（RPS）の
差をMann-Whitney検定により検証した。表２右
側のとおり、質問１（U値16070.5）及び４（U値
16700.0）について、有意水準１％で仮説は支持
された。また、図４に使用した事前知識量の総和
についても、U値16486.５、有意水準１％で仮説
は支持された。

表２　事前知識と情報探索についての調査結果と検定量

質問項目

広範問題解決行動
（EPS）

限定問題解決行動
（LPS）

反復問題解決行動
（RPS）

平均と分散の検定
（3群間の差）

平均と分散の検定
（LPSとRPSの差）

平均値 標準
偏差 平均値 標準

偏差 平均値 標準
偏差

Kruskal
Wallis 検定

（カイ二乗）

メディアン
検定

（カイ二乗）

Mann-
Whitney検
定（U値）

Moses
検定

（トリム化対照
群のスパン）

知識 1_ご自分の病名についてその医
療機関を受診する前から分かっ
ていましたか。

1.36 0.48 3.18 1.31 3.63 1.27 271.52*** 167.32*** 16070.50*** 327.00***

2_どのような種類の医療機関へ
行けばその症状や病気を診察し
てもらえるか、ご存知でしたか。

1.54 0.50 3.83 1.05 3.97 1.01 353.27*** 263.50*** 18459.00 310.00***

3_どの診療科へ行けばその症状
や病気を診察してもらえるか、
ご存知でしたか。

1.52 0.50 3.85 1.07 4.01 1.03 353.69*** 266.68*** 18288.00 303.00***

4_その症状や病気がどのように
したら治るか（軽くなるか）ご
存知でしたか。

1.40 0.49 3.09 1.18 3.44 1.20 274.63*** 286.98*** 16700.00*** 349.00***

事前知識量（Q1～Q4の回答を
足した値） 5.80 1.75 13.95 3.80 15.04 3.99 353.26*** 258.50*** 16486.50*** 343.00***

情報
探索 5_その医療機関を受診する前

に、どの医療機関へ行けばよい
か調べましたか。

1.95 0.93 2.59 1.14 2.17 1.09 34.04*** 28.45*** 15763.50*** 309.00***

6_情報理解：医療機関を調べた
とき得られた情報の量は充分で
したか。

2.51 1.00 2.97 1.01 3.08 1.07 22.29*** 10.87*** 10056.50 277.00

7_情報理解：医療機関を調べた
とき得られた情報の内容は充分
に理解できましたか。

2.59 0.95 3.18 1.01 3.17 1.01 30.01*** 22.09*** 10856.50 277.00

*** 1％有意
** 5％有意
*  10％有意
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　図４（事前知識量は各項目の和）のように、広
範問題解決行動（EPS）よりも限定問題解決行動

（LPS）の方が事前知識が高く、さらに反復問題
解決行動（RPS）の事前知識量はLPSよりも高く
なっており、問題解決行動段階が進むにつれ、事
前知識が高まることが示された。

仮説２　問題解決行動段階により情報探索量は異
なり、その関係は逆U字型をとる。
　表２の「情報」欄、質問項目５のとおり、外部
情報探索量についての消費者の主観的な知覚は、
Kruskal Wallis 検定により有意水準１％で、問題
解決行動段階の間で平均に差があることが支持さ
れた。調査結果を箱ひげ図にしたものを図５に示

している。図５のとおり、問題解決行動段階と外
部情報探索量の関係は逆U字型であることが分か
り、仮説２は支持されたといえる。

仮説３　問題解決行動段階により情報源の数は異
なり、その関係は逆U字型をとる。
　表３に示したとおり、情報源の数（種類）につ
いて、Kruskal Wallis 検定により有意水準１％
で、問題解決行動段階の間で平均に差があること
が支持された。またその関係を示した図６から、
問題解決行動段階と情報源の数は逆U字型の関係
であることが分かり、仮説３は支持された。

仮説４　問題解決行動段階により利用する情報源

事
前
知
識
量

問題解決行動段階

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

1_EPS 2_LPS

532
424491

533

3_RPS

図４　問題解決行動段階と事前知識量

情
報
探
索
量

問題解決行動段階

5

4

3

2

1

593595

577
584

1_EPS 2_LPS 3_RPS

図５　問題解決行動段階と情報探索量

表３　問題解決行動段階と情報源の数

情報源
の数

広範問題解決
行動（EPS）

限定問題解決
行動（LPS）

反復問題解決
行動（RPS）

Kruskal
Wallis 検定

（カイ二乗）

度
数

0 85 41 90
1 37 52 29
2 32 47 33
3 17 27 15
4 5 8 6
5 7 7 7
6 17 18 20

平均 1.55 2.01 1.60 17.29***
*** 1％有意
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は異なる。
　表４で示したとおり、情報源ごとに結果が異な
った。Kruskal Wallis 検定により、立て看板やポ
スターなどの広告については有意水準５％、家族

や友人からの口コミについては有意水準10％、イ
ンターネットについては有意水準１％で仮説は支
持された。その他の情報源については仮説は支持
されなかった。広告、口コミ、インターネットに
ついて、利用する人数は、問題解決行動段階の間
に有意に差があることが分かり、またその関係は
逆U字の関係にあることが分かった。

仮説５　問題解決行動段階により利用する情報源
の意思決定への貢献度合いは異なる。
　各情報源を利用した回答者に対し、意思決定へ
参考になったかを「とても参考になった」から

「全く参考にならなかった」の５段階で評価しても
らった。その結果を表５に示している。Kruskal 
Wallis 検定により、医療に詳しい人からの情報
及び雑誌・書籍からの情報については有意水準５

341
374

333 186
194

179情
報
源
の
数

問題解決行動段階

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

1_EPS 2_LPS 3_RPS

図６　問題解決行動段階と情報源の数

表４　問題解決行動段階と情報源

情報源

広範問題解決
行動（EPS）

限定問題解決
行動（LPS）

反復問題解決
行動（RPS） Kruskal 

Wallis 検定
（カイ二乗）度数 割合 度数 割合 度数 割合

立て看板やポスターなどの広
告をいつもより注意深く見た 40 20.0% 63 31.5% 48 24.0% 7.23**

家族・友人・知人に聞いた 81 40.5% 98 49.0% 77 38.5% 5.07*

医療に詳しい人に聞いた 45 22.5% 54 27.0% 55 27.5% 1.59

書籍や雑誌で調べた 28 14.0% 37 18.5% 35 17.5% 1.61

医療機関が発行している冊子
を読んだ 23 11.5% 27 13.5% 34 17.0% 2.57

インターネットで調べた 92 46.0% 123 61.5% 70 35.0% 28.38***

割合の分母 200 200 200

割合：全サンプルのうち、その情報源を使用したサンプル数 *** 1％有意
** 5％有意
*  10％有意
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％、インターネットについては有意水準１％で仮
説は支持された。その他の情報源については仮説
は支持されなかった。

　仮説６の検証の前に、仮説４及び仮説５の結果
をまとめる。
　EPSの中では、インターネット（46.0%）及び
知人からの口コミ（40.5%）を利用する消費者が
比較的多い。しかしながら、特にインターネット
からの情報は、他の２つの段階に比べて、十分に
意思決定に参考になると評価されていない。
　LPSでは、他の２つの段階に比べ、参照する情
報源が多く、その中でも、インターネット

（61.5%）、知人からの口コミ（49.0%）、立て看板
やポスターなどの広告（31.5%）がより多い。そ
して、インターネットからの情報、医療に詳しい
人からの情報や雑誌・書籍は他の２つの段階に比
べ消費者の意思決定の参考になっていると評価さ
れている。
　RPSでは、EPSよりも情報探索量や参照する情
報源の数は多いが、LPSより少ない。その中で、
参照されている情報源としては、知人からの口コ

ミ（38.5%）、インターネット（35.0%）が多く見
られた。

仮説６　問題解決行動段階により外部情報探索に
おける情報量への総合的な満足は異なる。
　外部情報探索を行った回答者に対し、得られた
情報量は十分であったかを５段階で尋ねた。表２
の「情報」欄、質問項目６のとおり、Kruskal Wallis 
検定により、３つの問題解決行動段階の間に有意
水準１％で有意な差がみられ、仮説は支持され
た。ただし、LPSとRPSの差をMann-Whitney検
定で検証したところ、有意な差は見られなかっ
た。消費者が得られた情報量について、EPS段階
の消費者はLPSやRPSの消費者よりも十分でなか
ったと評価している。

仮説７　問題解決行動段階により外部情報探索に
おける情報の内容への総合的な理解は異なる。
　外部情報探索を行った回答者に対し、得られた
情報の内容は十分に理解できたかを５段階で尋ね
た。表２の「情報」欄、質問項目７のとおり、
Kruskal Wallis 検定により、３つの問題解決行動

表５　問題解決行動段階と情報源の参考度

情報源

広範問題解決行動
（EPS）

限定問題解決行動
（LPS）

反復問題解決行動
（RPS） 平均と分散の検定

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Kruskal 

Wallis 検定
（カイ二乗）

メディアン
検定

（カイ二乗）
立て看板やポスターなどの広告をいつもよ
り注意深く見た 2.75 0.95 2.87 1.07 2.67 0.83 1.15 4.62*

家族・友人・知人に聞いた 3.27 1.04 3.55 1.05 3.53 0.95 3.14 0.92

医療に詳しい人に聞いた 3.00 0.93 3.57 1.04 3.49 1.07 8.47** 8.31**

書籍や雑誌で調べた 2.57 0.79 3.19 1.02 2.66 1.16 6.63** 6.10**

医療機関が発行している冊子を読んだ 2.48 0.85 2.85 0.99 2.68 1.25 1.45 3.72

インターネットで調べた 3.40 0.94 3.87 1.01 3.66 1.09 11.85*** 12.55***

*** 1％有意
** 5％有意
*  10％有意
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段階の間に有意水準１％で有意な差がみられ、仮
説は支持された。LPSとRPSの差をMann-Whitney
検定で検証したところ、有意な差は見られなかっ
た。消費者が得た内容について、EPS段階の消費
者はLPSやRPSの消費者よりも十分に理解できな
かったと評価している。

６．考察

（1）事前知識と情報取得行動
　本研究では、事前知識量と情報取得行動の関係
を調べるため、問題解決行動の考えを用いて検討
した結果、両者は統計的に関係があることが示さ
れた。またその関係は、逆U字型であることが分
かった。つまり、事前知識量がほとんど無い消費
者は意思決定に必要な情報の種類や情報の取得方
法を知らないため、あまり情報取得をしない。し
かし、事前知識量が高まるにつれ、消費者は情報
取得の方法や効果的な情報取得方法を知っている
ため、より多くの情報探索を行うようになる。一
方、事前知識量がさらに高まると、消費者は情報
探索する必要がなくなり、情報探索を行わなくな
る。
　本研究では、事前知識量と情報取得行動の関係
を簡潔に捉え、今後、医療機関の情報提供に示唆
を与えるため、事前知識量をもとに消費者をPLC
の３段階に分類した問題解決行動という考えを採
用している。本研究の結果から考察される各問題
解決行動段階の特徴、及び各段階の消費者をター
ゲットとした情報提供についての示唆を以下にま
とめる。

①範問題解決行動（EPS）

　広範問題解決行動（EPS）における消費者は、
彼らが認識した問題（症状）についての知識が少
なく、彼らの既存の問題解決カテゴリーへ分類す

ることが出来ない。つまり、病名を知らないこと
はもちろん、どのような診療科へ行けば良いの
か、どのような医療機関に行けば良いのか、どの
ようにすれば症状が治るのかを知らない。
　そのため、広範問題解決行動（EPS）の消費者
の意思決定にとって、外部情報探索は非常に重要
である18）。しかし、広範問題解決行動（EPS）の
消費者は、事前知識量が少ないため、情報取得行
動をあまり行っていない。行われたとしても、参
照する情報源の数、取得した情報の意思決定への
貢献度、情報量に関する総合的な満足や情報の理
解度は、３つの段階で最も低い。
　この段階の消費者をターゲットとしている医療
機関、例えば、症例数が少ないなどの理由で一般
に消費者の知識が未だ形成されていない疾病を治
療する医療機関（回答者属性では、医療機関の種
類では大学病院、診療科では内分泌内科、神経内
科、総合診療科が比較的多い）は、この段階の消
費者は情報探索したとしても得られた情報の量や
内容が十分でないと感じているため、消費者が理
解しやすい、かつ、充分な情報を提供することは
もちろん必要である。気をつけなければならない
ことは、消費者の事前知識量が少ないため、消費
者は彼ら自身が必要とする情報がどのような情報
なのか、またそれがどこにあるのかを知らないこ
とである。したがって、彼らの少ない知識でも、
医療機関が提供した情報に接触できるようサポー
トをする必要がある。直接的な方法と間接的な方
法の例を挙げる。直接的な方法例としては、彼ら
が最も参照する情報源はインターネットであっ
た。消費者が能動的にインターネットで検索しや
すいよう、医療機関側も対策を講じる必要があ
る。間接的な方法例としては、彼らはあまり情報
探索をせずに医療機関を受診する、もしくは情報
を探索したとても意思決定には参考になっていな
い、つまり情報処理が出来ていない。そこで、消
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費者が医療機関へ行き、より知識のある専門家に
相談したときに、専門家がその消費者の問題を解
決できる方法を提示し、消費者が代替品を評価で
きるように、医療機関は、専門家を教育したり、
専門家へ情報を提供したりといった、専門家をタ
ーゲットとしたBtoBのマーケティング戦略が必
要である。

②限定問題解決行動（LPS）

　医療市場の限定問題解決行動（LPS）における
消費者は、EPSに比べ事前知識量が多く、彼らが
認識した問題（症状）を問題解決カテゴリーに分
類することが出来る。例えば、どのような医療機
関へ行けばいいのか、どのような診療科へ行けば
いいのかを知っている。そして、その問題解決カ
テゴリー内での医療機関の選択を行う。
　この段階の消費者の事前知識量は、反復問題解
決行動（RPS）よりは少ないが、広範問題解決行
動（EPS）よりも多く、医療機関を選択する際
に、より多くの情報取得を行い、また、より多く
の情報源を用い、それらの情報を意思決定に役立
てている。
　この段階の消費者をターゲットとしている医療
機関（回答者属性では、消費者が認識した問題の
部位や治療方法などの問題解決カテゴリーが比較
的分かりやすい眼科、耳鼻咽喉科、整形外科、産
科などの診療科）は、消費者が医療機関を選択す
る際に医療機関のどのような属性を評価している
かを調査し、消費者がその属性を評価するために
必要としている医療機関の属性情報を、立て看
板、ポスター、インターネット等、多くの情報源
を通じて、提供する必要があると考えられる。

③反復問題解決行動（RPS）

　医療市場の反復問題解決行動（RPS）における
消費者は、問題（症状）を認識し、医療機関を受

診しようするとき、すぐに、どの医療機関へ行く
かを決定できる。
　この段階の消費者の事前知識量は、３段階のう
ちで最も多く、医療機関を受診するにあたって、
あまり情報探索を行わない。しかし、EPSの消費
者と異なる点は、情報への理解度が高い点であ
る。
　また、参照する情報源として最も多いのは、家
族・友人・知人からの口コミであり、続いてイン
ターネットであるが、そのどちらも、EPS段階の
消費者よりも参照されていない。ただし、立て看
板やポスターの広告を除いた情報源からの探索さ
れた情報が意思決定へ貢献する度合は、EPS段階
の消費者よりも高い。
　つまり、この段階の消費者へ情報提供をしよう
とする場合、消費者が情報探索をしようとするき
っかけさえ与えられれば、この段階の消費者は事
前知識があるため、情報を理解し、情報を意思決
定の参考にすることが出来る。

（2）研究課題
①調査手法についての検討

　本研究は、インターネットに拠り調査された。
ここに２つの限界が存在している。１つはインタ
ーネットという媒体の問題であり、もう１つは質
問紙法という手法の問題である。
　まず、インターネットという媒体を使用したこ
とから、回答者は自ずとインターネット利用者に
限られるため、消費者の参照する情報源について
はインターネットを利用する割合が多くなるとい
うバイアスがかかる。先行研究のとおり、医療機
関を選択する際、知人や医師からの口コミを参照
する消費者が最も多いという調査結果が多かっ
た。しかしながら、本調査結果からはEPS、LPS
ともにインターネットを参照した消費者の割合が
最も多かった。先行研究は数年前までのものが多
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く、インターネットが普及したことも背景にある
かもしれないが、別の媒体での調査も行われるべ
きである。
　次に、質問紙法には２つの問題点があるといわ
れている1）。１つめは、消費者の情報取得過程を
知ることが出来ない点である。もう１つは、実際
にどれくらいの量の情報を取得しているかを知る
ことが出来ない点である。手法には他にプロトコ
ール法やIDB法があるが、それぞれにメリットと
デメリットが挙げられており1）、今後、より良い
調査手法の開発が期待される。

② 消費者を問題解決行動段階に分類するための調

査項目の精査

　問題解決行動段階に分類するための質問項目の
検討が必要である。反復問題解決行動は、問題が
発生したら、すぐに受診する医療機関を決定でき
る、という段階であるため、「受診する医療機関
が決まっている」＝「かかりつけ医」と想定し、
質問対象時に受診した医療機関がその時の受診前
から「かかりつけ医」であったと回答した人を反
復問題解決行動に分類している。しかし、「かか
りつけ医」の定義を明確にしなかったことから、
本調査が意図した「反復購買」＝「かかりつけ
医」であることが回答者に伝わっていない可能性
が存在する。反復問題解決行動の「反復購買」と

「かかりつけ医」の定義を整理し、回答者を正確
に導くことのできる質問を検討する必要がある。

③ 事前知識及び情報探索についてのより詳細な概

念の検討

　本研究では、事前知識を、消費者の問題に対す
る知識、つまり、問題を解決すべきカテゴリーに
分類できるか、及び消費者の経験（習慣的行動か
どうか）から測定している。情報探索について
は、「医療機関を受診する前にその医療機関につ

いて調べましたか？」という質問で、情報探索の
内容については区分せず、総合的な情報探索量を
測定している。
　これは、本研究が、情報探索量及び情報源につ
いて事前知識との関係を概観するために、現象面
のみを検証し、検討することを目的としているた
めである。しかしながら、今後、医療機関による
情報伝達を目的としたマーケティング戦略の理論
的背景をもとにした立案に役立つ体系的研究を構
築していくには、消費者の探索しようとした情報
を明確にし、消費者が各情報源に期待する役割や
各情報源が消費者に伝達している情報の内容を勘
案した、より詳細な検討が必要である。情報の内
容の概念については、小野（2004）を参照するこ
とが出来るが、彼自身も指摘しているとおり、仮
説構築のために事前知識概念と情報探索概念の再
整理が必要である。

④ 情報取得行動に影響を与える他要因についての

検討

　消費者の情報取得行動に影響を与える要因は、
事前知識だけではない。先行研究では、知覚リス
ク1）、消費者関与11）が影響していることが数々の
研究で実証されてきている。また事前知識につい
ても、どのように、そして、どのような過程で形
成されているかについては重要な研究課題であ
る。青木20）は、知識概念の定義をより有意味か
つ操作可能なものにするためには、記憶の構造
的・機能的性質、そして、そこでの情報の構造化
の過程を理解する必要があるとしている。
　
７．結語
　
　本研究では、医療市場における消費者の事前知
識量と情報取得行動の関係について、問題解決行
動の考え方を用いて検討し、事前知識量と情報取
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得行動は有意に関係しているということが示され
た。医療機関は、これまでに重要とされてきた口
コミだけではなく、医療機関が直接発することの
出来る情報源を有効に活用する手段を模索する中
で、彼らがターゲットとしている消費者（疾病や
提供している診療科が対象とする消費者）がプロ
ダクトライフサイクルのどの段階にあるか、つま
りEPS,LPS,RPSのどの段階の消費者が多いのか、
によって情報を伝達する手段を検討できるのでは
ないかと考えられた。
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Consumer External Information Search in Health Care:
: An Empirical Study of the Impacts of Prior Knowledge 

on Information Search Behavior
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Abstract

The present study examined the relationship between prior knowledge and information search behavior in the 
health care market. First, based on prior knowledge about health care issues faced by consumers, consumers were 
divided into groups reflecting the three stages of the product life cycle: “Extensive Problem Solving”, “Limited 
Problem Solving”, and “Routine Problem Solving”.

Tests of experimental hypotheses revealed a positive relationship between the three problem solving stages and 
prior knowledge. These fi ndings suggest that product solving stages can be used to examine the relationship between 
the amount of prior knowledge and information acquisition behavior. In addition, significant dif ferences were 
observed among the three problem solving stages in the number of external searches and information sources, 
showing an inverted U-shaped relationship.

Thus, in the health care market, prior knowledge was shown to infl uence information acquisition behavior. 

［Key words］ problem solving, information acquisition behavior, information search, health care, marketing, hospital
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背景

　イギリスのThe National Institute for Clinical 
Excellence（NICE） は1999年 にNational Health 
service（NHS）のSpecial Health Authorityの一つ
として設立された。2005年にはHealth Development 

研究資料

イギリスNICEにおける医療技術評価の
現状と医療技術ガイダンスのレビュー

白岩　健*１　　福田　敬*２, *３　　渡辺　茂*４　　津谷　喜一郎*１

抄　　録

　イギリスのThe National Institute for Health and Clinical Excellence （NICE）は1999年に設立され、今年で10年目を迎
える。NICEの発行する技術評価のガイダンスでは医薬品の有効性、安全性に加えて医療経済評価も積極的に用いており、
世界的な注目を集めてきた。このような特徴を持つNICEの技術評価ガイダンスについて、関係者へのインタビュー調査と
その後の文献調査からNICEガイダンスの10年間におけるいくつかの大きな変化をまとめた。また、2000年から2008年度
末までの９年間に発行されたガイダンスについて分析を行い、どのような意思決定を行っているかについて調査した。
　本稿ではイギリスNICEの10年にわたる医療技術評価の実践とその課題、そして医療技術評価がNHSで使用すべきかどう
かの判断に利用されていた段階から、（実質的な）償還価格の設定にも影響を与えるようになってきた状況をまとめた。そ
して、９年間のNICEガイダンスの変遷を追うことにより、費用対効果の情報が年とともに意志決定に大きな影響を与える
ようになっていることを明らかにした。
　イギリスのような医薬品価格を原則自由価格で市場メカニズムに価格をゆだねている国でも医薬品の価値と価格が必ず
しも対応していない、すなわち ｢価値に基づく価格｣（Value-based pricing）が実現していないという批判が起こってい
る。日本においても革新的な製品の適切な評価を行うための薬価制度改革が議論されているが、そもそも医療経済評価は
医薬品の「価値」とその「価格」との関係を定量的に議論する手段のひとつであり、世界的には多くの国で意思決定に用
いられている。適切な医療技術評価によって医薬品の価値が価格に反映されるような ｢価値に基づく価格｣ の仕組みにつ
いて日本でも議論が進んでいくことが期待される。

キーワード：医療技術評価、費用効果分析、価値に基づく価格（Value-based pricing）、The National Institute for Health 
and Clinical Excellence（NICE）、 Pharmaceutical Price Regulation Scheme（PPRS）

Agencyの機能が統合され、新しくThe National 
Institute for Health and Clinical Excellence

（NICE）となり現在に至っている。2009年はNICE
設立から10年目の節目の年にあたる。
　NICE設立の背景にはNHSが提供する医療サー
ビスの地域差が大きいことへの不満があった。例
えば住所地の郵便番号によって受けられる医療サ
ービスの内容や質が大きく異なることは“postcode 
lottery”（郵便番号によるくじ）と揶揄されるほ
どであった。そこでブレア政権におけるNHS改
革の中で、医療への平等なアクセスを保障するこ
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疫学･経済学分野
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と、同時に限りある医療資源の効率的利用を促進
することを目的として設立されたのがNICEである。
　NICEは主に①公衆衛生（public health）、②診療

（clinical practice）、③医療技術（health technologies）
に関するガイダンス（guidance）を作成する責任
を負っており、それに応じて３つの部門（Centre 
for Public Health Excellence, Centre for Clinical 
Practice ,  Centre for Health Technology 
Evaluation）にわかれて活動している。③医療技
術のガイダンスには、③-１）技術評価（technology 
appraisal：TA）と③-２）治療（interventional 
procedures：手術や診断など）の２種類があるが、
本稿では技術評価ガイダンスについて取り扱う。
　NICEの予算規模は2008年度で約3,500万ポンド

（約55億円：１ポンド=150円）、その財源のほと
んどはイギリス保健省からの予算であり、支出の
うち約９％が医療技術ガイダンスにあてられてい
る（診療ガイダンスが24％、公衆衛生ガイダンス
が12％）。2009年度には予算が約6,000万ポンド

（約90億円）に増加する予定である。
　NICEの発行する技術評価ガイダンスは医療技
術の有効性・安全性に加えて、医療経済性（費用
対効果）も子細に検討されるその先進的内容から
世界的な注目を集めてきた。これらNICEのガイ
ダンスの特徴として、臨床的な意義が認められな
いものや、費用対効果の悪いものについて使用を
推奨しないネガティブリスト方式であることがあ
げられる。世界的にはオーストラリア、カナダ、
韓国などポジティブリスト方式（費用対効果のよ
い医療技術のみを償還対象とする）をとる国も多
い。ただし、イギリスNHSの医療は慢性的な予
算不足に直面しているため、高価な新薬が承認さ
れても迅速に使用されることはまれである。その
ためNICEのガイダンスは、推奨されれば使用す
るというポジティブリスト的な側面を持っている
点も見過ごせない。

　このような取り組みを行っているNICEは好意
的な評価とともに当然のことながらいくつかの大
きな反発も招いている。特にガイダンスにおいて
否定的な勧告がなされた場合は、実質的にNHS
での使用ができなくなるおそれがあるため、製薬
企業、患者団体等からの不満が顕在化しやすい。
例えば2006年11月に出されたTA111では軽度ア
ルツハイマー型認知症患者に対してドネペジル等
のコリンエステラーゼ阻害薬使用が認められなか
ったため、製薬企業と患者団体からNICEが提訴
される事態にも発展している1, 2）。
　本稿ではこのような特徴を持つNICEの技術評
価ガイダンスについて、関係者へのインタビュー
調査とその後の文献調査からNICEガイダンスの
10年間におけるいくつかの大きな変化をまとめ
た。そして2000年から2008年度末までの９年間に
発行されたガイダンスについて系統的にレビュー
した。最後に、イギリスをはじめ多くの国で意思
決定に取り入れられている医療技術評価について
日本での適応可能性について論じる。

方法

Ⅰ． インタビュー調査/文献調査
　2007年10月から11月にかけて、イギリスでのイ
ンタビュー調査を行った。対象はNICEと製薬企
業であるグラクソ・スミスクライン、アストラゼネ
カ、The Association of the British Pharmaceutical 
Industry（ABPI：イギリス製薬協）であり、 ①
公的医療保障制度および医療保険における薬剤給
付制度と新薬の薬剤経済評価の活用の実態、②市
販後臨床試験による薬剤経済評価の反映、③医療
費の包括支払いにおける薬剤経済評価の活用、④
薬剤経済評価の活用による製薬産業への影響、⑤
薬剤経済評価の活用による医療への影響、の５点
について半構造化されたインタビューを行った。
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インタビュー時間は２時間程度、各団体ともイン
タビュイーは同時に１～２名程度であり、３名の
質問者の日本語による質問を通訳が英訳し、回答
もその場で日本語訳する形式をとった。インタビ
ュー結果はICレコーダーによって記録し、本研
究では音声をテキスト化したもののうちから、NICE
に関係する部分だけを用いて結果をまとめた。ま
た、2007年11月以降の動きについては主に文献調
査によっている。

Ⅱ．技術評価ガイダンスのレビュー
　2000年から2008年度末までの９年間に発行され
たNICEの技術評価ガイダンス169本を対象とし
た。まずガイダンス中でどのような意思決定がな
されているかを検討するため、ガイダンスを①原
則として使用が推奨されているもの、②限定され
た集団に対して使用が推奨されているもの、③一
部の医療技術について使用が推奨されないと明記
されているもの、④原則使用が推奨されないも
の、⑤価格を下げる等の特殊条件が満たされれば
推奨されるとしているもの、の５つに分類しその
経時変化をおった。
　ガイダンスの中では使用を推奨するかしないか
について“recommend”か“not recommend”か
が記載されているが、その表現を単純に追うだけ
では実態がつかめない場合がある。例えば ｢既存
治療が禁忌の患者に推奨する｣ と記述された場
合、既存治療が禁忌でないほとんどの患者には使
用を推奨しないことを意味するからである。よっ
て、以下のような基準に基づきガイダンスを分類
した。
　①「原則として使用が推奨されるもの」には、
専門医・専門病院での使用、エビデンス不足等に
よる長期投与の制限、無効例への継続不可等の制
約があるものも含んでいる。添付文書とほぼ同一
の縛りや、添付文書条件の明確化（例えば重症患

者のみが対象となっている場合、その重症度の定
義）がなされているだけのものも①に区分した。
②の「限定された集団に対して使用が推奨される
もの」は、添付文書上の適応よりも狭い特定のサ
ブ集団に対してのみ使用が推奨されている医療技
術である。特定の集団に対してのみ使用を推奨す
るとされたものに加えて、一部の集団に対しては
使用を推奨しないと明記されている場合も②に含
めた。ガイダンス中で複数の医療技術が取り上げ
られており、少なくともそのうちの一つが推奨さ
れないと明記されているものは③「一部の医療技
術について使用が推奨されないもの」とした。②
と③が重なる場合、すなわち一部の医療技術につ
いては使用を推奨せずかつ他の技術についても特
定の集団のみに推奨しているガイダンスも③に含
めた。また、ごく一部の特殊な患者にのみ使用が
推奨されている場合（例えば、吸入型のインスリ
ンにおいて注射が使用できない患者にのみ推奨す
るなど）や既存治療が禁忌（contraindication）な
いし忍容性の悪い（intolerance）例にのみ推奨さ
れる場合は④「原則使用が推奨されないもの」に
分類した。
　また、使用に何らかの制約がついた②から⑤ま
での医療技術に対して費用対効果上の問題がその
一因となっているのか、それ以外の理由（臨床的
なエビデンスがないなど）によるものなのかも分析
した。費用対効果上の問題によると分類されたも
のには、既存薬に対して治療上の優位性が示され
ていないのに価格が高いという判断も含んでいる。

結果

Ⅰ．NICEの技術評価ガイダンスの変遷について
（1）各地域での医療技術評価機関の設立
　イギリスは、イングランド、ウェールズ、スコ
ットランド、北アイルランドの４つの地方（国）か
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ら構成される連合王国であり、それぞれの独立性
が高い。そのため、NICEの技術評価ガイダンス
は自動的にイギリス全土のNHSに適応されるわ
けではない。イングランドとウェールズのNHSで
は原則としてすべてのガイダンスが適用されるの
に対して、スコットランドではMulti Technology 
Appraisal（MTA）のみを採用している（NICE
の技術評価ガイダンスには後述のようにMTAと審
査期間の短い簡易なSingle Technology Appraisal

（STA）の２種類が存在する）。2006年６月には
北アイルランド地方もNICEと契約を交わし、北
アイルランド政府のDepartment of Health, Social 
Services and Public Safety （DHSSPNI）による
助言のもとで、NICEのガイダンスが適用される
ようになった。
　また、各地方で独自に医療技術評価を行う公的
機関が存在することも特徴的である。スコットラン
ドでは2001年よりScottish Medicines Consortium

（SMC）が設置され、NICEとは独立した形での
経済評価を行っている3）。SMCはNICEと異なり
ポジティブリスト方式を採用しているため、すべ
ての医薬品が経済評価の対象となっている。また
SMCの分析はNICEよりも早い段階で短期間のう
ちに出されることが多く、NICEでの決定と異な
ることもしばしばある。ウェールズではAll Wales 
Medicine Strategy Group（AWMSG）と呼ばれ
る機関が2005年に設置されNICEガイダンスの普
及等を行うと同時に、独自の評価を行っている。

ただし、AWMSGの場合は費用の高い医薬品の
みが対象でありかつNICEの技術評価ガイダンス
が発行されればそちらが優越する。

（2）ガイダンス施行の義務化とNICE blight
の顕在化
　イギリスNHSの医療は厳しい予算制であるため、
NICEが使用を推奨するガイダンスを提出しても、
予算不足から実際には使用できないこともしばし
ば起こっていた。特にNICEが推奨する医療技術
は高価なものが多く、予算が増えなければその医
療技術を使用するために他の技術の使用が犠牲に
なってしまう（もしかしたらそれはより費用対効
果のよい技術かもしれない）。このような状況を
改善する目的で、2003年７月からイギリス保健省
はガイダンスを施行するための追加的予算を支出
するかわりに、原則３ヶ月以内にガイダンスを施
行しなければならないという決定を行った4）。
　しかし予算制約に直面している多くの医療機関
ではNICEが結論を出してから新薬を使用すると
いう態度を取るようになり、結果としてNICEの
技術評価ガイダンスで結論が出ていない薬につい
ては処方されることが少なくなってしまった。こ
のように医薬品自体は承認されているにもかかわ
らずNICEガイダンスの判断待ちのために、実質
的に新薬にアクセスできない状況は「NICEの害」

（NICE blight）と呼ばれ、問題視されるようにな
ってきていた。

（3）Single Technology Appraisal （STA）
の導入
　NICEの技術評価ガイダンス作成には約１年か
ら２年程度の期間を要する。その間医療機関は新
薬の処方を見送ることが多いため、新薬へのアク
セスが実質的に阻害されてしまうことが先述のよ
うに問題となっていた。また未承認薬へのアクセ

表１　各地域のNHSにおいて適応となるガイダ
ンスの種類

①
公衆衛生

②
診療

③-１）
技術評価

③-２）
治療

イングランド ○ ○ ○ ○
ウェールズ ○ ○ ○
スコットランド MTAのみ ○
北アイルランド ○ ○ ○
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スをめぐっても、例えば早期乳癌のトラスツズマ
ブ（ハーセプチンⓇ）療法は、再発リスクを約半
分に落とすという臨床試験結果5, 6）が2005年に公
表されたため耳目を集めることになり、患者グル
ープなどがその早期承認を求めて政治問題となっ
ていた。
　そのため、承認申請と並行してNICEで審査を
行い、承認から間をおくことなくガイダンスを発
効することを目的としてSTAのプロセスが導入
された7）。旧来のMTAでは単一ないし複数の医
薬品を対象として、複雑なプロセスにより１～２
年かけて詳細な検討がなされるのに対し、STA
ではそれより短期間に単一適応症に対する単一医
薬品の評価を行う。はじめてSTAが適応された
早期乳癌におけるトラスツズマブでは2006年５月
にEU承認がおりた後、ほとんど間を空けずに同
年の８月にはSTAのプロセスによるガイダンス
が出され、NHSでの使用が推奨されることにな
った。現在では新規に作成されるガイダンスのほ
とんどがSTAになってきている。
　しかし、このSTAをめぐっては思わぬ問題も
起こってきている。STAは作成期間の短縮のため
アカデミックグループによる経済評価は行わず、
企業の提出した医療経済的データに基づいて議論
している。そのため企業がデータを提出しなけれ
ばガイダンスを作成することができない。2008年
にはTA147からTA150までのガイダンスが公表
されたが企業側がデータを提出しないため、評価
できず使用が推奨できないというものであった

（ベバシズマブ［乳癌、肺癌］（TA147、TA148）、
カルムスチン［神経膠腫］（TA149）、セツキシマ
ブ［大腸癌］（TA150））。NICEの評価はネガティ
ブリスト方式であるため、費用対効果が悪いこと
が予想される場合、費用対効果が悪いゆえ推奨し
ないという結論を出されるよりは、データそのも
のを提出しない戦略を企業側は取りうる。このよ

うな事態に、今後どのような対処がなされるかが
注目される8）。

（4）高額な抗癌剤に対するNICEの意思決定
　NICEの技術評価ガイダンスの中でも抗癌剤に
関するものは飛び抜けて多く、2008年度末までに
公表された169のガイダンスのうち44（約26％）
をしめている。特に分子標的治療薬と呼ばれる高
額な抗癌剤が次々と上市されるようになると、そ
れらの費用対効果が大きな問題となってきた。抗
癌剤としては転移性大腸癌に対するベバシズマ
ブ・セツキシマブ（TA118）、非小細胞性肺癌へ
のペメトレキセド（TA124）、頭頚部癌における
セツキシマブ（TA145, TA172） 転移性腎細胞癌
に対するソラフェニブ（fi rst-line, second-line）・
スニチニブ（second-line）・ベバシズマブ（fi rst-
line）・テムシロリムス（fi rst-line）（TA178）な
ど否定的な勧告が出た、ないしは転移性乳癌に対
するラパチニブなど否定的な勧告が予想される

（2009年８月時点）ものも少なくない。このよう
な事態はNICEが抗癌剤のアクセスを阻害してい
るとの批判を浴びる原因ともなっている9）。
　ただし、NICEは薬剤価格を実質的に低下させ
ることにより費用対効果を改善し、NHSでの使
用を推奨するとの判断を下している医薬品もある
ことは注目される。例えば多発性骨髄腫に対する
ボルテゾミブ（TA129）では投与された患者が
CR（完全寛解）ないしPR（部分寛解）に至らな
い場合はその費用をNHSに払い戻し（rebate）す
るとの条件付きで、非小細胞性肺癌へのエルロチ
ニブ（TA163）では対照薬であるドセタキセル
と同等の価格であれば推奨するとの結論を出して
いる。また、多発性骨髄腫に対するレナリドマイ
ドでは26サイクル以上の費用はメーカーが負担す
ること（TA171）、転移性大腸癌（fi rst-line）に
おけるセツキシマブでは患者一人当たり価格の16
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％を払い戻すこと（TA176）が使用を推奨する
条件としてあげられている。このような取り組み
は後述するように2009年のPharmaceutical Price 
Regulation System （PPRS）改革でも「患者アク
セス保障」（Patient Access Scheme）として正
式に位置づけられることになった。
　また、高額な抗癌剤のアクセス改善をめざす動
きとして、2009年の１月に公表されたGuide to 
the Methods of Technology Appraisal10）への補
遺（supplement）では、余命が24ヶ月以内の患者
に対しては以下の要件を満たす場合に限りQuality 
adjusted life year （QALY：質調整生存年）を算
出する際に用いる効用値を健常人と同じ値を用い
て計算できるという特例が認められるようになっ
た11）。当然ながら終末期のQOLは健常人より低
くなる傾向があるが、死の直前の生存にも健常人
と同じ価値を（すなわち、終末期の生存には実際
の効用値以上の重い価値を）与えて経済評価を行
うという取り決めである。この特例が適応される
条件は、①余命が24ヶ月以内であること、②既存
治療と比べて明確な延命効果、通常は３ヶ月以上
の延命効果が認められる、③代替となる治療が存
在しない、④適応となる患者数が少ない、の４点
とされている。
　この特例は上記のように条件が厳しいため、救
済される医療技術はほとんどないとの見込みもあ
ったが、実際にこの特例を用いて再計算すること
により、転移性腎細胞癌に対するスニチニブ（fi rst-
line）の使用が2009年３月に推奨されている12）。

（5）OFTレポートと ｢価値に基づいた価格｣
の提案13～18）

　イギリスにおいて薬価は原則自由価格であり、
PPRSという仕組みによって医薬品の価格を決めて
いる。このPPRSは主に以下の３つの特徴を持つ。
①利益率規制（profi t control）：NHSに対して新

薬は自由に価格をつけることができるが、利益率
の上限が規制されている、②価格規制（price 
control）：最初の価格は自由だが値上げに関して
は規制がある、③価格削減（price cut）：NHSが
再交渉することによって価格を下げることもあ
る。2005年には一律７％の削減が行われた。
　しかし、2007年に出された公正取引委員会（the 
Offi  ce of Fair Trading：OFT）のレポートでは
2010年までにPPRSを価値に基づいた（Value-
basedな）価格システムに改革することを推奨し
た。現行のPPRSでは医薬品の「価格に見合う価
値」（Value for money）が提供されておらず、
同時に製薬会社が安定した投資を将来にわたって
確保するためにも、もっと柔軟で価値に基づいた
価格体系に転換すべきだと提言している。
　このレポートの中でOFTは ｢価値に基づいた
価格｣（Value-based pricing）を実現するための仕
組みとして、２つのアプローチ、すなわち事前評
価方式（Ex-ante value-based approach）と事後
評価方式（Ex-post value-based approach）を提
案した。事前評価方式は医薬品の承認審査と並行
して、迅速審査によって費用対効果が検討され、
十分な費用効果分析のデータが存在する場合は１
QALYあたりの増分費用効果比（Incremental 
Cost-eff ectiveness Ratio：ICER）が閾値（現行
のNICEの基準であれば２万～３万ポンド10））と
等しくなるよう価格が設定される。現行の価格シ
ステムでは、１QALYという等しい「価値」を生
み出す費用が医療技術間でばらついていて不公平
であるため、追加的に１QALYを算出する費用が
等しくなるよう医薬品価格を定めるという考え方
である。
　一方の事後評価方式は現行のPPRSに近く、初
期価格は製薬会社が自由に設定できるが、市販後
試験の結果等に対応して価格を調整していく方式
である。OFTは「価値に基づいた価格」を実現す
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るために事前評価方式がより望ましいと考えてい
るようである。
　いずれの方式にせよ、「価値に基づいた価格」を
実現するために医療経済評価を薬価にまで反映さ
せようという提案であり、NICEの医療経済評価
はこれまで以上に大きな役割を果たすことになる。
実際にこのOFTレポートを受けて登場してきた
のが次節で述べる2009年のPPRS改革である。

（6）2009年のPPRS改革
　｢価値に基づいた価格｣ を導入すべきとのOFT
提案を受けて、イギリス保健省とイギリス製薬協
は、新たなPPRSの枠組みについて協議を続けて
いた。そして2008年12月に合意文書が公表され、
2009年１月より新たなPPRSの仕組みが開始され
た。中でも注目されるのが「弾力価格制」（Flexible 
Pricing）と「患者アクセス保障」（Patient Access 
Scheme）と呼ばれる新たな仕組みが導入された
ことである19, 20）。
　弾力価格制はOFT提案における事後評価方式
に近く、市販後の新しいエビデンスや適応の拡大
によって薬価を上下することを可能にするもので
ある。NICEによって評価され費用対効果上の問
題をクリアすれば、１回に限り最大30％まで薬価
の上昇が認められる。また同様に適応拡大の際に
も、価格上昇が認められる可能性もある。よいエ
ビデンスが出れば、それに応じて医薬品の価値も
高くなるはずであり、その増加した価値に対して
もきちんと対価を支払おうという考え方は「価値
に見合う価格」の点からも合理的と考えられる。
　一方の患者アクセス保障は費用対効果上の問題
によって、ガイダンスで使用が推奨されないおそ
れがある際に、患者のアクセスを確保するための
措置であり、大きく「支払調整方式」（Financially-
based Schemes） と「 ア ウ ト カ ム 調 整 方 式 」

（Outcome-based Schemes）に分かれる。多くの

場合、NICEのガイダンスで非推奨とされると実
質的にその医薬品に対して患者のアクセスができ
なくなるため、患者や医師からの大きな反発を招
く。実際に費用対効果の悪い高額な抗癌剤の使用
制限はメディア上でも問題になっており、アルツ
ハイマー型認知症患者におけるドネペジルの使用
制限は製薬会社や患者団体との訴訟にまで発展し
ている。費用対効果のよい医薬品を使用するとい
う原則と、患者アクセスを確保するという両者の
条件をみたすための措置である。
　前者の支払調整方式では薬価はそのままに値引
き（discount）やNHSへの払い戻し（rebate）を
行うことにより、実質的な価格を下げてNHS内
での使用を可能にしようという仕組みである。
Ⅰ．（4）で述べたようにボルテゾミブやエルロチ
ニブなど高額な抗癌剤において行われてきた取り
組みを一般化したものと考えられる。また、後者
のアウトカム調整方式には①NICEと合意したエ
ビデンスが出されれば価格を上げる（Proven 
value：price increase）、②NICEと合意したエビ
デンスが出なければ価格を下げる（Expected 
value: rebate）、③リスク・シェアリング（Risk 
sharing）、の３つの方式が明記されている。リス
ク・シェアリングは多発性硬化症における４種の
治療薬に対してすでに類似の仕組みがとられてお
り、NICEのガイダンスでは使用を推奨しなかっ
たが、NHSでの使用を認める代わりに患者はモ
ニタリングされ、期待されたベネフィットが得ら
れたかどうかに応じて価格を調整する方式21, 22）

が導入されている。支払調整方式が現時点でのエ
ビデンスに基づいて評価されるのに対して、これ
らアウトカム調整方式はいずれも将来明らかにな
るであろう臨床試験や観察研究の結果等に応じ
て、医薬品価格を調整する方式であり、実際の適
応にはかなりの手間がかかる（特にリスク・シェ
アリング）ことが予想されるので患者アクセス保
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障の中心になるのは支払調整方式であろうと予測
されている19）。

Ⅱ．技術評価ガイダンスの分析
　2008年度末までに発行された技術評価ガイダン
ス169のうち、122（72%）が医薬品、47（28%）
がそれ以外の医療機器や手術などであった。医薬
品に関するガイダンスの中では、前述のように抗
癌剤が44（36%）で最も多く、次いで関節リウマ
チなどの生物学的製剤が14（11%）、となってい
た。これら２つの領域で医薬品を扱ったガイダン
スの約半分を占める。そのほか中枢神経系薬剤10

（８％）、循環器系薬剤８（７％）、ウイルス性肝
炎治療薬６（５%）などであった。
　技術評価ガイダンスにおける意志決定と年次推
移の関係を（表２、図１）に示した。年間10～20
程度のガイダンスが出され（2008年度は数が多く
30）、その多くが①原則として使用が推奨されて
いるもの②限定された集団に対して使用が推奨さ
れているものである。④原則使用が推奨されない
ものは29（17％：うち４本はⅠ．（3）で述べたよ
うに企業側が未提出）にすぎず、必ずしも多くは
ない。2008年度は否定的なガイダンスの数が他の

年より多いが、この傾向が今後も続くかどうかは
不明である。特殊な条件がついた4本のガイダン
スとはⅠ．（4）でふれたボルテゾミブ［TA129：
多発性骨髄腫］とエルロチニブ［TA163：非小
細胞性肺癌］にくわえて、薬剤放出性ステント

［冠動脈疾患：TA 152］（ベアメタルステントと
の差が£300以内であれば推奨する）とラニビズ
マブ［加齢性黄斑変性症：TA 155］（14サイクル
以降はメーカーが費用負担すれば推奨する）であ
った。
　また、ガイダンスにおいて同種の医療技術が複
数ありそれらの差異が明確でない場合は、それら
の中から最も安価なものの使用が推奨されると明
記されることもある。医薬品の中で該当するガイ
ダンスとしてはTA７（プロトンポンプ阻害剤）、
TA77（不眠症における睡眠導入剤）、TA81（ア
トピー性皮膚炎におけるステロイド軟膏）、
TA85（腎移植におけるバシリキシマブとダクリ
ズマブ）、TA98（ADHD治療における薬剤）、
TA99・TA132（一次予防のためのスタチン剤）、
TA130（関節リウマチにおけるTNF-α抗体）、
TA131・TA138（喘息の吸入ステロイド）、TA142

（癌性貧血のエリスロポエチンアナログ）、TA160・

表２　NICEガイダンスにおける意志決定の経時変化

年度 使用を推奨 限定集団に
使用を推奨

一部の医療技術
は非推奨 原則非推奨 特殊な条件付き

で推奨 Total

2000＊ 8（36%） 9（41%） 1（5%） 4（18%） 0（0%） 22

2001 9（53%） 5（29%） 1（6%） 2（12%） 0（0%） 17

2002 10（56%） 7（39%） 0（0%） 1（6%） 0（0%） 18

2003 7（37%） 8（42%） 2（11%） 2（11%） 0（0%） 19

2004 4（33%） 7（58%） 1（8%） 0（0%） 0（0%） 12

2005 1（10%） 4（40%） 3（30%） 2（20%） 0（0%） 10

2006 9（43%） 4（19%） 3（14%） 5（24%） 0（0%） 21

2007 8（40%） 9（45%） 0（0%） 2（10%） 1（5%） 20

2008 4（13%） 7（23%） 5（17%） 11（37%） 3（10%） 30

Total 60（36%） 60（36%） 16（9%） 29（17%） 4（2%） 169

＊TA１は2000年２月に発行されているが、ここでは2000年度に含めた。
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表３　原則として使用が推奨されなかった医薬品（新しい技術評価ガイダンスに置き換えられたものは除く）
NO 年 一般名　 商品名 対象疾患

32 2001
インターフェロン ベータ1a アボネックス

多発性硬化症
グラチラマー （日本未承認）

63 2003 グリタゾン系 アクトスなど ２型糖尿病 メトフォルミン＋SU剤併用療法が禁
忌ないし忍容性の悪い患者のみ推奨

72 2003 アナキンラ （日本未承認） リウマチ

90 2005 クロピドグレル ブラビックス 血管の閉塞性イベント アスピリンが禁忌ないし忍容性の悪
い患者のみ推奨

93 2005 ラルチトレキセド （日本未承認） 転移性大腸癌

99 2005
ミコフェノール酸
モフェチル セルセプト

腎臓移植 シクロスポリン･タクロリムスが禁忌
ないし忍容性の悪い患者のみ推奨

シロリムス （日本未承認）

104 2005 インフリキシマブ レミケード 乾癬性関節炎 エタネルセプトが禁忌ないし忍容性
の悪い患者のみ推奨

108 2006 パクリタキセル タキソール 早期乳癌 ドセタキセルは推奨
111 2006 メマンチン （日本未承認） アルツハイマー型認知症
113 2006 吸入インスリン （開発中止） 糖尿病 自己注射できない患者のみ推奨

117 2007 シナカルセット レグパラ 副甲状腺機能亢進症 手術が禁忌かつ既存治療でコントロ
ールの悪い患者のみ推奨

118 2007
ベバシズマブ アバスチン

転移性大腸癌
セツキシマブ アービタックス

119 2007 フルダラビン フルダラ リンパ性白血病 （単剤治療の評価）
124 2007 ペメトレキセド アリムタ 非小細胞性肺癌
140 2008 インフリキシマブ レミケード 潰瘍性大腸炎
141 2008 アバタセプト （日本未承認） リウマチ

142 2008
エリスロポエチン エスポー/エポジン

癌性貧血
白金系抗癌剤で治療中の卵巣癌患者
ないしは輸血のできない重症患者に
は推奨ダルベポエチン ネスプ

143 2008 インフリキシマブ レミケード 強直性脊椎炎

145 2008 セツキシマブ アービタックス 頭頸部癌 PSがよく白金系抗癌剤が禁忌の患者
のみ推奨

147 2008 ベバシズマブ アバスチン 転移性乳癌 企業がデータを未提出
148 2008 ベバシズマブ アバスチン 非小細胞性肺癌 企業がデータを未提出
149 2008 カルムスチン （日本未承認） 神経膠腫 企業がデータを未提出
150 2008 セツキシマブ アービタックス 転移性大腸癌 企業がデータを未提出
154 2008 テルビブジン （日本未承認） B型肝炎
155 2008 ペガプタニブ マクジェン 加齢性黄斑変性症
158 2008 アマンタジン シンメトレル インフルエンザ（予防）
160 2008 骨粗鬆症治療薬

（アレンドロン酸以外）
骨粗鬆症（一次予防） アレンドロン酸が使用できない場合

のみ161 2008 骨粗鬆症（二次予防）

163 2008 インフリキシマブ レミケード 急性潰瘍性大腸炎 シクロスポリンが禁忌ないし忍容性
の悪い患者のみ推奨

164 2008 フェブキソスタット （日本未承認） 高尿酸血症 アロプリノールが禁忌ないし忍容性
の悪い患者のみ推奨

168 2009 アマンタジン シンメトレル インフルエンザ
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TA161（骨粗鬆症におけるアレンドロン酸）な
どがあげられる。
　技術評価ガイダンスにおいて使用が推奨されな
いとされた医薬品の一覧（医療機器等とすでに更
新されたガイダンスは除く）を表３に、費用対効
果上の理由から制限がついた上で使用が推奨され
たものを表４にまとめた。
　一方、ガイダンスにおいて何らかの制約がつい
た②から⑤のガイダンスのうち、費用対効果上の

問題も一因となっているものとそれ以外のものを
年ごとにまとめたものが（図２）である。②から
⑤の109のガイダンスの中で、費用対効果上の理
由で制約がついたものは58（53％）であった。年
を経るにつれ費用対効果上の理由で使用の制約を
受けているものが多くなる傾向が見て取れ、特に
2006年度から2008年度の間はそれ以前よりも割合
が大きい。これはNICEの意志決定が費用対効果
を重視するようになったのか、費用対効果が悪い

表４　費用対効果上の理由もあり制限つきで推奨されている医薬品（新しい技術評価ガイダンスに置き換
えられたものは除く）

NO 年 一般名 商品名 対象疾患

7 2000 プロトンポンプ阻害薬 タケプロンなど 胃腸障害など 非潰瘍性の胃腸障害は使用を推奨しない
22 2001 オルリスタット （日本未承認） 肥満 開始基準と中止基準の明確化
27 2001 COX2阻害薬 セレコックスなど 変形性関節炎／リウマチ 消化管障害のリスクが高い患者のみ推奨
40 2002 インフリキシマブ レミケード クローン病 瘻管が生じている場合は推奨しない
53 2002 インスリングラルギン ランタス 糖尿病 ２型糖尿病患者は推奨しない
64 2003 成長ホルモン ノルディトロピンなど 成長ホルモン欠乏（成人） QOLの低い患者には推奨しない
76 2004

新規抗てんかん薬 ガバペン、ラミクタール
など

てんかん 旧来の抗てんかん薬で効果不十分な場
合に推奨79 2004 てんかん（小児）

82 2004 タクロリムス軟膏 プロトピック アトピー性皮膚炎 fi rst-lineでの使用は推奨しない
86 2004 イマチニブ グリベック 消化管間質腫瘍 増量は推奨しない
94 2005 スタチン系薬剤 リピトールなど 心血管系障害（予防） 高リスク患者のみに使用を制限
96 2005 アデホビル ヘプセラ B型肝炎 ラミブジン投与後に使用すべき

103 2005
エファリズマブ （日本未承認）

乾癬
QOLの低い患者には推奨しない

エタネルセプト エンブレル QOLの低い患者には推奨しない
111 2005 コリンエステラーゼ阻害薬 アリセプトなど アルツハイマー型認知症 軽度の患者には使用を推奨しない
116 2006 ゲムシタビン ジェムサール 転移性乳癌 ドセタキセルの投与が適切な患者のみ
121 2006 カルムスチン （日本未承認） 神経膠腫 90%以上切除可能な患者のみ推奨

132 2007 エゼチミブ ゼチーア 高脂血症 スタチンを増量しても無効な患者のみ
推奨

133 2007 オマリズマブ ゾレア 気管支喘息 重度の患者に使用を限定
134 2008 インフリキシマブ レミケード 乾癬 QOLの低い患者には推奨しない
135 2008 ペメトレキセド アリムタ 悪性中皮腫 PSのよい患者のみに推奨

144 2008 リモナバント （欧州で販売中止） 肥満 その他の抗肥満薬で効果不十分な場合
のみ

146 2008 アダリムマブ ヒュミラ 乾癬 QOLの低い患者には推奨しない

158 2008
オセルタミビル タミフル

インフルエンザ（予防） ハイリスク患者のみ推奨
ザナミビル リレンザ

168 2008
オセルタミビル タミフル

インフルエンザ ハイリスク患者のみ推奨
ザナミビル リレンザ
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と予想される医薬品を選んでガイダンスを作成す
るようになったのかは不明であるが、いずれにし
ろ薬剤選択における経済評価の影響力は大きくな
っていると考えられる。

おわりに

　本稿ではイギリスNICEの10年にわたる医療技
術評価の実践とその課題、そして医療技術評価が
NHSで使用すべきかどうかの判断に利用されて
いた段階から、（実質的な）償還価格の設定にも

（年度）

（2008*）200820072006200520042003200220012000

（2008*）は企業がデータ未提出である4 本のガイダンスを抜いた集計
その他の理由（有効性が不明確など）費用対効果上の問題がある
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図２　 ガイダンスで使用に制限がついた際の理由
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使用を推奨 限定集団に使用を推奨

原則非推奨 特殊な条件付きで推奨

一部の医療技術は非推奨
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図１　 NICEガイダンスにおける意志決定の経時変化
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影響を与えるようになってきた状況をまとめた。
そして、９年間の技術評価ガイダンスの変遷を追
うことにより、費用対効果の情報が年々意志決定
に大きな影響を与えるようになっていることを明
らかにした。医療技術評価を償還の是非に用いる
場合、どうしても患者の医薬品アクセスが問題に
なってしまう。価格設定において医療技術評価を
利用する場合は直接的にはアクセス阻害が問題と
ならないため、医療技術評価の用い方としてより
受け入れられやすいと考えられる。この点は日本
においても状況は変わらないだろう。注1

　イギリスのような原則自由価格で市場メカニズ
ムに価格決定をゆだねている国でも医薬品の価値
と価格が必ずしも対応していない、すなわち ｢価
値に基づいた価格｣ が実現していないという批判
が起こっていることは注目に値する。医薬品価格
を市場にゆだねて自由価格にすれば、医薬品の価
値が適切に価格に反映されるわけでもなく、一方
で日本のような公定価格でも医薬品の価値と価格
が必ずしも対応しているわけではない。医薬品の
価格とドラックラグ23, 24）との関係が示唆されて
いることはよく知られており25）、価値のある医薬
品にそれに応じた価格をつけることは、日本にお
けるドラックラグ解消の観点からも重要である。
また価格は消費者が購入する際に支払う金額であ
ると同時に、生産者が製品を販売するときに得ら
れる金額でもあることを考え合わせれば、薬価の
設定は企業に対するインセンティブであり、我々
がどのような医薬品の開発を望んでいるのかに依
存するはずである。我々が製薬企業に費用対効果
も考慮した医薬品を開発してほしいと考えるので
あれば、適切な医療技術評価にもとづいて、医薬
品の価値が価格に反映されるような ｢価値に基づ
いた価格｣ の仕組みの導入が日本においても検討
されてしかるべきである。
　日本において医療技術評価に基づく価格設定を

用いるとしたらどのような仕組みがあり得るだろ
うか26）。一つには2009年のPPRS改革で取り入れ
られた「弾力価格制」の導入が考えられる。すな
わち市販後に主として日本人を対象とした臨床試
験において、新たな有効性・安全性上のエビデン
スを製薬メーカーが明らかにした場合、費用対効
果上の問題がなければ上限“○○％”までの薬価
上昇を認めるものである。この仕組みは医薬品の
｢価値に応じた価格｣ の実現に寄与するだけでな
く、今後国際共同治験が進展していく中で日本人
症例数が減少し、日本人集団での有効性・安全性
情報が承認前の治験では必ずしも十分に得られな
くなる恐れがある中で、市販後の臨床試験を企業
が積極的に行うインセンティブを与えることにも
なるだろう。
　また、革新的な製品の適切な評価を行うための
薬価制度改革が議論されている中で、薬価算定時
に ｢価値に応じた価格｣ の仕組みの導入すること
も検討に値するだろう。そもそも、医療経済評価
は医薬品の「価値」とその「価格」との関係を定
量的に議論する重要な手段のひとつである。例え
ば比較対照となる医薬品がない ｢原価計算方式｣
の場合、医療経済的な条件を満たす（費用対効果
が悪くならない）限りにおいて、一定の制限下で
メーカーの届け出価格を尊重するような柔軟な薬
価設定の仕組みは考え得る。例えばオランダでは
費用対効果を含めた革新的な新薬と認められうる
いくつかの条件をクリアすれば、自由価格で販売
できる仕組みを持っている27）。また、｢類似薬効
比較方式｣ の場合でも有用性加算・画期性加算の
要件に医療経済評価（例えば「費用対効果に優れ
ること」）を加えること、ないしは費用対効果の
よいものの価格を上げる ｢医療経済加算｣ や費用
対効果の悪い医薬品の価格を下げる ｢医療経済減
算｣（｢患者アクセス保障｣ と対応する仕組み）を
設けることも ｢価値に基づいた価格｣ を実現する
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ための一つの方法と考えられる26）。
　医療費抑制による医療崩壊の経験においてイギ
リスは日本より一歩進んだ状況にある。イギリス
ではサッチャー政権下の医療費抑制政策による医
療崩壊に苦しんだ結果、1997年以降のブレア政権
下では医療費の増加政策がとられた。しかし重要
な点はブレア政権の医療費増加政策は単なる社会
保障の「ばらまき」ではなく、NICEのような評
価機関を設立し「有効」で「安全」でそして「費
用対効果」のよい医療技術に対して、重点的に医
療資源を投入したことである。日本でも医療崩壊
と呼ばれる現状から、医療費抑制政策の転換が議
論の俎上に上っている。しかし、右肩上がりの高
度成長がもはやあり得ない以上、医療資源配分に
おける透明性の確保、そして本当に有用な技術に
対する優先付けが少なくとも不可欠であり、単な
る「ばらまき」に終わらぬための制度作りも忘れ
てはならない。イギリスNICEにおける医療技術
評価10年間の経験は、そのような点で日本にも大
きな示唆を与えている。
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注
１　医療経済評価をNICEのように日本の診療ガイド

ラインの中で用いたらどうなるであろうか。その
場合、NICEの技術評価ガイダンスと日本の診療ガ
イドラインでは、その強制力に大きな違いがある
ことに注意を要する。NICEの技術評価ガイダンス
は、表面的にはあくまで自主的に従うガイダンス
であるとされているものの、予算制約に直面して
いる医療機関としてはその決定に従わざるを得な
い。対して日本の診療ガイドラインにおいては、
それに従うべきかどうかは現場の裁量に任されて

いる。このような拘束力のない日本の診療ガイド
ラインの中で、医療経済評価に基づいて医薬品使
用の推奨/非推奨を勧告することは以下のような問
題をはらむと考えられる。
　１点目は、ガイドラインに従わない医師の方が
臨床的によい成績を残せる可能性があり、ガイド
ラインに忠実な医師（とその患者）に不利益をも
たらしかねない点である。医療経済性が問題とな
る医薬品は、臨床的な効果は既存治療より大きい
ものの価格が高すぎる場合が多い。その場合あく
までも有効性は高いのであるから、当然ながら経
済性を無視して高価な新しい医薬品を投与した方
が患者のアウトカムはよくなるであろう。これは
医師にガイドラインを遵守しないインセンティブ
を与えるだけでなく、医師の経済性に対するスタ
ンスによって提供される医療の質が異なってしま
うという公平性の観点からも難がある。
　もう１点は、はたして医療経済的な意思決定を
現場の医療従事者にゆだねるべきかという問題で
ある。それは医療経済評価がそもそも社会的な合
意としての意思決定を志向するという理念的な問
題のみならず、多くの人々は現場の医師には経済
性など考慮せずに、自らにとって最善の治療をし
てほしいと望んでいるのではないだろうか。「“A”
という新しく発売された医薬品はあなたの寿命を
２ヶ月ほど延長しますが、価格が高すぎて費用対
効果が悪いので投与しません」というようなコミ
ュニケーションが臨床現場で成り立つとは思えな
いし、患者もまた受け入れないだろう。一方の医
療従事者の側も与えられた環境の中で経済性より
も目の前の患者を救うために最善を尽くしたいと
考えるのは自然であると同時に、経済性を理由に
最善の有効な治療を行わないことには医療倫理的
な問題もはらんでくることも無視できない。
　このように医療経済評価に基づいた意志決定を
現場の医療従事者に任せてもそもそもうまく機能
しないであろうし、仮に機能したとしてもそれが
望ましいことかどうかは大いに議論のあるところ
であることから、やはり政府なり保険者なりの公
的組織が社会的な合意を調達しながら責任を持っ
て取り組むべき課題のように思われる。NICEのガ
イダンスのように公的な合意を調達して何らかの
強制力をともなうものを発行できない限り、日本
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の現行の診療ガイドラインにおいて医薬品使用の
推奨／非推奨を勧告するということは様々な困難
をともなうことが懸念される。
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Abstract

The National Institute for Health and Clinical Excellence （NICE）, established in the UK in 1999, marks its 10th 
anniversary this year. NICE, which publishes guidances on technology appraisals, has attracted widespread 
international attention for its evaluations of medications and interventions based on safety and effi cacy information 
and cost-effectiveness. We surveyed the current climate of NICE and changes in its technology appraisal policies over 
the past 10 years using literature reviews and interviews with regulatory agencies and pharmaceutical companies in 
the UK. In addition, we analyzed 169 technology appraisal guidances published by NICE between 2000 and the end of 
March 2009 to examine changes in the organization’s decision making over time.

In this paper, we describe changes in NICE’s technology appraisal guidances over the past 10 years and discuss 
several controversies that have emerged from these guidances. NICE has used economic evaluations to determine 
whether a technology is recommended to the National Health Service （NHS）. However, as a result of the 2009 
Pharmaceutical Price Regulation Scheme （PPRS） reform, NICE will soon begin to use such evaluations to adjust 
drug reimbursement prices as well. We demonstrate that economic evaluations have been more infl uential in recent 
NICE guidances. Although PPRS in the UK is based primarily on the free pricing system, it has been criticized for not 
refl ecting the actual value of medications in drug prices （i.e., PPRS is not a “value-based” pricing system）. Economic 
evaluation is a method used to assess the relationship between the value of a medication and its price, and the UK is 
currently attempting to utilize economic evaluation to achieve the goal of “value-based pricing.” As of September 2009, 
the new drug pricing system in Japan is deliberated by the Central Social Insurance Medical Council to refl ect the 
value of innovative medications. We believe that the application of health technology assessment, including economic 
evaluation, should be discussed more seriously in order to shift the drug pricing system in Japan to a more “value-
based” system.
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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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医療経済学会（報告）
発表演題一覧

The 4th Annual Conference of 
the Japan Health Economics Association (JHEA)

１．日時
2009年7月18日（土）9:45～17:50

２．会場
慶應義塾大学病院（11階　大会議室・中会議室）

〒160-8582 東京都新宿区信濃町35番地 

３．大会会長
　池上　直己（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室）

４．プログラム委員
プログラム委員長

　小椋　正立（法政大学 経済学部／法政大学　大学院エイジング総合研究所）

プログラム委員

　泉田　信行（国立社会保障・人口問題研究所）

　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）

　橋本　英樹（東京大学大学院公共健康医学専攻）

　福田　　敬（医療経済研究機構／東京大学大学院公共健康医学専攻）

　安川　文朗（熊本大学法学部）

　吉村　公雄（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室）

５．医療経済学会ホームページアドレス
http://www.ihep.jp/jhea/index.html
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医療経済学会　第4回研究大会

プログラム【Ａ会場：11階　大会議室】

◆ 特別講演 12:00～13:00 ◆ 司会　慶應義塾大学医学部　池上　直己

「Using Ideas from Behavioral Economics to Promote Health Behaviors」 
University of Pennsylvania, School of Medicine　Kevin Volpp

◆ 総会 13:00～13:20 ◆ 

◆ 一般演題Ⅰ 9:45～10:45 ◆ 座長　法政大学大学院エイジング総合研究所　小椋　正立

A-1 後期高齢者の外来医療給付の実態と医療費に関する研究
 医療経済研究機構　福田　　敬
 （指定討論者）国立社会保障人口問題研究所　府川　哲夫

A-2 特定健診データおよびレセプトデータの突合分析 
 医療経済研究機構　満武　巨裕
 （指定討論者）東京大学大学院公共健康医学専攻　橋本　英樹

◆ 一般演題Ⅱ 10:55～11:55 ◆ 座長　国立社会保障人口問題研究所　府川　哲夫

A-3 終末期における入院医療：疾患・診療パターンと医療費 
 京都大学大学院医学研究科（医療経済学分野）　関本　美穂
 （指定討論者）国際医療福祉大学医療福祉学部　今野　広紀

A-4 地域における自然環境・社会経済環境・医療環境と医療需要格差 
 広島大学　横田　明子
 （指定討論者）国立社会保障人口問題研究所　泉田　信行 

◆ 一般演題Ⅲ 14:30～15:30 ◆ 座長　国際医療福祉大学大学院　池田　俊也

A-5 DPCの導入とジェネリック医薬品の使用　―病院の個票データを用いた実証分析― 
 明治大学情報コミュニケーション学部　塚原　康博
 （指定討論者）産業医科大学医学部（公衆衛生学教室）　松田　晋哉

A-6 市場構造が企業によるドラッグラグに与える影響 
 東京大学大学院（医学系研究科公共健康医学専攻）　鈴木　恵理
 （指定討論者）東京大学大学院（薬学系研究科）　小野　俊介 
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◆ 一般演題Ⅳ 15:40～16:40 ◆ 座長　国立社会保障・人口問題研究所　野口　晴子 

A-7 日本の40病院における脳梗塞患者の医療関連感染について　―発生率とリスク調整アウトカム
 京都大学大学院医学研究科　Jason  Lee 
 （指定討論者）東京医科歯科大学　伏見　清秀 

A-8 リハビリテーション医療費の推移とその関係要因の検討 
 新潟医療福祉大学医療技術学部　能登　真一 
 （指定討論者） 日本福祉大学社会福祉学部　近藤　克則 

◆ 一般演題Ⅴ 16:50～17:50 ◆ 座長　国立社会保障・人口問題研究所　泉田　信行 

A-9 消費者は障害者雇用を評価するか　～Conjoint Analysisを用いた消費者行動の検証～
 学習院大学経済学研究科経済学専攻　立石純一朗 
 （指定討論者） 医療経済研究機構　福田　　敬 

A-10 効用値測定ツールの信頼性の検討　―EQ-5DとHUI3での比較―
 新潟医療福祉大学　泉　　良太
 （指定討論者） 国際医療福祉大学大学院　池田　俊也



180　　医療経済研究　　Vol.21  No.2  2009

プログラム 【 B会場：11階 中会議室 】

◆ ポスターⅠ 10:30～12:00 ◆ 座長　国立保健医療科学院経営科学部　菅原　琢磨

B-1 医療法人経営の多角化の特徴と経営への影響 
 東北大学大学院経済学研究科　大野　　博
 （指定討論者）東京医科歯科大学大学院医療経済学　川渕　孝一 

B-2 介護施設サービスの質改善のメカニズム：グループホームの事例から 
 シドニー大学行政大学院　角谷　快彦
 （指定討論者）東京大学大学院公共健康医学専攻　橋本　英樹

B-3 超早期リハビリテーションが患者アウトカムに与える効果の検証　―操作変数法を用いた分析
 東京大学大学院公共健康医学専攻　松居　宏樹 
 （指定討論者）国立社会保障・人口問題研究所　野口　晴子

◆ ポスターⅡ 14:30～15:30 ◆ 座長　熊本大学法学部　安川　文朗

B-4 都道府県別医師不足の長期見通し　―老いる団塊、間に合うのか医師増員―
 （社）日本経済研究センター　松岡　秀明
 （指定討論者）名古屋市立大学大学院経済学研究科　澤野孝一郎

B-5 IgA腎症治療（偏等摘出・ステロイドパルス療法）の経済効率 
 和歌山県立医科大学腎臓内科・血液浄化センター　坂口　俊文
 （指定討論者）立命館大学経済学部　柿原　浩明
◆ ポスターⅢ 16:00～17:00 ◆ 座長　東京大学大学院公共健康医学専攻　橋本　英樹

B-6 特定健診で医療費を２兆円削減できるか？ 
 東海大学医学部基礎医学系　大櫛　陽一
 （指定討論者）国立保健医療科学院　岡本　悦司 

B-7 介護負担感と介護サービスとの関係 
 高知工科大学大学院　植本　琴美
 （指定討論者）国立保健医療科学院経営科学部　菅原　琢磨
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2009年11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
（第一報）

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
●一般演題の公募について
一般演題は公募します。本研究大会では、医療経済学に関する幅広い分野を対象とします。なお、
演題の採否決定については、プログラム委員会にご一任ください。

●申込資格
特にありませんが、演者は医療経済学会の会員に限定しております。
申込時、会員でない方は、演者となりましたら別途会員登録をお願い致します。

●演題関連スケジュール
募集開始：2009年11月中旬
募集締切：2010年２月26日（金）
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。
完成論文は、指定討論者が事前に十分に発表予定の演題内容について把握し、討論準備ができるよ
うに作成してください。
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●申込方法
一般演題申込希望者は、医療経済学会ホームページより別紙の一般演題申込書に必要事項を記入の
上、下記の要領にて記載した日本語または英語による演題要旨（構造化抄録－フォーマット　添付
参照）とともに、E-mailにてお申し込みください。
なお、会員の方には、別途申込要綱をご案内させて頂きます。

（総文字数、申込者・所属・演題名・要旨本文の合計）
　▶日本語
　　○図表なしの場合、A4版Word１枚、１行40字×36行：全角1440文字
　　○図表は1枚のみ可。その場合は、１行40字×30行：全角1200文字
　▶英語
　　○図表なしの場合、500 Words
　　○図表は１枚のみ可。その場合は、400 Words
（留意点）
　▶発表言語は日本語または英語とします。
　▶一般演題は、Power Pointによる発表形式となります。
　▶一般演題は１人１演題までですが、共同演者として複数の演題の登録が可能です。
　▶ 指定討論者による討議を予定しておりますので、申込の際に、必ず希望する指定討論者２名を

ご記入下さい。なお、指定討論者の決定はプログラム委員会が行いますので、ご了解くださ
い。

　▶指定討論者は学会会員が望ましいのでご留意ください。
　　（学会が配布している学会名簿をご参照の上、ご検討下さい。）
　▶演者および共同演者全員が大学院に在籍する場合、教員１人の推薦を必要とします。
　▶掲載済論文と同一の内容の発表は対象外とします。

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　特別主席研究委員　
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/
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「医療経済学会」　第５回研究大会　構造化抄録　フォーマット

申込者

所属

一般演題名

背景

目的

方法

結果

考察



＊ 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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