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巻頭言

医療経済研究の効用
慶應義塾大学医学部教授

池上

直己

医療の効用については社会から自明と認識されている。安心・安全の医療が確保できなくなれば為政
者の責任は追及され、折りしも本稿の執筆時に、市民病院の休院を決めた銚子市長のリコールが成立した。
「医療崩壊」の報道からも、国民生活における医療の重要性が改めて認識されてきたといえよう。
ところで、安心・安全な医療とは、「どこでも、だれでも、いつでも」適正な医療にアクセスできるこ
とを意味するが、第一の問題は、現状ではアクセスされた医療サービスの有効性が必ずしも検証されて
いないことにある。例えば新薬の有効性は、既存薬との比較で検証されているが、それは実験室に限り
なく近づけた臨床治験における有効性であり、日常遭遇する合併症を持つ高齢者に有効であるとは限ら
ない。
有効であるかどうかの判断は医師の裁量に任されているが、任す際の前提は医師が一定の技能を有し
ていることである。そのためには専門分野ごとにミニマムのレベルを設け、専門団体としてその達成と
維持を担保する体制を確立し、国民に対して提示する説明責任がある。だが、こうした体制は必ずしも
確立していないことに第二の問題がある。特にプライマリーケアにおける専門性の確立が遅れており、
そのため患者が必ずしも適切な医療機関に紹介されていない可能性がある。
これら二つの問題が解決できていない状況下で、国民の負担する用意のある範囲で、医療費の総枠と
その配分を決めなければならない。その際、第三の問題として、国民・患者にとっての「医療費」は、
医師・医療機関にとっての「医業収益」であるので、報酬を決めるためには、各医療職種に対して適正
な所得水準を設定し、さらに効率化の取組みを適正に評価しなければならないが、これらが極めて難し
い点にある。そこで、どこの国においても、実際の資源配分は、総枠を閣議レベルで決定した後、政府・
保険者の代表と医師 ･ 医療機関の代表が、過去の実績を踏まえ、医療環境の変化を考慮しつつ、話合によっ
て決めている。
したがって、医療経済研究の成果が社会において活用されるとしたら、それは医療費の総枠と配分を
政治的に決める際に、それぞれの立場を正当化する材料を提供できる場合に限られる。その際、各当事
者は、様々な研究手法と様々な志向を持つ研究者の中から、すでに決めた政策を最も正当化するような
研究成果を、その時々の状況に合わせてつまみ食いできる立場にある。
それでは、研究者の役割は、いつかはつまみ食いされる栄誉に預かることを祈って、ひたすら window
of opportunity が開くのを待っていればよいのか。そして開かない場合には、象牙の塔にこもって、研究
手法を共有する研究者と共に愚者の楽園を楽しみつつ、教え子のジョブマーケットの拡大のためにまい

3

進すればよいか。あるいは、窓が開くように、メディアが好む 3 つのＳ、short, simple and stupid の論
陣を張るべきか。
医療の提供者は、医療サービスの中には効用のなく、患者のニーズにそぐわない部分があったとしても、
社会の安心・安全を確保するために、不可欠な存在であるといえよう。これに対して、医療経済研究者
はどうであろうか。権威が否定される傾向が強まる中で、自戒の念を持って常に日々を過ごす必要があ
ろう。
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特別寄稿

医療経済学研究のフロンティアと医療政策
ポンペウ・ファブラ大学教授
（翻訳および文責

ギレム・ロペス

法政大学

小椋

正立＊）

今日は。いま本田様が私をご紹介してください
ましたが、私は日本語が解りませんので、何とおっ

１．医療経済学の枠組み

しゃったのか、まったく理解できませんでした。
しかし大変親切な方ですので、私を褒めていただ

はじめに医療経済学の枠組みの概略をスライド

いたことと信じております。今回、一橋大学のお

3（15 ページ）を使ってご説明いたします。ここ

招きで、小椋先生が主催された、介護制度の将来

に示されているものが、ほとんどの医療経済研究

についての国際会議に参加するために日本に来る

の枠組みとなっているものと言ってよいと思いま

ことができましたことを非常にうれしく思ってお

す。まず A の箱ですが、これには医療だけでなく、

ります。また本日、医療経済研究機構において、

人の健康に影響を与える要素がすべて入っており

このような講演の機会を与えていただいたことを

ます。たとえば、職業に固有の危険、あるいは教

光栄に存じております。

育、所得などは、その人の健康に大きな影響を与

本日の講演の目的は、現在、医療経済学ではど

えますからここに入ります。2 番目の B の箱に入

のような研究がなされているのか、そしてそれが

るのは、健康とは何か、その価値はどれだけかと

医療政策にどのような意味をもつのか、こうした

いう研究です。これは健康の特性を明らかにして、

ことについて皆様にご案内をさせていただくこと

それを決定するすべての要因を明らかにし、それ

にございます。医療経済というのは、それ自体が

を測定可能にするためです。

非常に重要な学問分野でありまして、その基礎は

そしてこの A と B の共同作用を組み合わせるこ

おもに経済学でございます。しかしながら、学際

とで、C と D に該当する医療の需要と供給の話を

的なアプローチにより、他の分野と共同して研究

することができます。まず、需要を考えるときに

の価値を上げていくことも必要なことでございま

は、価格以外のさまざまな要因が与える影響を考

す。

慮しなければなりません。価格以外にも、医療へ
のアクセス、時間、機会費用、それから心理的な
問題、行動的な問題など、これらすべての要因が

＊ この特別寄稿は 2009 年１月 16 日に医療経済研究機構において、一橋大学経済研究所の「世代間調整問題プロジェクト
（主査高山憲之教授）」と医療経済研究機構とが共催した講演会の講演内容を、講演者の許可を得て、法政大学小椋正立
が翻訳し、編集したものである。
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かかわってまいります。これまでのところ、医療

医療費以外の入院費用などもこれに含まれます。

需要の研究は、医療供給の研究とあまり良く関連

さらに Per case（症状払い）というのは医学的な

づけられているとは言えません。これは基本的に、

症状の分類にしたがって予め決められた費用を払

医療については、供給が需要に直接的に影響を及

うことで、たとえば一回の入院とか、一回の診療

ぼすという特性があるためです。これには患者と

ということになってきます。そして Episode（疾

医 療 機 関 の 間 に 存 在 す る 代 理 人 関 係（agency

患治療払い）というのは、もう少しプロスペクティ

relationship）が係わっています。つまりエイジェ

ブになって、各疾患が治癒するまでの医療費を支

ンシー関係は需要と供給がそれぞれ独立している

払 う こ と に な り ま す。 そ し て さ ら に、Risk

ことを許さないわけです。このため医療費の償還

adjusted capitation というのは人口一人当たりの

方法であるとか、支払いインセンティブの問題と

リスク調整をした医療費を人数分だけ支払うもの

いうのも、需要と供給の解釈をする上で非常に

です。このリスク調整のための項目には、年齢や、

なってきます。

罹患率、慢性疾患の率などが含まれてきます。そ

いまお話したことが実際にどのような意味を

していちばん右が Pure capitation、つまり純粋な

持っているのかを、スライド 41（24 ページ）を

人口当たりの支払い、というとことです。これは

使ってお話ししたいと思います。この図の縦軸は、

一切調整をしていない医療費を人数分だけ支払う

経済的なリスクの大きさを示しています。まず支

ことになります。

払い側の右下がりの曲線が描いてありますが、こ

たとえば、品目ごと、診療項目ごとに費用を支

の支払い側には、費用を支払う消費者である患者

払うことになりますと、支払側の経済的なリスク

や、保険者などが含まれますが、ほかにも国の場

は非常に大きくなり、予算を作成するのは非常に

合もあります。右上がりの提供側の曲線が代表す

むずかしくなります。反対に、純粋な人口一人あ

る提供側とは医療機関のことです。提供側にはと

たりで費用を支払うことになりますと、支払側の

くに民間の医療機関と公的な医療機関とを分けて

リスクは非常に小さくなり、予算を作成するのは

いますが、これは、経済的なリスクに対する反応

非常に容易になります。一人当たりのコストを人

が異なるからです。そしてこの図が示しているの

数に掛けたものを払えばよいからです。この両極

は、医療機関に対する支払の方法が、患者の需要

端を結ぶと、だいたい右下がりの曲線が見られま

に影響を及ぼすかもしれないというものです。

す。たとえば診断グループ（Diagnosis Related

この図の横軸を右に向かって進んでいくと、支

Group）払いは、プロスペクティブな支払い方法

払い制度のプロスペクティブ（前払い的）な性格

で、Per Case（症状払い）と、Episode（疾患治

が強くなってきます。まずいちばん左の Per item

療払い）の真ん中当たりのところになります。

（項目払い）からスタートしますが、これは提供

これを医療機関の側から見ますと、診療項目ご

を受けた医療サービスの項目ごとにそのコストを

とに費用を受け取る方法であれば、まったく経済

支払うことです。次の Actual cost（医療費払い）

的なリスクはありません。しかし、純粋な人口一

というのは提供を受けた医療サービスのコストを

人あたりの計算方法で費用を受け取ることになり

支払うものです。これに対して、Per diem（日数

ますと、医療機関は非常に大きな経済的なリスク

払い）というのは一日当たりに決められた費用を

を抱えることになります。

支払うことです。たとえば入院をした場合には、

このように需要側と供給側の利益が相反するわ

医療経済学研究のフロンティアと医療政策

けですから、均衡は両極端の中間にあるはずです。
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そして最後はマクロレベルでのシステム全体の

どこになるのかはそれぞれの国の支払い制度の性

評価です。これはすでに見た公正さと資源配分の

質によって、経験的に決まることになります。も

効率性を同時に勘案し、さらに予算の策定と計画

し支払制度が効率性を追求したいのであれば、制

メカニズムを評価します。このような評価の例に

度は右の方向に、つまりプロスペクティブな、純

は、異なる医療制度間で成果を比較した国際機関

粋な人口割りの方へと進んでいかなければなりま

による研究も入ります。あるいは予算の策定と計

せん。プロスペクティブであればあるほど、良い

画メカニズムの評価は、予算と他の計画的なツー

制度だということになります。

ルとの交互作用にかかることになります。

しかし、公平さの観点からは、もし制度がプロ

この最後のお話を、スライド 40（24 ページ）

スペクティブに支払えば、医療機関はリスク選択

を 使 っ て ご 説 明 し て み た い と 思 い ま す。 こ の

をしてしまうことが問題となります。このリスク

Financing System 財政システムというのは、すべ

選択というのは、医療機関は人口の中であまり医

ての組織において、その一部にしか過ぎません。

療費のコストのかからない患者だけを選んで治療

Planning System 企 画 シ ス テ ム、Information

することができる能力を持つことです。もし、反

System 情報システム、Control System 管理シス

対に、品目ごと、実際のコストの支払をすれば、

テム、そして Financing System 財政システムは、

医療機関にはこうしたリスク選択行動をとるイン

すべて協働しなければいけません。そして組織を

センティブは小さくなります。

構造面から見ると、組織がきちんと機能するため

したがって、効率を意味する右側の部分と、そ

の４つのコアが連結されていることが必要だとい

れからリスク選択を回避する左側の部分の両者の

うことを理解しておかなければなりません。計画

良いバランスを取らなければなりません。患者が

されたことはすべて情報システムに反映されてい

どのような医療が必要としているかを医療機関が

かなければなりませんし、情報システムは管理シ

判断する時には、医療機関への支払い制度が重要

ステム、財政システムにフィードバックされてい

なのです。

かなければいけません。そして組織を評価する中

民間の医療制度であれば、公平さにはあまり関

では、これらサブシステムがすべてが一貫性を

心を持たず、需要と供給の間で、市場の均衡を見

持って、どのような状況でも機能しているという

つければよいかもしれません。しかし、ほとんど

ことを評価しなければいけません。

の公的な医療制度では、市場の均衡のほかに、何

システムによっては、一つのシステムだけを非

らかの優先順位をつけた割り当てシステムを付加

常によく発達させている一方で、その他の三つの

しています。もし医療にウェイティングリストが

システムをほとんど無視しているものもありま

あれば、誰が最初に診察を受けるのか、その順位

す。たとえば、多くの国の計画には国民の健康に

を決めなければなりません。このタイプのシステ

関する内容が盛り込まれています。しかしそうし

ムにおいては、費用効果分析、費用便益分析が非

た国でも、情報システムの中には国民の健康に関

常に良く用いられています。これには、医薬品の

する情報はあまり存在せず、疾患情報だけを扱っ

便益も含まれています。これらは、あらゆる新し

ているというような場合があります。また、管理

い治療法や、新しい医薬品は、コストを上回る便

システムについても、医療資源の投入面だけを管

益を持っていなければならない、ということです。

理して、その成果を管理しないようなシステムを
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持つことは許されません。

心臓発作の治療におけるエビデンスで、
（ヘルス

これらの４つのシステムは、どのような組織に

ケアにおける）生産性の波及効果がどのように生

おいても機能的な構造を持ち、しっかりと構築さ

まれるのか。これはきちんとしたインプットに対

れていなければいけません。これがコストセン

する結果というのを評価しなければいけないとい

ターとか、リスポンシビリティセンターと呼ばれ

うことを示す１つの研究です。たとえば要約です

ているものです。こういった４つのシステムがう

けれども、心臓発作の良好な治療ということが、

まく機能していない欠陥例というのはたくさん見

どのように経済、そして社会に恩恵を与えている

つけることができるわけです。資料の中にはいろ

かということが示されています。

いろなスライドが入っていますけれども、時間の
関係で、次のテーマに移ります。

次のスライド 7（16 ページ）は、後進国におい
て非常に深刻な問題になっております医療にかか
る費用がいかに無駄に使われているか。いかに非

２．医療経済学研究のフロンティア

能率的に使われているかということを示した研
究、インドのデリーでの例をとっております。

これまで医療経済学のストック、つまりこれま

次のスライド 8（16 ページ）は、医療制度の基

でに蓄積されてきた知識についてお話をしてきま

本的な運営方法を変えることがどれくらい重要な

したが、これから医療経済学のフロー、つまり新

変化をもたらすかを示したものです。高齢者のた

しい研究のフロンティアについてお話しいたしま

めのメディケアを導入した州において、この保険

す。医療経済学において、とくに優れた研究につ

の導入が医療全体にどのような影響を与えたかと

いて与えられる賞の一つにアロー賞というものが

いうことを示しています。

あります。ここでは 2007 年に賞を受けた研究を紹
介することで、それに代えたいと思います。

次のスライド 9（16 ページ）は、大恐慌時代の
出生、死、医療に関する研究ということですけれ

これからスライドに出てきますのは、2007 年度

ども、今回われわれが瀕しているような金融恐慌

にその賞に輝いた 10 の論文です。詳細については

の中では、このような研究がとくに必要ないであ

今日はお話をしません。簡単に触れたいと思いま

ろうことを祈っています。大恐慌時代の医療につ

す。最初に指摘しておきたいのは、すべての研究

いての戦略について、ここで示されております。

が非常に高い評価を受けている学術雑誌に掲載さ

次のスライド 10（17 ページ）は研究ですけれ

れたものだということです。これからも医療経済

ども、いろいろな評価報告書、比較報告書という

学は、経済学においても非常に高い評価を受けて

のが出ていますが、こういった報告書を非常に歓

いる分野だというが分かります。

迎する医療機関、歓迎しない医療機関などにおい

それではスライド 5（16 ページ）をご覧になっ

て、その利用実態がどのように異なるかというこ

てください。この論文はタイトルからも解ります

とが示されています。これも掲載された文献が、

ように、アメリカの南部を舞台とした hook worm

Journal of Health Economics というところですけ

という寄生虫病の駆逐の計画の成功からどのよう

れども、非常に信頼のおける雑誌ですので、皆さ

な経済的な成果が得られたか、ということに関す

んの中でもこのような投稿、寄稿のご興味がおあ

る研究です。

りということでしたら、この雑誌を非常にお薦め

第二の研究は、スライド 6（16 ページ）の研究は、

することができると思います。
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次のスライド 11（17 ページ）の研究は、実際

に非常にしっかり位置づけられています。とくに

に受賞しませんでしたが、私は非常に良いと評価

低開発国に関しては、経済的な成長率ということ

しているものです。実際に私もその評価委員会に

と密接に関係をしている部分です。とくに健康の

入っておりました。ここでの主要なメッセージと

成果に対する評価に関わる B の部分については、

いうのは、医療費の支出は人の生に対して付加価

QALY、これは生活の質によって調整をした生存

値を与えるべきものでなければいけないというこ

年数という考え方が主流を占めているようです。

とです。それが約束できるのであれば、医療費の

こういったメトリックスを使用することによっ

増加を恐れてはならないということです。

て、医療費をおしあげてきているものが実際に付

ス ラ イ ド 12（17 ペ ー ジ ） の 研 究 は RAND
Journal of Economics という雑誌に掲載された研

加価値を生み出しているのかどうか、ということ
を測定することができます。

究で、筆者の Toshiaki Iizuka さんは日本の方です

また医療需要（スライド 16、18 ページ）につ

ね。これは先に説明した医師の agency 問題を扱っ

いては、新しい実験によるめざましい成果が挙っ

たものです。ここでは、とくに処方薬の利幅によっ

ています。自己負担ですとか、控除などの効果は、

て処方パターンが影響される部分があるものの、

70 年代の RAND 実験がベースとなっています。こ

医師は患者の自己負担についての責任を、自分の

の分野のほとんどの研究は医療の過剰な消費問題

利益よりもより重視しているようだ、というのが

やモラルハザード問題と関わっていますが、ほか

主な結論です。これが皆様の直観と一致するかど

にも、医療貯蓄 health savings account（HSA）

うかは分かりませんが、著者が抗高血圧薬の処方

の研究がなされております。

パターンを分析して得た結論です。

D に入ります供給側については、まだエージン

それから医療経済学は消費者行動の変化も分析

シー関係の研究が主体です。医師が何人いるかと

します。スライド 13（17 ページ）の研究は、禁煙、

か、インセンティブがどのように変化してきたか。

節煙に関するすべてのマーケティングや広報活動

あるいはチームにおいてどのように働くべきか、

が、患者の行動パターンにどのような影響を及ぼ

というようなことです。そしてその新しい分析

しているかということが吟味されております。

ツールといたしましては、成果に対する支払いと

最後の研究ですが、スライド 14（17 ページ）

か、ダートマス大学で作成されたアトラスによる

は二つの異なる principal（依頼人）を持った医師、

医療の診療内容の違いとか、先ほどもお話が出ま

つまり公的な医療機関で働く医師が、副業として

した医師の moonlighting、副業というような分析

プライベートの診療をするケースについての研究

が入ってきています。

です。

ミクロ経済分析である E の領域（スライド 17、

この評価委員会に、私は、長年入っております

18 ページ）では、コンジョイント分析、コスト分

ので、先ほど冒頭のところでお話をいたしました、

析、そして bayesian appraoch などの新しい手法

A から H までのそれぞれの項目に、どのようなこ

がどんどん取り入れられてきています。この分野

とが入ってくるのかについてすこし付け加えてお

で覚えておくべき重要な結果が二つあります。そ

話をさせてください。

れは評価（assessment）と査定（appraisal）の結

まず A の部分です（スライド 15、17 ページ）
。
医療に関する需要は、とくに人的資本の理論の中

果です。基本的に、評価というのは客観的な評価
であり、査定というのは完結した症例についての
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評価手法の適用です。

ナーの仮説というものがあります。これは、GDP

それから、医療に於ける市場という F の領域に

が増加すれば医療の支出も増える、というもので

関しては、多く研究は、コストの推計と、それか

す。これにもう１つエンゲルの仮説を加えなけれ

ら最適なリスク・プーリングにかかわっています。

ばなりません。それは、経済が発展してくると、

コストを知るということは、効率的な価格設定に

民間医療に対する公的医療の比率が上昇するとい

非常に大きく関わるからです。それから最適なリ

うことです。そして最後にプレストンの仮説とい

スク・プーリングを知ることは、人口全体のリス

うものがあります。これは医療費の成果が水平な

クにつながるからです。

部分にさしかかってくると、医療費を税収で賄う

最後に二つのマクロの評価の箱があります。最
初は、グローバルなシステムの評価です。とくに、

ことが妥当になるというものです。
いま言った３つのことを１つのグラフにまとめ

世界銀行の評価、WHO の評価、ヨーロッパ・エ

てみます（スライド 20、18 ページ）
。横軸には一

クイティ・プロジェクト等々の多くはこの分野で

人当たりの所得を、縦軸には平均寿命を測ってい

の新しい変化です。

ます。曲線のいちばん左の部分では、所得が増え、

そして、組織の構造については、英国の NHS に

医療費も増えています。ここでは医療費が増える

端を発した、提供と生産の分離理論を理解してお

につれてその効果が表れてきますが、最初の１ド

くのは大変重要なことでございます。組織内での

ル分の増額は非常に大きな人間の余命の増加をも

コーディネーションを向上させる研究の分野にお

たらしています。しかし、医療費をどんどん増や

いては、医療システムの統合がメディカルスクー

していっても、あるところから、もうそれ以上、

ルから始まっていることが非常に重要だとされて

その成果があがらなくなってしまいます。これが

います。

先にご説明したプレストンの仮説につながる水平
部分になります。そしていろいろな技術革新の影

３．医療経済学と医療政策：医療制度の比
較

響は、医療費曲線のシフトに表れることになりま
す。
２番目の医療政策の問題は、健康の価値です（ス

では、これから私の話は後半部分に移ります。

ライド 21、19 ページ）
。私たちは医療支出が必ず

これまでお話ししたような分析は医療政策にどの

しも健康成果に結びつくものではないことを知っ

ように反映されているのでしょうか。これを３つ

て い ま す。 こ れ は イ ギ リ ス の BMJ、British

の例でお話しいたします（スライド 19、18 ペー

Medical Journal という雑誌に掲載された表です。

ジ）
。１つ目は、健康の価値についてです。２番

この全体の医療費支出額のうちの 46％の有効性と

目は、医療による健康への貢献についてです。そ

いうことが不明、unknown ということになってお

して最後は医療システムの組織を、われわれが健

ります。有効なものと、有効だろうと考えられる

康を管理する方法に実際に反映させることの重要

ものを合わせても 38％です。ほかに有害なものさ

性についてです。これを NHS のようなシステム

え存在します。

と、公的医療保険を元にしたシステムについてお
話します。
まず、ひとつめ。健康の価値については、ワグ

それでは、こういったことを勘案して、どのよ
うにすれば医療費の支出に優先順位をつけること
ができるのでしょうか（スライド 22、19 ページ）
。
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支払った医療費に対してマクロで見てどの程度の

て分析されています（スライド 25、20 ページ）
。

成果が得られているのでしょうか、これはとくに

これは、誰が支払うのか、どのように支払うのか、

開発途上国にとって重要な点であります。第二の

そのお金を誰が集めるのか、という情報を同時に

問題は、社会が QALY １年を延長するために、い

示すものです。

くらぐらい支払う用意があるのかということで

私たちの分析には、３次元のヘルスケアボック

す。たとえば、新しい治療法によって QALY が１

スが必要です。この箱の間口の幅は、まず誰がそ

年延長するけど、そのために 15000 ポンド払うこ

の権利を持っているのか、だれにその権利が与え

とが妥当なのか。これについて英国を例にとれば、

られているのか、国民の誰がカバーされているの

その１年分のコストが 15000 ポンド未満であれば、

か、などによって決まります。この箱の奥行きの

喜んでその新しい治療法を優先的に採用します。

長さは、得られるサービスの内容です。治療なの

それに対して QALY １年を獲得するのに 30000 ポ

か、ケアなのか。最後に、この箱の深さは、サー

ンド以上もかかるのであれば、その新しい医療は

ビスにかかる費用・利用頻度となります。

導入すべきではないとされています。導入すべき

たとえば、NHS のようなタイプの医療システム

ではない、というのは公的な予算から支払うべき

では、全国民を対象としているため、箱の幅は非

ではないという意味です。そしてそのコストが二

常に広くなります。しかしその反面、利用できる

つの数字の間に入ってくる場合、つまり 15000 ポ

医療サービスの範囲は、制限する傾向があります。

ンド以上で 30000 ポンド未満の場合、慎重にその

さらに利用については、医療提供側を厳しく規制

内容を吟味をするということです。

して費用を抑えようとしています。

最後に、政策的にホットな分配面の問題があり

これに対して、いわゆる社会保険システムでは、

ます。誰がベネフィットを受けるのか。だれがそ

カバーをされる権利者の幅はより狭い傾向があり

の コ ス ト を 支 払 う の か。 す べ て の 人 々 の ベ ネ

ますが、サービスの幅についてはあまり広くはな

フィットを同等に評価すべきなのか。それとも、

いが、利用についてはあまり制限しない傾向があ

何らかの公平基準を用いて、加重した評価をすべ

ります。この３次元の箱の容量が分かれば、公的

きなのか。こうした問題を明確にすることが、民

医療のために、公共支出や社会支出として、GDP

主的な価値なのです。

の何パーセントが割り当てられなければならない

では今度は、医療産業に関わる政策に関するイ

かが分かります。誰がお金を出すのか？その財源

シューについてお話ししていきたいと思います

を拠出するのは、企業、雇用者、納税者、および

（スライド 23、19 ページ）
。ここでは４つの側面

利用者といった人たちのグループになります。そ

を取り扱っていきます。第一は重病に対する保険

してもし利用者の料金が政府や保険者によってき

catastrophic coverages、２番目は、予防医療のイ

められていれば、その部分が箱の蓋となり、その

ンセンティブ、３番目が効率的な価格設定、４番

体積が自己負担額分ということになります。

目が所得再配分的な福祉政策です。

これらの財源は、財政制度の中で、所得税のよ

そして、この４つの論点を、NHS のような医療

うな直接税や、あるいは間接税、また社会保険税、

提供モデルと、公的医療保険モデルを比べながら、

あるいは先ほど申しあげたような医療貯蓄、使用

明らかにすることにします。一般的にこうした問

料、あるいは保険料、といったさまざまな形をと

題は、ヘルスケアボックスと呼ばれるものを用い

ることになるわけです。そしてその徴収する組織
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として、意思決定をするのは国であったり、地域

避です。また健康目標よりも組織の利害が優先さ

の基金であったり、社会保険基金であったり、信

れてしまいます。さらにケアによっては、政治家

託 基 金 で あ っ た り、 あ る い は 民 間 の Health

の手にかかって、コントロール不能になってし

Maintenance Organization だったりします。

まった例もあります。

医療経済にとっては、この箱の構造をどのよう

こういった問題に対して、NHS では（資金）提

にするのかというのは政治的な問題であり、与件

供側と（医療）生産側を分離することで解決しよ

となります。医療経済学者にとって重要なことは、

うとしております（スライド 28、21 ページ）
。こ

この箱の３つの辺の長さを調整して、新しい社会

れは分権化でもあり、提供側に責任を移譲するこ

的なチャレンジに応えていくことです。重要な人

とです。これにより、もし何らかの不公平さが発

口構造の変化や、医療技術における重要な革新な

生しても、それが地域レベルでは許容される範囲

どが起こったときに、この３つの辺の長さを調整

にとどまるということが保証されるからです。

し、医療システムを今後も維持可能なものにして
いくこと、それが重要なのです。

NHS にあたらしく導入されたインセンティブに
は次のような二つのタイプがあります（スライド

そして非常に興味深いことに、最近の医療経済

29、21 ページ）
。まず医療提供のコーディネー

学の研究によれば、こうした改善の結果、NHS の

ションのために、予算を予算管理医へ配分するこ

ようなモデルであっても、社会保険モデルであっ

とが行なわれています。予算管理医は、リスク調

ても、両方が比較的、似通った変革を遂げつつあ

整をした人口１人当たりの予算というのを受け

る傾向が見られる、とされています。そしてこれ

取って、プライマリーケアの責任を負うことにな

は、人口構造や、技術革新などの新しいチャレン

るわけです。ここでのプライマリーケアの管理に

ジだけではなく、医療に対してより公平なアクセ

は、介護や慢性疾患の治療なども含まれます。ま

スへの要求が高まっていることに対する回答でも

た成果に基づいた支払いを行います。

あるのです。

次に新しいインセンティブとして、民間部門に
対して新しい役割を与えています。これは public

NHS

private partnership と呼ばれています。とくにイ

したがいまして、２つのシステムの出発点は非

ギリスやスペイン、イタリア、スウェーデンなど

常に異なるわけですけれども、新しいチャレンジ

の国々では、民間の資金に対して、公的医療のイ

に直面して、どちらも同じ回答を出しているわけ

ンフラを整備することを認めています。そして、

です。この NHS という言葉が示しているように、

かつてコスト効率が良くないという理由で、公的

国全体という地理的な意味での national、全国民

な医療のパッケージから外されていたケアについ

にという意味での national、いずれにしても普遍

ても、民間資金を活用して補完的なケアを提供す

的なアクセスの条件を保証するという意味です

ることが認められています。

（スライド 27、20 ページ）
。そしてヘルスという
のは、健康のために必要なケアを統合するという

社会保険

意味で、サービスというのは、国の行政によって

それでは、次に社会保険による医療システムで

直接的に提供されるという意味です。しかしなが

どのようなことが起こっているのかをご紹介した

ら、実際にはアクセス地点における多様性は不可

いと思います。ここで社会的と言うのは、コミュ
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ニティの、あるいは連帯したという意味です。ま

も、NHS のモデルの場合であっても、同じことを

たヘルスケアとは言っても、ここはとくに健康に

言っているわけです。プライマリーケアの役割が

それほど関心があるわけではありません。保険に

コーディネーションをより良くするためには重要

ついて申しあげますと、リスクのプーリングと、

だということは、どちらの制度でも非常によく認

カバーをする権利の範囲が非常に重要になってき

識されています。

ます。そしてシステムというのは、さまざまな独

しかし、２つのシステムの間にはまだ相違点も

立した医療機関が存在しており、医療がそのネッ

あります（スライド 32、33、21 ページ）
。１つは、

トワークによって提供されているという意味で

医療の給付が現金償還なのか現物支給なのか、程

す。

度の差があります。第二は、公的給付、民間医療

しかし、こういった医療保険制度を維持してい

という役割分担について、政治的な介入の度合い

くためには、オープンアクセス（無条件にすべて

が異なっています。第三は、提供される医療の範

の医療需要を認める）は制限せざるを得ません。

囲の違いです。どこまでが租税財源による基本的

ここでは、とくにプライマリーケアが好まれる傾

なパッケージなのか、あるいは、租税優遇や地域

向にありますけれども、その理由は不必要な需要

からの補助を受けた補完的なパッケージなのか、

をなるべく抑制しようとする意図があるからで

または純粋に民間資金による医療なのかが異なり

す。１つの例として、フランスでは、ある患者さ

ます。第四に、資金の配分方法も異なっておりま

んがプライマリーケアからの紹介で病院に行く

す。

と、自己負担が少なくなります。こうした社会保

では、このシステムの資金の流れについて図で

険には、保険料でカバーする医療は、いわゆるベー

説明してみたいと思います（スライド 34、22 ペー

シックパッケージと呼ばれる、基本的な医療に専

ジ）
。NHS のシステムでは、市民は納税者として

念して、それ以外のものを民間の補完的な保険に

資金を供出しています。その資金を分配する権限

ゆだねるという傾向が見られます。

が地方の保健当局に委譲されますと、各地域の人
口数と一人当たりのリスクによる調整が行われま

共通点と相違点

す。プライマリーケアの予算管理医や統合された

こうしたことを考えると、社会医療であっても

医療機関は、こうした資金の分配を受け、それを

社会保険であっても、どちらも共通の問題を抱え

管理する責任を負っています。こうした公的な

ていることになります（スライド 31、21 ページ）
。

パッケージに入らないような医療は、民間医療に

すなわち、１つは保険者から加入者あるいは医療

なります。実際に医療を受ける際には、患者側に

機関へのリスクの移転、２つ目はコーディネー

自己負担はありません。

ションに対する経済的なインセンティブの付与、

しかしながら、社会保険のシステムでは、資金

そして３つめは制限された給付を考慮した疾病治

の流れは少し異なっています（スライド 35、22

療の管理戦略の必要性です。この３つの項目の内

ページ）
。市民は基本的な医療を受け取るために、

容は、どちらの制度でも非常に類似しています。

（これはすべての医療ではありません、いわゆる

ここでとくに自己負担ですとか、価格ですとか、

ベーシックパッケージです）
、公的基金に保険料

リスクプーリングというようなことをお話しする

を支払います。そしてこの公的基金は、いわゆる

場合には、この医療保険システムの場合であって

保険者に医療給付の資金を移転します。たとえば
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オランダの場合、保険者はミューチュアルファン

には、とくに計画、資金調達、保険、リスク管理、

ドという形をとっております。そして、保険者の

購買、そしてケアの生産などに関するオプション

ほうは、さらに補完的な医療保険を、自己負担か、

について、選択していかなければなりません（ス

追加保険料によって提供しています。つまり患者

ライド 38、23 ページ）
。そしてれにかかわってく

が追加分の医療を望むばあいは、追加保険料、あ

る部局が、保険当局、財政局、保健省、それから

るいは自己負担を払わなければならないわけで

財務省などになります。さらには保険者、医療の

す。

購買側、そして提供側、マネジメントユニットと

現在のところ、どちらのモデルが優れているか

いうことになってきます。

ということについて、優劣評価をするのは非常に

それぞれのどの部署、どの機関がどの部分に関

むずかしい（スライド 36、23 ページ）
。とくに医

わってくるかというのをここで示しております。

療サービスの提供に関して、効率的かつ公正なイ

このようにいろいろなオプションがございますけ

ンセンティブという点については、NHS が優れて

れども、これについては皆さんの判断にお任せす

いますが、その反面、患者の選択肢は限られてい

る割愛して、次に行きます。

ます。モラルハザードや医療の過剰消費を抑制す

そしてこれは民間部門にどのような機能を持た

るための戦略については、社会保険システムの方

せるか、という問題につながります（スライド

に軍配が上がります。しかしながら、公正な成果

42、24 ページ）
。保険についての選択肢は、代替

ということになりますと、NHS の方が優れており

関係、共存関係、補完関係、それから補助的関係

ます。また、健康に関する目標を達成するために

ということになります。医療についての選択は、

は、現金償還がいいのか、あるいは現物給付のほ

とくに公共の施設を使った補完的な医療を認める

うがいいのか、まだ議論されています。

かどうか。財政面では、公的部門と民間部門のパー

そして最後に、医療経済学は、両者が直面する

トナーシップで医療のインフラを整備するか。こ

次のチャレンジに対してどのような判断をして

のように民間と公的な医療の共同関係というのは

いったらいいのでしょうか（スライド 37、23 ペー

非常に肥沃な分野で、やらなければならない仕事

ジ）
。１つは、公的医療の範囲です。そして２番

が山積でございます。本日の私の大話はここまで

目は、提供に関する責任の分権化をどうやって実

でとさせていただきたいと思います。ご静聴あり

現していったらいいかということです。このため

がとうございました。
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論

文

病院経営主体の「医療・介護複合体」化の
進展とその特徴に関する研究
―埼玉県の事例から―
大野
抄

博＊

録

本報告の目的は、埼玉県内に存在する全ての病院の経営主体を、
「医療・介護複合体」に着目して調査し、その病院全体
におけるシェア、過去 10 年間の変化、及び、それらの特徴を明らかにすることである。ここで言う「医療・介護複合体」
とは、複数の病院を経営するか、または、病院と介護施設の両方を経営する病院経営主体を指す。わが国の病院は、減少
の一途をたどる中で激しい生き残り競争にさらされている。その対応策として「病院のチェーン化」「保健・医療・福祉複
合体化」等が指摘されてきた。近年「複合体」の一層の発展が指摘されており、実態解明の必要性は依然として高いと考
えられる。
本調査時点で、埼玉県内で病院を経営する病院経営主体のうち 31.4％が何らかの形での医療・介護複合体であり、その
もとにある病院は全体の 43.6％、複合体のもとにある病床は全体の 61.2％である。トータルなシェアだけではなく、病床
の種類や病院の類型の全てにわたって複合体の病院は存在し、それぞれで大きなシェアを占めている。96 年から 06 年まで
の 10 年間で、単独型は著しく衰退し、複合体は、そのシェアを病院数で 13％、病床数で 11％拡大した。また、10 年間で
新たに形成された複合体が少なくとも 29 あり、その多くは、単独型の病院が老健施設を開設したことによる。Ｍ＆Ａに該
当する事例も 6 例見られた。このような結果、本研究では以下の 3 点が、明らかになった。
（1） ｢ 医療・介護複合体」は医療サービスの主たる担い手となっている
（2） ｢ 医療・介護複合体」の拡大は継続する流れである
（3） ｢ 医療・介護複合体」の形成と拡大は、病院経営の多角化として捉えられる
キーワード：医療・介護複合体、病院経営主体、病院経営の多角化

医療法によって当該病院の開設を許可された法人

１．研究の目的と背景

及び個人注 1 を指し、
「医療・介護複合体」とは、
複数の病院を経営するか、または、病院と介護施

本報告の目的は、埼玉県内に存在する全ての病

設の両方を経営する病院経営主体を指す。

院の経営主体を、
「医療・介護複合体」に着目し

わが国の病院は、減少の一途をたどる中で激し

て調査し、その病院全体におけるシェア、過去 10

い生き残り競争にさらされている。その対応策と

年間の変化、及び、それらの特徴を明らかにする

して「病院のチェーン化」
「保健・医療・福祉複

ことである。ここで言う「病院経営主体」とは、

合体化」等が指摘されてきた 1）。近年「複合体」
の一層の発展が指摘されており 2）、実態解明の必

＊ 東北大学大学院経済学研究科博士課程

要性は依然として高いと考えられる。また、わが
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国の医療提供システムは非営利でありながら、市

展を指摘し、将来に向けての経営モデルとするも

場経済と深くかかわって存在しており、企業の発

のが多く見られる 9 〜 11）。

展形態として一般に認められる、垂直統合、水平

以上のような「医療・介護複合体」に関連する

統合、多角化等の視点から、病院経営主体の詳細

研究は、複合体化あるいはチェーン化を、避けら

な研究が必要と思われる。

れない流れとしながらも、慎重にメリットとデメ
リットを見極めようとするもの注 2 と、経営モデル

２．先行研究の特徴と本研究の意義

とするものとに分かれるように見えるが、双方に
共通しているのは、医療の企業化という認識であ

医療・介護複合体に関連する研究は、前述のと

る。内容の当否は別にして、この点は筆者も同感

おり、いくつかの先例をみることができるが、中

できることである。また、二木の網羅的な研究を

でも代表的なものは、二木立『保健・医療・福祉

除くと、医療・介護複合体に関連する他の研究は、

複合体』 である。二木は、数年にわたる全国調

代表的な事例を取り上げ全国的な動向を論じるも

査を行い、特に、病院、老人保健施設、特別養護

のが多く、詳細な動向を知るには、別の角度から

老人ホームを合わせて経営する、いわゆる三点

の研究も必要であるというのが筆者の率直な感想

セットに焦点をあてた保健・医療・福祉複合体の

である。

3）

実態を解明した。調査をふまえて二木は「私的医
療機関母体の『複合体』が全国に多数形成され」
「
『３点セット』開設グループが全国に約 260 も存
在して」4） いることなどを指摘している。また、

筆者の研究は、このような特徴をもつ先行研究
に学びつつ、その到達点を前進させることを意図
するものであるが、以下の点で独自性を持ってい
る。

筆者の関心ともも重なり合う、二木の重要な指摘

第 1 は、県の範囲での全ての病院を対象とする

は「医療の企業化」である。二木は「私的医療機

ことを通じて、医療・介護複合体や病院チェーン

関の相当部分が『複合体』化するなどして、事実

は、病院全体の中でどの程度の比重を占めている

上の『医療の企業化』がすすんでいる」5） と述べ

のか、その展開の特徴はどのようなものかを明ら

ている。二木の研究は、各種名簿はもちろん、個々

かにしようとしている点である注 3。第 2 は、同一

の病院経営主体の資料、聞き取り調査等を駆使し

範囲での 10 年間の変化を知ることによって、病院

た網羅的なものであり、筆者も二木の方法に学ぶ

経営主体、特に複合体の展開の特徴を論じようと

ところが大きかった。

していることである。都道府県は、医療法に基づ

二木以外にも、医療・介護複合体に関連する研

く医療計画の作成単位であり、病院開設、病床の

究は、様々な角度から行われている。二木よりも

使用許可等医療に関する行政上の単位であり、こ

早い時期の著作としては川上、小坂らの研究 が

れを対象として全数の調査を行うことで、病院と

ある。川上らは、いくつもの病院チェーンの事例

いう施設サイドからの経営主体のリアルな動向が

をあげながら、一部の「コングロマリット化」さ

把握できると考えられる。

6）

え起こっていると述べる とともに、ここでも、
7）

病院のチェーン化は「医療の〈企業化〉
」の現れ

３．埼玉県の概要と本研究との関係

であるとの指摘をしている 。二木以後の研究で
8）

は、病院のチェーン化や医療・介護複合体化の進

ここで、埼玉県の概要及び本研究において埼玉

病院経営主体の「医療・介護複合体」化の進展とその特徴に関する研究
―埼玉県の事例から―
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県を取り上げた意義を簡潔に述べておく。埼玉県

③ 「埼玉県社会福祉法人名簿」18）

は首都東京の北に隣接し、大都市と農山村地域が

④ 「さいたま市社会福祉法人名簿」19）

混在するが、人口の大半は、東京に隣接する県南

⑤ 「埼玉県介護サービス情報公表システム」20）

部に集中する県である。2000 年の人口は、約 690

⑥ 日本医療機能評価機構「病院機能評価結果

万人、高齢化率は、12.0％（全国平均 16.7％）で
ある。医療資源の状況を見ると、1999 年の人口 10
万人当たりの病院数は 5.3、病床数は 868.1、医師
数は 116.5 人で、いずれも全国最下位かそれに近
い水準である 。この傾向は、それ以前もその後
14）

の情報提供」21）
⑦ 各病院及び病院経営主体のウェブサイトか
らの情報
以上を組み合わせて、筆者独自の集計用ファイ
ルをエクセル形式で作成した。

も変わっていない。埼玉県地域保健医療計画によ
ると、9 つの第二次医療圏のうち、いくつかの圏
域では病床不足が生ずる状況がうまれていた。埼
玉県が行った 1999 年の患者調査によると入院患者

（2）複合体の認識基準と病院経営主体の類型
化
先に述べた「医療・介護複合体」の定義に従って、

の流入率は 15.6％、流出率は 16.4％、外来患者では、

個々の複合体を特定する手順は、以下の通りであ

それぞれ 3.2％と 10.4％であった。全体としては流

る。なお、文中の介護施設とは具体的には介護老

出が流入を上まわっているが、入院患者の東京と

人保健施設（以下「老健」または「老健施設」
）

の関係だけは流入が流出を上まわっていることが

と介護老人福祉施設（以下「特養」または「特養ホー

特徴的である 。

ム」
）である。

15）

このように埼玉県は、古くからの地元の病院と

①まず『埼玉県病院名簿（平成 18 年 12 月 31 日

比較的新しい病院が混在しつつも受療上の流動性

現在）
』にある病院あるいは開設者のウェブサイ

は高く、かつ医療資源の不足状況から、病院チェー

トから同一経営主体による老健の経営の有無及び

ンの進出もある程度活発と見込まれ、研究目的に

県外での病院・介護施設経営の有無を確認した。

添って医療・介護複合体のうごきを研究するため

対象となる 294 の経営主体のうちウェブサイトが

には適当な地域と考えられる。

確認できなかったものが 36 あるが、これらは老健
の経営なし、あるいは、県外での病院・介護施設

４．調査の対象と方法

経営なしとした。また、病院経営主体の代表者が
同一人物の場合（具体的には名簿上同姓同名で

（1）研究に用いた資料
筆者は、二木の方法に学びつつ、2006 年 12 月
31 日現在の埼玉県内の病院及びその経営主体につ
いて調査し、その特徴を明らかにしようとした。
使用した名簿等の情報源は以下の通りである。
① 『埼玉県病院名簿（平成 18 年 12 月 31 日現
在）
』

16）

② 『 埼 玉 県 病 院 名 簿（ 平 成 8 年 12 月 31 日 現
在）
』

17）

ウェブサイト等で同一人と判断できる）
、それら
の経営主体は同一グループとして一つの経営主体
として集計した。
②次に、①の経営主体の代表者と同一の者が社
会福祉法人を設立し介護施設を経営しているかど
うかを「埼玉県社会福祉法人名簿」及び「さいた
ま市社会福祉法人名簿」を用いて調査し、該当す
る場合には、①の病院経営主体と同一グループと
して一つの経営主体として集計した。姓が同一で
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名が異なるが、資料から親族であることがはっき
りし、同一グループと判断しても差し支えないと
考えられる場合も、前記と同様の扱いをした注 4。
こうして作成した病院経営主体を次の５種類に
類型化した。

症病床のみを併せ持つ病院
ｃ．一般療養病院：一般病床と療養病床を併せ
持つ病院
ｄ．療養病院：療養病床のみの病院
ｅ．療養精神病院：療養病床と精神病床を併せ

ａ．病院単独型：病院一個のみを経営

持つ病院

ｂ．県内病院チェーン：県内のみで複数の病院

ｆ．精神病院：精神病床のみの病院

を経営
ｃ．県内病院介護チェーン：県内のみで複数の
病院・介護施設を経営

（4）10 年間の変化の調査
『埼玉県病院名簿（平成 18 年 12 月 31 日現在）
』

ｄ．県内外病院チェーン：県境を超えて複数の
病院を経営

と『埼玉県病院名簿（平成 8 年 12 月 31 日現在）
』
を対照して、1996 年から 2006 年までの 10 年間に

ｅ．県内外病院介護チェーン：県境を超えて病
院・介護施設を経営

おける、以下の病院の一覧を作成した。
① 新設病院（名称変更したものを除く真の新

このうち a の病院単独型（以下「単独型」
）を除
く b ～ e の４種類の経営主体が、筆者が言う
「医療・
介護複合体」
（以下「複合体」
）である。また、b

設病院）
② 廃止病院（名称変更したものを除く真の廃
止病院）

と c はローカルチェーン、d と e はリージョナル

③ 増床した病院と増床数

チェーンあるいはナショナルチェーンとも言え

④ 減床した病院と減床数

る。厳密には病院チェーンと病院介護チェーンを

⑤ 経営主体が変わった病院

一括して「医療・介護複合体」とすることは厳密

⑥ 経営主体の代表者が別の経営主体の代表者

さを欠くかも知れないが、病院経営主体による経
営活動を見るためには、区別しつつも統合して理

に変わった病院
更に、
「埼玉県介護サービス情報公表システム」

解する必要があると考えこのように類型化した。

によって、同じ 10 年間に介護施設を開設した病院

医療や介護の場合には県境を超えて展開している

経営主体を調査した。

ことには意味があると考え、区別した

。

注 5,6

４．調査結果
（3）病院の類型化
対象となる病院をその病床の種別に応じて以下
の６種類に類型化した。この分類は、
『平成 17 年

（1）2008 年時点の現状
①複合体の類型と数

医療施設調査・病院報告 上巻』 における分類を

表 1 は、経営主体の類型別に見た、開設者の種

参考に、筆者が独自に作成した。病床種別の組み

類ごとの数である。これによると、病院経営主体

合わせによって、病院経営主体内部での多角化を

の総数 294 のうち 92 が複合体であり、これは全体

みようとするものである。

の 31.3％にあたる。単独型の病院経営主体は 202、

22）

ａ．一般病院：一般病床のみの病院

全体の 68.7％である。複合体の類型をみると、県

ｂ．一般複合病院：一般病床と結核または感染

内病院介護チェーンが最も多く（53、18.0％）
、県

病院経営主体の「医療・介護複合体」化の進展とその特徴に関する研究
―埼玉県の事例から―

境を越えてチェーンを展開する経営主体も相当数

29

（80％）
、療養（52.5％）
、療養精神（83.3％）では

（30、10.2％）存在する。病院の開設者種類別に複

複合体が多数である。

合体の数を見ると、医療法人が最も多いが、他の
③病床とその類型

開設者にも複合体化の傾向が認められる。

表 3 は、経営主体の類型別に見た、病床の種類
②病院とその類型

ご と の 数 で あ る。 こ れ に よ る と、 病 床 の 総 数

表 2 は、経営主体の類型別に見た、病院の類型

63,285 床のうち 38,724 床が複合体のもとにあり、

ごとの数である。これによると、病院の総数 358

これは全体の 61.2％にあたる。県内外チェーンの

のうち 156 が複合体のもとにあり、これは全体の

もとにある病床は、全体の 27.6％である。病床の

43.6％にあたる。県境を超えて施設を展開するも

類型別で見ると、精神病床では複合体（49.8％）

の（県内外チェーン）のもとにある病院は 17.3％

と単独型（50.2％）が拮抗しているが、その他の

を占めている。病院の類型別で見ると、一般病院

病床は全て、複合体のものが 60％以上を占めてい

と精神病院では複合体は少数（35.6％、36.7％）で

る。

あるが、一般療養では単独型と拮抗し、一般複合

表１ 経営主体数（経営主体類型別・開設者種類別）
開設者種類

社会
公的
社会
その
保険 公益 医療 学校
医療
医療
福祉
他の 個人 複合 合計
関係 法人 法人 法人
生協
機関
法人
法人
団体

国
経営主体類型

構成比
（％）

単独型

0

9

1

6

161

1

2

0

0

22

0

202

68.7

県内病院チェーン

0

2

0

0

7

0

0

0

0

0

0

9

3.1

県内病院介護チェーン

0

3

0

0

46

0

1

1

0

0

2

53

18.0

県内外病院チェーン

3

0

0

1

7

3

0

0

0

0

0

14

4.8

県内外病院介護チェーン

0

2

1

1

11

0

0

1

0

0

0

16

5.4

合

3

16

2

8

232

4

3

2

0

22

2

294

計

68.7

31.3

100.0

注１：
「開設者種類」は厚生労働省『平成 17 年医療施設調査・病院報告 上巻』
（p.100，第 3 表）による（以下同じ）
。
注２：複合は「社会福祉法人と学校法人」及び「社会福祉法人と公益法人」の複合グループ。

表２ 病院数（経営主体類型別・病院類別）
経営主体類型・数

病院類型・数
数

一般

一般
療養

202

103

45

3

19

9

8

5

1

4

県内病院介護チェーン

53

18

26

6

県内外病院チェーン

14

10

2

3

類

型

単独型
県内病院チェーン

県内外病院介護チェーン
合

計

一般
複合

療養

療養
精神

構成比（％）

精神

合計

1

31

202

56.4

1

4

23

6.4

9

2

10

71

19.8

2

0

1

18

5.0
12.3

16

21

10

2

6

2

3

44

294

160

88

15

40

6

49

358

56.4

43.6

100.0
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（2）病院の新設と廃止

④臨床研修病院及び病院機能評価認定
表 4 は、経営主体の類型別に見た、機能別の病

表 5 は、1996 年 か ら 2006 年 ま で の 10 年 間 に、

院数である。これによると、特定機能病院はすべ

新設病院数、新設病床数、増床病院数、増床数を、

て複合体のもとにあり、地域医療支援病院は 6 病院

それぞれ単独型と複合体ごとに見たものである。

中 4 病院が複合体のもとにある。臨床研修指定病

また、表 6 は、同じく廃止病院数、廃止病床数、

院は、全体では 61 病院（全病院数の 17.0％）である。

減床病院数、減床数を、それぞれ単独型と複合体

そのうち、複合体の臨床研修指定病院は 48 病院

ごとに見たものである。これによると、新設病院

で、複合体の病院全体の 30.8％であり、県内病院

数は 28、廃止病院数は 43 病院である。新設病院の

介護チェーンを除く各類型で 30％を超えている。

うち複合体によるものは 13 病院（46.4％）であり、

単独型の臨床研修指定病院は 13 病院で、単独型の

新設病院数では単独型（15 病院）が若干上まわっ

病院全体の 6.4％にあたる。病院機能評価の認定病

ている。表 7 は、新設病院の内訳であるが、単独

院は、全体では 84 病院（全病院数の 23.5％）である。

型による新設病院のうちの 7 病院は精神病院、他

そのうち、複合体の認定病院は 56 病院で、複合体

は一般病院が 7、療養病院が 1 である。複合体によ

の病院の 35.9％であり、県内外病院チェーンを除

る新設病院の内訳は、一般病院 3、一般療養病院 4、

く各類型で 30％を超えている。単独型の認定病院

療養病院 3、精神病院 3 である。

は 28 病院で単独型の病院の 13.9％にあたる。

廃止病院のうち複合体のものは 2 病院（4.7％）

表３ 病床数（経営主体類型別・病床種類別）
経営主体類型

病床種類

単独型

一般

療養

精神

結核

感染症

合計

構成比（％）

12,356

4,940

7,235

20

10

24,561

38.8

県内病院チェーン

2,467

1,428

1,122

51

0

5,068

8.0

県内病院介護チェーン

7,825

3,750

4,537

32

24

16,168

25.5

県内外病院チェーン

4,191

709

312

150

0

5,362

8.5

県内外病院介護チェーン

8,399

2,499

1,198

20

10

12,126

19.2

35,238

13,326

14,404

273

44

63,285

合

計

38.8

61.2

100.0

注１：
「病床種類」は厚生労働省『平成 17 年医療施設調査・病院報告 上巻』(pp.110-111，第 11 表）による（以下同じ）
。

表４ 病院数（経営主体類型別・病院機能別）
経営主体類型
単独型

病院数

特定機能

地域医療
支援

臨床研
修指定

同取得率
（%）

病院機
能評価

同取得率
（%）

202

0

2

13

6.4

28

13.9

県内病院チェーン

23

0

1

7

30.4

8

34.8

県内病院介護チェーン

71

1

1

10

14.1

27

38.0

県内外病院チェーン

18

1

1

10

55.6

3

16.7

44

0

1

21

47.7

18

40.9

358

2

6

61

17.0

84

23.5

県内外病院介護チェーン
合

計

注１：
「取得率」は、同一の経営主体類型の中での該当病院数の比率
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であり、廃止病院数は単独型が 41 病院と、圧倒的

様に、減床数のほとんどは単独型の病院によるも

に 多 い。1996 年 当 時 の 単 独 型 病 院 259 の う ち

のである。

15.8％が廃止されたことになる。

新設以外の病院のうち、増床した病院は 91 病院
である。そのうち複合体は 57 病院、単独型は 34

（3）病床の増加と減少

病院で、それぞれの 2006 年の病院数に対して、複

同じく表 5 及び表 6 によると、10 年間の新設に

合体では 36.5％が、単独型では 16.8％が 10 年の間

よる病床の増加数は 4,265 床である。そのうち複

に増床したことになる。新設以外での病床の増加

合体は 2,428 床（56.9％）
、単独型は 1,837 床（43.1％）

総数は 5,579 床である。そのうち複合体は 4,150 床

で、新設病院数とは逆の比率となっている。廃止

（74.4％）
、単独型は 1,429 床（25.6％）で、複合体

による病床の減少を見ると、総数は 2,215 床であ

による増床は単独型によるものの約 3 倍である。

る。そのうち複合体は 202 床（9.1％）
、単独型は

新設以外の病院のうち、減床した病院は 120 病

2,013 床（90.9％）となっており、廃止病院数と同

院である。そのうち複合体は 47 病院、単独型は 73

表５ 病院の新設数及び増床数（96 年− 06 年）
経営主体類型

病院数等

新 設
病院数

構成比
（%）

新 設
病床数

構成比
（%）

増 床
病院数

構成比
（%）

増床数

構成比
（%）

単独型

15

53.6

1,837

43.1

34

37.4

1,429

25.6

複合体

13

46.4

2,428

56.9

57

62.6

4,150

74.4

合

28

100.0

4,265

100.0

91

100.0

5,579

100.0

構成比
（%）

減床数

構成比
（%）

計

注 1：｢ 増床病院数」とは、既設の病院のうち、病床数を増やした病院数
注 2：｢ 増床数」とは、既設の病院が増やした病床数

表６ 病院の廃止数及び減床数（96 年− 06 年）
経営主体類型

病院数等

廃 止
病院数

構成比
（%）

廃 止
病院数

構成比
（%）

廃 止
病院数

単独型

41

95.3

2,013

90.9

73

60.8

1,638

41.2

複合体

2

4.7

202

9.1

47

39.2

2,335

58.8

合

43

100.0

2,215

100.0

120

100.0

3,973

100.0

計

注 1：｢ 減床病院数」とは、既設の病院のうち、病床数を減らした病院数
注 2：｢ 減床数」とは、既設の病院が減らした病床数

表７ 病院の種類別新設病院数（96 年− 06 年）
一般

一般
療養

一般
複合

療養

療養
精神

精神

合計

単独型

7

0

0

1

0

7

15

県内病院チェーン

0

0

0

0

0

1

1

県内病院介護チェーン

3

3

0

1

0

0

7

県内外病院チェーン

0

0

0

1

0

0

1

県内外病院介護チェーン

0

1

0

1

0

2

4

10

4

0

4

0

10

28

経営主体類型

合

計

病院の種類
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病院で、それぞれの 2006 年の病院数に対して、複

③介護施設の開設による複合体の形成

合体では 30.1％が、単独型では 36.1％が 10 年の間

96 年の時点で、単独型であったものが、介護施

に減床したことになる。新設以外での病床の減少

設の開設によって複合体化したものは、27 例（27

総 数 は 3,973 床 で あ る。 そ の う ち 複 合 体 は 2,335

病院）である。その内訳は、老健施設開設による

（58.8％）
、単独型は 1,638 床（41.2％）で、複合体、

ものが 26 例、特養開設によるものが 1 例である。

単独型ともに 30％を超える病院が減床しており、

これに伴って単独型から複合体へ移行した病床数

減床数における複合体と単独型との比率は、増床

は、4,118 床である。

の場合ほどの開きはない。

（5）既成複合体による他の病院経営主体の買
（4）新たな複合体の形成

注7

収

表 8 は、96 年から 06 年までの 10 年間の新たな

表 9 では、既成複合体による他の経営主体の買

複合体の形成数、病院数、病床数を、それぞれ要

収事例を示した。96 年からの 10 年間に、経営主体

因別に示したものである。新たに形成された複合

の代表者が交代し、新しい代表者を別の経営主体

体は 29 であるが、その要因別に見た内訳は以下の

の代表者が兼ねる注 10 例が、6 例（8 病院）ある。こ

とおりである。

れは、前記
（4）②の病院の買収とは異なり、経営
主体そのものが買収され、代表者の兼務によって

①病院の新設による複合体の形成
既述のとおり、2006 年現在の複合体の病院のう

同一のグループになったことを意味している。こ
れらの事例では、買収側の経営主体は、3 つ注 11 で、

ち、1996 年からの 10 年間に新設されたものは、13

全て既成の複合体なので、複合体の新たな形成で

である。そのうち、病院新設によって単独型から

はないが、複合体の拡大を示す重要な事例である。

複合体に変化したものは、1 例（1 病院）のみであ

また、被買収側の経営主体６つのうち、3 つが単

る。他の 12 病院の新設は既成の複合体によって行

独型、3 つが複合体であった。これに伴って単独

われたものである。

型から複合体へ移行した病床数は、445 床である。

②病院の買収による複合体の形成

（6）病院及び病床のシェアの変化

2006 年現在の病院のうち、1996 年からの 10 年

表 10 は、10 年間の病院数及び病床数の単独型

間に経営主体が変わった注 8 ものが 31 病院ある。こ

と複合体によるシェアの変化を示したものであ

のうち、実質的な変更と認められるものは、11 病

る。これによると、複合体の病院数は 114 から 156

院である 。この 11 病院は、買収されたものと考

へと増加し、シェアは 30.6％から 43.6％へと 13％

えられるが、これによって新たな複合体が形成さ

上昇した。逆に、単独型の病院数は 259 から 202

れたのは 1 例（1 病院）だけである。別の言い方を

へと減少し、シェアは 69.4％から 56.4％へと低下

すれば、10 年間で病院買収によって複合体が形成

した。

注9

された例は、1 例ということになる。これに伴っ

病 院 数 で は、 複 合 体 の 病 床 数 は 29,953 か ら

て単独型から複合体へ移行した病床数は、167 床

38,724 へと増加し、シェアは 50.2％から 61.2％へと

である。

11％上昇した。単独型の病床数のシェアは 49.8％
から 38.8％へと低下した。

病院経営主体の「医療・介護複合体」化の進展とその特徴に関する研究
―埼玉県の事例から―

５．考察：
「医療・介護複合体」の拡大が
意味するもの
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①サービスの「量」と「ひろがり」の双方におけ
る複合体の位置（シェア）の大きさ
既述のとおり、本調査時点で、埼玉県内で病院

（1）医療サービスの主たる担い手としての
「医

を経営する病院経営主体のうち 31.4％が何らかの

療・介護複合体」

形での医療・介護複合体であり、そのもとにある

次に、以上の概括をふまえて、いくつかの特徴

病院は全体の 43.6％、複合体のもとにある病床は

をあげておきたい。その第 1 は、少なくとも埼玉

全体の 61.2％である。トータルなシェアだけでは

県においては、
「医療・介護複合体」は医療サー

なく、病床の種類や病院の類型の全てにわたって

ビスの主たる担い手である、ということである。

複合体の病院は存在し、それぞれで大きなシェア

その理由は、次の 3 点である。

を占めている。

表８ 新たな複合体の形成要因と経営主体数、病院数、病床数（96 年− 06 年）
複合体となった経営主体数

病院数

病院の新設によるもの

新たな複合体の形成要因

1

1

240

病院の買収によるもの

1

1

167

介護施設の新設によるもの

27

27

4,118

合

29

29

4,525

計

病床数

表９ 既成複合体による他の経営主体の買収事例数、病院数等（96 年− 06 年）
買収側の複合体

被買収側の経営主体（類型）

① Ａグループ（複合体）
② Ｂグループ（複合体）
③ Ｃグループ（複合体）
合

病院数

病床数

ａ）医療法人ａ会（単独型）

1

155

ｂ）医療法人ｂ会（単独型）

1

136

ｃ）医療法人ｃ会（複合体）

2

355

ｄ）医療法人ｄ会（複合体）

1

176

ｅ）医療法人ｅ会①（単独型）

1

154

ｆ）医療法人ｆ会②（複合体）

2

501

６

8

1,477

３

3

445

計

単独型から複合体への移行数
＝ a）
＋ b）
＋ e）

注１：買収側の複合体は、複数の医療法人が同一代表者のもとで１つのグループとなっているものである。
いずれも 96 年時点で既に形成されていた。
注２：病院数は県内のみの数字。ｄ会とｆ会は県外でも病院を経営している。

表 10 病院数及び病床数のシェアの変化（96 年− 06 年）
96 病院数

構成比
（％）

96 病床数

構成比
（％）

06 病院数

構成比
（％）

06 病床数

構成比
（％）

単独型

259

69.4

29,676

49.8

202

56.4

24,561

38.8

複合体

114

30.6

29,953

50.2

156

43.6

38,724

61.2

合

373

100.0

59,629

100.0

358

100.0

63,285

100.0

計
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②各種開設者へのひろがり

である。

複合体の中心は医療法人であるが、他の種類の
開設者にもひろく複合化の傾向が認められる。複

②単独型から複合体への移行（新たな複合体の形

合体の形成は、医療法人のみの特有な現象ではな

成）

いということである。国公立と民間を区別しない

複合体のシェア増加の二つ目の要因は、単独型

筆者の方法は、問題を残すとも言えるが、複数の

から複合体への移行、すなわち新たな複合体の形

病院や介護施設の一体的な経営という視点から、

成である。ここには、既述のとおり、病院の新設、

共通するものを考える上では、必要なことでもあ

病院の買収、介護施設の新設注 13 の三つのパターン

るというのが筆者の考えである注 12。

が認められるが、最も顕著なものは、介護施設（特
に老健施設）の開設によって複合体化するケース

③医療サービスの質の高さ

である。

臨床研修病院であるか、あるいは、病院機能評
価の認定を取得しているかは、病院の機能が一定

③複合体自体の拡大

の水準を満たしているかどうかの指標になり得る

複合体のシェア増加の三つ目の要因は、複合体

が、この 2 条件の充足は、複合体の病院が、単独

自体の拡大である。ここでは既存病院（96 年時点

型を凌駕している。臨床研修病院全体及び病院機

の）の増床、病院経営主体の買収の二つのパター

能評価認定病院全体の中での複合体の比率、及び、

ンが認められる。より大きな影響を与えたものは、

複合体の病院の中での臨床研修病院と病院機能評

既存病院（96 年時点の）の増床である。96 年時点

価認定病院の比率は、単独型のそれぞれの比率を、

に比べて、病院の新設数、新設に伴う病床の増加、

はるかに上まわっている。

及び、既存病院の減床については、複合体と単独
型で、大きな差がない中で、既存病院の増床（規

（2）継続する流れとしての
「医療・介護複合体」
の形成と拡大

模拡大）数では、複合体が単独型を凌駕し、双方
のシェアの変化に影響した。また、既成の複合体

第 2 の特徴は、
「医療・介護複合体」の形成と拡

が、病院買収によって拡大する例は、今回の調査

大は、継続する流れである、ということである。

では認められなかったが、経営主体ごと買収する

96 年から 06 年までの 10 年間で、単独型は著しく

事例は、いくつか見られた。

衰退し、複合体は病院数でも病床数でもそのシェ

医療供給の総量規制が今後も続く中では、
「医

アを拡大した。その要因は、次の 3 つに集約でき

療・介護複合体」の形成と拡大は、形が変わるこ

る。

と（例えばＭ＆Ａの増加など）はあっても、今後
も続くと思われる注 14。

①単独型病院の廃止
複合体のシェア増加の大きな要因の一つは、単
独型の病院の廃止（41 病院）である。単独型の病

（3）病院経営の多角化としての「医療・介護
複合体」

院は廃止によって 18.0％減少し、病床は 6.8％減少

第 3 の特徴は、
「医療・介護複合体」は、病院経

した。これに比して、複合体の病院廃止（2 病院）

営の多角化として捉えられるということである。

による影響（減少率）は、病院で 1.8％、病床で 0.7％

病院経営主体における病院構成を見ると、当然の

病院経営主体の「医療・介護複合体」化の進展とその特徴に関する研究
―埼玉県の事例から―

ことながら、一般病院と療養病院を併せ持つパ
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くくりとしたい。

ターンが多く見られる。また、10 年間で新たに形

①複合体における公的なものと民間との区別に

成された複合体の殆どは、単独型の病院が老健施

よる差異、介護施設の側から経営主体を見る研究

設を開設したことによる。これは、現在の医療政

も必要である。ローカルチェーンとリージョナル

策の重点である病院の機能別再編成への対応であ

チェーンとの差異、
「病院 1 と老健 1」の最小ユニッ

るとともに、一般企業に見られる経営の多角化に

トをはじめ類型ごとの詳細についても同様であ

類似するものである。経営体内部での病院・施設

る。

構成を多様化することによって、多角化のメリッ

②今回の調査では、Ｍ＆Ａに類するものが 6 例

トと言われる、効率的な資源配分と需要への対応、

あったが、これは病院経営主体の代表者の交代に

管理経費の節約等が期待できるからである。二木

のみ着目したものである。二木による「2000 年以

も、こうした状況を、
「試論」としながらも「水

降以降日本でも病院のＭ＆Ａによる病院チェーン

平統合」
「垂直統合」
「範囲の経済」等として指摘し、

と複合体の拡大がかなり進んでいる」注 16 との指摘

「複合体」の経済的効果としている 23）。
加えて筆者は、病院経営主体のガバナンスのあ
り方が問われていることを指摘したい。それは、

もあり、代表者のみならず、理事の兼務等にまで
ひろげた調査が必要であろう。
③さらに、筆者の関心に引き寄せて言うならば、

複合体の病院や介護施設は、病院の範囲を超えて

ガバナンスの構造と病院経営主体の行動、それを

一体的に経営されており、その規模からも、医療

媒介にした医療費の動向の研究も今後の課題であ

費及び介護費全体に大きな影響を与えていると考

る。

えられるからである注 15。

６．おわりに：本研究の限界と今後の課題

謝

辞

本論文は、医療経済学会第 3 回研究大会（2008 年 7
月 19 日）において、一般演題として発表したものを

本稿では、筆者は、地域医療計画の単位である

もとに作成された。発表に先だって、指導教官である

県の範囲での病院の動向から、
「医療・介護複合体」

日野秀逸教授から助言をいただき、ゼミの同僚からも

化を軸とした病院経営主体の変化と現状を研究し
た。今回明らかになった特徴が、全国共通のもの
なのかは、今後の研究に待たねばならない。その
意味では、病院経営主体全体の動向を知るには、

適切な示唆をいただいた。また、同研究大会当日の発
表に際しては、指定討論者であった日本福祉大学大学
院の二木立教授から、筆者の研究の長所及び短所にわ
たって懇切なコメントをいただいた。記して感謝の意
を表したい。

今回の研究はいまだ端緒的なものである。しかし
ながら、大チェーンの動向からではなく、個々の

注

病院と地域全体に焦点を当てることによって、
「医

１ 病院を開設し、経営する主体には「開設者」
「開

療・介護複合体」が、単に目立つ存在ではなく、
地域医療の主要な担い手であり、
「医療・介護複
合体」の形成と拡大が進んでいることの一端は示
し得たものと考える。今後に残された課題が多い
ことは言うまでもない。いくつかをあげて、締め

設法人」等の呼称も用いられるが、複合体の形成と
いう企業的側面を強調する意味でも本稿では病院経
営主体という呼称を用いる。
２ 二木は、前掲書で「光の面」として経済的効果な
どを、
「影の面」として地域独占などをあげている（同
書、pp.36-43）
。

36

医療経済研究

Vol.21 No.1 2009

３ 都道府県の範囲の全数を対象とする研究は、二木
によって京都府を対象として既に行われている

り、X 及び Y が A グループになるという場合であ

。

る。

12,13）

二木の調査は、介護保険事業者の全体像を、その設

この 3 つの複合体は表 9 に記号で示してあるが、

11

立母体にまでさかのぼって明らかにしたものであ

関東地方では良く知られた大チェーンである。表 9

り、この中で京都府内の私的病院チェーンの全体像

は、大グループが、複合体も含む他の経営主体を自

も明らかにしている。筆者の研究とは、目的や調査

グループに吸収して更に大きくなって行った例であ

の範囲が重なる部分とともに異なる部分もある。筆

る。

者の研究は、埼玉県内の私的公的を問わず全ての病

12 本稿のもととなった学会発表（医療経済学会第 3

院を対象にしている、また、埼玉県内では 1 病院し

会研究大会、2008.7.19）において指定討論者であっ

か経営していなくとも県外でも病院を開設している

た二木立氏より国公立病院と私的病院とは「ガバナ

場合は、複合体の病院として認識している。しかし、

ンス（構造）
」がまったく異なることや規模別の検

いずれにせよ二木の研究は都道府県への着眼も含め

討の必要性を指摘された。もっともな指摘として今

て先駆的なものである。
４ 同一グループと判断したのは、病院や介護施設が

後の研究に生かしたい。
13 論理的には「介護施設の買収」があり得るが、今

近接した住所にある場合やウェブサイトで同一グ
ループと公表している場合などである。

回の調査では把握しきれていない。
14

５ 病院経営主体には、国、自治体、医療法人など多

例えば、96 年から 06 年までの 10 年間に、病院経
営主体が開設した老健施設は、41 施設であるが、

様な形態が含まれるが、ここではその差異は無視し

これらの開設時期を介護保険実施の 2000 年以前と

てある。例えば、埼玉県は 6 つの県立病院を経営し

2001 年以後とに分けて見ると、それぞれ 24 施設と

ており「県内病院チェーン」に分類されている。国

17 施設になり、病院経営主体による老健施設の開

立病院機構は「県内外病院チェーン」である。

設が介護保険実施を前にした駆け込み的なものでは

６ 診療所のみの複合体あるいは診療所と介護施設を

ないと考えられる。

経営する複合体は対象外になっている。病院と診療

15 現に、同一の病院経営主体が複数の施設を経営す

所の複合体、在宅介護サービスも考慮外である。県

ることに着目した規制は、既にいくつか行われてい

外で病院を経営し、県内で介護施設を経営している

る。同一法人による保険調剤薬局の開設規制など

複合体も除かれている。つまり、本研究はあくまで、
埼玉県内の病院が、どのような経営主体によって経
営されているかに焦点をあてた研究である。
７ ここでの集計対象は、ローカルチェーン（表 1 の

が、それである。
16

前記、医療経済学会研究大会における指摘であ
る。

②③）に限られている。理由は、県外における病院
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Transformation of Hospital Managing Organizations into
Medical-nursing Complexes
Hiroshi Oono*

Abstract
This paper examines the characteristic of managing organizations that operate multiple hospitals or hospitals
and nursing homes. In particular, it focuses on their market shares in terms of the total number of hospitals and
beds they operate, the establishment of such medical-nursing complexes, etc. The number of hospitals in Japan has
been decreasing continuously, reflecting the keen competition among hospitals and the government’
s restructuring
of the national health care system. In spite of this severe market climate, there has been a noteworthy growth in
hospital chains and health and medical welfare complexes. Thus, it is obviously important to understand the
characteristic features and operations of the various managing organizations that run hospitals.
For this paper, the author analyzed all of the 358 hospitals in Saitama Prefecture and found that they are
governed by 294 managing organizations. Over 40% of the hospitals and over 60% of hospital beds are under the
governance of medical-nursing complexes. From 1996 to 2006, these medical nursing complexes have increased
their share in terms of total number of hospitals by 13% and the total number of beds by 11%. Furthermore, 29 new
medical-nursing complexes were set up, and there were 6 mergers and acquisitions.
Based on the results of this research, the author summarizes his findings as follows:
(1) The medical-nursing complexes are the current market leaders in hospital services.
(2) The expansion of medical-nursing complexes will continue.
(3) The formation and expansion of medical-nursing complexes can be understood as a diversification of the
medical business.
［key words］medical-nursing complex, diversification of medical business
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医師の診療に関わる
労働時間の測定に関する研究
金村

政輝＊ 1

伊藤

恒敏＊ 2

木村

秀樹＊ 3

本郷

道夫＊ 4

抄

小笠原

博信＊ 3

録

背

景：我が国では、近年、医師の労働時間に関する調査結果がいくつか報告されている。しかし、いずれもアンケート
調査であり、1996 年以降、実測調査は行われてはいない。
目 的：医師の診療に関わる労働時間の実測調査を行うとともに、アンケート調査を行い、実測調査との比較を行うこと
を目的とした。
方 法：救急告示を受け、臨床研修指定を受けている 3 病院の外科医師 16 人を対象に連続 5 日間、9 時から 16 時までの間、
計測員による直接観察法により実測調査を行った（すべて男性、31 ～ 59 歳、平均年齢 44.6 歳）
。また、2 病院の医師 10
人を対象にアンケート調査を行い（すべて男性、31 ～ 56 歳、平均年齢 42.1 歳）
、実測値と比較した。
結 果：全観察時間 20,049 分の 69.5% に該当する 13,931 分について直接観察・記録を行い、このデータについて分析を行っ
た。医師が仕事を行った場所は外来 55.6%、ナースステーション 16.7%、病室 9.7% で、全体の 82.0% を占めた。患者と
直接対面した時間は、外来では 64.3%、病棟（病室及びナースステーション）では 38.8% であった。外来における患者
1 人当たりの診療時間は、直接対面あり 6.3 分、直接対面なし 3.5 分、合計 9.9 分であった。病棟では、直接対面あり 1.7 分、
直接対面なし 2.9 分、合計 4.6 分であった。患者と直接対面した診療時間において実施された業務は、問診（外来 77.7%、
病室 72.6%）、説明（94.4%、56.8%）、身体診察（64.7%、41.1%）
、創部消毒・処置（6.1%、16.8%）
、記録・データ確
認（72.4%、3.4%）、コンピュータ操作（61.0%、0）
、伝票・書類作成（25.3%、0.3%）
、紙カルテ記入（57.9%、0.3%）
であった。直接観察が可能であった時間帯を対象にアンケート調査による労働時間の自己申告値と実測調査による実測
値を実測比（＝自己申告値 / 実測値）として計算すると、外来、病棟診療ともにほぼ 1 であった（外来；平均値 0.98
［95%CI;0.91-1.06］、病棟；平均値 0.94［95%CI; 0.76-1.13］
）
。
結 論：実測調査によって、患者と直接対面している時間、患者と直接対面しない時間を計測することができること、また、
どのような診療行為や作業がどの程度行われているのかを測定することができることが判明した。しかし、実測調査を
すべての時間において実施するためには、医師の協力、計測員の確保、費用の観点で非常に困難を伴うものであること
が判明した。今回の調査結果では、外来及び病棟診療での医師の労働時間は、自記式アンケート調査によってある程度
まで代替できる可能性が示唆された。
キーワード：医師不足、労働時間、業務量、労働力、実測調査、タイムスタディ、診療行為

１．はじめに

＊ 1 東北大学病院総合診療部講師
＊ 2 東北大学大学院医学系研究科発生生物学分野教授
＊ 3 元 東北大学大学院医学系研究科地域医療システム学（宮
城県）寄附講座助教
＊ 4 東北大学病院総合診療部教授

近年、医師不足が深刻な社会問題となっており、
病院の勤務医における業務量の増大や長時間労働
が指摘されている 1）。柴田ら 2） は、国の統計資料
である医療施設調査及び病院報告のデータを用
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い、1995 年から 2005 年の間で、入院・外来患者数

しかし、我が国で行われた調査を振り返ると、

の増加はないものの、手術件数及び検査件数の急

実測調査を行った高松ら 8）の調査は 1996 年行われ

激な増加があることを指摘している。医師の労働

たものであり、それ以降では実測調査は報告され

時間についても、近年、様々な調査結果が報告さ

ていない。また、近年報告された調査結果はすべ

れている

てアンケート調査である 3 〜 5）。

。しかし、いずれもアンケート調査

3 〜 5）

であり、実測調査は行われてはいない。

実測調査は、データの豊富さと正確性において

医師が患者とどの程度対面して業務を行ってい

アンケート調査より優れていると考えられる。し

るのかについては、平成 10 年に病院勤務医を対象

かし、計測員を確保し、トレーニングを行い、そ

にしたアンケート調査が行われている 。病棟診

して実際に調査を行うという手間がかかる。その

療での直接対面によって行われている診療の時間

ため、時間を要し、費用もかさむため、実施が困

は全体の 82.4 ～ 89.0% であった。後藤らはアンケー

難であることが予想される。また、これらの問題

ト調査を行い、診療時間と患者数から患者 1 人当

を解決し、実施することができたとしても、どの

たりの診療時間を算出し、外来診療では 11.8 ～

ような事項についてどの程度まで測定できるのか

12.3 分、病棟診療では 9.7 ～ 13.5 分と算出した 。

ということについては定かではない。費用が少な

高松らは、外来診療のビデオ撮影により患者が診

い、あるいは、対象者からの協力が限定的である

察室に滞在している時間を測定し、平均 9 分 44 秒

場合には、限られた調査期間で、限られた対象者

と報告している 。

に対してしか調査を実施できない状況が考えられ

6）

7）

8）

近年、医師の業務量や労働時間の管理は、病院

る。

のマネジメントの観点から重要な課題と認識され

一方、アンケート調査は、データ収集の簡便性

てきている。病院には、医師をはじめとして多種

については実測調査より優れていると考えられ

多様な職種が働いているが、職種別に労働時間を

る。時間、費用のいずれについても実測調査より

測定し（タイムスタディ）
、原価を計算することで、

実施が容易である。また、調査期間については任

病院経営の改善に役立てようとする取り組みも始

意の設定をすることが容易であり、調査対象者か

まりつつある 。しかし、我が国では医師を対象

らも比較的協力を得やすいと考えられる。しかし、

とした調査は少なく、これまで報告された調査結

アンケート調査では回答者が思い出して記入する

果

もほとんどがアンケート調査によるもので

という作業を伴うため、リコール・バイアスの影

あり、実測調査はビデオ撮影による高松らの調査

響を含めた回答の正確性の問題がある。また、調

結果しかない 。

査結果が回答率の影響を受けることが否定できな

9）

3 〜 7）

8）

2008 年の診療報酬改定では、外来管理加算の意

い。回答率を高めるためには、記入事項を少なく

義付けについて見直しが行われた。俗に言う「5

し、回答者の負担を減らすことが必要となるが、

分ルール」であり、
「医師が実際に概ね 5 分を超え

記入事項を絞り込むことはそれだけ情報量を低下

て直接診察を行っている場合に算定できる」と規

させることにつながる。

定されている。日本病院会が厚生労働省の受託事
業の一貫として、タイムスタディを行う予定との

２．目的

報道もあり 、医師の労働時間の実測調査につい
10）

て関心が高まっている。

本研究では、近年、我が国において医師の労働

医師の診療に関わる労働時間の測定に関する研究

時間について実測調査が報告されていないことに
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病院は含まれていない。

鑑み、現在の医療環境における実測調査として調
査を行うことで、どのような事項についてどの程

（2）実測調査方法の開発

度まで測定できるのかを明らかにすることを第一

米国ではいくつかの先行研究 11 〜 14）があるが、具

の目的とした。そして、実測調査と同時にアンケー

体の方法についての記載が少なく、参考となる情

ト調査を行い、実測調査との比較を行うことで、

報を入手することはできなかった。一方、我が国

その正確性について新しい知見を得ることを目的

では 1998 年から笹原、大野らによって看護師を対

とした。

象とした労働時間の実測調査が継続的に行われて
おり、そのノウハウが報告されている 15 〜 17）。そこ

３．対象と方法

で、これらのノウハウを参考に実測調査の方法を
検討した。その上で、東北大学病院において事前

（1）調査対象病院

調査を行い、記録票の開発を行った。

外科は、医師数人がチームを組んで診療を行な

医師は外来、病室、ナースステーション、検査

うスタイルが伝統的な診療パターンとなっている

室、手術室、集中治療室、医局など院内のさまざ

ため、病院内における医師間の診療内容の差異は

まな場所でさまざまな診療行為や作業を行ってい

それほど大きくはないものと考えられる。また、

る。そこで、医師のいる場所に着目することで、

外科領域では、医療法上標榜可能な診療科は、外

それぞれの時間を正確に測定できると考えられ

科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科だけで

た。また、外来と病棟においては、患者の入室・

あり、小児外科を除けば、内科から紹介される患

退室、あるいは、医師の入室・退室によって区切

者や外傷患者を対象に診療を行うという基本的な

る事が可能であることから、患者と直接対面して

診療パターンがあり、しかも、心臓血管外科や呼

いる時間、患者と直接対面しない時間を計測する

吸器外科は、外科領域の中でもサブスペシャリ

こととした。

ティとして位置付けられているため、外科におけ

しかし、多くの患者の診療を行っている外来や

る診療内容については内科ほど大きな違いがない

病棟において医師の行動を詳細に観察したとこ

ものと考えられる。そこで、宮城県内の外科を標

ろ、複数の行為や作業が同時並行的になされてい

榜し、救急告示を受け、臨床研修指定を受けてい

ることが判明した。また、外来で作成される書類

る病院を対象とした。宮城県内には、平成 19 年 4

として、診療録、検査伝票、処方箋、紹介状があ

月の時点で 10 の医療圏に 145 病院が存在する。①

げられるが、これらは、紙の用紙とコンピュータ

外科標榜、②救急告示、③臨床研修指定の 3 つの

（PC）からの印刷によるものが混在しており、医

条件を満たす病院は 20 病院あり、そのうち、11 病

師は筆記と PC 端末への入力・印刷などの作業を

院がひとつの医療圏に集中していた。そこで、同

並行して行っていた。さらに、患者が退室した後、

一の医療圏にあるこの 11 病院のうち、調査への協

診療録への詳細な記録や、伝票作成の完了、紹介

力を打診し、病院長及び外科部長の協力が得られ

医師に対する返礼状作成などが行われていた。こ

た 3 病院を調査対象とした。この 3 病院の病床数

れらのひとつひとつについて、時間を計測し、記

はいずれも一般病床が 300 床以上の病院であった。

録することは困難であると考えられた。そこで、

なお、この 3 病院には、特定機能病院である大学

外来と病棟のそれぞれにおいてどのような診療行
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為や作業がどの程度行われているのかを測定する

とし、医師に次の予定を確認するか、医師から連

こととし、あらかじめいくつかの行為群を設定し、

絡をもらい観察・記録を再開することとした。ま

観察の際に確認された診療行為・作業の有無を記

た、連絡の行き違いや患者の容態等により医師が

録することとした（表 1）
。

診療をしている事態も想定されたため、直接観察

その上で、調査対象病院と意見調整を行った。

できない場合には、計測員が 30 分おきに外来と病

その結果、医師の協力、部屋の広さ、感染や放射

棟を巡回し、観察・記録の漏れができる限り少な

線の曝露などの理由から医師が医局、手術室、放

くなるようにした。

射線検査室などの検査室に滞在する時間において

計測員は、東北大学医学部学生から募集した。

は、直接観察は行わないこととした。1 対 1 での観

観察・記録の方法についてのマニュアルを作成し、

察・記録は、医局・手術室・検査室への入室まで

東北大学病院の外来診察室及び病棟において、医

表１ 勤務医の労働実態に関する調査票

医師の診療に関わる労働時間の測定に関する研究

師による診察場面のシミュレーションを行い、観
察・記録の方法の標準化を図った。この事前講習
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（6）集計・分析
計測員が医師の滞在場所、時刻について直接、

を受講した学生を計測員として採用した（男性 10

観察・記録を行うことができた時間（直接観察時

人、女性 16 人）
。

間）を分析に用いた。このうち、外来診療及び病
棟診療に従事する時間については、患者と直接対

（3）アンケート調査票（self-recorded diary）
アンケート調査では、実測調査との比較が可能

面する時間と直接対面しない時間を算出した。患
者と直接体面する時間については、実測値を用い、

なように診療の行われる場所に着目し、そこでの

患者 1 人当たりの診療時間を算出した。患者と直

医師の滞在時間を調査した（表 2）
。東北大学病

接対面しない時間については、合計時間を全患者

院での事前調査において、3 人の医師に協力を依

数で除し、1 人当たりの診療時間を算出した。

頼し、実際に 1 週間記録をしてもらい、回答のし

外来診療と病棟診療における業務内容について

やすさ、負担についてヒアリングを行い、調査票

は、直接観察によって確認された診療行為・作業

の修正を行った。

の行為群のそれぞれについて、その出現頻度を算
出した。

（4）対象者の選定
対象病院の外科部長及び事務長の協力を得て、

アンケート調査のうち実測調査を行った時間
帯（9 時から 16 時）を対象に、外来診療及び病棟

文書を提示して調査方法を説明し、同意の得られ

診療の時間について比較を行った。アンケート調

た常勤の医師（外科医）を調査対象者とした。実

査による診療時間を自己申告時間、実測調査によ

測調査については 3 病院すべてから協力が得られ

る時間を実測時間とし、その比（実測比＝自己申

た。アンケート調査については 2 病院から協力が

告時間 / 実測時間）を算出した。実測比について

得られた。実測調査の対象は 16 名、すべて男性で

は平均値及びその 95% 信頼区間を算出し、関連の

ある。年齢は 31 ～ 59 歳、平均年齢 44.6 歳であった。

ある 2 標本の t 検定を行った。データの入力には

また、アンケート調査の対象は 10 名である。年齢

Microsoft Excel 2003 を用い、集計・分析及び t 検

は 31 ～ 56 歳、平均年齢 42.1 歳であった。なお、

定には SPSS ver14.0 を用いた。

臨床研修医は対象に含まれてはいない。

（7）倫理的な配慮及び個人情報の取り扱い
（5）調査の実施

本調査では、計測員が患者に直接働きかけたり、

調査は平成 20 年 3 月に行い、1 病院について月

診療行為に介入することはないため、倫理的な問

曜日から金曜日までの連続 5 日間を調査対象期間

題は発生しない。しかし、診察の場面に立ち会う

とし、9 時から 16 時までの時間帯において調査を

形になるため、偶然知りえた個人情報について適

行った。ただし、1 病院については調査対象期間

切に対応することが求められる。本調査において

中、祝日が 1 日含まれていたため、当該祝日を除

は、患者のデータを必要とはしないため、患者の

く 4 日間で調査を行った。アンケート調査は、実

情報については一切記録しないこと、偶然知りえ

測調査と同じ期間に行い、調査対象期間の終了後、

た個人情報であっても口外しないことを義務付

調査票を回収した。

け、事前調査の段階から徹底した。また、身体診
察を行う場合には、患者の羞恥心に配慮し、カー

表２ 勤務医の労働実態に関するアンケート調査票
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テンやパーティションを利用し、観察位置を変え

医局・手術室・検査室への入室以後のために計測

るなどの対応をとることも事前調査の段階から徹

員が医師に同行できず直接観察できなかった時間

底した。状況に応じて、個室の外で待機するなど

である。直接観察時間の内訳は、外来 7,737 分、ナー

して、間接的に観察を行うこととした。回収した

ス ス テ ー シ ョ ン 2,322 分、 病 室 1,353 分、 移 動 中

記録票については、患者に関する個人情報が含ま

629 分、 医 局 382 分、 検 査 室 233 分、 集 中 治 療 室

れないことを確認して回収した。

126 分、その他 1,149 分であった。外来、ナースス
テーション、病室で直接観察時間の 82.0% を占め

４．結果

た。医師 1 人当たりでは全観察時間は 650 分（10
時間 50 分）～ 2,001 分（33 時間 21 分）
、直接観察

（1）医師の労働時間の実測調査

時間は 393 分（6 時間 33 分）～ 1,539 分（25 時間 39

今回の調査における全観察時間は 20,049 分（334

分）であった（図 2）
。

時間 09 分）であった（図 1）
。このうち、計測員

直接観察時間 13,931 分のうち、外来診療と病棟

が医師の動向を観察・記録できた直接観察時間は

診療における医師が患者と直接対面した時間及び

13,931 分（232 時間 11 分）
、全観察時間の 69.5% で

直接対面しなかった時間を示す（図 3）
。外来で

あった。計測員が医師に同行できず直接観察でき

は直接対面あり 4,974 分（64.3%）
、直接対面なし

なかった時間は 6,118 分（101 時間 58 分）で、全観

2,763 分（35.7%）であった。病棟診療のうち、病

察時間の 30.5% であった。これは、前述のとおり、

室では、直接対面あり 1,307 分（96.6%）
、直接対面
なし 46 分（3.4%）
、ナースステーションでは、直

★は直接観察時間
（計13,931分）

接対面あり 118 分（5.1%）
、直接対面なし 2,204 分
（94.9%）であった。病室とナースステーションを
合わせて病棟診療とすると、病棟診療では、直接

計測員が医師に
同行できず直接
観察できな
かった時間
6,118
30.5%

対面あり 1,425 分（38.8%）
、直接対面なし 2,250 分
（61.2%）であった。
外来★
7,737
38.6%

外来で直接対面した 4,974 分において、医師 16
名は延べ 784 人の患者と対面していた。直接観察
法によって観察・記録された患者毎の診療時間の
分布を図 4 に示す。直接対面での平均診療時間は

その他★
1,149
5.7%

検査室★
233
1.2%
医局★
集中治療室★ 382
1.9%
126
0.6%

6.3 分であった。外来で直接対面していない診療時
ナースステー
病室★ ション★
2,322
1,353
11.6%
6.7%
移動中★
629
3.1%

図１ 全観察時間

単位：分
（合計20,049分）

間 2,763 分について、その時間が直接対面した患
者 784 人に均等に使用されたものと仮定して計算
すると、患者 1 人当りの直接対面ではない診療時
間は 3.5 分であった。その結果、外来における患
者 1 人当たりの診療時間の合計は 9.9 分と計算され
た。外来での 1 人当たりの診療時間の比較を行う
と、直接診療時間は病院別で計算すると 5.7 ～ 7.1
分であったのに対して、医師別で計算すると 1.3
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図２ 医師別での全観察時間と直接観察時間

図３ 外来・病棟における直接観察時間の内訳

～ 8.7 分であった。外来患者数が一桁と極端に少

病室で直接対面した 1,307 分において医師 16 名

ない医師 3 人を除外して計算すると 4.7 ～ 7.9 分で

は延べ 798 人の患者と対面していた。直接観察法

あった。

によって観察・記録された患者毎の診療時間の分

医師の診療に関わる労働時間の測定に関する研究

布を図 5 に示す。直接対面での平均診療時間は 1.6
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（3）アンケート調査

分であった。病室での直接対面していない時間 46

医師は 1 日平均 735.4 分（12 時間 15 分）業務に

分について、その時間が直接対面した患者 798 人

従事していた（図 7）
。その内訳は、病棟 226.9 分（3

に均等に使用されたものと仮定して計算すると、

時間 47 分）
、手術室 199.0 分（3 時間 19 分）
、外来

患者 1 人当たりの直接対面ではない診療時間は 0.1

165.9 分（2 時間 46 分）
、医局 85.0 分（1 時間 25 分）
、

分であった。その結果、病室における患者 1 人当

検査室 9.8 分、呼び出し対応 9.3 分、当直 1.8 分、そ

たりの診療時間の合計は 1.7 分と計算された。病

の他 37.8 分であった。

室での 1 人当たりの診療時間の比較を行うと、直

アンケート調査による従事時間のうち外来診療

接診療時間は病院別で計算すると 1.3 ～ 2.6 分で

及び病棟診療の時間について、実測調査を行った

あったのに対して、医師別で計算すると 0.9 ～ 3.2

時間帯（9 時から 16 時）を対象に、アンケート調

分であった。

査による診療時間（自己申告時間）と実測調査に

ナースステーションの診療時間（直接対面 118

よる時間（実測時間）の比である実測比（＝自己

分、直接対面なし 2,204 分）が、病室で直接対面

申告時間 / 実測時間）を算出した（図 8）
。外来で

した 798 人に均等に使用されたものと仮定して計

は、実測比は 0.75 ～ 1.18、平均値 0.98（95%CI;0.91-

算すると、患者 1 人当りの診療時間は、直接対面

1.06）であった。病棟では、実測比は 0. 62 ～ 1.55、

で 0.1 分、直接対面なしで 2.8 分と計算された。そ

平均値 0.94（95%CI; 0.76-1.13）であった。

の結果、病棟診療における患者 1 人当たり診療時
間は、直接対面あり 1.7 分、直接対面なし 2.9 分、

５．考察

合計 4.6 分と計算された。
今回の調査では、9 時から 16 時までの時間帯に

（2）医師の診療業務の実測調査

おいて実測調査を行った。したがって、調査対象

外来において患者と直接対面した診療時間（観

とならなかった時間帯については観察ができてい

察時間 4,974 分、延べ患者数 784 人）において実施

ない。全労働時間のうち、実測調査で観察・記録

された業務は、問診 77.7%、説明 94.4%、身体診察

された時間を計算すると、病棟診療の 25.7%、外

64.7%、創部消毒・処置 6.1%、紙カルテ・紙データ・

来診療の 51.6% に過ぎない。また、実測調査にお

写真の確認 72.4%、PC 操作 61.0%、伝票・書類作

ける直接観察時間は全観察時間の 69.5% であり、

成 25.3%、紙カルテ記入 57.9%、物品等準備・手洗

直接観察できなかった時間は 30.5% であった（図

い 7.7%、スタッフとの対話 23.3% であった（図 6）
。

1）
。今回の調査では、医師の協力、部屋の広さ、

同様に、病棟診療のうち、ナースステーション

感染や放射線の曝露などの理由から 1 対 1 での観

を除く病室において患者と直接対面した診療時間

察・記録は、医局・手術室・検査室への入室まで

（観察時間 1,307 分、延べ患者数 798 人）において

とした。そのため、これらの直接観察できなかっ

実施された業務は、問診 72.6%、説明 56.8%、身体

た時間の大部分は、医局、手術室、検査室であっ

診察 41.1%、創部消毒・処置 16.8%、紙カルテ・紙

たと考えられる。より正確な調査を行うためには、

データ・写真の確認 3.4%、PC 操作 0%、伝票・書

これらの時間も含めて、全観察時間を直接観察す

類作成 0.3%、紙カルテ記入 0.3%、物品等準備・手

ることが必要である。しかし、医師に計測員を張

洗い 8.4%、スタッフとの対話 48.9% であった。

り付けて 1 対 1 で長時間観察することは、医師の
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図４ 外来における患者 1 人当たりの直接対面による診療時間（実測値）

図５ 病室における患者 1 人当たりの直接対面による診療時間（実測値）

医師の診療に関わる労働時間の測定に関する研究

図６ 外来と病室の診療業務における診療行為・作業

図７ アンケート調査における 1 日平均従事時間
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図８ ア
 ンケート調査による自己申告時間と実測調査による実測時間の比較
（実測比＝自己申告時間 / 実測時間）

協力、計測員の確保、費用の観点で非常に困難を

の回診が行われていた。また、9 時以前と 16 時以

伴う。医師の所在ということだけについてであれ

降では日当直業務が加わり、時間外の受診患者に

ば、計測員によらない方法、例えばＩＣカードな

対する診療が行われている可能性がある。この回

どの所在がわかるようなシステムを利用すること

診や日当直業務が反映されれば、病棟や外来診療

も一法かもしれない。IC カードを医療現場で利用

については、直接対面する時間の割合が増えるこ

する際の安全性や実用性について調査研究が進む

とが予想される。

ことを期待したい。
直接観察時間のうち、医師が患者と直接対面し

一方で、日中の時間帯ではあらかじめ予定され
た手術が行われていることが多く、16 時以降には、

た時間について見ると、外来は 64.3%、病室は

手術による切除標本の整理、手術記録の作成、検

96.6% であり、病室とナースステーションを合わ

査結果の確認、治療や検査の指示、患者家族への

せた病棟では直接対面した時間が 38.8% であった

説明、時間外手術など、多種多様な診療行為や作

（図 3）
。つまり、外来と病棟診療では、患者と直

業が行われていることが考えられる。外来診療に

接対面する時間の割合について違いがあることが

おいても、診断書などの書類作成が行われている

判明した。しかし、本調査では、調査時間が限ら

ことが考えられる。今回の調査では、これらのデー

れているため、調査対象以外の時間における診療

タについては入手できておらず、直接対面した時

行為や作業については直接観察時間に反映されて

間にどう影響を与えるのか推測することは難し

いない。外科の場合、伝統的に朝と夕方の 2 つの

い。より正確な調査を行うためには、これらの時

時間帯で入院患者の診療（回診）が行われている

間も含めて、全観察時間を直接観察することが望

ことが多い。今回の調査は 9 時から 16 時までを対

ましいと考えられた。

象としたが、実際には、外来診療の開始前に朝の

患者 1 人当たりの直接対面による診療時間は、

回診を行っている病院があり、16 時以降にも夕方

外来で平均値 6.3 分、最頻値 4 分であった（図 4）
。
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直接診療時間が 5 分に満たないものは 297 件（人）

ラツキが生じた可能性は否定できない。2 人の計

で全体の 37.9% に該当した。本調査の対象となっ

測員を配置し、同時に測定し、その結果を照合す

た病院は 300 床以上の外科標榜病院で救急告示を

ることで、計測員によるバラツキを抑えることが

受けた臨床研修指定病院ではあるものの、2008 年

考えられる。しかし、診察室のスペース、人員の

4 月から導入された「5 分ルール」を適用するとし

確保、予算の確保といった問題もあり、現実的に

た場合、大きな影響を及ぼす可能性のあることが

はかなり難しい。

判明した。

また、今回の調査では、個々の行為についてそ

また、
「5 分ルール」のような診療時間に着目し

れらが行われた時間を測定することはできなかっ

たルールの実施状況を確認するためには、直接観

た。リアルタイムでこれらの実測を行うことは困

察によって確認するほかない。しかし、本調査が

難であるが、先行研究 8）のようにビデオ撮影であ

示すように、直接観察には多大なる労力と費用を

れば、計測員による分類のバラツキの問題も同時

要するものであり、
「5 分ルール」の検証は困難を

に解決できる可能性がある。しかし、ビデオ撮影

伴うものと考えられる。検証が困難なことをルー

の際には医師と同時に診療を受けている患者が撮

ルとして導入することの妥当性について今後議論

影される可能性が高い。倫理的な配慮及び個人情

される必要があるものと考えられた。

報の取り扱いについて適正に対応するためには、

病室では直接対面による診療時間の平均は 1.6

事前に患者に調査について説明し、撮影について

分と短い時間であった（図 5）
。前述のとおり、外

同意を得る必要がある。患者の同意が得られない

科における朝や夕方の回診のため、調査時間帯に

場合には、撮影できない場面が生じる可能性があ

おいて直接観察された時間が短かった可能性が考

り、漏れのない観察を行うことが困難になる。ま

えられた。病棟診療について実態をより正確に把

た、患者に説明を行い、同意を得る手続きにも時

握するためには、観察時間を拡大し、直接観察す

間を要することになり、結果として撮影対象とな

ることが必要と考えられた。

る診療行為や診療時間に対して影響を与える可能

また、今回、医師が行う診療業務は多岐にわた

性が否定できない。ビデオ撮影は客観性、再現性

り、同時並行的に行われていることが確認された

において利点があるが、これらの可能性を考慮す

（図 6）
。外来では PC 操作 61.0%、紙カルテ記入

ると、現実的にはかなり困難を伴う方法と考えら

57.9%、伝票・書類作成 25.3% と医師が直接行って
いる事務処理が相当程度あることが確認された。

れた。
アンケート調査による診療時間（自己申告時間）

2008 年の診療報酬改定では、病院勤務医の事務負

と実測調査による診療時間（実測時間）から、外

担の軽減を図るため、いわゆる「医療秘書」の配

来診療と病棟診療について実測比（= 自己申告時

置について評価されることとなった。算定は、一

間 / 実測時間）を算出したところ、ほぼ 1 であっ

般病床に入院した患者について限定されている。

た（図 8）
。アンケート調査によって、医師の労

今後、医療秘書の外来患者への適用について検討

働時間をある程度正確に把握できる可能性を示す

する必要があると考えられた。

結果である考えられた。しかし、今回の調査では、

今回、診療業務の把握においては、観察・記録

直接観察が出来た時間帯のデータに限って比較を

の方法についてのマニュアルを作成し、計測員の

行っている。今回の結果が限られた時間帯であっ

トレーニングを行ったが、計測員による分類のバ

たために偶然に観察された結果なのかどうか、今
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後、実測調査の観察時間を広げ、精度や信頼性に

な診療行為や作業がどの程度行われているのかを

関する新たな知見が得られることを期待したい。

測定することができることが判明した。一方、実

今回の調査対象は外科医であった。外科は医師

測調査をすべての時間において実施するために

数人がチームを組んで診療を行うスタイルが伝統

は、医師の協力、計測員の確保、費用の観点で非

的な診療パターンになっている。そのため、医師

常に困難を伴うものであることも判明した。また、

間の診療スタイルの差異が現れにくい可能性があ

今回の調査結果では、外来及び病棟診療に関する

る。また、外科では手術があり、チームとして参

医師の労働時間は、自記式アンケート調査によっ

加することになる。今回の実測調査では、手術の

てある程度まで代替できる可能性が示唆された。

時間帯は直接観察の対象となっていないため、手

しかし、今回の調査は限られた対象・時間帯の観

術の時間が増えれば、それだけ直接観察の対象と

察で得られた結果である。今後、さらなる研究が

なる時間が少なくなる構造になっている。このよ

行われ、新しい知見が得られることが期待される。

うな外科の診療スタイルの特徴が結果に影響した
可能性は否定できない。
平成 18 年度医師・歯科医師・薬剤師調査 18） の
結果によれば、外科を主たる標榜科としている医
師は、医療施設に従事する医師の 8.2%、病院に従
事する医師の 9.9% を占めるに過ぎない。しかも、
本調査の対象は、救急告示を受けた臨床研修指定
病院に限定した。したがって、今回の調査結果を
解釈する場合には、慎重さが求められる。
また、今回は医師間の診療内容の違いが少ない
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A Study of Japanese Doctors’ Working Time
Seiki Kanemura＊1, Tsunetoshi Itoh＊2, Hironobu Ogasawara＊3
Hideki Kimura＊3, Michio Hongo＊4
Abstract
Backgrounds : Several recent studies have focused on Japanese doctors’working time and their workload. All
these studies are, however, questionnaire surveys, and direct observations have not been attempted since 1996.
Purpose : To investigate doctors’working time by direct observations and to compare the results with those of
self-recorded diary surveys.
Methods : We conducted a time study on 16 doctors covering five consecutive days and from 9 am to 4 pm
each day by direct observations. The subjects are all male general surgeons between the ages 31 and 59, with an
average age of 44.6, who work in 3 teaching hospitals. We also conducted parallel self-recorded diary surveys on 10
doctors（all male general surgeons, 31–56 years old, average age 42.1）in 2 of these 3 hospitals. We then compared
the self-recorded working time data with the working time data obtained by direct observations.
Results : Out of a total of 20,049 minutes of recordings in this study, those by direct observation accounted for
13,931 minutes（69.5%）
. Doctors spent 82 percent of their time in clinical practices: they spent 55.6% of their time in
out-patient care, 16.7% at the nurses’station, and 9.7% at patients’bedsides. Time spent in the presence of patients
accounted for 64.3% of the time for out-patient care and 38.8% of the time for in-patient care（i.e., at patients’
bedsides and at nurses’stations）
. A total of 9.9 minutes per patient were spent for out-patient care, of which 6.3
minutes were spent in the presence of patients and 3.5 minutes were spent in their absence. For inpatient care, a
total of 4.6 minutes per patient were spent per patient, of which 1.7 minutes were with the patients and 2.9 minutes
were in their absence. Doctors performed the following tasks when patients were present; medical interviews
（77.7% of out-patients and 72.6% of in-patients）
, explanation of the diseases（94.4% of the out-patients and 56.8% of
the in-patients）
, physical examinations（64.7% of the out-patients and 41.1% of the in-patients）
, treatment of wounds
（6.1% of the out-patients and 16.8% of the in-patients）
, confirmation of medical records and laboratory test data
（72.4% of the out-patients and 3.4% of the in-patients）
, computer operation（61.0% of the out-patients and none of the
in-patients）
, simple paper works（25.3% of the out-patients and 0.3% of the in-patients）
, and chart recordings（57.9%
of the out-patients and 0.3% of the in-patients）
.
The ratio of the self-recorded working time to the actual working time obtained by direct observation were
0.98 for out-patient care（95% CI; 0.91–1.06）
, and 0.94 for inpatient care（95% CI; 0.76–1.13）
.
Conclusions : Using a direct observation method, we were able to measure the time spent with the patients
and time spent without patients, and record the various tasks doctors have performed. Round-the-clock direct
observations proved to be difficult, requiring increased cooperation from physicians, more recorders, and more
money. Our result indicate that doctors’self-recorded diary surveys are practical substitute for direct observations
on their time spent for out-patient care and inpatient care, as the differences between the self-recorded diary
observations and the direct observations were minimal.
［key words］doctor shortage, working time, workload, workforce, time study, time and motion study, clinical practice
＊1
＊2
＊3

Lecturer, Comprehensive Medicine, Tohoku University Hospital
Professor, Immunology and Embryology, Tohoku University Graduate School of Medicine
former Assistant Professor, Local Medical System（Endowed Chair by Miyagi Prefecture）,Tohoku University Graduate
School of Medicine
＊ 4 Professor, Comprehensive Medicine, Tohoku University Hospital
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研究ノート

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

裕美＊

録

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

てを全額自己負担することを意味する。この場合、

1．はじめに

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

混合診療をめぐる議論は未だ収束していない。

ることが指摘されてきた。それに対して混合診療

「混合診療」とは一連の診療行為のなかで保険診

が容認されるとは、患者は一連の診療のうち、保

療と保険外である自由診療を併せて行うことであ

険診療部分に関しては一部自己負担し、残りの自

る。日本では一部を除き、混合診療は原則禁止さ

由診療部分のみ実費負担することが認められるこ

れている（混合診療禁止ルール）
。これはすなわ

とである。

ち保険診療に加えて自由診療を行った場合、自由

混合診療を禁止する理由としては、支払い能力

診療部分のみならず、保険診療部分も含めたすべ

によって自由診療にアクセスできる人とできない

＊ 政策研究大学院大学助教授

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

由診療と併用したからといって本来保険が使える

術の拡散、医師と患者の情報の非対称性によって

診療の分まで自己負担になるという解釈はできな

患者に不利な診療が行われる可能性、などが挙げ

い」として、混合診療を禁止する法的な根拠はな

られる。またこのほかに、混合診療の全面的な解

いとし、原告に保険の受給権を認めた。これに対

禁の問題点として患者にとって対価さえ支払え

して厚生労働省は控訴した（2007 年 11 月 16 日）
。

ば、保険収載前の新薬・新技術と保険診療の併用

こうした動きをうけて規制改革会議でもふたた

が容易になることから、これら新薬・新技術を保

び混合診療の解禁が議論されることとなったが、

険収載する誘因を低めるという指摘がある

。

「第二次答申」
（2007 年 12 月 25 日）では混合診療

2, 3）

一方で、患者の選択の自由を高めるためにも混

の全面解禁は見合わせた。ただし、新たに高度医

合診療を容認すべきであるという考えもある 。

療評価制度が制定され（2008 年 4 月）
、薬事法で未

特に公平性の問題に関しては混合診療禁止のもと

承認の医薬品・医療機器を使った先進医療を高度

でこそ、所得格差による受診不平等がおきるとの

医療評価会議で安全性や有効性を担保したうえ

指摘がある

で、混合診療の対象にすることが認められた。

4）

。これは混合診療が禁止されている

5, 6）

ことで、全額自己負担までして自由診療を受けら

このように混合診療をめぐる議論は収束したわ

れるのが富裕層に限られている点や本来、保険料

けではない。その議論の中心を担ってきたのは主

を支払ってきた国民が保険を適用されないという

に政財官、医療従事者、患者団体であったが、国

点を指している。

民側からの検討は概して手薄であった。しかし、

こうした議論のなか、2004 年 12 月 15 日、厚生

最近では混合診療に関連するアンケート調査がい

労働大臣と規制改革担当大臣との間で、一定の

くつか実施され、少なからず国民の意見に基づい

ルールの下に混合診療を認めることが合意された

た議論をしようという流れもある。ただし重要な

（
「いわゆる混合診療に係る基本合意」
）
。しかし、

のは、混合診療に賛成か反対かという表面的な結

これは原則混合診療を容認せず、一部に限って実

果のみ取り上げることではなく、どうして国民は

質的な混合診療を認める「特定療養費制度」を再

そのように考えるのか、すなわちその背景につい

構成することで対応するというものであった。こ

て明らかにすることである。

れをうけて 2006 年 10 月には「特定療養費制度」を

そこで本稿では、先行研究である鈴木・齋藤

廃止して、
「保険外併用療養費」が創設されるに

（2006）8）で用いられたアンケート調査のデータを

至ったが、これは従来の枠組みを大きく変えたも

再び利用して、混合診療の賛否の規定要因とその

のではなかった 。

背景についての実証分析を行う。まず本稿で用い

注1

このようななか、2007 年 11 月 7 日、1 人の患者

るデータを説明したうえで（第 2 節）
、先行研究と

が「混合診療を受けた場合、保険診療分を含めて

比較する（第 3 節）
。次に混合診療の賛否を規定す

全額自己負担になるのは不当」として国を相手取

る要因とともに、国民が混合診療に対して持つ認

り、保険の受給資格の確認を求めて起こした裁判

識に係る規定要因についても分析する（第 4 節）
。

に判決が下された 。争点は混合診療の原則禁止

これらの分析結果に基づき、混合診療について従

という国の政策に法的な根拠があるかどうかで

来指摘されてきたことの検証を踏まえて、混合診

あったが、東京地裁の判決は「保険を適用するか

療の賛否の背景にあるものを考察する（第 5 節）
。

どうかは個別の診療行為ごとに判断すべきで、自

そして最後にいくつかの課題を述べる（第 6 節）
。

7）

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

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

本稿で用いるデータは、2005 年 12 月 5 日～ 8 日

体的には国民皆保険制度、自由診療、自己負担、国

にかけて行われたアンケート調査から得られたも

民健康保険、老人健康保険、特定療養費制度、高

のである（
「健康と病気に関するアンケート」
）
。

額療養費制度、差額ベッド、インフォームドコンセン

これはインターネット調査専門の社会調査会社に

トを知っている場合、それぞれを 1 点として計 9

委託して行われた注 2、モニターを使ったインター

点で評価する。同様に「混合診療」という言葉を

ネット調査である。調査対象の抽出は、登録して

知っている場合に 1 を取るダミー変数を別途作成

いる約 204 万人のモニター会員に対して（1）年齢

した。

20 ～ 69 歳の男女、
（2）居住地域は日本全国を対

本稿が用いるデータの特徴であるが、年齢構成

象（全国 8 大地域）注 3 に該当するもののなかから

をみると（図 1）
、概して 20 代、30 代が多いこと

50,000 人をランダムに選び、メールにて調査協力

がわかる。これに対して本稿のデータが収集され

の依頼を行った 。結果として 7,156 人
（14.3％）か

た時期と近い平成 17 年における総務省「国勢調査」

ら有効回答を得られた 。これらのなかから本調

では（図 2）
、各年代における偏りはあまり見ら

査が利用できたサンプル数は、最終的に 1,712 人分

れない。さらに世帯所得
（税込み）
の分布であるが、

である 。本稿で用いる変数の詳細
（表1）である

本稿のデータが 300 ～ 400 万円未満の世帯所得が

が、性別は男性を 1、学歴は大卒・院卒を 1、既婚

最も多く、それを中心として単峰に分布するよう

は配偶者がいる場合に 1、末子 10 代以下は末子が

な形になっているのに対して（図 3）
、総務省「家

10 代以下の場合に 1 をとるダミー変数である。所得

計調査（平成 17 年）
」では 336 万円未満の階層ま

ダミーは低所得が世帯年収 400 万円未満で 1、中所

では徐々に増えているが、336 万円を超えると階

得が 400 万～ 800 万円未満で 1、高所得が 800 万円

層は偏りなく分布している（図 4）
。本稿のデー

以上で 1、資産ダミーは土地・住宅資産と金融資

タでは 1000 万円までは 100 万円単位で、それ以上

産の合計からなる世帯資産について、低資産が

は 500 万単位で世帯収入を聞いているのに対して、

注4

注5

注6

500 万円未満で 1、中資産が 500 万～ 2000 万円未満

「家計調査」では 10 分位階級別であり、必ずしも

で 1、中高資産が 2000 万～ 5000 万円未満で 1、高

同じ単位ではなく、両者の比較には注意を要する

資産が 5000 万円以上で 1 とした。喫煙および飲酒

が注 8、本稿のデータは年齢構成で言えば若年者

はその習慣がある場合に 1、運動習慣は定期的に

（20、30 代）が中心であり、所得構成で言えば本

運動する習慣がある場合に 1 をとるダミー変数で

稿で定義する低中所得層に属する層が中心となっ

ある。主観的健康観は現在の健康状態について
「と

ているといえよう。これらの点を踏まえれば、本

きどき病気になる」
「治療中」となる場合、すなわ

稿の結果は全年齢、全所得階層に関して普遍的に

ち健康状態が悪い場合に 1 をとるダミー変数であ

あてはまるものではなく、主に若年層および低中

る。大病経験はそれぞれの該当者（回答者本人、

所得層を対象とした分析である点には注意が必要

配偶者、配偶者以外の家族）が過去に入院や手術

である注 9。

を伴うような大病を経験した場合に 1 をとるダ
ミー変数である。医療・福祉職はそれに就いてい
る場合に 1 をとるダミー変数である注 7。医療の知
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表 1 変数の定義と記述統計
変数名
定義
サンプル
混合診療の賛否 「混合診療の解禁に賛成ですか？反対ですか？」という質問に対して、「全面的に反
1708
対」に 1、「どちらかといえば反対」に 2、「どちらでもいい」に 3、「解禁にどちら
かといえば賛成」に 4、「解禁に全面的に賛成」に 5 をとる順序変数。
個人属性
男性
男性である場合に 1、女性である場合に 0 をとるダミー変数。
1708
年齢
回答者の年齢カテゴリー変数。各年齢層の中間値で定義。
1705
学歴
回答者の学歴ダミー。
「大卒および院卒」の場合に 1、それ以外の時 0 をとるダミー変数。 1708
既婚
配偶者がいる場合に 1 をとり、それ以外の場合に 0 をとるダミー変数。
1712
末子10代以下 末子が 10 代以下の場合に 1 をとるダミー変数。
1712
支払い能力
低所得
低所得世帯ダミー。13 カテゴリーをほぼ三分位に分けて、そのうち世帯収入 400 万
1708
円未満であれば 1、それ以外の時 0 をとるダミー変数。
中所得
中所得世帯ダミー。13 カテゴリーをほぼ三分位に分けて、世帯収入が 400 ～ 800 万
1708
円未満のときに 1、それ以外の時 0 をとるダミー変数。
高所得
高所得世帯ダミー。13 カテゴリーをほぼ三分位に分けて、世帯収入 800 万以上のと
1708
きに 1、それ以外の時 0 をとるダミー変数。
低資産
土地・住宅資産と金融資産の合計額が、500 万未満の場合に 1、それ以外は 0 をとる
1712
ダミー変数。
中資産
土地・住宅資産と金融資産の合計額が、500 万以上 2000 万未満の場合に 1、それ以
1712
外は 0 をとるダミー変数。
中高資産
土地・住宅資産と金融資産の合計額が、2000 万以上 5000 万未満の場合に 1、それ以
1712
外は 0 をとるダミー変数。
高資産
土地・住宅資産と金融資産の合計額が、5000 万以上の場合に 1、それ以外は 0 をと
1712
るダミー変数。
健康関連要因
喫煙
喫煙の習慣がある場合に 1、それ以外は 0 をとるダミー変数。
1708
飲酒
飲酒の習慣がある場合に 1、それ以外は 0 をとるダミー変数。
1708
運動習慣
定期的に運動する習慣がある場合に 1、それ以外は 0 をとるダミー変数。
1708
主観的健康観 回答者の現在の健康状態について、「ときどき病気になる」「治療中」と回答した場
1708
合に 1 をとり、「おおむね健康」のときには 0 をとるダミー変数。
大病経験
回答者が過去に入院や手術を伴うような大病をしたことがある場合に 1 をとり、そ
1708
（回答者）
れ以外は 0 をとるダミー変数。
大病経験
回答者の配偶者が過去に入院や手術を伴うような大病をしたことがある場合に 1 を
1708
（配偶者）
とり、それ以外は 0 をとるダミー変数。
大病経験
回答者の配偶者以外で家計を同一にする家族の大病経験。そうした家族が過去に入
1708
（配偶者以外 院や手術を伴うような大病をしたことがある場合に 1 をとり、それ以外は 0 をとる
の家族）
ダミー変数。
その他
医療・福祉職 医療・福祉職に就いている場合に 1 をとるダミー変数（ただし本調査のモニターに
1708
は医師は含まれていない）。
医療の知識
回答者の医療制度に関する知識の度合いを測る。「国民皆保険制度」
「自由診療」
「自
1708
己負担」
「国民健康保険」
「老人健康保険」
「特定療養費制度」
「高額療養費制度」
「イ
ンフォームドコンセント」「差額ベッド」という言葉について知っている場合につ
き 1 点と換算して、その合計点（最小 0 点、最高 9 点）で知識を点数化。
「混合診療」 混合診療という言葉を知っていた場合に 1 をとるダミー変数（ただし、混合診療に
1708
を知っている 関する説明文を示す前に、知っているかどうかの質問をしている）。
混合診療に対す
る認識
「公平性」
「混合診療の解禁は公平性を損なう」に対して「そう思う」場合に 3、「どちらでも
1708
ない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。
「医師の都合 「混合診療の解禁によって医師の都合による医療が広まる」に対して「そう思う」 1708
による医療」 場合に 3、「どちらでもない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。
「医療費の増 「混合診療の解禁は医療費を増大させる」に対して「そう思う」場合に 3、「どちら
1708
大」
でもない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。
「治療の選択 「混合診療の解禁は治療の選択の自由を高める」に対して「そう思う」場合に 3、
「ど
1708
の自由」
ちらでもない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。
「重症者が救 「混合診療の解禁によって重症者が救われると思う」に対して「そう思う」場合に 3、 1708
われる」
「どちらでもない」に 2、「思わない」に 1 をとる順序変数。
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0.372
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0.312
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0.053
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0.217
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出所：調査結果より筆者作成

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

図2 総
 務省「国勢調査」にみる年齢別人口分布
（平成 17 年）

出所：調査結果より筆者作成

図3 本
 稿のデータにおける所得階層別回答者の
分布

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

図4 総
 務省「家計調査」にみる所得回答別世帯
の分布（平成 17 年）

3．先行研究
ここで先行研究である、日医総研（2007）9）、日

30 代が多く、概ね若年世代が対象となっているの

本医療政策機構（2008） および本稿に先立つ鈴木・

に対して、日本医療政策機構（2008）10） は 50 代、

齋藤（2006）8）を比較する。各調査の概要は表 2 に

60 代が多い。日医総研（2007）9） はどの年代も同

まとめている。まず調査法を比較すると、日医総

程度の割合である。前節で示した「国勢調査」
（平

研（2007） は個別面接聴取法、日本医療政策機構

成 17 年）にみる年齢階層の分布と比較する限りで

（2008） は郵送法、鈴木・齋藤（2006） はインター

は、日医総研（2007）の調査がもっとも母集団に

ネット調査という違いがある。各調査対象者の特

近いといえよう。また性別に関しては（図 6）
、ど

徴を比較すると、年齢構成に関しては（図 5）
、鈴

の調査もほぼ男女半々の割合であった。

10）

9）

10）

8）

木・齋藤（2006） における回答者は概ね 20 代、
8）

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

医師

調査地域 全国（158 地点） 全国

日本医療政策機構（2008）

鈴木・齋藤（2006）

患者（医療機関を訪れた人） 国民

国民

全国（50 医療機関）

全国（50 地点）

全国

標本数

満 20 歳以上
3000 人
男女（2000 人）

満 20 歳以上男女

全国 20 歳以上の男女
4000 人

全国 20 〜 69 歳の男女
204 万人

調査法

個別面接聴取法

調査員による聞き取り

郵送法

インターネット調査

調査時期

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

2006 年 3 月 1 日〜 20 日

2008 年 1 月

2005 年 12 月 5 日〜 8 日

1082（27%）

7156
（14.3%）
ただし、契約上利用可
能な標本は 1712 人分

有効回収
1364（68.2%）
数（率）

郵送法

1288（42.9%） 979

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

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

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

図5 各
 先行研究のデータにおける調査対象者の
年齢構成

図6 各
 先行研究のデータにおける調査対象者の
性別構成

めてある。日医総研（2007）9） は「日本の医療に

の割合が、国民で 72.1％という結果を得た注 10。ま

関する意識調査」のなかで医療格差に関するアン

た世帯所得別にみた場合、
（A）に賛成した割合は

ケート調査を行っている（図 7）
。そのなかで「
『所

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

得の高い低いに関係なく、国民みんなが同じレベ

71.6％、800 万円以上が 67.9％であり、高所得にな

ルの医療を受けられる仕組みがよい』
（A）と『お

ると（A）を望む割合がやや低下すると指摘して

金を払える人は追加料金を支払えば、保険で給付

いる。

される以上の医療やサービスを受けられる仕組み

しかし、この質問は医療格差を問うものであり、

がよい』
（B）
、どちらに賛成しますか？」という

混合診療そのものに対するものではない。必ずし

質問を行い、国民に対するアンケート結果として

も混合診療の解禁は医療格差をもたらすとは限ら

（A）の意見に「賛成」
「どちらかといえば賛成」

ず、むしろ混合診療の禁止が医療格差を生む可能

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

「国内で保険対象外の抗がん剤など、生命に関わる

どちらに賛成しますか？
（A）
『所得の高い低いに関係なく、国民みんなが同

治療に関しては混合診療を認めるべき」

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

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

わからない・無回答
2.6％

12.3％

8.6％

17.9％

（A）の意見に
賛成である

無回答 3.7％

反対

（B）
『お金を払える人は追加料金を支払えば、保険

（B）の意見に賛成である
4.3％

61

5.6％
どちらかと
言えば
反対
12.4％

賛成
33.5％

どちらかと言えば
賛成
44.7％

54.3％

どちらかといえば
（A）の意見に賛成である

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

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

反対

図 7 先行研究の結果（日医総研，2007）

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

7.7％
どちらかと
言えば
反対

賛成
24.2％

21.7％
どちらかと言えば
賛成
42.6％

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

出所：日本医療政策機構（2008）より筆者作成。

図 8 先行研究の結果
（日本医療政策機構，2008)

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

ど混合診療に賛成する人も多いが、低所得・低資

といえば反対 12.4％、反対 5.6％であった。また「国

産でも大半が賛成していると指摘している。

民の選択の範囲を広げるために、幅広い治療に対

しかし、この質問では回答において「どちらで

して混合診療を認めるべき」という意見に対して、

もない」という選択肢が用意されていない。その

賛成が 24.2％、どちらかと言えば賛成 42.6％、ど

ため選択肢のない回答者、すなわち賛成でも反対

ちらかと言えば反対 21.7％、反対 7.7％であった。

でもない人が、やむを得ずいずれかを選択すると

また所得・資産別の調査結果では経済力が強いほ

いうことも考えられる。またこれは上記の日医総
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■混合診療の禁止・解禁の説明

混合診療の解禁に賛成ですか？反対ですか？

わが国は医療保険があるために、町のお医者さ

どちらかと
言えば
反対

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

全面的に反対 3.6％
7.8％
全面的に賛成

しかしながら、最先端の医療など、まだ医療保

19.8％

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

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

36.4％

う制度となっています。

どちらかと言えば
賛成
32.4％

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

出所：鈴木・齋藤（2006）より筆者作成。

図 10 先行研究の結果（鈴木・齋藤，2006）

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

保険が使えない医療

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

＋

全額が自己負担

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

この部分も
自己負担となる
一部が自己負担

鈴木・齋藤（2006）8）は、混合診療の禁止および

＋

全額が自己負担

9）
、混合診療の賛否を尋ねた。その結果を踏まえ

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

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

＋

全額が自己負担

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

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

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

研の調査にも該当するが、単回帰での分析にとど

について示唆したが、そうした認識の背景につい

まっており混合診療の賛否における規定要因の分

てまでは分析しなかった。

析にはなっていない。さらには支払い能力による

そこで本稿では、こうした残された課題を踏ま

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

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

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

（1）

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

αはパラメータであり、Χi は定数項を含む説明

ここで混合診療に関して考えられる仮説を「支

変数群である。y ＊i は観察不可能な潜在変数である

払い能力」と「健康状態」に着目して 2 つあげる。

が、y i は観察可能な変数であり、j は「全面的な賛

まず 1 つ目は「支払い能力」に関する仮説である。

成」を 5、
「どちらかといえば賛成」を 4、
「どちら

混合診療反対派の主たる意見として「混合診療を

でもいい」を 3、
「どちらかといえば反対」を 2、
「全

解禁すると、受けられる医療に関して支払い能力

面的な反対」を 1 とする順序変数である。μj は未

による格差が生じる」というものがある。この立

知の正の値をとるパラメータで、αと同様にデー

場に立てば、不利を被りやすい支払い能力の低い

タから推定される。順序変数の集合は次のように

人ほど混合診療の解禁に反対することが考えられ

定義する 12）。

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

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

能力が高い人ほど混合診療の解禁に賛成すると予

ここではΦ1 を一変量標準正規分布の累積分布

想され、所得や資産が高いほど正の符号をとるは

関数としている。次の対数尤度関数を最大化する

ずである。

ことでパラメータを推計する。

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

N

J

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

i =1 j=1

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

②推計結果

追加的負担のみで自由診療にアクセスできる点を

表 3 に推計結果を示した。推定 1 では男性、中

指している。この場合、自由診療へのニーズが高

所得、中高資産、医療の知識が正で有意であり、

い人ほど、すなわち健康状態が悪い人や健康リス

年齢、主観的健康観、医療・福祉職は負で有意で

クのある人ほど混合診療に賛成すると考えられ、

あった。推計結果の詳細な考察は、次小節で行う

主観的健康観や年齢および過去の大病経験といっ

混合診療に対する認識の分析結果も得て、第 5 節

た変数の符号は正をとることが予想される。

で行う。

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

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

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

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

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

推計 1

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

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

1705
0.0082
-2319.6404

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

る認識についてその規定要因を分析し、混合診療

ない」場合に 2、
「思わない」場合に 1 である順序

の賛否の背景をさらに検討するための材料とす

変数をとる（表 1 参照）
。

る。
②推計結果
表 4, 5 に推計結果が示されている。混合診療の

①分析方法
ここでは混合診療に係る認識を規定する要因に

賛否に対して有意になった説明変数のなかで、混

関して、先の方程式
（1）
と同様に、Ordered Probit

合診療に対する認識に対しても有意になったの

Model を用いて分析する。混合診療に係る認識に

は、主に年齢、主観的健康観、医療・福祉職、医

関して、概ね否定的な質問として、混合診療の解

療の知識であった。まずはこれらの変数に着目し

禁で「公平性が損なわれる」
「医師の都合による

て推計結果を整理しよう。

医療が広まる」
「医療費を増大させる」を、概ね

年齢は、混合診療の解禁で「治療の選択の自由

肯定的な質問としては「治療の選択の自由を高め

を高める」
「重症者が救われる」に対して負で有

る」
「重症者が救われる」を取り上げた

。各質

意であり（表 5, 推定 5, 6）
、
「思わない」と解釈さ

問に対して、
「そう思う」場合に 3、
「どちらでも

れる。主観的健康観は、
「治療の選択の自由を高

注 11

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

1705
0.0084
-1718.77

1705
0.0064
-1563.81

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

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

める」
「重症者が救われる」に対して負で有意で

推定 5, 6）
。

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

5．考察

あることがわかる。
医療・福祉職は、混合診療の解禁で「公平性を

ここで改めてこれまでの推計結果の含意につい

損なう」
「医療費を増大させる」に対しては正で

て考察する。特に第 4 節でたてた仮説を中心に検

有意であり、
「そう思う」と解釈され（表 4, 推定 2,

討する。

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

（1）混合診療の賛否と支払い能力

これらより医療・福祉職は混合診療の解禁に概ね

第 4 節（1）では、支払い能力が高い人ほど混合

否定的であることがわかる。医療の知識は「医療

診療の解禁に賛成するという仮説を立てた。この

費を増大させる」に対して正で有意であり、
「そ

場合、支払い能力が高い人ほど混合診療の解禁に

う思う」と解釈され（表 4, 推定 4）
、
「治療の選択

賛成すると予想され、所得や資産が高いほど正の

の自由を高める」
「重症者が救われる」に対して

符号をとるはずである。

も正で有意であり「そう思う」と解釈される（表 5,

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

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

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

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

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

対して中所得、高所得が、また基準グループの低

られる。この場合、むしろ混合診療解禁に対する

資産に対して中資産、中高資産、高資産がいずれ

インセンティブが大きいのは、全額自己負担はで

も正の符号を取った。しかしながら、中所得、中

きないが、自由診療分に係る追加的な支払いは可

高資産は正で有意であるが、高所得、高資産は正

能な中間層であることが示唆される。

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

（2）混合診療の賛否と健康状態

して（表 4，推計 4）
、高資産は負で有意であり、
「そ

第 4 節（1）では、健康状態が悪い人や健康リス

う思わない」と解釈されるため、これに関しては

クのある人ほど混合診療に賛成するという仮説を

先ほどの予想どおりである。

立てた。この場合、主観的健康観や年齢および過

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

去の大病経験といった変数の符号は正をとると予
想した。

らないのだろうか。その理由として支払い能力の

しかし、本稿の推計結果はそれとは異なるもの

高い層にとっては混合診療の禁止に関わらずそも

であった（表 3，推定 1）
。主観的健康観や年齢は

そも全額自己負担で受診ができるため、それほど

負で有意であり、健康状態が悪い人や健康リスク

賛成するインセンティブが大きくないことが考え

がある人ほど混合診療に反対であった。さらに混

混合診療の賛否には何が影響しているのか？
―アンケート調査に基づく実証的考察―
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合診療に対する認識について、混合診療の解禁が

合診療の全面解禁によって新薬・新技術を保険収

「治療の選択の自由」
「重症者を救う」という点に

載する誘因が低くなるといった指摘は 2, 3）、混合診

関して（表 5, 推定 5, 6）
、主観的健康観や年齢は

療解禁後における他の政策変数の変更を想定して

負で有意となり、健康状態が悪い人や健康リスク

いるという意味で動学的観点に立つものと位置づ

がある人ほどそう「思わない」という結果だった。

けられる。この立場に立てば、混合診療の解禁は

なぜ健康状態が悪い人や健康リスクがある人ほど

公的保険給付水準の相対的低下を含意するものと

混合診療に否定的になるのだろうか？

捉えられ、自由診療へのニーズがあるような重症

自由診療のニーズに立ち戻って考えると、例え

者にとっては、自由診療併用に係る自己負担の軽

健康状態が悪くとも自由診療を受けるほどではな

減としてメリットもあるが、そもそも混合診療解

く、現行の公的医療保険給付水準で十分対応可能

禁のメリットがないような軽症者にとっては、む

な場合は、そもそも混合診療が解禁されてもメ

しろ自己負担の増加を意味するためデメリットに

リットはそれほどない。一方、保険給付では不十

なるとも考えられる。このように考えれば、健康

分で自由診療のニーズがあるような重症者の場

状態が悪い人や健康リスクのある人が混合診療に

合、混合診療の解禁は自由診療へアクセスする際

反対する理由も説明できる。

の自己負担の軽減を意味するためにメリットがあ

もちろんこれだけでは、混合診療解禁が公的医

る。重症者を表す代理変数として、ここでは大病

療保険給付水準の低下を含意するものとして捉え

経験が該当すると考えられるが、回答者および家

られているのか、またそれが混合診療の賛否に影

族のいずれにおいても混合診療の賛否に対して正

響するのか、は明らかではない。この点の検証は

ではあるが、有意ではなく、統計的に確かな結果

本稿の範疇を超えるためこれ以上取り扱えない

は得られなかった。ただし、表 4 の推計 4 より混

が、今後明らかにすべき課題である。

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

（3）混合診療の賛否と医療に対する知見およ
び立場

ずしも重症者にとっての費用軽減という意味でメ

このほかに混合診療の賛否および混合診療に対

リットがあるとは捉えられていない点が見受けら

する認識の推計で有意になった変数として「医療

れる。しかしながら、ここまでの結果からは、健

の知識」と「医療・福祉職」があった。医療の知

康状態の悪い人がなぜ混合診療に反対するのか定

識は医療に対する知見を表す代理変数として、

かな説明は得られない。

知っている医療制度の数で測ったものである。一

この点を理解する 1 つの手がかりが、制度変更

方「医療・福祉職」も医療の現場に近いという点

に係る「動学的観点」である。混合診療の解禁は、

で知見があることを示す変数であるとともに、一

自由診療にアクセスする際の自己負担を軽減する

般の人とは異なる立場を反映する変数とも考えら

点で、自由診療へのニーズがあるような患者には

れる。

有利である。しかし、これは公的医療保険給付水

これらの推計結果は対照的となった。医療・福

準をはじめとしたその他の政策変数を不変と想定

祉職は混合診療の賛否に対して負で有意（表 3，

した、制度改定時点での評価であり、その意味で

推定 1）
、すなわち反対の態度を示し、混合診療に

静学的観点に立つものである。これに対して、混

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

またこの問題は公的医療保険と民間医療保険の

混合診療の賛否に対しては正で有意であり（表 3,

関係にも関わる。民間医療保険は公的医療保険が

推定 1）
、賛成の態度を示した。混合診療に対する

カバーしていない部分に備える役割をもつ。これ

認識においては「医療費を増大させる」について

には主に、治療費負担など標準的・必需的な部分

は正で有意（表 4, 推定 4）
、
「そう思う」としてい

をカバーするという意味で公的医療保険に対して

たが、
「治療の選択の自由を高める」
「重症者が救

代替的な役割と、標準的・必需的な医療水準以上

われる」では正で有意（表 5, 推定 5, 6）
「
、そう思う」

をカバーするという意味で補完的な役割の、二つ

としており、肯定的であった。

が考えられる。これに関しては、民間医療保険は

このように対照的な結果は、立場の違い、すな

公的医療保険に対して代替的ではなく、現在の公

わち医療需要者側と医療供給者側の違いに由来す

的医療保険は治療費負担に対するリスクを十分に

るものと考えられる。これには医療の現場に近い

カバーしているという指摘もあれば 22）、代替的で

ことで得られる認識の違いなど様々な要因が考え

あるとの指摘もあり 23）、一概な結果が得られてい

られる。それが具体的に何なのか明らかにするに

るわけではない注 14。現行において民間医療保険が

は、本稿のデータに含まれなかった医師も含め、

公的医療保険に対して代替的か否か、すなわち標

医療従事者を対象とした調査を別途行わなければ

準的・必需的水準にないのかどうかは混合診療の

ならない。

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

6．結語

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

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

検討されるべき課題である。
最後に調査法についての課題も述べておこう。

あることが示された。もちろん上述したように本

混合診療の対象は、新しい医療材料など直接治療

稿にはいくつかの課題が残されている点にも留意

に関わるものや、治療ではなくとも予防的処置な

しなければならない。

ど健康に直接関わるもの、また療養環境などに見

まず本稿では混合診療の解禁による公的医療保

られるような、治療に直接関わらない快適性や利

険給付水準の低下という観点が国民にあるのかど

便性に係るものまで様々であるが 25）、本稿では対

うかを検証するまでには至らなかった。混合診

象を区別せずに混合診療の是非を質問した。また

療と公的医療保険給付水準は不可分の問題であ

混合診療の在り方に関してはすべての医療サービ

る

。いくつかの公的医療保険に関するアンケー

スに関して混合診療を認めるような全面的な解禁

ト調査は、公的医療保険だけでは医療費をまかな

のほか、保険外併用療養費のように一定の規制の

うのに不十分であるとの回答が多いと報告してい

もと一部に関してのみ混合診療を認めるような部

る

。ただし、何をもって最適な公的医療保険

分的な混合診療もありえるが、本稿ではこうした

給付水準とするかは、医療の必需性のライン自体

区別をしなかった注 16。今後は混合診療の対象およ

が様々な要因に依存することに加え 17）、公平性の

び在り方についても明確に区別した調査を行う必

確保も求められるため

要がある注 17。

注 12

14 〜 16）

、別途の議論が必要であ

注 13

る。

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

謝辞

を得た。先着順ではなく、ランダムに削除されてゆ
く仕組みである理由は、曜日や時間帯によるサンプ

本稿執筆において、佐藤主光先生（一橋大学）か
らは度重なる御助言を賜った。また坂本和靖（家計経
済研究所）
、増原宏明（広島国際大学）
、湯田道生（中

ルバイアスを極力避けるためである。
７ ただし、本アンケート調査ではモニターに医師は
含まれていないので、ここでの医療・福祉職は医師

京大学）の諸氏をはじめ、多くの方々からコメントを
頂いた。本稿改訂において、匿名の査読者および担当
編集委員からいただいたコメントはなくてはならない

を除くものとなる。
８

研究は科学研究費補助金（No. 19830019）の助成を受

また 1000 万以上は 500 万単位になっているため、
国勢調査のようにより小さい単位でみた場合、さら

ものであった。深甚なる感謝の意をおくりたい。当然、
本稿における一切の誤謬は筆者の責に帰する。また本
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に分布の右の裾野が広くなる可能性がある。
９ 注 3 でも説明したように、本調査は居住地域を全
国 8 大地域に区分したうえで、総務省統計局のデー

けた。この点に関しても記して感謝したい。

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

注

17 年）は一部離島を除く全国を対象とした全数調

１ これは特定療養費の枠組みはそのままに、明示的

査であり、家計調査（平成 17 年）は学生の単身世

に保険導入のための評価を行う「評価療養」と、保

帯を除外した全国の全世帯を調査対象として、層化

険導入を前提としない「選定療養」という分類を導

3 段抽出法によって世帯を選定した標本調査となっ

入したものと位置づけられる。

ている。よって必ずしも本調査と国勢調査および家

２

計調査の母集団の人口構成は一致していないことに

調査会社「
（株）エルゴ・ブレインズ」http://

は留意されたい。

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

10

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

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

海、近畿、中国、四国、九州・沖縄と、8 つに区分
11

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

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

５ ただし、14.3％という数字は通常の意味での回収

12 例えば二木（2005）13）は混合診療の全面解禁をめ

率と異なる点には注意されたい。本アンケート調査

ぐる論争の本質は、最適水準説と最低水準説といっ

の期間は３日間であり、そのうち協力依頼のメール

た公的保険の給付水準をめぐる理念の対立にあると

を受けたモニター会員の中で、期間中にメールを読

指摘している。

めず、調査に参加できなかった人々が存在している
と考えられる。
６

本調査の契約では当初 1100 人の調査データ収集

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

を目標値としていた。この目標数値よりも上回るモ

14 またこれら先行研究とて、具体的な標準的・必需

ニターが調査協力に応じた場合、超過した調査サン

的水準について検討しているわけではない点には注

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

意しなければならない。
15 混合診療の賛否に民間医療保険の加入がどう影響

る。そのためより多くのサンプルを得るため、筆者

するかの分析は、齋藤（2008）で試みられている 24）。

らが十数回にわたりリアルタイムにダウンロード作

ただし、そこで用いられた推計モデルの妥当性は検

業を繰り返し、目標値より多いデータ（1712 人）

討の余地を残している。

70

16

医療経済研究

Vol.21  No.1 2009

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

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

は賛成といった場合は、少なくとも「
（混合診療の

11）齋藤裕美，鈴木 亘．混合診療の実証的考察―医

解禁に）全面的に賛成」と回答することは考えづら

療アクセスの公平性からの再検討．医療経済研究

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

察．日本経済研究 2006；53：150 － 173

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

2006；18：105 － 120
12）Maddala, GS. Limited-dependent and qualitative
variables in economics．Cambridge：Cambridge
University Press，1983．
13）二木 立．混合診療問題の政治決着の評価と医療
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What Affects People’s Attitude toward Mixed Medical Care Services?
—An Empirical Analysis Using a Questionnaire Survey—
Hiromi Saito, Ph.D.*
Abstract
This study explores the determinants of people’
s attitudes toward mixed medical care services, using a
questionnaire data collected in December 2005. The same data had been previously used in Suzuki and Saito (2006).
Among possible determinants, I focus on the“capacity to pay”and the“health status”of the respondents . In
the first place, while people with a higher capacity to pay can afford uncovered medical care services, they will still
be able to receive public insurance benefits if the ban is lifted, and I have expected them to support the lifting of
the ban. Secondly, people with poor health or higher health risks presumably have higher needs for uninsured
medical care services, and they are expected to support the lifting of the ban. I have tested my conjectures by
estimating an ordered probit model.
The results of my estimation have not completely confirmed my conjectures. With respect to the capacity to
pay, people in the middle income and upper-middle income classes tended to support the lifting of the ban; however,
with respect to health status, people with poor health status or higher health risks tended to oppose the lifting. In
addition, people who were more knowledgeable about the health-insurance system tended to support the lifting.
Furthermore, medical care or social welfare personnel tended to oppose the lifting of the ban.
Based on these results, we put forth the following interpretations: (1) people in the middle income class who
have a higher capacity to pay have stronger preference for lifting the ban than those in the upper income class; (2)
people with poor health status  probably oppose the lifting of the ban because they believe that it would lead to a
decrease in the level of public insurance benefits; and (3) the differences in demand and supply might reflect
people’
s attitudes toward mixed medical care services.
［key words］mixed medical care services, public insurance benefit, ordered probit model

＊
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５．原稿執筆の様式は所定の執筆要領に従ってください。
編集委員会から修正を求められた際には、各指摘事項に個別的に応え、再投稿して下さい。
編集委員会が修正を求めた投稿原稿について、通知日から 90 日以上を経過しても再投稿されない場合には、投稿の取り
下げとみなします。ただし、事前に通知し、編集委員会が正当な理由として判断した場合はこの限りではありません。
６．研究費補助を受けている場合は、ファンドソース（公的機関や私的企業の名称、研究課題名、補助時期など）を謝辞の
中に明記してください。
７．ヒトを対象とした研究である場合には、以下に例示する倫理基準などを参考に適切に行われていることを明示してくだ
さい。
○疫学研究に関する倫理指針

○臨床研究に関する倫理指針

８．医療技術評価に関連する研究については、編集委員会が必要と判断した場合は、審査に先立って利益相反（Conflict of
Interest）の有無についての情報を開示していただくことがあります。
９．投稿論文の掲載の採否および種別については、査読審査に基づいて、編集委員会にて決定します。その際、
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ります。
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E-mail： kikanshi@ihep.jp
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2009 年 6 月吉日
会員各位

医療経済学会

第４回研究大会のご案内

日時：2009 年 7 月 18 日（土）9：45 - 17：50
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
◆なお、新型インフルエンザの状況によっては会場を変更する可能性もございますので、変更等に
つきましてはホームページ等を随時ご確認願います。
1． 学会ホームページについて
医療経済学会第 4 回研究大会を開催するにあた
り、学会のホームページに詳細を掲載しており
ます。学会ホームページアドレスは下記のとお
りです。

4． 会場内での留意点
①会場内でのお尋ね・お呼び出し等は、
「受付」
でお申し付けください。
②会場内への飲食物の持ち込み・喫煙はご遠慮
下さい。

http://www.ihep.jp/jhea/index.html

（構内は全て禁煙となっておりますので、喫煙
場所はございません。
）
③会場内では携帯電話の電源をオフまたはマ

2． 受付
受付は慶應義塾大学病院 11 階エレベーター前

ナーモードにしてください。

に設けます。
受付時間：午前 8：45 ～ 17：00

5． 駐車場について
駐車場は用意しておりませんので、公共交通機

3． 参加申し込み

関をご利用願います。

別添の「申込用紙」にご記入の上、学会事務局
宛に参加申し込み願います。
参加費は（1）会員 5,000 円 （2）学生会員 1,000 円
（3）非会員 10,000 円です。
（下記、口座に平成 21 年 7 月 3 日（金）までにお
振込みください。
）
銀 行 名：みずほ銀行新橋支店
みずほ普通預金
口座番号：2418647
口座名称：医療経済学会 第４回研究大会

6． 昼食について
昼食は用意しておりませんので、各自お願いい
たします。
7． お問い合わせ先
医療経済学会事務局
〒 105-0003

東京都港区西新橋 1-5-11
第 11 東洋海事ビル２Ｆ

FAX：03-3506-8528
E-mail：gakkai@ihep.jp
URL：http://www.ihep.jp
担当：井村、福永、根岸
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8． 慶應義塾大学病院（11 階

大会議室・中会議室）

（電車） JR 総武線「信濃町」駅下車、徒歩約 1 分
地下鉄都営大江戸線「国立競技場」駅下車（A1 番出口）
、徒歩約 5 分
丸の内線「四谷三丁目」駅下車（1 番出口）
、徒歩約 15 分
半蔵門線・銀座線「青山一丁目」駅下車（0 番出口）
、徒歩約 15 分
（バス） 新宿駅西口 - 品川車庫（品 97）
「信濃町駅前（慶應病院前）
」下車
早大正門 - 渋谷駅東口（早 81）
「四谷第六小学校入口」下車

●当日は休診日となっていますので、下記の通り、正面玄関右の救急受付より入り、
奥の新棟のエレベータで 11 階までお越しください。

新棟 11 階
大会議室
中会議室

11 階フロア
A 会場
（大会議室）

レストラン

B 会場
（中会議室）
エレベーター

受付
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FAX：03-3506-8528

第４回

医療経済学会

E-mail：gakkai@ihep.jp

総会・研究大会

申込用紙
医療経済学会 第４回研究大会の参加につきまして以下にご記入いただき、
７月３日（金）までに、FAXまたはE-メールにて、必ずご送信願います。
◎研究大会の参加
□参加

□参加しない

◎総会の参加
□参加

□参加しない

◎総会へ参加されない方
□総会の決議事項に関して委任致します
□総会の決議事項に関して委任致しません

参加対象
（いずれかに○を記載してください）

（

）一般会員 （5,000 円）

（

）学生会員 （1,000 円）

（

）非会員

参加者氏名

電話番号

所属先

FAX 番号

役

E メール

職

（10,000 円）

（必須）

（必須）

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

年

月

日申込

入会希望の方は下記様式に記入の上、
事務局までメール、FAXまたは郵送して下さい。
なお、入会に
際しては、
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。
フリガナ
氏

男
・
女

名

会員の別
所
属
先

名称

電

話

住所

自宅住所
電

普通会員
学生会員

生年
月日

西暦

年

最終学歴
専攻科目
職

名

〒
FAX
〒

話

郵便物希望送付先
（該当に○）

FAX
所属先 ・ 自宅

E-mail
＜推薦する会員＞
氏

名

＊ 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

月

日

編 集 委 員 長
編 集 顧 問
編

集

委

員

医療経済研究

小

椋

正

立

（法政大学経済学部教授）

池

上

直

己

（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授）

西

村

周

三

（京都大学理事・副学長）

井

伊

雅

子

（一橋大学国際・公共政策大学院教授）

泉

田

信

行

（国立社会保障・人口問題研究所室長）

駒

村

康

平

（慶應義塾大学経済学部教授）

菅

原

琢

磨

（国立保健医療科学院経営科学部サービス評価室室長）

橋

本

英

樹

（東京大学大学院 公共健康医学専攻 教授）

濱

島

ちさと

（国立がんセンターがん予防・検診研究センター検診研究部室長）

福

田

敬

（医療経済研究機構特別主席研究員／東京大学大学院公共健康医学専攻准教授）

安

川

朗

（熊本大学法学部教授）
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