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巻頭言

「脱病院化」政策の何方

3 

学習院大学経済学部教授

遠藤久夫

本棚を整理していたら学生時代に読んだイヴァン・イリッチの「脱病院化社会J(1978年、金子嗣郎訳)

が出てきた。「医療そのものが健康に対する主要な脅威になりつつあるJとして、現代社会が医療に過剰

に依存していることを痛烈に批判した本だ。原題はLimitsto Medicineであるが、訳者が「病院こそ現

代におけるメデイカリゼーションの象徴である」として「脱病院化社会」を日本題とした。当時はかな

り評判になった本だ。今、政府は「脱病院化」政策を進めている。社会的入院の解消と過剰な病院病床

の削減を同時に達成すべく、療養病床の削減や介護施設への転換、在宅療養の推進などの施策を矢継ぎ

早に打ち出している。さらに、このような病院から在宅へ、医療から介護へという流れとは別に、高機

能病院での離受診を抑制するために「かかりつけ医」をもつことを推奨し、そのため臨床研修の必修化

に見られるように、専門に特化するのではなく総合的に病気を診ることのできる医師の養成を進めてい

る。イリッチの「脱病院化」論は高度医療がもたらす医原病的側面に警鐘を鳴らしているのに対し、「脱

病院化」政策は医療費適正化の影がちらつく。とはいえ「医療の過剰」を問題視している点では通ずる

ものがある。

「脱病院化」政策を進める上での最大の課題はイリッチが指摘するように「現代社会が高度に医療化さ

れた社会」であり、現代人は「医原的流行病」から逃れられない状態にあることだ。確かに、今でも自

宅での出産を希望する人もいる。統合医療(代替医療)に関心をもっ人も増えている。しかし、彼らは

少数派であるからこそメディアはこれを報道するのである。テレビのチャンネルを回せば医療番組は花

盛り。番組の最後にはアナウンサーの「このような症状があれば専門医にご相談を」の一言が加わる。

夕刊に専門医の解説による医学解説欄がない新聞を探すのは難しい。大病院の先端医療の紹介記事や番

組も少なくない。日々これらを目にしている人が、「やはり頼りになるのは専門医、大病院」と考えても

不思議ではない。医療者はどうであろうか。「病気でなく人聞を診なければいけない」と説く高名な医学

部教授のことばに、知人の若い医師が一言。「確かにその通りだと思いますが、あの先生、狭い専門を極

めたことで功成り名を遂げたのですよね。Jまた、別の医師日く、「総合的に診ることのできる医師にな

るのは実はたいへん。専門医として限られた病気の患者を診ている方が楽だし、患者さんも名医扱いし

てくれる。」これらの発言、どれほど普遍性をもつのか分からない。しかし、彼らに「総合的に診る医師」

の成功イメージが見えていないのは伝わってきた。

「脱病院化J政策の遂行は高度医療信仰との戦いでもある。この信仰は非常にしぶとい。実は、この原

稿、最新鋭のPET(陽電子放射断層撮影)検査を予約した人間ドックの待合室で書いている。
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特別寄稿

医療統計の体系化:

統計委員会の基本計画に向けて

井伊雅子*

抄録

日本の公的統計制度は60年ぶりの大改正の途上である。昨年5月に全面的に統計法が改正され、 10月には公的統計整備

の司令塔としての統計委員会が発足した。本稿では、まず、新統計法改正の背景やその目的、そして昨年.10月に発足した

統計委員会の役割に関して概観し、医療・介護に関する統計を新統計法の下でどのように整備、体系化していくべきか、

いくつか問題提起を行った。

現行の日本の医療統計の問題の一つは、 SNAのような明確な体系性が欠如している点である。今後、国民医療費に代わ

り、 SHA(A System of Health Accounts)を基幹となる医療費統計と位置づけ、関係する統計を整備し直す必要がある。

指定統計を始め、承認統計や届出統計として行われている調査統計を政策評価に十分に活用することも期待されている。

そのためにも、政策部局と調査実施部局との連携も重要となろう。莫大な公費を投じて作成された統計は国民全体の貴重

な財産であり、この財産を、公正で有効に活用できる体制を整備することは、国民生活の質の向上に大いに寄与すること

である。

キーワード:新統計法、統計委員会、基本計画、基幹統計、基幹統計調査、 SHA(A System of Health Accounts) 

1 .はじめに

日本の公的統計制度は60年ぶりの大改正の途上

にある。昨年5月に全面的に統計法が改正され、lO

月には公的統計整備の司令塔としての統計委員会が

発足した。本稿では、新統計法の背景やその目的、

そして昨年lO月に発足した統計委員会の役割に関

して概観したあと、医療・介護に関する統計を新統

計法の下でどのように整備、体系化していくべきか、

* 一橋大学 国際・公共政策大学院

いくつか問題提起を行いたい。

2.新統計法

海外諸国の統計制度やその根拠となる統計法規

が80年代前後から大きく変わってきた。これは、

ミクロデータといわれる匿名標本デ}タの利用

や、プライパシーの高まりを受けた個人情報の保

護法制の整備などの展開を反映したものである。

このような世界の潮流の中で、今回の統計法改正

は60年ぶりの抜本的改革と言われている。

まず、大きな特徴として、法の目的が抜本的に
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書き改められたことがあるo 旧統計法では、統計

行政が遂行すべき課題を列記しただけであった。

しかし、新統計法では、国民経済の発展並びに国

民生活の向上のためにその整備を行うことが法の

目的となっている。

統計委員会の役割は、基本計画案の作成、基幹統

計の指定、匿名データの作成など多岐にわたるが、

特に基本計画の策定に向けて議論が重ねられてい

る。基本計画は閣議決定を経て、公的統計の整備に

関する政府の正式な方針となる。現在の指定統計と

いう概念が、平成21年度の新統計法の全面施行以

後は基幹統計という概念に変わるが、政府の重要な

統計としての基幹統計の指定も行う。

さて、統計法の今回の法改正での新たな制度的

仕組みであるが、まず、 L点目として、旧統計法

が事実上統計調査とそれに基づいて作られた調査

統計(一次統計)のみを想定していたのに対して、

新統計法はそれを加工した統計(加工統計)また

は行政記録や登録などにもとづいて作られた統計

(業務統計)も広く明示的に公的統計として捉え

ることになった。つまり、加工統計、業務統計と

いった調査統計以外の統計についても明確な規律

を定めた点が大きな特徴である。旧統計法では、

指定統計と指定統計調査は一体化していたが、新

統計法では、基幹統計と基幹統計調査は必ずしも

一体化していない。統計調査は統計を作成するた

めに行われる調査だが、統計は必ずしも統計調査

によってのみ作られるとは限らないためだ。

統計と統計調査を概念上区別することにより、統

計の作成にあたり、統計調査以外の行政記録や登録

などの情報を用いることが重要になった。基幹統計

である国勢調査に関しても、ヨーロッパの多くの国

では従来の実査による人口センサスは中止して、登

録データにおきかえるなど、変革期にある。行政記

録等の活用は、わが国の場合、諸外国と比べて特に

制度的障害が多いと言われている。

統計調査のための基盤整備のーっとして、ビジ

ネスフレームが導入されたことも新統計法の新し

い点である。これまでのわが国の企業や事業所を

対象とするほとんどの統計調査では、事業所・企

業統計調査によって把握された事業者などの名簿

情報を標本抽出のフレ}ムとして使用してきた。

新統計法では、「事業者母集団データベース」の

整備が規定されており、経済センサスや商業・法

人登記の情報を活用して整備していく予定であ

る。諸外国では90年代から、税務記録等の行政情

報を中心にビジネスレジスターと呼ばれるフレー

ムが整備されてきている。

分散型システムをとる日本の統計行政には多く

の問題点が指摘されてきた。例えば、医療関係の

統計は、総務省の統計局がすべてを把握している

わけではなく、厚生労働省や地方自治体が主に把

握をしている統計もある。統計行政に共通してい

る問題点として、作成者の都合が優先し、利用者

の利便性が軽視されているとか、統計聞に統一性

がなく、全体像がつかみにくい、行政費用削減の

影響により資源が不足し統計の質が低下している

なども指摘されてきた事項である。

こうした問題を克服するため、司令塔として、

基本計画を作成し、閣議決定を通じて実行させる

ことが、統計委員会の役割である。統計委員会で

は、現在の指定統計を見直して、基幹統計を定め

るための議論を行っている。また、昨今、統計調

査に非協力的な人が増えたことから、統計調査に

頼って統計を作成することの非効率性が指摘され

ている。すでに行政が業務上得ている記録をうま

く活用すれば、新たな調査の必要がなくなる場合

もある。

医療・介護・健康に関しては、国民経済に占め

る比重が増してきており、さまざまな統計・調査

の取捨選択ができず、社会のニーズに応え切れて

いない。次項以降は、医療関係の統計に関して詳



細に議論をしてみたい。

1 医療統計の現状

医療制度改革の議論において、実態の正確な把

握が重要で、ある。しかし現状では定量面ですら十

分に実態が理解されているとは言いがたい。デー

タ自体が第三者への情報公開に資するように整備

されていないのである。医療に関する重要なデー

タとしては、経済協力開発機構 (OECD) の

iHealth DataJが毎年発表されている。近年では

医療の質に関する指標も加わるなど、 OECD加盟

国の医療デ}タとしては信頼性が高いとされてい

る。ところが日本の欄は空欄が目立つ。また医療

費の定義が異なるとはいえ、公的医療費の支出額

などは厚生労働白書のデータと比較すると数値に

かなりの差がある。

国際的な標準の手法で財政収支を集計、発表す

る国際通貨基金 (IMF)の『政府財政統計.1(GFS: 

Government Finance Statistics)でも他の先進諸

国に比べると空欄が目立ち見劣りがする。つまり、

日本の医療産業や政策のパーフォーマンスの実態

を客観的に国際比較しようにも、信頼のおける集

計されたデータが手に入らないのである。

GFSは、公会計と国民経済計算をつなぐ重要な

統計である注10 GFSの整備において、現行のよう

に、中央政府は財務省、地方政府は総務省、一般

政府は内閣府という分散体制は機能せず、調整部

局を一元化するべきである。社会保障費統計は欧

州連合 (EU) のESSPROS(The European 

System of integrated Social Protection Statistics) 

を基幹として再編・整備が必要で、医療費に関し

ては、国民医療費に代わって、 2000年にOECDが

発表した国民保健計算の国際基準であるSHA(A 

System of Health Accounts)を基幹となる医療費

統計と位置づけ、関係する統計を整備し直す必要

医療統計の体系化:統計委員会の基本計画に向けて 7 

がある。

国民医療費、社会保障給付費、 SHAの関係を示

したものが図 1である。国民医療費は斜線の範囲

である。国民医療費の推計に関しては、データソ

ースやどのようなアルゴリズムで推計しているの

か詳細が公開されていない。過去の実績からの伸

び率として、推計されているようであるが、初期

値も公開されておらず、デフレータ}も、診療報

酬点数の改定率をもとにしており、物価指数など

の経済的に意味のあるデフレ}ターを用いていな

いと思われる。現在のクロスセクションのデ}タ

に基づいて、かかった医療費を積み上げるように

して出した数値でもない。こうした問題点は辻

(1995)や速水・その他 (2003)でも指摘されて

きた。

OECDのSHAによる推計である総保健医療費

支出は、点線で囲まれた範囲である。ここで問題

となるのが、白地の部分で、 SHAの算出で必要と

されているが保険適用外であるため、把握できな

い医療費情報である。具体的には、1)自由診療

費部分:例.歯科自由診療費、美容整形費等、 2)

特別料金(入院時の室料差額料、特定療養費分、

紹介状を持たないで病院を初診する時の初診代な

ど)、 3)入院中の食事代の一部、 4)予防・健康

管理サービスとして、医師の指示以外によるあん

摩・マッサージ料など、 5) 出産(正常分娩)に

関わる費用(現在は出産時に支給される「出産育

児一時金」を正常分娩費に要した費用として推

計)、 6)先進医療における患者負担分などである。

網をかけた部分は、国民医療費以外の総保健医

療支出の推計で必要となる情報であるが、以下の

ような問題点がある。

まず、介護であるが、公的介護保険で定められ

た利用限度額以上を使っている場合は介護保険と

しては要求できないためこの推計値に含まれない

が、介護業者への支払いは発生する。ただし、介
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護費の推計方法はOECD事務局が検討中で統一基

準が定まっていない。

次に産業データであるが、米国では大きなウエ

イトを占める医療機器や薬剤費(大衆薬)は一部

分のみしか把握できない。たとえば、血圧計・体

温計は、厚労省が使用している生産、輸出入統計

を使用しているために、水銀計だけを計上してい

る。これらについては、経済産業省などの部署が

業界団体からデータを取って把握されていると思

われるが、そうした各官庁に拡散した情報を集約

することが改善のー案であろう。

民間医療保険では、がん保険等の医療費支払は

正確に把握できないため、管理費を計上している。

ただし、生命保険部分については有る程度データ

が存在する(社団法人 生命保険協会「年次統計

保険金・年金・給付金明細表」等)。しかし、損

害保険部分についてはデータソ}スが無いため把

握できない。

地方公共団体単独実施による保健事業等(子供

の医療費の自己負担の無料化、健診)は、推計方

法や基礎なる参考資料について言及されておら

ず、「完全にブラックボックスとなっているJ(辻

(1995))。恐らく、総務省による「市町村別決算

状況調査」などの各種統計の発刊が遅い等、各地

方から該当する事業費の情報を積み上げる仕組み

が出来ていないことに問題がある。

他にも、確定申告における医療費控除による還

付なども把握されていないが、金額的に無視でき

ない額と思われる。

4 .韓国の状況注2)

韓国は、日本の医療保険制度を参考に1989年に

公的皆保険制度を導入したが、現在、ほほ100%

のレセプトの電子化を達成し、そのレセプト情報

に基づき疾病管理の分析や医療評価を行ってい
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る。国民医療費の推計も国際比較を行う場合に、

概念的な正確性や制度の変化を経年的に反映でき

ないことが問題となり、 OECDのSHA推計に基づ

いた新しい推計方法の構築がされ、 OECD

Health DA T A 2004 3rd Versionよりその結果が本

格的に反映され、その後も推計方法が続けて開発

されつつある。

日本では国民医療費推計のデータソースのほと

んどが各種事業報告であるが、そうした方法では

本人負担部分が過小に推定される可能性が大き

い。韓国では、家計調査を活用することにより医

療費推計に改良を加えている。具体的には、家計

調査の対象世帯を、以前の都市部のみから都市部

以外の地域に拡大したり、一人家計を含めるなど

全国世帯を対象にして、サンプル数を増やしたり、

消費支出の項目を増やすこ・となどを試みている。

日本の医療費推計との大きな違いである。家計調

査でとらえにくい部分は、業務統計を用いるなど

複数の資料情報を最大限に活用している。韓国の

医療制度は、基本的な骨格が日本と似ており、日

本の医療費統計の整備に参考になる点が大いにあ

ると思われる。

5.医療統計の体系化

経済統計では「経済センサス」の導入が決まり、

ビジネスレジスターを作成し、その名簿情報をも

とに事業所・企業統計を統一的に構築していくと

いう方向が打ち出された、ビジネスと生活は違う

という考えもあるが、個人情報の統計利用に関す

る法整備もしたうえで、人間の生活の質的向上の

ために人口-社会統計の体系化が必要だというこ

とを国民に訴えていく必要がある。レジスターを

しっかり作り、医療、教育、福祉、消費などの人

間の生活にかかわる統計を相互補完的、整合的に

イ乍っていくというのが今回の新統計法の基本計画
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の柱となるであろう。医療統計に関しては、国民

医療費に代わって、 SHAを基幹となる医療費統計

と位置づけ、関係する統計を整備し直すことを基

本計画に盛り込むことが必要である。

この節では、指定統計である患者調査や医療施

設調査や、 DPCやレセプトなどの調査、行政記録

をどのように用いることにより、調査対象者の負

担も軽減され、かっ地域医療計画や地域医療費の

推計をより精度高く科学的に進めるための医療統

計としての価値も高まるかを、需要、供給、コス

トの3つの側面から考えてみる。

地域にどの程度の疾病があるか、個人ベースで

どのくらい医療費がかかるのか、重複受診の実態

などを知るためには、需要分析が必要である。急

性期医療に関してはDPC調査データを、慢性期や

外来等ボリューム把握が主要な調査目的である部

分については電子レセプトデータの活用で、より

効率的で正確な情報を確保できる仕組みを構築で

きるのではないか。患者調査の大部分のデータが

代替されうると考えられる注3。社会医療診療行為

別調査も、季節変動、悉皆性を考慮して電子レセ

プトデータの活用が必要である。電子化されたレ

セプトからの情報を活用することにより、正確か

っ効率的にd情報を収集することができる。

次に、供給面であるが、医療計画の立案に関し

て、どのような提供体制が必要かといった、地域

の医療資源の充足状態を知るためにも、全数調査

である医療施設調査は今後も供給面のデータ把握

のためには重要な調査である。改善点としては、

レセプト情報や、保健所や社会保険事務局への施

設基準の届けなどを活用することで大幅に回答者

の負担を軽減できるという点であろう。

コストのデータは、将来の給付の範囲を決める

うえでも重要である。また、たとえば保険外の医

療費が経年的に増えていれば、国民がある程度受

容している結果と考えられ、混合診療の議論にこ

うしたデータは不可欠である。現在、医療のコス

トに関する数少ない調査の1っとして、医療経済

実態調査がある。病院、診療所、保険薬局におけ

る医業経営等の実態を調査したものである。中医

協に提出するための調査であるが、サンプル施設

数が少なく、経営主体が自治体病院に偏るなど問

題点は多い。医療のコスト面を把握するためには

必須の調査であるため、サンプル数を増やすこと

が必要である。例えば保険診療機関に関しては全

数調査にするとか、医療法の下で経営している医

療機関をすべて対象にすることも議論されるべき

であろう。また、病院の会計原則を統ーして、保

険診療と自費診療に分けて財務報告を公開するこ

とを義務付けることにより、図 1の白地の部分の

把握ができる。

6.国民生活基礎調査に関して

国民生活基礎調査が基幹統計の候補の 1つであ

るというのは、研究者の中ではほぼ一致している

と思われる。しかし、いろいろと問題点が指摘さ

れており、基幹統計とするには改善が望まれる。

たとえば、国民生活基礎調査には、世帯・健康票、

所得・貯蓄票、介護票があり、さらに国民健康栄

養調査もそのサブサンプルで取られているが、栄

養調査、所得・貯蓄票及びと介護票はそれぞれ

別々のサブサンプルで、取っており接続できないた

め、世帯所得状況と生活習慣、もしくは介護提供

の実態をあわせて分析することができない。また

サンプル数も非常に少ない注4。現在の国民生活基

礎調査では、社会保障費やその他の税の情報が不

足しているが、医療介護のshadoweconomyとな

っているインフォーマルケアの部分を考慮する上

で、国民生活基礎調査の介護票・世帯票が不可欠

である。

抽出方法に関しても、現在は、選ばれた地区内



の全ての世帯を抽出する方法をとっているが、層

化多段階抽出で、多数の地域を選ぴ、その中でラ

ー~ンダムに当てた世帯のみを調査する手法の方が適

切という意見も多い世5。また昨今の個人情報など

に対する懸念から統計実施の環境が悪化している

ことなどから、一人暮らし・夫婦のみ高齢者の入

院ケースや昼間不在の20歳代の者などが、アンダ

ーサンプリングになっているのは国勢調査など含

め、統計調査全体の問題ともいえるが、国民生活

基礎調査においても深刻な問題になっている断。

7.レセブトデータとDPC調査データ

今後、SHAを基幹となる医療費統計と位置づけ、

関係する統計を整備する上で、現在は行政記録で

あるレセブトデータの電子化は必須の条件とな

る。レセプトの現行精度レベルでは、集めてもた

いした役には立たないという指摘もあるが、 SHA

のような設計概念をもち、誰がどのような権限で

どのような公益のためにデータベ}スの作成・管

理を行うのかを明確にした運用体制の裏付けがあ

れば、医療経済データとして貴重なデータとなる。

また急性期医療に関するデ}タベースである

DPC調査データであるが、コードの標準化・診断

名と処置の紐付けといった従来のレセブトデータ

の問題点の多くが克服されている。 DPCシステム

については、包括支払いによる費用抑制に主眼を

置くのではなく、分配面・生産面統計を補完する、

標準化データベースとしての位置づけを明確にす

る必要がある。

ただし現行のDPCレセプトでは詳細なプロセス

情報などが省略されているため、調査データとし

て集計されている様式1情報(診断・処置名など)

とE.Fファイル情報(レセプトコンピューターか

ら転載した詳細プロセス情報)を電子レセプトに

反映させることが望まれている。 DPC調査データ
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と患者調査・医療施設調査などが有機的に接続さ

れれば、地域医療計画・地域医療費の推計をより

精度高く科学的に進める情報基盤が築かれると期

待される。

8.最後に

現行の日本の医療統計の問題の一つは、 SNAの

ような明確な体系性が欠如している点で、ある。患

者調査、社会医療診療行為別報告、医療施設調査、

国民生活基礎調査など厚生労働省主管の統計がそ

れぞれどのように連関しているのか説明できる体

系がなく統一性に欠けている。また、指定統計を

始め、承認統計や届出統計として行われている調

査統計が政策評価に十分に活用されていないので

はないだろうか。たとえば、現在医療分野のデ}

タとしてDPCで膨大な情報が得られているが、そ

の活用は不十分で、ある。政策部局において、例え

ば、 DPC調査データと医療施設調査、介護保険と

医療保険のデータなど関連するデータの連携が必

要である。そのためにも、今後、国民医療費に代

わり、 SHAを基幹となる医療費統計と位置づけ、

関係する統計を整備し直す必要がある。政策部局

と調査実施部局との連携も重要となろう。日本で

は、医療政策のみならず、最低賃金や税制といっ

た国の重要な政策が、基本的な情報や統計分析に

基づくことなく決まってきた。こうした分析は集

計データでは不可能なため、ミクロデータの分析

に基づいて政策を提言、決定することは、先進国

だけでなく途上国でも通常の手続きとなってい

る。莫大な公費を投じて作成されたデータは国民

全体の貴重な財産であり、この財産を、公正で有

効に活用できる体制を整備することは、国民生活

の質の向上に大いに寄与することである。
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注
1 この段落の議論は、岩本 (2008)の資料に基づい

ている。

2 韓国がおこなってきた国際比較に適した医療費の

定義やデータ集計の方法の開発は、医療費の構造分

析と適正化に向けた政策的課題に関する研究(2008)

に詳しい。

3 DPC調査では、患者調査と異なり、患者の住所

がないことが欠点、である。

4 介護票では抽出される要介護者・要支援者の数は

全国で約7千人である。

5 国民生活基礎調査に関しては個別の審議会などで

も議論されており、参考となる報告書も多い(健康

票を中心とした国民生活基礎調査の見直しに関わる

有識者会議報告書 (2008)など)。個別の調査の改

善に関しては、こうした会議での議論・報告書を始

め、学会などユーザー側の意見をくみ上げる仕組み

が不可欠である。

6 国民生活基礎調査は高齢者に偏ったサンプルにな

っているため、国民生活基礎調査(所得再分配調査)

と国勢調査の年齢別分布には講離ができ、そのため

全国消費実態調査で見たジニ係数よりも国民生活基

礎調査で見たジニ係数が非常に大きく出た原因にな

っている。
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The Statistics Commission 's Basic Plan Towards 

Systemization of Japanese Health Data 
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Abs甘act

]apanese Government data are under drastic reform for the first出 leafter 60 years. In May却07，出eStatistics 

Act was revised fundamentally and a Statistics Commission was set up under the Cabinet 0伍ce.This paper 

describes the background of the new Statistics Act and its purpose， and the roles of the Statistics Commission. 

]apanese health data have been criticized that they are not constructed in a systematic way and lack the 

conceptual framework similar to the System of National Accounts (SNA). The central indicator of various health 

data， ]apan's National Medical Expenditure， is not comprehensive and does not reflect the current health system 

and expenditure situation. Since 2000， OECD has provided an international standard to estimate the health 

expenditure， called a System of Health Accounts (SHA) In place of National Medical Expenditure， it is proposed 

that SHA should be the central health data as most OECD countries have adopted. 
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論文

オーダリンク‘システムが病院生産性、

効率性に及ぼす影響の評価

高塚直能*1 西村周三*2

抄録

医療情報システム(特にオーダリングシステム)の導入が入院医療の生産性及び効率性に与える影響を明らかにするた

め、自治体病院のパネルデータを解析した。ー床当たり年間退院患者数(年間病床通過患者数)をアウトプット指標とし
た生産関数に対して、三種の確率フロンティア分析(固定効果モデル、真固定効果モデル、効率性効果モデル)を適用し、

病院生産性及び技術的効率性に対するオーダリングシステム導入の影響を比較評価した。

結果、固定効果モデルでは療養病床を持たない病院においてマージナルな生産関数の上方シフトが示された。また、真

固定効果モデルにおいて、前年度オーダリングシステム導入が生産関数の上方シフトに有意に関連することが示された。

さらに、効率性効果モデルにおいても、前年度オーダリングシステム導入は技術的効率性と有意な正の関連を持つことが

示された。これらの傾向は病院の移転・新改築等の施設更新の影響を除いてもみられた。なお、推定された技術的効率性

値は各モデルにおいて大きく異なり、他モデルに比較して、真固定効果モデルでは平均値が高く、標準偏差が低い結果と

なった。なお、各モデル聞における技術的効率性値の順序相関係数は固定効果モデルと効率性効果モデル聞で0.7・0.8程度

を示したが、真固定効果モデルと他モデル間との相聞は0.4未満であった。

この結果より、オーダリングシステムは一定期間における退院患者数を指標とした生産関数の上方シフトもしくは技術

的効率性の改善に寄与する可能性が示唆された。

キーワード:オーダリングシステム、確率フロンティア分析、技術的効率性、退院患者数、自治体病院パネルデータ

1 .はじめに

近年、我が国をはじめとする先進諸国では、医

療財源の逼迫により、医療サービス提供体制の効

率化が求められている。その一方で、近年の情報

化技術 (Informationtechnology :以下IT)の進

展は目覚しく、その波は医療界にも及んでおり、

保険請求の電算化から処方情報の電子化、さらに

は患者カルテ情報の電子化が進められている。こ

*1 岐阜大学大学院医学系研究科医療管理学講座医療経済学
分野准教授

*2 京都大学大学院経済学研究科教授

のような医療情報の電子化はネットワーク技術と

相まって、質の高い効率的な医療提供体制の構築

に寄与するものと期待されている。しかしその導

入は根拠に基づくことが求められ、効果の検証作

業も進めていく必要がある九

一口で医療のIT化といえども、評価を行う際

には評価対象と評価指標を明確化する必要があ

る。 Claudhryらは評価対象の医療情報システムを

表 1のように分類している九中でも欧米の先行

研究における評価対象の多くは医療提供者の意思

決定支援システム、電子カルテ、施設内指示の電

子化(オーダリングシステム)についてであり、

実際のシステムはこれらが統合されているケース
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表1 医療情報システムのタイプ

電子カルテ

コンビュータ}オーダリングシステム

医療提供者の意思決定支援システム

結果レポート表示の電子化

処方の電子化

患者の意思決定支援システム

モパイルコンビューティング

遠隔医療

医療コミュニケーションの電子化

管理

デ}タ交換ネットワ}ク

知識検索システム

医療情報技術一般

その他

もある。また、評価指標としては医療の質、効率

性、コストを挙げている。

本研究では、本邦における医療のIT化のなか

でも特にオーダリングシステムの導入が医療サー

ビスの生産性、効率J性に及ぼす影響について評価

することを目的とする。そこでまず始めに対象と

なるオーダリングシステムについて概説する。

オーダリングシステム (OrderEntry System 

(OES) )とは医療施設内における医療スタッフか

らの指示を電子化しコンピュ}ターネットワーク

を通して関連部局に通達するシステムである。従

来の紙ベースの各種伝票をコンビューターネット

ワ}クに移植するため、各種の指示が迅速かっ正

確に伝わるというメリットを有する。それのみな

らず薬剤分量の間違い等のオ}ダーミスを指摘す

るアラート機能を組み込むことにより医療安全に

対する効果も期待されている刊。

一方のデメリットとしては、指示をコンビユ}

ターに入力する時聞がかかりうることと導入維持

に関するコストが挙げられる九しかし入力に伴

う問題はシステム導入の初期に見られ、順次解消

されていくことが報告されている九また導入コ

ストについては、阿曽沼らが、 H15年度時点の

500床規模モデル病院における電子カルテシステ

ムを含むトータルのシステム導入費を約18億円、

年間維持費を約1億円と見積もっているヘ実際に

は同規模以上の病院で少ないコストで済んでいる

こと、次年度 (H16)の見積もりでは導入費用が

15.5億円と低下していたことから、コストの低下

余地を指摘している。とはいえ高コストであるこ

とに違いなく、公的補助を含めた経費負担のあり

方について提言を行っている。

続いて我が国におけるオーダリングシステムの

導入状況であるが、平成17年度の医療施設調査に

よると精神科病院等を除いた一般病院7，952施設

中オーダリングシステム導入施設は1，882施設

(23.7%) である九開設主体別にみると最も導入

率が高いのが医育機関であり (81.8%)、自治体病

院を含む公的病院では約半数 (49.4%)の施設が

導入している。また病床規模別にみると 600床以

上の施設では導入率が8割を超えるのに対して、

300床未満の施設では15%と低調で、ある。

ではオーダリングシステムの導入は医療施設の

生産性・効率性にどのような影響を及ぽすのであ

ろうか。米国における先行研究では、対象医療機

関においてオーダリングシステム導入医療チーム

と未導入チームを設定し、チーム間で患者一人あ

たりの重複検査数や医療費、在院日数などの投入

リソースを比較することにより効率性の評価を行

っている制。これらの報告では、オーダリングシ

ステム導入チームにおいて投入リソースが有意に

低いことが示されており、オーダリングシステム

が効率性改善に寄与する根拠とされている。

しかし、これらの研究ではいくつかの間題点を

挙げることができる。まず、対象がー医療機関も

しくは少数の外来クリニックであり、外的妥当性

が十分とはいえない。また患者数に対するオーダ

リングシステムの影響が考慮されておらず、例え
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ば入院患者において在院日数が減少したとして

も、新たな入院患者数(もしくは退院患者数)に変

化がなければ、スタッフの実働時間に無駄が生じて

しまう現象を評価できないことも問題といえる。

2 .目的

そこで本研究では限られた資源でどれだけ多く

の患者を治療することができるかという視点か

ら、医療生産性・効率性に対するオーダリングシ

ステムの効果を明らかにすることを目的とする。

具体的には複数の病院単位のデータを用い、退院

患者数と医療資源投入との関係式である生産関数

を推定することにより、入院医療の生産性と技術

的効率性に対するオーダリングシステム導入の影

響を明らかにする。

:対象と方法

まず本研究が対象とする生産関数について説明

する。生産関数とは生産活動における生産要素

(Input) と生産物 (Output)の関係を表す関係式

であり、通常、生産物量を生産要素量が説明する

形をとる。医療を例にとると、マンパワ}や薬剤

などの医療資源が生産要素であり、医療成果が生

産物というアナロジーを考えることができる。図

1は1生産要素と 1生産物との関係を示す生産関数

の例である 9)。

この生産関数が示す曲線f(x) より上部は生産

不可能で、あることから、この曲娘を生産可能性フ

ロンテイアともいう。生産可能な生産要素と生産

物との組み合わせは、この生産可能性フロンテイ

ア上を含めてそれ以下の領域となる。この生産可

能性フロンテイア上は投入した生産要素において

最大限の生産が行われることを示しており、その

状態を技術的に効率的な状態と定義する。即ち生

産可能性フロンティア上であればどの点であって

も技術的に効率的であり、生産可能性フロンテイ

アより下の点は技術的に非効率的といえる。そこ

で効率性の指標として技術的非効率的な生産量を

技術的効率的な生産量で除した値を考えることが

できる。一方の生産性についてはその定義が生産

物量/生産要素量であることから、各生産点と原

点を結んだ直線の傾きによって示される。また生

産可能性フロンテイアの接競の傾きを限界生産性

という。

本研究では、生産関数の技術的効率性を推定す

るため、確率フロンテイアモデルを導入する。前

述したとおり、技術的効率性(TE)は実際のアウト

プット量(y)を最大アウトプット量(Y;仰)で除した

値として定義される。この定義より実際のアウト

プット量は最大アウトプット量と技術的効率性を

掛け合わせたものになる。確率フロンテイア分析

では、生産フロンテイアにさらにランダム変動分

(v)を加味した上で技術的効率性を推定することと

なる(I)式)。

1) y=五九郎・ TE.e功例

上式において、技術的効率性は0から 1の値を

図1 生産関数

生産物(y)

原点からの傾き:生産性

A:技術的非効率， B，C:技術的効率

C:生産性最大(最適規模)

Coelli et al.J4)より

f(x) 

I生産要素(X)
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とり、 1のときにその生産要素をフル活用して生

産活動を行っていると解釈される九

また1)式の技術的効率性をほP(-Uit)として、

次いで両辺の対数値をとると以下の2)式が得ら

れる。

2) lnYit= lnYm田 一 伽 +Vit 

この技術的非効率性項(伽)の推定方法である

が、 Kumbhakarらは最尤法により仰を推定でき

るとした1ヘ但し、不偏一致推定量を得るために

は、 Uitは切断正規分布N+[μ，σu2J等に、そして仰

はランダムエラー項で正規分布N[0，σv2Jに従う

とし、互いに独立、また他の説明変数とも独立と

いった仮定が必要となる。なお技術的効率性値は

前述の通り exp仰ので得られる。

技術的効率性の推定にはパネルデータがよく用

いられるが、 Kumbhakarらはその利点として仰

や加に置く上記の仮定がクリアされ不偏推定量が

得られること、また、多期間のデータを用いるこ

とにより推定値の一致性が改善されることを挙げ

ている 10)。このパネルデータに対して用いられる

推定法としては、固定効果モデルとランダム効果

モデルがある。ここでは、本研究に採用した三つ

のモデル(通常の固定効果モデルと真固定効果モ

デル(固定効果モデル)、効率性効果モデル(ラ

ンダム効果モデル))について触れておく。

まず、通常の固定効果モデル(以下、固定効果

モデル)であるが、ここではKumbhakarらにな

らい、効率性が時間変動せず(的、 2)式の生産フ

ロンテイア部 (lnYm田)にCobb・Douglas型生産関数

を採用したケ}ス (3)式)で説明する。

3) lnYit=so+エsn lnXnit -Ui +Vit' 

* Vit は独立同一分布に従い、他の説明変数と独

立とする

上式では、 Uiは同じ時間不変のsoと合わさり、

施設固有の切片sOi ( = s 0 - Ui)として表現できる。

この施設固有切片は施設ダミー変数を導入するこ

とで推定でき (LSDV(least squ町田 withdummy 

variables)推定)、さらにこの推定によりんを不偏

推定できる。何故なら、 Uiはその分布形に係らず、

また仰や他の説明変数との相闘があろうとも、施

設ダミーに吸収されるからである。但し、実際の

推定にはLSDV推定の代わりに、各変数の時間平

均偏差を用いた推定法が多用される。

ここで、 Schmidtらは施設国有の切片sOiの違い

は施設効率性を反映するものとして、これを用い

た効率性評価指標を考案した凶。即ち、対象施設

の中で、最大のsOiを示した施設を基準として、各施

設のsOiとの差を非効率性値 (Ui= sOm田-sOi)とし

た。本研究においてもまずこの手法で生産関数の

推定と効率性推定を行った。

しかし、この固定効果モデルで、は二つの欠点が

指摘されている。一つは時間変動する非効率項を

扱えないこと。そしてもう一つは非効率性とは無

関係な施設固有特性が非効率性項に含まれている

ことである凶。そこで、時間変動を考慮したり、

非効率性項と無関係な施設固有特性を分離するい

くつかの方法が提案された山ヘ 4)式は施設固有

特性の分離を示したものである。

4) lnYit=αi+エんlnXnit-Uit +Vit 
n 

ここでαzは時間不変の施設固有特d性を示す切片

である。また非効率性項は時間変動を許す腕とな

っている。 Heshmatiらは固定効果モデルから得ら

れる Fの不偏推定値を用いて得られた残差に二段

階の最尤法を施すことで施設固有特性を除去した

非効率性項の推定を試みているヘ本研究でも施

設固有特性を除去した効率性推定を行った。但し、

推定法はfulllog likelihoodを最大化する真固定効

果モデル(“血le"fi.xed e宜ectmodel) 12)を採用した。
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さらに、非効率性項に影響を及ぼす要因を明ら

かにできるということで、 Kumbhakarらが提唱

した効率性効果モデルについても適用を試みたωO

Kumbhakarらは、生産要素そのものではないが

生産パフォーマンスに影響する要因を外生要因

(環境要因、施設特異的要因)と定義した。そし

てこの要因の扱いについて、生産関数の説明変数

として考慮する手法とここで挙げる非効率性項の

説明変数として考慮する方法を挙げている。これ

は外生要因を生産技術の“形"に影響するものと

とらえるのか、それとも技術的効率性に影響する

ものととらえるのかの違いであり、研究者の信条

によるものとされる 1ヘ
この外生要因を生産関数の説明変数とする場

合、生産フロンテイアの精織化が期待でき、結果

としてより正確な効率性推定が可能となるが、効

率性の違いを説明することはできない。また最尤

法推定を適用するためには外生要因Zは仰や伽と

独立でなければならない。一方、外生要因を非効

率性項の説明変数として扱う場合、外生要因Zと

仰との独立条件は藤和される。何故なら腕は外生

要因Zで説明されるからである。しかし、この推

定には注意が必要である。従来用いられてきた推

定法は、まず外生要因を除いて非効率性項を推定

し、さらに非効率性項を外生要因で説明するこ段

階モデルであった。この方法は非効率性項を推定

する第一段階において、非効率性項に独立同一分

布を仮定するにも係らず、第二段階ではその非効

率性項をいくつかの説明変数で表現することで、

同一分布が仮定できないという矛盾を苧んでい

る。また生産要素Xと外生要因Zの聞に相関があ

る場合に、第一段階で外生要因を外して非効率性

項を推定すると推定値にバイアスが生じるため、

生産要素Xと外生要因Zとは独立でなければなら

ないという前提も問題視されている 1ヘ
これに対して、 Kumbhakarらは非効率'性項Uiが

外生変数Zの線形式を期待値に持つ切断正規分布

に従うとした効率性効果モデルを提案したω。こ

の方法では、通常の確率フロンテイアモデルに用

いられる対数尤度関数をより一般化した尤度関数

を用いることで、確率フロンテイアパ}トの係数

推定と効率d性効果パートの係数推定を一度に行う

ことができ、二段階モデルの欠点を克服できると

している。

本研究ではこの効率性効果モデルをパネルデー

タに対応させたBatteseらの方法を用いた 17)。非

効率性項の期待値μを外生要因 (Z)の線形関数

で置き換えた効率性効果は5)式に示すとおりで

ある。

5) Uit=OO+エOIZit/+仙 J

'Witは切断正規分布W [0，σu
2 ]に従う

次いで、解析に用いたデ}タとモデルについて

述べる。まず解析の対象は、地方自治体病院(全

都道府県立病院、無作為三分のー抽出した市町村

立病院)から精神科病院、小児病院等特殊な病院

と2000・2004年度の5年間に新設、閉院の病院を除

いた都道府県立病院172施設と市町村立病院236

施設の計408施設とした。なお、抽出された市町

村立病院では抽出されなかった市町村立病院に

比して、荊床数と解析から除外された病院の割

合が若干高かったが(抽出病院224.4床、 4.5%、

非抽出病院211.1床、 4.0%)、有意な差ではなか

った。

これらの施設について、地方公営企業年鑑18)を

用いて2000圃2004年度まで5年間の経営指標等のパ

ネルデータを作成し、解析に用いた。また2001年

度の改正医療法施行により、病床区分の見直しが

行われ、急性期を扱う一般病床と慢性期を扱う療

養病床を明確に分けることとなった。そこでより

急性期に特化した病院の傾向をみるため、 2004年
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度時点で療養病床を持つ病院を除いた316施設に

ついても解析を行うこととした。

これら施設におけるオーダリングシステム導入

時期については月刊新医療および「電子カルテ白

書」を参照した19-22)。同じ施設であってもシステ

ムは時期を経て更新されるため、初回のシステム

導入を対象とした。またオーダリングシステムは

投薬や検査など複数の部門ごとのサブシステムを

包含するため、少なくとも患者属性を入力する基

本システムと投薬指示に関するシステムを含むも

のをオーダリングシステムの定義とした。さらに

オーダリングシステムの導入は病院施設の更新に

伴い導入されることが予想されるため、対象病院

もしくは設立主体自治体担当課に調査を行い、オ

ーダリングシステム導入の確認と併せて1995年度

から2004年度における痛院施設の更新として病院

施設の移転新築と新棟新築(少なくとも入院病棟

を対象としたもの)の有無と新施設利用開始年月

について情報を得た。そして移転新築もしくは新

棟新築のいずれかを有すれば病院施設更新ありと

定義した。なお郵送調査票の設問に不備があった

ため、全対象に電子メールもしくは電話にて再度

問い合わせ、全対象より回答を得た。

構築されたパネルデータを用いて以下のように

生産関数を定義した (6)式)。生産関数の関数形

としては自由度の高いTranslog型関数を採用し、

説明変数のうち Uitは補正要因とし、 Zitは年度と

施設特異要因(外生変数)とした。

6) ln(Ouφutit)イ0+Lsjln(Input.坤)

+iZSμn仰 titj)ln仰 titk)

やル告。いi+Vit

Ouφutit: t期i病院におけるー床当たり年間退院

患者数 (7)式)

lnputit: t期i病院におけるー床当たり前年度末

医師数

t期i病院におけるー床当たり前年度末

看護師数

t期i病院におけるー床当たり前年度器

械-備品償却資産額

so: 定数項(真固定効果モデルでは施設固

有効果αi)

Uit: t期i病院における外来入院患者比率

t期i病院における患者一人当たり入院

収入 (8)式)の対数値

Zit: 年度ダミ}

t期i病院における公営企業法全部適

用:未適用=0，適用=1

t期i病院における前年度オーダリング

システム導入:なし=0，あり =1

t期i病院における前年度病院施設更

新:なし=0，あり =1

t期i病院における救急病院告示:

なし=0，あり =1

t期i病院における病床数対数値

t期i病院における看護基準:

2:1未満=0，2:1=1

t期i病院における僻地立地:

僻地以外=0，僻地=1

Uz: i病院における非効率性項(真固定効

果モデルではUit)

Vit: t期i病院における誤差項

まず、生産物となるアウトプットについてであ

るが、本研究では一般病床における入院医療アウ

トプットを評価することを目的としているため、

指標としては、どれだけ多くの患者を治療したか

というものが望ましい。しかし、公営企業年鑑に

はそのような指標は公開されていない。代わりに

公開されている一日平均入院患者数では患者入院
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期間の長短は区別されず、慢性期主体の病院の生

産性が高く評価されうるため、本研究の指標に用

いるのは望ましくない。そこで本研究では、病床

利用率を平均在院日数で除して定数倍した値がそ

の定義からその病院における年間一床当たりの入

院し退院した通過患者数(以後、この値をー床当

たり年間退院患者数と呼ぶことにする。)となる

ことから、この値を入院医療のアウトプット指標

とした (7)式)お)。

7) 病床利用率×暦日数
ノ平均在院日数 100 

(年間新入院患者数+年間退院患者数)x 0.5 
定床数

*暦日数は365日であるが、 1999年度2003年度

はうるう年のため366日である。

スタッフ数や器械・備品償却資産額およびオー

ダリングシステム導入、病院施設更新については

前年度 (2000年度については1999年度)のデータ

を用いた。スタッフ数、器械・備品償却資産額に

ついては本来該年度初めのデータを用いて分析す

べきだが、掲載されているデータは当該年度末の

ものであるため、今回の解析では前年度末の数値

を推定に用いた。オーダリングシステム導入、病

院施設更新についても、システム導入もしくは施

設更新初期におこるトラブルの影響を避けるため

に前年度のデータを用いた。

補正要因としての外来入院患者比率と入院患者

一人当たり入院収入は、それぞれ外来患者に費や

される生産要素の負担と各病院の入院患者重症度

の違いを補正する目的で導入した。なお、入院患

者一人当たり収入の導出は以下の8)式による。

8)入院患者一人当たり収入= (入院処置手術

料/人日+入院検査科/人日+入院放射糠

料/人目) x平均在院日数

次いで、施設特異要因として挙げた公営企業法

の全部適用とは、すべての自治体病院が採用する

地方公営企業法の財務規定に加えて、施設管理者

の設置に関する組織規定と職員身分規定について

も適用していることを示す。特に組織規定に記さ

れる管理者については、予算原案の作成、資産管

理・処分、職員の任命・給与の決定権などが付与

され、経営の自由度改善が期待されるため説明変

数として加えた。

他の施設特異要因としては、病床数の対数値は

病院規模を、救急病院告示、看護基準2対1(入院

患者2人に対して看護職員 1人の採用)は病院の

機能を、僻地立地は病院の外的環境を示すものと

して解析に含めた。

ここで挙げた施設特異要因を完全な外生要因と

言い切ることはできないが、現場より上層におい

て導入可否が決定されるものとして、外生要因扱

いとした占

続いて効率'性効果モデルについてであるが、こ

のモデルはTranslog型生産関数を採用した確率フ

ロンテイアパート (9)式)と効率性効果パート

(10)式)からなる。

9) ln(Ou砂utit)=so+L，sjlnσnputitj) 

+話芸品k1n仰 titj)1n(lnpu加)

+エszUitl-Uit+Vit 

lO)Uit=do+エdzli什伽

変数の構成はOu砂Utit、lnpuUt，Uitについては上

記生産関数 (6)式)と同じである。一方、効率

性効果の説明変数には、 6)式の変数Zitに加え、

2000年度二次医療圏人口100万人以上ダミー、開
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設主体都道府県立ダミー、都道府県ダミーを含め

た。なお、二次医療圏の定義は2002年末時点のも

のである。

最後に推定モデルの妥当性検証法について述べ

る。まず、 Translog型生産関数の妥当性を検討す

るため、二次項と交差項を除いたCobb-Douglas型

生産関数との尤度比検定を行った。また固定効果

モデルにおいては施設効果が説明変数と無相関で

あると仮定して推定を行うランダム効果モデルと

比較検討するためHausman検定を行った。

次いで、、効率性効果モデルにおいては以下の帰

無仮説についても尤度比検定を行い、検証した。

帰無仮説1:効率性効果はない

Y様 =00=151=・・・=0ω=0

本 y=σu
2j (σv

2+σu
2
) 

帰無仮説2:説明変数Zは効率性に影響しない

01=・・・=059=0 

帰無仮説3:効率性効果の切片係数がOである

00=0 

また、尤度比検定により Translog型関数が支持

されたとしても、さらに検討すべきは関数の単調

性および準凹性の破綻の有無についてである 24，25)。

生産関数の単調性とは生産関数は生産要素の増加

関数であるということ、準凹性とは各生産量に対

応する等量曲線が原点に向かつて凸となることで

ある。これらは確率フロンテイア分析に必要とさ

れる条件である。

単調性については各生産要素の生産物に対する

弾力性 (ll)式)が正であれば満たされる。

川町=舟叫ln(InM+Ebln(In抑 制>0

一方の(厳密な)準凹性については、以下に示

す縁付きヘツセ行列 (12)式)の符号が負値定符

号であることを示す必要があるお)。

o
f九
五
五

「
l
1
1
1
l
l
i
-
-
し

一一H
 

B
 

、、，，，ワ臼唱・i

A -1 

ん l
h3 1 

ん|

r
h
r
h
r
n
J
A
 

ょ
n

I
九

J
n
I
h
N

r Ou砂utit
Jj σJ lnput的

Ou妙utit
五=(sjj+(σj-l)(σj) )一一一一

lnpufitj 

ふ=(s必+σ1σh)output肯
一戸 J~ FU lnput勾;lnpu 

上記の式に生産要素の係数と各データを当ては

め、単調性及び準凹性の条件を満たす病院の割合

を求めた。

以上、本研究の解析には STA T A ver1026
)、

LIMDEP9.027l、 FRONTIER4.128
)を用いた。

4.結果

2000年度から2004年度の5年間における経営主

体別のオーダリングシステム導入率の推移を図2

に示す。 2000年から2003年にかけて順調に増加し

ているが、近年にかけて頭打ちの傾向がみられた。

表2にオーダリングシステム導入状況別の施設

特性を示す。オーダリングシステムをすでに導入

している施設は病床数も大きく、在院日数も短く、

ー床あたりのスタッフ数も多いことから急性期を

図2 経営主体別オーダリングシステム導入率推移

露鶴翻都道府県陵薮翻政令指定市

仁二コ市町村

0.8 
[fJ 
t:l 
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与4。
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表 2 オーダリングシステム導入状況別施設特性の変化

未導入 211施設

2000年 2004年

病床数 179.32 176.02場

(SD) (148.97) (148.14) 

県立病院 66/211 

(%) (31.28) 

施設更新 291211 401211 

(%) (13.74) (18.96) 

平均在院日数日) 26.74 23.23 • 

(SD) (12.06) (9.94) 

病床利用率(%) 75.81 72.91 • 

(SD) (15.70) (17.24) 

退院患者数/床・年 11.92 12.99 • 

(SD) (4.39) (4.88) 

平均外来患者数/床・日 2.64 2.29 • 

(SD) (1.03) (0.92) 

医師数/床 0.09 0.08権

(SD) (0.04) (0.04) 

看護師数/床 0.49 0.49 

(SD) (0.15) (0.16) 

器機・備品償却資産額/床:(千円) 2，302.26 2，543.32 

(SD) (1，530.55) (2，102.96) 

医業収入/床:(千円) 13，464.17 12，491.93 • 

(SD) (4，217.87) (4，435.08) 

医業費用/床:(千円) 15，166.03 14，376.27 • 

(SD) (4，374.92) (4，519.35) 

'P<O.05 

主体とした病院であることが伺われる。そして期

間内導入施設、未導入施設へと規模、一床あたり

スタッフ数とも低下していくことから、オーダリ

ングシステムの導入は大病院から始まり中小病院

へ広がりつつあることが読み取れる。しかし、

2000年から2004年の各種特性値の変化を見てみる

と、導入状況に係らず同じ変化となる傾向が見ら

れた。特にー床当たり年間退院患者数はどのカテ

ゴリ}でも増加しており、逆にー床あたり一日外

来患者数はどのカテゴリ}でも減少していた。さ

らに施設更新を見てみると期間内導入施設群では

既導入 87施設 期間内導入 110施設

2000年 2004年 2000年 2004年

399.79 402.05 341.25 347.05 

(205.32) (199.24) (191.66) (192.00) 

50/87 56/110 

(57.47) (50.91) 

41/87 48/87 21/110 49/110キ

(46.07) (53.93) (18.42) (42.98) 

21.22 18.29 • 21.25 18.81 • 

(5.07) (3.55) (4.81) (6.17) 

85.77 82.26申 83.17 79.75 • 

(9.54) (10.72) (9.90) (11.56) 

15.60 17.15 • 15.29 16.59 • 

(15.60) (3.88) (3.62) (4.07) 

2.49 2.10 • 2.68 2.21掌

(0.87) (0.67) (0.80) (0.61) 

0.13 0.13 0.11 0.11 • 
(0.05) (0.05) (0.04) (0.04) 

0.64 0.65本 0.58 0.59業

(0.17) (0.18) (0.14) (0.15) 

4，679.74 3，942.74 • 3，287.38 4，564.97場

(2，944.21) (2，233.30) (1，916.72) (2，787.03) 

17，474.04 17，151.09 16，385.04 15，684.96ホ

(4，029.60) (4，522.55) (3，514.89) (4，165~51) 

20，221.66 19，589.45 • 18.026.92 17，703.33 

(5，694.59) (5，540.43) (4，260.29) (4，557.45) 

5年間に施設更新の割合が有意に増加しており、

オ}ダリングシステムの導入は何らか施設の更新

を伴うことが示唆された。

固定効果モデルによる生産関数の推定結果を表

3に示す。生産関数のシフトに対しては外来入院

患者比、患者一人当たり入院収入、 2004年度、病

床数、僻地立地が負に働き、逆に公営企業法全部

適用、前年度施設更新が正に働くことが示された。

前年度オーダリングシステム導入については療養

病床を除いた病院に限るとマージナルな正相闘が

みられた。推定モデルの妥当性については、尤度
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表3 固定効果モデルによるパラメータ推定値

療養病床あり施設含む 療養病床あり施設除く

Coef. 

医師数 0.369 

看護師数 0.337 

器機・備品償却資産額 0.013 

医師数2 -0.025 

看護師数2 0.150 

器機・備品償却資産額2 ー0.004

医師数×看護師数 0.069 

医師数×器機・備品 嗣0.037

看護師数×器機・備品 0.020 

外来入院患者比率 圃0.001

入院収入/患者 -0.537 

2001年度 0.008 

2002年度 -0.008 

2003年度 0.006 

2004年度 -0.037 

公営企業法全部適用 0.036 

前年度オーダリングシステム導入 0.005 

前年度施設更新 0.121 

救急病院の告示 0.010 

病床数 -0.330 

看護基準2:1 -0.006 

立地(僻地) 司0.117

Constant 11.527 

σu 0.673 

σe 0.116 

ρ 0.971 

R2(within) 0.469 

比検定およびHausman検定の結果、有意差

Pく0.01をもってTranslog型関数および固定効果モ

デルが支持された。

次いで、真固定効果モデルの結果を表4に示す。

こちらでは療養病床の有無に係らず、公営企業法

全部適用、前年度オーダリングシステム導入、救

急病院の告示、病床数、看護基準2:1が生産関数

の上方シフトに有意な関連を示し、外来入院患者

比率、患者一人当たり入院収入、僻地立地が下方

S.E. 

0.281 

0.448 

0.123 

0.034 

0.129 

0.007 

0.112 

0.026 

0.045 

0.000 

0.017 

0.008 

0.009 

0.009 

0.010 

0.018 

0.012 

0.020 

0.036 

0.061 

0.016 

0.026 

0.761 

Z Coef. S.E. Z 

1.310 -0.062 0.320 -0.190 

0.750 0.073 0.477 0.150 

0.100 0.112 0.118 0.950 

-0.730 -0.030 0.037 -0.830 

1.160 0.286 0.138 2.070 

-0.620 -0.006 0.006 -0.900 

0.610 -0.129 0.127 -1.010 

-1.410 -0.002 0.031 -0.060 

0.450 0.016 0.048 0.320 

-8.530 ー0.001 0.000 同7.590

ー31.500 -0.492 0.022 -22.540 

0.970 0.010 0.008 1.260 

ー0.970 0.003 0.009 0.400 

0.670 0.005 0.009 0.510 

-3.680 -0.032 0.010 -3.180 

2.020 0.015 0.017 0.870 

0.450 0.020 0.012 1.760 

6.100 0.103 0.020 5.250 

0.270 0.045 0.034 1.330 

幽5.440 -0.303 0.067 -4.530 

-0.400 -0.010 0.016 -0.620 

-4.510 -0.123 0.028 -4.370 

15.140 9.981 0.797 12.530 

0.586 

0.103 

0.970 

0.393 

シフトに有意な関連を示した。

Hausman検定では固定効果モテゃルが支持された

が、表5には効率性効果モデルのパラメ}タ推定

値を示した。表において、確率フロンテイアパー

ト (5)式)の係数Fと効率d性効果パート (6)式)

の係数6を提示している。なお係数6は非効率性

項に対する影響を示すので、 δが正なら非効率性

が増大し、負なら非効率性が減少すると解釈され

る。公営企業法全部適用、前年度オーダリングシ
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表 4 真固定効果モデルのパラメータ推定値

療養病床あり施設含む 療養病床あり施設除く

医師数

看護師数

器機・備品償却資産額

医師数2

看護師数2

器機・備品償却資産額2

医師数×看護師数

医師数×器機・備品

看護師数×器機・備品

外来入院患者比率

入院収入/患者

2001年度

2002年度

2003年度

2004年度

公営企業法全部適用

前年度オーダリングシステム導入

前年度施設更新

救急病院の告示

病床数

看護基準2:1

立地(僻地)

σ * 

λ 紳

σu 

σU 

*σ= (σu'+σv')山

帥 λ=σu/σu

Coef. 

2.002 

0.187 

-0.827 

0.074 

-0.165 

0.028 

-0.037 

-0.178 

-0.011 

0.000 

-0.269 

0.009 

0.014 

0.043 

0.011 

0.039 

0.024 

0.011 

0.086 

0.120 

0.064 

回0.126

0.423 

1.538 

0.354 

0.230 

ステム導入(療養病床を除いた施設に限るとマー

ジナルに有意)、救急病院告示、病床数、看護基

準2:1は非効率性と負(技術的効率性との聞に正)

の関連を示した。一方、僻地立地、二次医療圏人

口100万人以上、設立主体が都道府県立であるこ

とは技術的効率性と負の関連を示した。

さらに効率性効果に対する尤度比検定の結果に

ついても表6に示す。こちらもすべての帰無仮説

は棄却され、効率性効果をモデルに組み込むこと

S.E. 

0.130 

0.261 

0.039 

0.025 

0.064 

0.003 

0.074 

0.012 

0.028 

0.000 

0.010 

0.015 

0.015 

0.015 

0.015 

0.008 

0.009 

0.008 

0.010 

0.007 

0.009 

0.013 

0.006 

0.088 

Z Coef. S.E. Z 

15.352 0.878 0.205 4.293 

0.716 1.340 0.344 3.898 

-21.370 -0.383 0.055 -6.924 

2.968 0.020 0.031 0.643 

-2.559 0.051 0.077 0.668 

9.373 0.010 0.005 2.178 

-0.501 -0.072 0.091 -0.786 

幽 14.599 -0.070 0.022 -3.152 

-0.402 -0.140 0.039 -3.575 

-5.863 -0.001 0.000 開9.886

-28.273 -0.293 0.013 -22.963 

0.635 0.012 0.019 0.636 

0.955 0.012 0.019 0.644 

2.844 0.014 0.019 0.720 

0.724 -0.021 0.019 -1.058 

4.753 0.043 0.009 4.764 

2.537 0.036 0.010 3.454 

1.277 0.018 0.009 1.867 

8.773 0.153 0.011 13.539 

16.132 0.109 0.008 13.227 

7.268 0.059 0.010 5.933 

-9.876 -0.166 0.017 -9.918 

69.154 0.345 0.006 55.939 

17.474 0.922 0.108 8.501 

0.234 

0.254 
L_  

が支持された。

関数の単調性と準凹性については、どのモデル

においても、医師、看護師、器機・備品償却資産

額の70%以上の点で単調性を満たしていた。また

準凹性に関しては、療養病床を有する病院を含め

たモデルにおいて60%以上の点で基準を満たして

いたのに対し、他のモデルでは基準を満たす点は

60%未満であった。但し、各生産要素の平均値を

代入したところ、すべてのモデルで単調性と準凹
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表 5 効率性効果モデルのパラメータ推定値

療養病床あり施設含む 療養病床あり施設除く

Coef. S.E. t-ratio Coef. S.E. t-ratio 

生産フロンァイア

医師数 1.276 0.307 4.156 0.948 0.390 2.433 

看護師数 -0.135 0.445 -0.303 1.197 0.504 2.375 

器機・備品償却資産額 -0.426 0.134 -3.190 同0.343 0.141 -2.427 
医師数2 0.065 0.039 1.685 0.082 0.042 1.983 
看護師数2 -0.102 0.103 幽0.982 0.204 0.111 1.830 

器機・備品償却資産額2 0.014 0.006 2.198 0.010 0.007 1.511 

医師数×看護師数 -0.196 0.118 -1.664 -0.330 0.126 国2.616

医師数×器機・備品 -0.106 0.029 -3.696 -0.060 0.039 困1.518

看護師数×器機・備品 0.001 0.046 0.026 ー0.158 0.055 -2.866 

外来入院患者比率 0.000 0.000 開1.132 -0.001 0.000 -6.269 

入院収入/患者 -0.272 0.014 -19.970 -0.331 0.017 -19.236 

Constant 9.598 0.780 12.298 10.116 0.917 11.029 

効率性効果

2001年度 -0.008 0.031 -0.277 -0.013 0.030 ー0.420

2002年度 -0.019 0.031 -0.613 困0.012 0.029 -0.406 

2003年度 ー0.080 0.033 -2.434 ー0.006 0.031 -0.195 

2004年度 0.005 0.032 0.157 0.069 0.031 2.218 

公営企業法全部適用 -0.133 0.042 -3.146 開0.070 0.034 -2.054 

前年度オーダリングシステム導入 -0.100 0.038 -2.623 司0.055 0.029 -1.886 

前年度施設更新 0.016 0.030 0.551 -0.042 0.028 -1.495 

救急病院の告示 -0.074 0.032 -2.343 -0.165 0.028 -5.806 

病床数 -0.355 0.031 -11.480 ー0.260 0.020 -12.755 

看護基準2:1 -0.238 0.038 -6.208 -0.141 0.029 -4.813 

立地(僻地) 0.113 0.036 3.161 0.212 0.037 5.744 

二次医療圏人口100万人以上 0.115 0.054 2.133 0.095 0.039 2.414 

設立主体都道府県 0.159 0.038 4.222 0.227 0.032 7.105 

Constant 2.029 0.140 14.516 1.477 0.104 14.158 
σ 2 0.099 0.007 14.167 0.064 0.003 20.195 

y 0.832 0.016 50.484 0.792 0.019 40.795 

log likelihood function 274.920 426.722 

*効率性効果の都道府県ダミー (46変数)については省略した。

性の両基準が満たされていた。

最後に各モデルにおいて推定された技術的効率

性値と各モデル聞における技術的効率性値の順序

相関係数を示す(表7)。真固定効果モデルでは

平均値が最も高く、標準偏差は最も低かった。逆

に固定効果モデルでは平均値が最も低く、標準偏

差は最も高かった。また年度別には2002、2003年

度にかけて増加し、 2004年度に減少する傾向がみ

られた。さらに療養病床の有無別では、総じて療

養病床あり施設を除いた解析において技術的効率
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表6 効率性効果モデルに対する仮説検証 尤度比値

療養病床あり施設含む

y=OO':'OI=・・・ = 0 59=0 

01=・・・=059=0 

1017.25 

831.96 

60=0 178.2 

療養病床あり施設除く

1030.65 

881.88 

135.59 

X 20.95値

80.23* 

77.93 

3.84 

*本来使用すべき mixedX 2分布の統計表ではこの値より若干大きな値となる

表7 告モデルにおける効率性値(平均値、標準偏差、最大値、最小値、順序相関係数)

療養病床あり施設含む

平均値 SD Min 

固定効果モデル 0.414 0.194 0.047 

真固定効果モデル

2000年 0.842 0.024 0.611 

2001年 0.843 0.015 0.705 

2002年 0.843 0.014 0.705 

2003年 0.843 0.016 0.763 

2004年 0.842 0.027 0.610 

効率性効果モデル

2000年 0.777 0.154 0.290 

2001年 0.785 0.156 0.284 

2002年 0.789 0.157 0.294 

2003年 0.789 0.161 0.315 

2004年 0.768 0.174 0.252 

順序相関係数
固定x 固定× 真固定×

真固定 効率性 効率性

2000年 -0.104 0.806 0.181 

2001年 0.062 0.828 0.267 

2002年 0.087 0.848 0.254 

2003年 0.028 0.836 0.220 

2004年 0.075 0.833 0.326 

性値は低い値を示した。なお各モデル聞の順序相

関係数は固定効果モデルと効率性効果モデルとの

相闘が高く、真固定効果モデルと他のモデル聞の

相関はさほど高いものではなかった。

療養病床あり施設除く

Max 平均値 SD Min Max 

1.000 0.351 0.195 0.017 1.000 

0.923 0.789 0.047 0.399 0.921 

0.886 0.790 0.036 0.528 0.872 

0.910 0.791 0.033 0.550 0.893 

0.922 0.790 0.034 0.640 0.903 

0.913 0.788 0.052 0.396 0.900 

0.976 0.761 0.165 0.227 0.974 

0.976 0.767 0.167 0.254 0.967 

0.978 0.773 0.168 0.197 0.977 

0.981 0.792 0.162 0.191 0.980 

0.979 0.774 0.172 0.130 0.968 

固定× 固定× 真固定×

真固定 効率性 効率性

開0.248 0.714 0.010 

-0.010 0.748 0.176 

-0.068 0.781 0.085 

0.158 0.827 0.205 

0.239 0.815 0.388 

5.考察

本研究では技術的効率性を推定できる複数の確

率フロンテイアモデルを用い、一床当たり年間退

院患者数を生産物とした生産関数を推定すること

で、オーダリングシステム導入の入院医療生産性

及び効率性に対する影響を評価した。分析の結果、
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療養病床あり施設を含めた固定効果モデ、ルを除い

て、どのモデルにおいてもオ}ダリングシステム

の導入は生産フロンテイアシフトに対して正、も

しくは技術的効率性に対して正の関連を認めた。

前述したように、オーダリングシステム導入に

より患者一人当たりの投入資源節約効果を評価し

た米国の先行研究とは異なり、本研究は一定期間

における退院患者数に対する効果を評価したもの

である。これによりオーダリングシステム導入は

患者一人当たりの投入資源節約のみならず、一定

期間内の患者処理能力向上にも有効である可能性

が示された。その理由として、情報伝達の正確性

と迅速性に寄与するといわれるオ}ダリングシス

テムを導入することで、情報伝達が改善され、生

産要素の力が十分に発揮されるという背景を考え

ることができる。何故なら、病院施設は多部門、

多職種が関わる職場であり、特に急性期病院では

部門問、職種間での'情報伝達の不備は在院日数の

長期化等の致命的なパフォーマンス低下につなが

る可能性があるからである。

この研究に類似するものとして、飛田の報告が

ある2九飛田は95年-2001年の都道府県パネルデ

ータを用い、オーダリングシステム普及率を説明

変数とした病院生産関数を確率フロンテイア分析

により推定している。しかし、オーダリングシス

テム普及率が入院医療に対する正の生産性を示す

にとどまり、非効率d性項への影響評価までは行わ

れていなしミ。また、対象が都道府県であり説明変

数も少ないことから、交絡バイアスの影響も大き

いことが懸念される。

オーダリングシステム導入の入院医療の生産性

や技術的効率性に対する因果関係を明らかにする

ためには、オーダリングシステム導入以外の要因

を揃えた上で、オーダリングシステム導入群と未

導入群間の生産性や技術的効率性を比較すること

が望ましい。残念ながら、そのような実験は実施

が困難であるため、本研究のような観察研究にお

いてはオーダリングシステム導入に関連する他の

要因により、因果関係の特定が困難となる。そこ

で本研究では、オーダリングシステム導入に関連

する他の要因によって生じるバイアスを極力排除

するため、病院単位のパネルデータを用い、生産

性や技術的効率性に影響するであろう交絡要因に

ついても把握できるものについては解析に組み入

れ、分析を行った。

特に固定効果モデルでは時間不変の施設固有要

因を除去することでより不偏な推定量を得ること

ができる。しかし、この固定効果モデルから得ら

れる非効率性値は非効率性に関係ない施設要因も

含んでいるため、本研究では施設要因と非効率性

項を分離できる真固定効果モデルについても解析

を行った。

また、上記二つのモデルではオーダリングシス

テム導入を生産関数の説明変数として解析してい

るため、生産フロンテイアへの影響しか分からな

い。そこで効率性効果モデルも採用し、効率性に

対するオーダリングシステム導入効果についても

検討した。但し、繰り返すが、施設特異要因を生

産技術の“形"に影響するものととらえるのか、

それとも技術的効率性に影響するものとするのか

は研究者の信条による。医療分野において生産関

数に効率性効果モデルを採用した研究としては

Laineらの報告がある 30)0 Laineらは老人施設介護

サービスについて、その技術的効率性と介護の質

との関係を明らかにするため、上述のモデルを採

用している。

続いて、他の説明変数について検討する。生産

関数のシフト要因としては、総じて外来入院患者

比、患者一人当たり入院収入、僻地立地が負に働

くことが示された。これは入院に対して外来患者

が多ければ入院医療の生産性は低下するであろう

し、患者一人当たり入院収入が示す重症度が高く
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なればやはり生産性の低下が考えられるため、妥

当な結果だと思われる。僻地立地についても、高

齢患者が主体で長期入院患者の割合が高いという

理由を考えることができる。

逆に生産関数の上方シフト要因としては、総じ

て公営企業法の全部適用、前年度施設更新、救急

病院の告示が挙げられた。施設更新については医

療需要を喚起する側面もあるが、これらの意図す

ることと結果に矛盾はない。

病床数など、固定効果モデルと真固定効果モデ

ルとの結果が異なる変数も見受けられた。特に多

重共線性などの原因も考えらなかったため、モデ

ルの違いによるものと考えられる。

次いで、技術的効率性に影響を及ぼす要因である

が、正の関連を示したものは、公営企業法全部適

用、救急病院の告示、病床数、看護基準2:1であ

った。看護基準が高いということは人手をかけて

いるという意味では効率性にマイナスに働く可能

性もあるが、ハイレベルの病院を裏付けるもので

もあり、効率性にもよい方向に働くと考えられる。

逆に技術的効率性に負の関連を示したものは、

僻地立地、二次医療圏人口100万人以上、都道府

県立病院であった。二次医療圏人口100万人以上

は大都市圏を意味する。大都市圏では多数の医療

機関が集中しており競争も激しいと考えられる。

(2000年度二次医療圏人口対数値と 2001-2002年

度病院要覧(医学書院)を用いて算出した二次医

療圏一般病床数のHerfindahl・HirschmanIndexと

の相関係数は-0.75であった)。そのような状況

では患者を取り合うため過剰な投資が行われる可

能性があり、効率性が低下しうる。これはData

Envelopment Analysisにより医療機関の集中が効

率性に負に働くことを示したAokiらの結果とも

一致している 3九また都道府県立については政策

医療や不採算医療へのより強い関与を考えること

ができる。

推定された技術的効率'性の平均値については、

真固定効果モデルで0.79-0.84、効率性効果モデ

ルで0.77-0.78であった。これは県立病院に限っ

た前回の報告お)の約0.72より若干高い数値であっ

た。また、中山は100床以下の公立一般病院を対

象に距離関数を用いた技術的効率性の平均値の推

定を行っているが、産出指向の距離関数で0.602、

投入指向の距離関数において0.721という結果を示

している 32)。また海外においても Biornらによる

ノルウェーの病院を対象としたDataenvelopment 

analysisでは、 1996年の77.15から2000年の82.12

への技術的効率性平均値の改善を報告しているお)。

これら先行研究の例からみても、本研究における

技術的効率性値の平均値は大きく外れたものでは

ないといえる。

しかし、固定効果モデルの推定値はこれら先行

研究の値と比較すると極めて低い値であった。こ

れは効率性とは関連しない施設特異要因を含めて

推定しているためと考えられる。その施設特異要

因を分離して効率性を推定した真固定効果モデル

では効率性の平均値が高くなるだけではなく、施

設問のばらつきも小さくなる。つまり、施設特異

要因を除くと施設聞の効率性値にさほど大きな差

はないということである。但し、真固定効果モデ

ルでは時間変動しない施設固有非効率性が施設固

有項に含まれるため、逆に効率性を過大評価して

いる可能性がある初。また、各モデル聞の順序相

関をみると、国定効果モデルと効率性効果モデル

聞の相関は高いが、真固定効果モデルとの相関は

低かった。これは効率性効果モデルにおいても効

率性と評価するものの中に効率性と無関係な施設

固有要因が混入している可能性を示すものであ

る。

複数モデル間の非効率性値比較はGreeneも示

している紛。 Greeneによる銀行パネルデータ解析

では固定効果モデルと真固定効果モデルの非効率
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性平均値と標準偏差は特に差は見られず、効率性

効果モデルのそれは他のモデルに比して低い値を

示していた。しかし、各モデル聞の相関は本研究

と同様、固定効果モデルと効率性効果モデル聞に

高い相関がみられ、真固定効果モデルと他のモデ

ル聞の相関は低かったことを報告している。なお、

説明変数の係数についてはどのモデルにおいても

大きな差はみられなかったとしている。

次いで、本研究の問題点について考察する。ま

ず、採用した効率性効果モデルについてであるが、

Greeneは非効率性項と説明変数との無相関を仮定

するランダム効果モデルに異議を唱えており、

Batteseらの効率性効果モデルにおいても結果の

改善はみられなかったとしている刻。また効率性

効果モデルにおいてはデータがモデルによく適合

している場合は問題ないが、適合していないと極

端な結果を返しうるとして、その乱用に警告を鳴

らしている2九本研究においてその評価は難しい

が、効率性推定値における真固定効果モデルとの

相関係数は決して高い値ではない。但し、効率性

効果モデルで効率性に影響した要因は、真固定効

果モデルにおいても生産関数に対して同様な働き

を示しており、モデル聞の大きな矛盾は見られな

かった。なお真固定効果モデルにおいても、説明

変数の線形関数を平均とした切断正規分布に非効

率性項が従うとするモデルも提案されているが27)、

本研究で試みたところ結果を得ることはできなか

った。

また、本研究では生産関数の生産物指標に入院

医療のみを考慮した。これは近年の病院における

入院医療特化を受けて行ったことであるが、外来

医療も含めて複数の生産物を考慮する手段もない

わけではない。費用関数3叩)や距離関数38)などの

活用が考えられるが、費用関数では費用最小化等

の制約がかかることペまた距離関数については

まだ推定法に改善の余地があることから 38)、それ

らによる解析は見合わせた。今回の解析では、外

来医療については、コントロール要因として説明

変数に含めることで対応した。

次に、入院医療の生産物として用いた退院患者

数についてであるが、当然ながら軽症患者が主体

であれば重症患者主体に比べて退院患者数は多く

なると考えられる。欧米などでは医療機関聞での

生産物比較をする際には施設問で異なる疾患、重

症度をケースミックスインデックスにより補正を

行った上で比較を行っている 36，3九我が国でも一

部報告は見られるが3ぺ米国や英国ほど一般的に

用いられる指標とはなっておらず、早急に整備す

ることが望まれる。今回の解析対象の病院に対し

ても統一されたケースミックス係数はなく、本研

究ではその代用として、入院患者一人当たり収入

(手術・検査・放射線)を用いて対応している。

この指標を採用した理由は、これらの医療行為が

重症度にある程度比例し、尚且つ入院期間のある

一時点に集中すると考えられるからである。入院

患者収入の細目としては他に入院科や投薬科など

があるが、これらは入院期間に比例すると考えら

れるので、今回の代理変数から除外した。

またどのような状態で退院するのかということ

も重要で、ある。今後は退院時の転帰情報を組み込

むなど質的情報も考慮して、より妥当な入院医療

アウトプット指標の確立が期待される。

最後に、本研究では一定期間における診療密度

とオーダリングシステムの関連を評価したことに

なる。しかし地域医療における医療スタッフ不足

が問題となっている昨今、オーダリングシステム

を始めとする医療IT化が医療スタッフの負担をど

れだけ軽減するかという視点も重要であると考え

る。今後、それについても続けて検討していくこ

ととしたい。
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6.結語

本研究では、複数のモデルにおいて、一定期間

における退院患者数を指標とした入院医療生産関

数に対するオーダリングシステムの影響を評価し

た。結果、オーダリングシステムは入院医療生産

関数の上方シフトもしくは技術的効率性の改善に

寄与する可能性が示唆された。但し、技術的効率

性に対する影響評価については、評価モデルのさ

らなる検討が必要である。
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E首ectof Order Entry System on Hospital Productivity 

and Efficiency for Inpatient Care in Japan 

Naoyoshi Takatsuka， MD * ¥ Shuzo Nishimura， PhD *2 

Abstract 

In this study， we assessed the effect of Order Entry System on hospital productivity and e伍ciencyfor inpatient 

care by using municipal hospital panel data in Japan. We developed hospital production function for inpatient care， 

which had annual discharge cases per b巴das a dependent variable. Then 3 kinds of stochastic frontier analyses 

were applied to the production function to estimate technical e伍ciencyscore. Also we examined the effect of 

hospital characteristics including installation of Order Entry System on the hospital productivity and technical 

e伍ciency.

As the result， we found positive effect of the installation of Order Entry System on hospital production frontier 

shift and technical efficiency improvement This effect was not related to the relocation or renewal of hospital 

facilities. Among 3 models，仕ue五xedeffect model showed the highest mean value estimate and the narrowest 

deviation estimate of technical e伍ciencyscore. However， the efficiency score of true fixed effect model was not 

correlated with the scores of other 2 models. 

These results suggested the possible positive effect of Order Entry System on hospital production frontier shift 

and technical e伍ciencyimprovement for inpatient care. 

[key wordsJ Order Entry System， stochastic frontier analysis， technical e伍ciency，number of discharge cases， 

municipal hospital panel data 

* 1 Department of Health Economics， Gifu University Graduate School of Medicine 
* 2 Kyoto University Graduate School of Economics 
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|研究ノート|

GHQによる占領期医療制度改革に関する

史的考察

一医学教育制度・病院管理制度を中心として-

堀龍 崇*

抄録

本研究の目的は、 GHQの医療制度改革の裏側に横たわる改革意図あるいは理念というものがいかなるものであったのか

を明らかにし、戦後日本医療システム形成史研究の進展に資する基礎的な知見を得るところにある。本稿ではとりわけ医

療供給側面に関する GHQの政策意図・理念について検討を試みた。具体的には実地修練(インターン)制度、国家試験制

度の実施、モデル病院計画、医学視学委員制度といった、医師・歯科医師の資質向上に直接的に関わる政策である。本研

究において、主として用いた資料は国立国会図書館憲政資料室所蔵のGHQ/SCAPRecords中のPHW(PublicHealth and 

Welfare Section)文書である。特に医学教育審議会における日本の厚生官僚と GHQ代表者との議事を中心に、上述の政策

の根本に横たわる GHQの政策意図およびそれに対する日本側の反応を明らかにした。

本研究が明らかにしたのは以下の三点である。第一にGHQの医療制度改革は科学技術{医学という学問的裏付け、とり

わけ臨床医学の強化)浸透の観点からなされたということである。第二に、 GHQは、厚生行政の独立性を目指したというこ

とである。国家目的の遂行のための手段として厚生行政があるのではなく、厚生行政は厚生行政としてその役割を果たす

ことを GHQは考えていたのである。第三に科学技術に基づき、従来日本が有していた医療制度における問題の確認と新た

な制度の適用可能性を探るという作業を行ない、その結果、新たな制度の適用を阻む従来の制度の弊害は除去し、そうで

ないものは活用されたということである。すなわち、一見すれば戦前・戦時からの連続性を見いだせ得るような従来の制

度の適用も、戦後GHQによって、科学技術という新たな観点からの見直しの末になされたのである。

キーワード:医療政策理念、医療供給政策、医学教育、臨床研修、国家試験、モデル病院計画、医学視学委員

1 . はじめに

少子高齢化の進展と経済成長の鈍化・停滞によ

り、医療保障に対する国の財政負担は今後益々増

加すると予想されている。このようななか、近年、

医療制度改革の推進により日本の医療システムは

大きな転換点をむかえようとしている。医療制度

* 東北大学大学院経済学研究科経営学専攻博士後期三年の
課程

改革論議においては、政財界、有識者等各方面か

ら、従来の医療システムの欠陥が指摘されるとと

もに、日本の経済社会と適合的な医療システムの

構築が検討されている。しかしこれら議論は、日

本の医療システムの形成過程と、そうした欠陥を

生み出すに至った根源について必ずしも明確にさ

れた上で議論がなされているわけで、はない。

日本医療制度史・政策史研究領域では、こうし

た現在の日本の医療システム形成過程に関する研

究が散見されるものの、これら研究においては、
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「日本型医療システム」注1として認知されている

現在日本の医療システムの源流を、第二次世界大

戦の前後、いずれの時点に見出すのか(戦時戦後

の連続性と断絶性)という点に関して、大きく二

つの見解に分かれている。すなわち、「日本型医

療システムJは第二次世界大戦中にその原型が見

出せるという「連続説」と、戦後新たに誕生した

価値理念に基づく各種政治勢力の運動の末に形成

されたという「断絶説jとが存在する。例えば連

続説の立場をとる小坂 (1995) は、「日本型医療

システム」が本格的に確立してきた時期を1961年

の国民皆保険以降とするものの、その源流は1930

年代、厚生省設置の前後としている。戦時中に構

築された制度が戦後においても残存し、これを基

盤として戦後日本の医療システムが形成されたと

いう見方である旬。

これに対して高岡 (2000)3) は、「日本医療団」

の解体過程 (1947年11月1日解散)の検証から、

医療における戦時と戦後の断絶性を強調する。高

岡によれば、敗戦直後の医療制度論には3つの潮

流 (r自由化」…医師会、「公営化J…厚生省、

「協同化」…日本医療団および労働組合・農業会)

が存在し、とりわけ「公営化」と「協同化」が対

立していたとし、これを、「医療供給システムの

脱営利化(=脱開業医制)にむけたヘゲモニー闘

争であったと言ってよい。つまり医療供給システ

ムの『脱営利化』への趨勢は、戦時期よりもさら

に強まっていたのであり、後に成立する『日本型

医療システム』が、敗戦直後の段階から展望でき

るわけでは決してないのであるJと結論付けてい

る注 o

これら議論の相違点は、戦時と戦後いずれの時

点に分析の比重を置くのか、具体的にどのような

医療制度・政策を分析対象とするのか等の違いに

よって生じている部分が大きい。連続説において

は戦前に分析の比重を置き、医療需要に関する政

策(健康保険制度)を主な分析対象としているの

に対し、断絶説においては戦後の医療提供に関す

る政策(医療施設の運営・管理および整備・普及

策)を中心として検討がなされている。

連続説が主張するような、医療システムの需要

側面における一部制度の残存は、史実として確か

に見受けられる(健康保険制度の形成、厚生省の

残存等)。しかしながら、それが現在日本の医療

システムの根幹とダイレクトに結びっくものであ

るかどうかは、慎重な検討を要するように思われ

る。なぜならば、連続説の中心的分析対象である

医療需要政策(国民皆保険体制の構築)が、日本

型医療システムを構成する重要な要素たる「私的

医療機関依存型の医療提供体制」とどのように結

びつくのかという点が必ずしも明確にされてはい

ないためである。また、一方で、断絶説において見

受けられる、「戦後新たに誕生した価値理念に基

づく各種政治勢力の運動結果としての戦後医療シ

ステム」という主張も、十分な検討を必要として

いる。というのはこれらの説はいずれにおいても、

戦後日本の医療システム形成における連合国最高

司令官総司令部 (GHQ/SCAP: General 

Headquarters， Supreme Commander for the 

Allied Powers -以下GHQ)の果たした役割が十

分視野に入れられているとは言えないためであ

る。日本の占領は間接統治方式がとられていたた

め、 GHQは日本国民に対して直接医療政策を実行

したわけではない。しかしながら、 GHQは強大な

権限のもとで日本政府に政策を指令、それが忠実

に遂行されているかを監視した。日本政府は自身

の政策を自由に実行することができたわけで、はな

く、その都度GHQの意向を確認する必要があっ

たわけでありへ戦後日本の医療システム形成に

おいてGHQが与えた影響は少なくないものと思

われる。すなわち、断絶説の言う「戦後新たに誕

生した価値理念」はGHQの影響を強く受けたも



のであると思われるのである。

ところで、 GHQの占領政策に限った研究に着目

すると、国立国会図書館が、米国国立公文書館

(National Archives and Records Administration) 

別館に保管されているGHQ/SCAPRecordsの収

集に着手して以降(1978年)、竹前栄治らを中心

として政治・経済分野に関連したものは急速に進

展を見せた注4。近年では、医療分野においても杉

山章子の業績を中心とした研究が見られるもの

の、医療分野に関連した研究は総じて政治・経済

分野のそれに比して遅れが目立つ。加えて、そう

した医療分野における占領政策研究の遅れが、従

来の日本医療制度史研究との連携を欠く結果を招

いている。杉山(1995)7)は、第一次資料に基づき、

詳細にGHQの医療政策全般について検討を加え

ているが、日本の医療制度史上にGHQの医療制

度改革を位置付けるという点にまで踏み込んでは

いない。これを成すためには、実行された政策、

実際には実行されなかった政策も含め、それら計

画立案されたGHQの医療政策の意図を吟味する

ことが不可欠である。とりわけ医療供給側面に関

する GHQの政策意図およびその理念について、

従来の研究では十分明らかにされてはおらず注5、

これらを研究する意義は大きいものと思われる。

2.目的

本稿の目的は、従来の研究では十分明らかにさ

れてはいない、 GHQ医療供給政策における意図が

どのようなものであったのかを明らかにし、戦後

日本医療システム形成史研究の進展に資する基礎

的な知見を得るところにある。医療供給政策は、

医療機関の整備・普及などのいわばハード面につ

いての政策と、医師・歯科医師の資質向上といっ

たソフト面に関する政策とが存在する。本稿では

後者に焦点を絞り、 GHQが旧来の日本医療システ
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ムの何を問題として認識し、どのような考えに基

づき、いかなる方向へと変革しようと考えていた

のかを明らかにすることが本稿の課題である。

3 .方法(資料、調査方法、調査対象)

GHQ内の民政を担当した専門部局のうち、公衆

衛生、福祉および医療部門を担ったのは公衆衛生

福祉局 (PublicHealth and Welfare Section -以

下PHW)である。本研究では、国立国会図書館

憲政資料室所蔵のGHQ/SCAP資料内のPHW文書

を中心に分析を行う注6。本研究がPHW文書に依

拠する理由は、 GHQの医療政策に関するほぽ全て

の資料が同文書中に存在するためである。

ところで医療政策は、大きく医療需要政策と医

療供給政策とに大別できるが、本研究が対象とす

るのは後者である。その理由は、第一に国民皆保

険体制が実現した1960年代にはすでにGHQによ

る日本の占領は終結していたため、保険制度を中

心とした医療需要政策分析は、 iGHQの政策意図

の解明」という本研究の目的と必ずしも合致しな

いことによる注7。第二に医療需要政策に関しては

多くの研究が見られるのに対して、医療供給政策

に関する研究が稀少なためである。医療供給政策

は全体として医療システムを構成する重要な要素

であり、その分析を行う意義は決して少なくない。

本稿が取り扱うのは医療供給政策のなかでも、

具体的には実地修練(インターン)制度、国家試

験制度、モデル病院計画、医学視学委員制度とい

った、医療のソフト面に関する政策である。これ

は占領期において、医療供給政策のうち、医療の

ハード面についての政策は非常に限られており、

そこからGHQの医療制度改革の意図や理念を見

出すのは困難なことによる注8。医学教育審議会に

おける日本の厚生官僚と GHQ代表者との議事を

中心に、上述の政策の意図およびそれに対する日
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本側の反応を明示する。

分析に先立ち留意点を示しておきたい。それは、

本稿が個々の医療政策アクタ}と GHQとの関係

に踏み込んだ分析は行わないという点である。多

様な医療政策アクタ}間関係に主眼を置いた研究

としては、池上/キャンベル (1996)14)が現在日本

の医療政策形成過程を一つの「競技」に例え、そ

のアクターを、主役(厚生省、日本医師会)、支

援者(大蔵省、保険者、医療関連団体)、観客

(野党、関係団体、専門家、国民)に区分し、そ

の役割と利害の対立を描いているが注9、本稿では

GHQの政策意図を解明する狙いから、政策アクタ

ーについては、 GHQと厚生官僚という二者間の関

係で把握している。したがって本稿は、医療政策

形成過程に関する研究に対して基礎的な知見を提

供するものである。

4 .結果

(1)医学教育審議会の設置

1946年2月、 PHW局長サムス(C.F.Sams)、マ

クドナルド中佐、モールトン少佐注目の三者による

会談において、「日本に対する医学教育改善問題

における基本要素」という議題で、日本の医学教

育水準の向上に関してなすべき政策と方針につい

て話し合われた。そこでサムスは「言葉の広い意

味合いにおいて医業水準の改善をなすべきであ

るJと主張した。当時の日本の医療は、欧米諸国

と比しての、特に現場における診察および診断と

いった技術面における水準の低さが憂慮すべき課

題として存在していたが、同時に一刻も早く改善

すべき問題として伝染病対策・公衆衛生の問題に

直面していた。これは占領軍の安全確保の側面か

らも第一に解決すべき課題でもあった。占領軍に

よる日本の医療制度改革は、その初期段階におい

て、占領軍の安全確保を第一目的とした占領政策

の一部であった可能性が杉山 (1995)によって指

摘されているが注目、 1946年3月の医学教育審議会

の会合において、 GHQ側の代表の口からこのこと

を裏付ける発言がなされている。「医業の標準の

改良に対するプログラムは、占領部隊の福祉に関

連する限り、この部局 [PHWを指す一引用者]

にとっての関心であり、それゆえこの要求が存在

する限り我々の援助のもと残るだろうjI6)

さらに、医学教育の改良の本質もそこにあった

が、その後GHQの関心は医学教育の自由化とそ

の民主主義のラインに沿った再編を促進すること

に拡がったとも述べている。これが具体的に意味

するのは、日本医師会を政府から完全に独立した

組織へと作り変えるとともに、科学的な医学教育

の発展に資する組織へと再編するということであ

り、厚生省に関して言えば、医師の開業許可に際

して、十分な医学的知識と技量を有した医師であ

るか否かを判断するとともに(医師免許の交付)、

継続的な医療の質向上に向けて活動しうる組織と

して再編するということである。このような医学

教育の根本的目的と、その成果としての医療を考

慮した場合、今日の前に直面している問題にのみ

目を向けるのではなく、将来を見据えた政策とバ

ランスをとって医療政策を実行していくことが重

要であると、 1946年3月の医学教育審議会の会合

で話し合われたのである。 1946年2月の三者会談

において見られた「言葉の広い意味合いにおいて

医業水準の改善をなすべきである」というサムス

の主張はすなわち、このことを指している。

1946年2月の三者会談で、「日本の医学教育にお

いては国のニーズについての情報と理解とが日本

の教育者の聞に存在した可能性はあったが、医学

教育の近代化には至らず、それは政府の規制及び

教育の遅れたドイツのシステムに盲目的に追従し

たためである」という発言がされている。そこで、

日本の医学教育の近代化、医学カリキュラムの改

定にあたっては、政府と組織化された医業の間で



の調整が必要で、あるとして注ヘ文部省、日本医師

会、厚生省、政府・私立の医学校(帝国、私立大

学医学部を指す)、 PHW、CIE(民間情報教育

局:Civil Information and Education Section)か

ら成る医学教育のための委員会を組織することが

この三者会談で決定したのであるヘ

(2)医学教育審議会の目的とインターンシッ

プの導入

医学教育審議会の目的は、具体的には開業免許

のための基準の確立と、医学カリキュラムのため

の基本的な基準の確立にあった 1的。特に医師国家

試験制度の確立は当委員会に課せられた最も重要

な課題の一つである。医学カリキュラムのための

基本的基準の確立というのは、医師国家試験に付

随して新たにその導入を模索していたインターン

シップ削を指している。医師国家試験受験資格と

してインターンシップを位置付け、医師国家試験

を受験するものは、大学医学部卒業後1年以上の

診療および公衆衛生に関する実地修練をおこなう

ことが求められた注14。すなわちインタ}ンシップ

は、医師国家試験とセットでその導入が図られた

のである。

インターンシップは、 1946(昭和21)年8月30

日の国民医療法施行令改正により、国家試験制度

とともに採用されることとなった(その後1948年

の「医師法」制定により義務規定となった)制度

である。インターンシップに関しては、大学卒業

後に医師としての証明書が与えられる以前に、丸

一年の臨床トレーニングが必要とされるべきであ

るという決定が、厚生省内の学校調査委員会にお

いて、戦後法制度化される以前の日中戦争時にす

でになされていた。だが、メデイカルトレーニン

グにあまりに多くの時間を浪費すべきではないと

いう軍部の考えから 1年の臨床訓練は医学部4年

のコースの中に含まれると解釈されたのであるω。
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戦時中における医学教育の実情は、医学部におけ

る教育は講義を中心としたものであり、医師免許

は医学部卒業にともない自動的に付与され、卒後

研修は必ずしも必要とされてはいなかった注九医

学教育審議会におけるインターンシッブに関する

議論の中で久下勝次注16が示した当時のデータで

は、 1940年における帝国大学[東京帝国大学を指

しているものと思われる 引用者]卒業生134名に

対し、 99名が臨床訓練のため大学に残り、同年の

京都大学[京都帝国大学を指しているものと思わ

れる 引用者]では128名の卒業生に対し、 113名

が大学に残った。一方医学専門学校(以下医専)註17

では156名のうち 12名、大阪医科大学では139名

のうち26名が学校に残ったにすぎないことが示さ

れている。

ところでインターンシップの導入に際しては、

戦時中に政府主導で歯科医師から医師へと転換さ

れた者に対する特例措置注18に関する問題が持ち上

がっている。この問題における GHQ/PHW代表者

と日本の厚生官僚との議論より、 GHQの医療制度

改革理念の一端がうかがえる。その問題とは以下

のようなものである。戦時中、軍医等医師需要の

増加から、歯科医師を医師にするという計画が政

府主導で実行された。歯科医師のための医学コー

スを、医専を中心として設け、そこでの1-2年

間の訓練の後注19、医師としての活動を許可すると

いうものである。これらの者に対してインターン

の特例(1年間のインターンを半年で良しとする

こと)を認めるか否かについてGHQ側と日本側

とで議論がなされたのである。歯科医師から医師

への転換コースへの申込者は、概ね3-4年、最

高10年間、歯科医師として歯科業務に携わってい

た者達であったことから、日本側の言い分として

は、「これらの大部分が妻と子供を抱えた成人で

あり、かつ医療に関連した歯科業務においていく

らか実践的な診療を行っていたため、通常の学生
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よりも多くのものを短期間に吸収できた」として、

インターン期間の短縮を求めた。一方GHQ側の

意見は、技術的な機能よりも医師の責任に関心を

もたなければならないというものである。医療政

策担当者が考慮すべきは、個人の利益・損失の問

題ではなく、医師が診療する人々の健康に対する

医師の責任についてであり、その提案は認められ

ないと拒否の姿勢をとったのである。

更にこの問題と類似の議論が、外地からの引揚

者に対する医師免許の特例措置問題においてなさ

れている。満州において開業を許可され、日本に

おいては医師免許を有していない300-400名の

日本人医師の問題である。彼らを救済する目的で、

特例として名目的な試験(口頭試問)を開催し、

しかるべき後に免許を交付するということが日本

側より提案された。この提案に対しでも GHQは

拒否した。 GHQの遂行していた医療制度改革の全

プログラムの根本にあるのは、不十分な医師から

人々が保護されるのを保障することにあって、し

たがって、医師を志すすべての者に共通で与えら

れる試験にパスできない者はみな、営業を許可し

ないというのがGHQの回答であった。この問題

についてのGHQ/PHWの考え (GHQ/PHW医療

サービス課長H.G.ジョンソンの主張)は、以下の

ようなものである。「現在日本において免許が与

えられている医師の大部分は医業を営む狭滑な役

立たずであり[医専卒の医師を指すものと思われ

る一引用者]、しかし彼らは免許を与えられてい

るということについて。満州、lからの引揚者に同じ

権利を与えないことは差別がある。すでに日本に

存在している最も不十分な医師よりも彼らには現

在日本で認可される権利がないようである。西野

医師が3-400人[満州からの引き揚げ医師一引

用者]に関して述べることは非常に同情的である

が、しかし、我々は日本人の健康を守ることの基

本的な原則を考慮する際、 3-400の人々の福祉は

考慮すべきではなく、第一に考慮すべきは国の

人々全体の福祉でなければならないJ23) 

(3)モデル病院および病院管理学コース計画

インターンシッブの導入は、大学医学部におい

ては医学教育を行うと同時に、附属病院を有し医

療を提供していくという、従来の大学医学部の制

度を基盤としたものであった。しかしそもそも

GHQは、そのような日本における従来の大学医学

部および、大学医学部附属病院のあり方について

好ましく思っていたわけではない。とりわけ、従

来の大学医学部附属病院の病院管理に対して、こ

れが医学教育に悪影響を与えているとともに、医

療提供体制にとっても悪影響を与えていると考え

ていた。 GHQは、医学カリキュラムの問題を越え

て、医療提供体制全般に関して、新たなる方向性

を模索していた。

医学教育審議会の1946年11月1日の会合におい

て、 PHW局長サムスは国立メデイカルセンター

構想というものを示している剖)。数多くの学校を

維持することは経済的に困難であるため、国が各

都市にメデイカルセンターを設立し、当該地域の

医療施設と連携して医療を提供するとともに医学

教育の拠点とする構想である。これは当時のアメ

リカにおける医学教育改革の成功体験に基づいた

ものであったが、国の財政等さまざまな問題から

即座に取り掛かることは困難であり注20、その代案

としてモデル病院構想にGHQの関心は移ること

となる。欧米式の病院管理を導入した近代的な病

院のモデルとして国立東京第一病院を定め、これ

を発展させるという計画である。日本において遂

行されてきた医療制度改革は、病人に適切な医療

を与えることを可能とする医療サ}ピスの組織化

に向けられていたが、 GHQの念頭には病院がその

ようなサービスにおける難問となっているという

ことがあった紛。というのも、 PHW局長サムスは



実際に10床未満の病院(医療法の制定により、後

に診療所と規定される)を視察し、そこで二流の

医師が二流の医療を行っているのを目の当たりに

したためである。

そもそも、サムスが当時の日本の医療において

問題視していた点の一つに、日本の医師に占める

医専卒業医師の多さー医専の教育レベルの低さが

ある注九戦間期日本の学制は、初等教育機関6年、

中等教育機関2-5年であり、高等教育機関に関

しては、大学予科が2-3年、高等学校が基本的

に3年(第二次世界大戦末期には2年に短縮)で

あった。 GHQが問題視していた医学専門学校は、

中等教育機関卒業後に入学し医学専門教育を受け

ることができ、修業年限は2-5年(時期によっ

て異なる)であったのに対して、帝国大学は中等

教育機関卒業後、高等教育機関を経なければ入学

できなかったため27)、医学専門学校卒業医師と帝

国大学卒業医師との聞にはおのずと能力差があ

り、医師の二極化という問題が顕在化していた注辺。

サムスがその視察で目の当たりにしたのは、医専

卒業医師による診療所での医療サービスの提供で

あった。当時の診療所における二流の医療提供は、

以下の点に起因している。それは当時の日本にお

ける、いわゆる一流(大卒レベル)の医師注23が都

市・首都圏の大病院スタッフ(勤務医)となるの

に対して、二流(医専卒レベル)の医師は地方に

行く(診療所を開設し、開業医となる)という状

況に加え、医療提供システムが自己完結型であっ

たことである。アメリカの場合開業医は、普段自

身の経営する診療所において出来る限りの医療を

提供するが、担当患者が自身の力量(診療所の設

備の問題も含め)を超える疾病であった場合に、

病院へと連れて行き、そこで治療を行う。すなわ

ち医師は病院のスタッフとして仕えるのではない

ということである。日本においては、病院は独立

した医師が開業しているため、診療所を経営する
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開業医は、仮に自身の力量を超える疾病の患者が

やってきても、その治療は自己で完結しなければ

ならなかった。また、敗戦直後の日本の状況下で

は、治療設備の面で問題があったのは言うまでも

なく、このような自己完結型の医療では、より高

レベルの医療と触れ合う機会がないために、開業

医の力量アップも望めなかった。加えて、通常、

一流の医療サ}ピスを提供できる可能性のあった

大学医学部附属病院では、医学教育に資する疾病

を中心に取り扱われ注担、一般的な医療需要に応え

得るものではなく、事実上当時の日本国民は劣等

な医療サービスを受容する以外なかったのであ

る。これらの点について、『ニューズウィーク

Newsweek.l 1949年9月5日号は、.Iこの人達[二

流医師一引用者]は例の国家政策[戦時中の医専

増設および、修業年限の短縮一引用者]の所産で

あり、この政策によれば、金のかからない短期間

の教育を与えたならば新参者達は田舎で開業する

だろうという前提に立っていた。この未熟な開業

医は患者を持っと大きい病院に送ることを許され

なかった…医者の業には何の制限もなかったの

で、彼はしばしば大手術を行った。このような一

時しのぎの注意しか払わなかったため毎年数千の

患者が死亡したJ29) と記している。このような問

題に対して、 GHQは医療法において20床未満の

医療機関を診療所、それ以上の医療機関を病院と

規定すると同時に、そうして規定された病院の方

の普及と病院管理学教育の浸透をすすめていく。

モデル病院構想の実行においては、財政的問題も

あって速やかには進展しなかったようであるが、

日本の各地で遂行しようとしていた病院事業の改

善に好影響を与える意味でも、その遂行が要求さ

れた制。このような中で国立東京第一病院を借り

受け、病院管理学コースが開催された。当時の日

本の病院管理の状況に関しては、サムスがノース

ウエスタン大学の病院管理学教授に宛てた書簡の
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中にある、以下のような記述から理解できょう。

「日本は悲しくも病院管理者が不足している。お

そらくこの回全体で、完全に近代的な病院を管理

する資格があったものは1人もいない。その結果、

病院は不注意に経営されて、医療業務の連鎖にお

いて最も弱い結合となっていると認識されるj30

国立東京第一病院において開催された講習会は

成功した。 GHQ/SCAP資料に、「国立病院および

診療所の約200の院長と副院長に対し短期講習を

施すことで、昨年 [1948年一引用者]の9月から

現在まで成功してきている。本年の4月において、

コースの延長と市民病院の院長のみならず県立お

よび、市立病院の院長への拡大が期待される」とあ

るように病院管理学コースは大変盛況で、当初予

定していた短期のコースを延長し、また講習の対

象者も拡大していくことが考慮されていく。 1949

年6月には「病院管理に関し調査研究および研修

をつかさどる」機関として病院管理研修所制が設

置され、国立東京第一病院構内に置かれるのであ

る。

(4)医学専門学校の問題と医学教育の改善一

医学視学委員

医専の教育レベルの問題に関しては、 GHQ側と

日本側の双方から、帝国大学と比してのレベルの

低さが指摘されていた。医学教育審議会における

会合の中で、幾度となく「医専のスタンダードを

医科大学あるいは帝国大学レベルまで引き上げ

る」必要性について議論されている住ヘこの目的

を遂行するための一方策として、学校調査(医学

視学委員)が考案された。学校の調査は、本来文

部省の管轄であるが、そのことに関わる問題が、

医学教育審議会の6月7日の会合において指摘さ

れている。久下は「将来、医師の数が増加し、医

師が文部省において常勤の職員として配置される

のを見たいと思う」と主張し、また草間良夫註28は

「ここ日本には専門学校を含み、およそ61の医科

大学が存在するが、文部省には医師の職員は存在

しないjと述べ、従来の学校視学官が「個人的な

偏見と個人的な意見をともなって文部省に彼らの

報告と提案を与えた」ことを批判している。これ

に対し、 1946年8月9日の医学教育審議会におい

て学校教育局日高第四郎注29は、「今日医師の間で

は良好な専門的教育を受けたが品位に欠けた者が

多い。我々の教育を改善するために、我々はこれ

ら医師の性格を確立しなければならない…J23) と

述べている。

医学教育審議会の議論の中で提示された医学視

学委員の役割とは、病院内教育(学生の臨床実習)、

インターンサービスにおける問題を、彼らを通じ

て改善するというものである。これに加え、「文

部省への医学教育分野における助言のためのもの

で、かつ、厚生省への医学、治療分野における助

言のためのものである」として、上述のような厚

生省と文部省との意識の相違に対応した両省聞の

橋渡しの役割が強調されている。しかし委員の選

出に関しては、厚生省側と文部省側との聞に意見

の対立があった。すなわち厚生省側は、医師資格

を有する者(医師)から任ずることを強く主張し

たのである。この点に関する GHQの考えは、厚

生省寄りである。それは、 1946年3月の時点で

「文部省は医学カリキュラムと開業免許試験の最

小限の法的規準に関する機能に次第に限られるべ

きである」と明言されており、加えて、医学教育

審議会が本格的に議論をはじめる以前、「医学教

育審議会の組織における予備段階」において、医

学教育審議会におけるすべての議論の基本的な問

題のひとつとして、「文部省による医学カリキュ

ラムの官僚的支配の排除と文部省機能の制限」を

打ち出している 35) ことからも明らかである。この

ようなGHQの考えの背後には、日本の医療にお

いて、科学技術が行政に浸透していないことへの



不満があった。科学技術(学問的な裏付け)に基

づいた衛生行政を確立するために、医学教育をう

け専門知識を有した職員(医師)が厚生行政をつ

かさどるべきであると GHQは考えていたのであ

る。このようなGHQの考えは、厚生省内部にお

ける事務系官僚と医系官僚のあり方にも向けられ

ている。斎田晃(厚生省渉外課長)は以下の様に

述べている。 f<サムスは)アメリカ式な考え方で

すから、公衆衛生というのは技術というか、ドク

ター(医師)がやらなきゃならないのに、どこを

向いても、どこもミスター(事務官)ばかりであ

って、話し相手になる者がいないじゃないかとい

うようなことを行ったように覚えておりますJ36) 

5 .結論

本研究が明らかにしたのは以下の三点である。

第一にGHQの医療政策は、科学技術普及の観点

からなされたということである。それは、医学視

学委員導入時の議論の中で、専門教育をうけ医学

知識を有した職員(医師)を厚生行政の責任者に

据えることを明確に打ち出した点に表れている。

さらにモデル病院構想および病院管理における政

策からも同様の姿勢がうかがえる。そもそも GHQ

がわが国の医療提供体制において憂慮していたの

は、大部分の医学教育施設の教育レベルの低さと

一流の医療を提供できる可能性のあった大学病院

が一般市民の医療需要に応じることができずにい

たこと、および大学病院を中心とした一流の技術

は、小規模医療機関を経営する開業医達に伝播す

ることがなかったことである。この問題に対して

GHQは、臨床教育の強化を柱とした医学教育改革

(インターンシップの導入)、モデル病院計画に着

手し、新たに植え付けた技術(欧米の最新医学お

よび病院管理学)が十分に普及するような医療機

関聞のネットワ}クの構築を目指したのである。
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第二にGHQは、厚生行政の独立性の確保を目指

したということである。厚生行政の責任者は「医

師」であるべきであり、かっ医療政策担当者が考

慮すべきは、医師が診療する人々の健康に対する

医師の責任であるという GHQの考えは、戦時中

戦時目的に合致した医療政策(軍医養成の必要性

に則った医学教育課程等)を実行するに至った日

本の厚生行政の過ちに対する GHQの解答であっ

た。換言すれば、国家目的の遂行のための手段と

して厚生行政があるのではなく、厚生行政は厚生

行政としての目的一人々の健康保持ーを果たすこ

とをGHQは考えていたのである。第三にGHQの

医療制度改革は、科学技術(学問的裏付け)に照

らして従来から日本が有していた医療制度におけ

る問題を確認し、新たな制度の適用可能性を探る

という作業であったということである。そして新

たな制度の適用を阻む従来の制度の弊害は除去

し、そうでないものはそのまま利用するというこ

とが行われた。一見すれば戦前・戦時からの連続

性を見いだせ得るような従来の制度の適用も、戦

後GHQによって、科学技術(学問的裏付け)の

観点から見直しされた上でなされたということで

ある。 GHQは科学的観点から、臨床研修の不足と

いう日本の医学教育カリキュラムにおける問題を

是正するためにインターンシップの導入を検討し

た。これを速やかに遂行するためにモデル病院構

想を打ち出し、従来の大学医学部および、大学医

学部附属病院のあり方に加え医療提供体制全般に

関する改革を行っていったのである。

本研究は、制約条件のもとで議論を限定して行

った。したがって、上述の帰結も今後更なる裏付

け調査を必要としている。本稿が取り上げたイン

タ}ンシッブの特例措置問題における厚生官僚の

要求はGHQによって却下されたものの、その他

の事項においては厚生官僚の要求が受け容れられ

た例も存在する。加えて政策によっては、日本の
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厚生官僚および学識経験者がイニシアテイヴを執

って立案に動いたものもある。 GHQの考えがどの

程度まで日本の医療政策アクターに浸透し、一方

日本の各種政策アクター独自の政策理念とはどの

ようなものであったのか。この点について、厚生

官僚と GHQとの関係の詳細な分析とともに日本

医師会等も含めた日本国内の各種医療政策アクタ

ーの利害と力関係を検討することが不可欠であ

る。

注
1 ここでいう「日本型医療システム」とは、小坂

(1995) j)の示した以下のような特徴を有する医療シ

ステムを指す。「医療の供給システムの根幹は私的

医療機関(個人・医療法人等)に依存する公私混合

体制で、医療費は、国民皆保険を前提に、支払いシ

ステムを国家の統制におくという方法である。また、

医療政策を実現するために、本来なら法律の作成・

改正によるべき部分もその原則をとらず、社会保険

の診療報酬点数の操作でシステム形成を誘導してき

たj

2 小坂と同様、戦時・戦後連続論の立場に立った主

張は鐘家新の著作にも見出せる。鐘は、①厚生省の

設立、②国民健康保険制度創設 (1938年)および

③労働者年金保険制度創設(1941年創設、 1944年

に厚生年金保険制度に改称)の形成過程の分析から、

il十五年戦争Jが日本における社会保障の政策主体

と有力な制度・政策の形成を促進した」という命題

を示したが、注目すべきはこれら戦時中に形成され

た制度が、今日における日本の社会保障制度の骨格

であるとして、現在の医療システムと結び付けて捉

えている点である(鐘家新(1998)η。

3 高岡と同様の立場に立った主張として中村一成の

研究がある。中村によれば日本医療団の活動によっ

て形成された医療施設体系が、戦後の「公的医療機

関」整備の物的組織的基盤となったとしている。そ

の意味では日本医療団と戦後の「公的医療機関」との

聞に戦前・戦時・戦後の連続的側面を見出している

ものの、一方で戦後の「公的医療機関」が、「戦後

新たに生れた価値理念に支えられた運動によって、

いわば新しく形成されたという側面」をも指摘して

いる。すなわち中村は、物的な面では戦時・戦後の

連続性を認めつつ、精神面(価値理念)では断絶を

主張しているのである(中村一成 (2006)勺。

4 近年、日本戦後史研究、あるいは日本占領史研究

の分野においては数多くの著作が存在するが、竹前

氏の一連の研究はその先駆けであり、一次資料に基

づいたGHQの占領政策全般にわたる総論的な研究

という意味においても特筆すべきものである。なお、

本研究において参照した、 PHW局長C.F.サムスの回

顧録の翻訳も竹前がおこなっている(竹前 (1986)6) 

など)。

5 杉山 (2001)8)は医療の供給側面としてGHQの病

院制度改革を別個に取り上げ、主に制度面の変化を

示す中で、基本的にGHQの医療供給政策は、 GHQ

が占領政策全般を遂行するための手段であったとの

評価を下しており、 GHQの医療供給政策自身の政

策意図および理念といった点に関して明確に示して

はいない。

6 GHQ/SCAP Recordsは国立国会図書館による資

料整理方法の関係上、重複する内容の資料が異なる

マイクロフィッシュシートで存在する場合がある。

本稿においてGHQ/SCAPRecordsを参考文献とし

て引用する際には、中心的に参照したマイクロフイ

ッシュシートのナンパ}を冒頭に付し、調査した限

りにおいて内容の重複が認められる資料のナンバー

は、それに続けて括弧書きで記すこととする。

7 しかしながら、国民皆保険体制の実現に向けての

議論は1940年代から始まっており、 GHQが政策推

進に強い影響を与えた可能性は考えられるが、この

点に関する詳細な検討は他日を期すこととしたい。

8竹前・笹本(1988)ト 11)による医療福祉年表によれ

ば、 1945年9月から 1946年12月の時期における医

療政策の中心は占領軍の安全確保を目的とした公衆

衛生対策が中心であり、医療機関に関する政策では、

占領軍による医療機関の接収が見られる程度であ

る。この時期以降、占領期全般を通じても、 GHQ

による直接的かっ具体的な医療機関の整備・普及策

は見られない。また、 PHW編纂のPublicHealth 

and lf匂lfarein Japanωにおいても、そもそも結核予

防、上下水道対策、港湾検疫、といったPreventive

Medicineの項目に関する記述がその大半を占め、

Medical Careの項目では医学教育および免許制度に

関する記述が中心であり、病院に関しては、本稿で



後に扱う国立メデイカルセンターについての記述が

目に付く程度である。事実、PHWの局長であった

C.F.サムスの回顧録 (1986)日)において、「発展途上

国の人たちに立派な病院の建物を立ててやり、立派

な施設と、完壁な医療の仕事を与えようとしたこと

は金と時間の無駄で、あった。このような固では、私

が日本で試みたような多角的方法で問題を解決しな

ければならなかったのだ。たとえば、専門教育の再

編成、病院基準の向上、改善を受け入れ得る一般大

衆の素地を作るための教育などがそれである」とい

うように、占領期医療制度改革は、医療機関の建設

などのハード面よりも医学教育改革などのソフト面

を中心に遂行したことが述べられている。

9 同様の研究として、 1970年代の医療供給政策に

焦点をおいた中島 (2000)1的による研究がある。

10 この当時PHW内において、H.N.MacDonald中佐

はlegaladvisor、S.E.Moolten少佐はlaboratory

consultantの職にあった。

11 杉山 (995) は占領軍の医療政策について、「日

本の医療の改革を目指すという観点に立つものでは

なく、他の分野の占領政策を円滑に実施するための

手段として開始されたJと指摘している。

12 日本の医療に関連する組織があまりに多くの機関

に分割されていることの問題を指摘している。日本

の医療提供主体の多様さも合意していると思われ

る。

13 当時、医学教育審議会の議論の中で、インターン

シップと学外研修の違いについて議論され、インタ

ーンシップは、「医学部4年の臨床実習あるいは研

修医ではない『学外研修』とは対照的に、承認され

た病院においてフルタイムの研修医を基礎とした医

療任務のコースであり、ローテーテイングサービス

で実際に患者の治療に責任を持つもの」と定義づけ

られた。

14 しかし、医師免許を有していない状態でのインタ

ーンの修練活動は、その身分、経済保障、実地修練

病院の指導体制などの点で問題があり、昭和43年

の医師法改正で廃止となった(厚生省医務局編

(1955) 19))。

15 これは戦時中における医師需要の増加のみなら

ず、日本の近代医学の発展における歴史的影響によ

るところが大きい。矢崎 (2004)2川こよれば、日本

においては、「明治維新により西洋医学を導入する
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こととなり、ある程度の臨床能力を有する医師を大

量に育成すること」が必要となったため、大学と病

院とが設置され「講義中心の疾患志向型教育を展開

するjこととなったのだという。

16 久下勝次は、 1946年11月5日から 1947年9月1日

まで医務局医務課長、のち医務局次長という厚生行

政の要職を歴任した厚生官僚である。

17 医専は厳密には高等医専と普通医専の二種類存在

し、それぞれの修業年限は、基本的に前者が5年、

後者が4年であった。また、単独の医専と大学に附

属した医専(大学附属医学専門部)とが存在してい

た。久下のデータでは全ての医専を包括して示して

いる。

18 これに関しては元東大医学部教授沖中重雄氏の語

ったエピソードが参考になる(有岡二郎 (1997)22))。

「昭和二十年の初夏のころだ、ったと思う。一般の医

師も軍医も底をついてしまったので、歯科医を短期

養成して医師にしようという計画が持ち上がった。

ずいぶんむちゃな話だが、危急存亡のとき、背に腹

は変えられないととして実行された。つまり二十年

の春、『歯科医師を一年以上経験した者は、医師の

試験が受けられ、合格者は六ヶ月間、医師の訓練を

した後免許を与える』という戦時の緊急措置令が出、

これにのっとり試験準備のために我々が二ヶ月間講

義を行った」

19 医学教育審議会の会合における勝俣稔 0946年1

月25日一 11月4日、衛生局長を務めていた)の発

言によれば、これら歯科医師らは医専の2年コース

へ申し込んだが実際には1年間の訓練を受けたにす

ぎないという。当時専門学校自体が修業年限の短縮

が行われていたことによるのだろう。

20 この構想に先立つて提案された国立メデイカルセ

ンター創設計画は、第一国立病院におけるモデル病

院計画の進捗状況を見て、第二局面において行うこ

とがGHQ文書に示されているお)。

21 日本の学制は、第二次世界大戦初期、後期、戦後

当初、現在とで、異なっており、サムスが厳密に、戦

時中のどの時期における日本の学制の問題を指摘し

ているのかは必ずしも明確で、はない。

22 加えて、大量の医師を必要とした戦時下という時

勢に応じるため、戦時中、医学教育施設の大量増設

および、修業年限の短縮が医専を中心として行われ

た。また、医師需要増加に応じる措置としては、
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1945年には「医師免許の特例に関する件J(1945年

4月5日勅216試591)により、歯科医師の医師への

転換措置もとられている(厚生省医務局編.前掲書

; 165)。
23 サムスは、日本における医学教育機関は17の最

高ランクの医学教育機関(帝国大学医学部7、国立

医科大学6、慶応大学医学部、慈恵会医科大学、日

本医科大学、日本大学)と大多数の二流の医学教育

機関(医専)であったと述べている (C.F.サムス.

前掲書;10章「医学教育・病院管理・医師会などJ)。

24 大学病院における患者診療の不足が指摘されてい

る。「かつての大学病院は教育と研究に力点がおか

れる場所に指定され、患者サービスが不満足で、あっ

たことが後悔されている。J田)

25 PHW文書では、 f1年前に始められたプログラム

が酷く鈍いもので、あったということ、主要なプログ

ラムである近代的な病院の設立一東京における病院

の完成を遂行する事の失敗が日本に対する全ての病

院再建計画を遅らせていることが東医師により強調

された。日本の至るところでの病院事業における改

善は『モデル病院』の設立によって大いにスピード

アップすることがありえる」却)と記されている。

26 またJこの病院管理研修所も「収用できる数をは

るかに上回る申し込み」担)があり大変盛況であった

ようである。

27 例えば、 1946年6月7日の医学教育審議会の会合

において、「現在緊急の課題は医学専門学校の標準

が、どのようにして医科大学か大学レベルまで引き

上げられることができるかである」紛という発言が

なされている。

28 草間良夫は、当時慶慮義塾大学の教授であり、医

学教育審議会の議長を務めていた。

29 日高第四郎は、学校教育局長、教育研究所所長、

事務次官といった文部省における要職を歴任した人

物である刊。

参考文献

1)小坂富美子.戦争と厚生一<日本型医療システ

ム>形成にむけて.岩波講座日本通史 第四巻

近代4.岩波書庖. 1995: 332 

2)鐘家新.日本型福祉国家の形成と「十五年戦争J.

ミネルヴァ書房. 1998 

3)高岡裕之.占領下医療『民主化』の現像一日本医

療団の解体過程.占領期の言論・出版と文化一<プ

ランゲ文庫>展・シンポジウムの記録.早稲田大

学・立命館大学.2000: 168-187 

4) 中村一成.日本医療団と『公的医療機関』一医療

供給体制の戦時と戦後.年報日本現代史2006;11: 

323-356 

5)杉山章子.占領下の公衆衛生一初期政策をめぐっ

て.医療経済研究会会報1991;44: 25-37 

6)竹前栄治. GHQ.岩波新書. 1986 

7)杉山章子.占領期の医療改革.勤草書房. 1995 

8)杉山章子.占領期の病院改革.東と西の医療文化.

思文閣出版.2001: 351・369

9)竹前栄治，笹本征男.占領期の医療福祉年表2.

東京経済大学会誌1988;157: 91-123 

10)竹前栄治，笹本征男.占領期の医療福祉年表3.

東京経済大学会誌1989;159: 135-174 

11)竹前栄治，笹本征男.占領期の医療福祉年表4.

束京経済大学会誌1989;160: 131・162

12) General Headquarters， Supreme Commander for 

the Allied Powers/Pu blic Health and Welfare 

Section. Public Health and Welfare in Japan. 

Annual summary 1949 Vol. 1; Annual summary 

1950; Final Summary 1951・52VoL 1 

13) C. F.サムス(竹前栄治編訳).DDT革命.岩、波新

書. 1986: 269 

14)池上直己， J.c.キャンベル.日本の医療.中公新

書. 1996 

15)中島明彦.医療供給政策における政策過程の変容.

医療経済研究2000;9: 23-39 

16) PHW 01363 (PHW 02339，02340)， Memorandum 

for Record， Meeting of the Council on Medical 

Education (6 March 1946)， 7 M訂.1946.

17) PHW 01363， Memorandum for Record， Elements 

in the Problem of Revised Medical Education 

Standards for Japan， 21 Feb.1946. 

18) PHW 01363 (PHW 02340， 02342)， Memorandum 

for Record， Meeting of the Council on Medical 

Education (27 February 1946)， 1 Mar.1946. 

19)厚生省医務局編.医制八十年史.印刷局長朝陽会.

1955: 165 -166 

20) PHW 01363 (PHW 02339)， Minutes， Meeting of 

the Council on Medical Education， 14 M訂.1946.

21)矢崎義雄.臨床研修必修化に至る経緯と今後期待



される専門医について.医学教育2004;35 (3) : 162 

22)有岡二郎.戦後医療の五十年 医療制度の舞台裏.

日本医事新報社. 1997: 16 

23) PHW 01362， Minutes， Meeting of the Council on 

Medical Education， 9 Aug.1946. 

24) PHW 01362， Minutes， Meeting of the Council on 

Medical Education， 1 Nov.1946. 

25) PHW 02206， Memorandum for Record， 

Establishing of a Modern Hospital in the Present 

First National Hospital in Tokyo， 19 Jan. 1948. 

26) PHW 02206， Memorandum for Record， 

Establishing a Model Hospital， 10 Jan.1948. 

27)文部省編.学制百年史.ぎょうせい. 1972 

28) PHW 02206， Memorandum for Record， Council 

on Improvement of University Hospitals， 2 Apr. 

1951. 

29) Compton Pakenham. Japanese Housecleaning. 

Newsweek， 5 Sept. 1949: 26-27 

30) PHW02205， Memorandum for Record， Model 

Hospitals， 7 Feb.1949. 

31) PHW02205， Letters from Gen Sams to Dr. M. T. 

Maceachern， Director Program in Hospital 

GHQによる占領期医療制度改革に関する史的考察 47 

Administration Northwestern University， Copies of 

Lecture Material used in the Hospital 

Administration Course at Northwestern University， 

14 Feb. 1949. 

32) PHW02205， Memorandum for Record， Short 

Course of the School of Hospital Administration， 28 

Nov.1949. 

33) PHW 01362 (PHW 02339)， Minutes， Meeting of 

the Council on Medical Education， 7 Jun.1946. 

34)肥田野直，稲垣忠彦編.教育課程(総論)<戦後

日本の教育改革第 6巻>.東京大学出版会. 1971: 

332 

35) PHW 01362 (PHW 02339)， Prelirninary Steps in 

Organization of a Committee on Medical Education. 

36)有岡二郎.前掲書:12 -14 

著者連絡先

堀龍崇

干980-8576 仙台市青葉区川内

TEL . FAX: 022-795-6260 

e-mail: taka-horigome@keb.biglobe.ne.j 



48 医療経済研究 Vo1.20 No.l 2008 

Historical Study on the Reform of the Japanese Health 

Service System by GHQ 

-The Medical Educational System and the Hospital Administration -

Takashi Horigome * 

Abstract 

The purpose of this study is to clarify the GHQ's philosophy of medical policies， and to get fundamental 

knowledge of the development of the history of the formation of吐le]apanese health service system after world war 

II. This study also intends to take up several health service policies that GHQ followed during the occupation 

period: the reforms of the medical education such as the introduction of the practical甘ainingsystem (an internship)， 

the setting up of national board examination for medical doctors， the introduction of由emodel hospital plan， and 

set由19up of medical school inspectors. These policies are concerned with the improvement of medical doctor's 

quality. For this study， the records we depended mainly upon the PHW (Public Health and Welfare Section) 

documents of the GHQ/SCAP held at the National Diet Library in ]apan. In particular， we paid much attention to 

the negotiations between ]apanese public welfare 0臼cialsand the GHQ representatives on the basis of the minutes 

of the Council on Medical Education. 

We would like to point out the following three conclusions. In the first place， GHQ ca凶 edout the reform of the 

health service system on the basis of the modern medical science (modern medical philosophy and skill) and paid 

much attention to the intensi:fication of the clinical medicine. In the second place， GHQ aims to gain independence of 

the public administration of welfare. GHQ吐lOughtthat the purpose of the public adminis仕ationof welfare should lie 

in the protection of people's health， not to the national objective accomplishment In the血lalplace， GHQ precisely 

looking into the pre-war health service system in ]apan， and dividing it between the abolishing and continuing p訂 ts，

rebuilt the new system for the post war ]apan. 

[key wordsJ philosophy of a medical policy， health service policy， medical education， internship， national board 

examination， model hospital plan， medical school inspector 

* Graduate School of Economics and Managem巴t，Tohoku University 
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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冶tal人
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 gi丘?Journal of American Medical 
Association 2000; 283: 373-380. 

Books: 

1) Organization for Economic Co-operation and D巴velopment.A System of Health Accounts. Paris: OECD 
Publications， 2000. 

Translations: 

1) Fuchs， V.， 1991. National health insurance revisited. Health A妊~ürs [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)... 
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2008年6月吉日

会員各位

医療経済学会第3固研究大会のご案内

日時:2008年7月19日(土)9:30・16:40

会場:京都大学 百周年時計台記念館(百周年記念ホール、国際交流ホール)

干 606・8501 京都市左京区吉田本町

1 . 学会ホームページについて

医療経済学会 第3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。

学会ホームページと Eメールアドレスは下記の

とおりです。

U R L : http://www.ihep.jp/jhea/index.html 

http://www.ihep.jp/ 

E-mail: gakkai@ihep.j 

2 受付

受付は京都大学百周年時計台記念館 1階百周年

記念ホール前に設けます。

受付時間:午前9:10-16: 00 

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7月4日(金)までにお振込みくだ

さい。)

<振込先>

みずほ銀行新橋支庖 みずほ普通預金

口座番号:2418647 

口座名称:医療経済学会第3回研究大会

3. 参加申し込み

別添の申込用紙にご記入の上、学会事務局宛に

ご提出ください。

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。建物外に設置された所定の喫煙場

所にて喫煙願います。

③会場内では携帯電話の電源をオフまたはマナ

ーモードにしてください。

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

関をご利用願います。

6. 昼食について

昼食は用意しておりませんので、各自で準備願

います。

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ふ11

第11東洋海事ピル 2F

FAX: 03-3506-8528 

E-mail: gakkai@ihep.jp 

URL : http://www.ihep.jp 

担当:阿波野、井村、根岸



8. 京都大学 百周年時計台記念館(時計台百周年記念ホール、国際交流ホール)

1"μ 】'.1，'， 11 円、心γ渦 ド、】 川以3

西部構内
WestCampus 

人文科学研究所

医学自隅内
Faculty of 
Medicine Campus 

近衛i盈
Konoeclori 

訳出方吋

本部構内 寺

(V8L) 

Eき殴神社
Yoshi曲 Shrine

百周年時計台記念館
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第3固医療経済学会総会・研究大会

申込用紙

医療経済学会 第 3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4日(金)までに、 FAXまたは E-メールにて、必ずご返信願います。

FAX:03-3506-8528 E-mail :gakkai@ihep.jp 

。研究大会の参加

口参加 口参加しない

O総会の参加

口参加 口参加しない

O総会へ参加されない方

口総会の決議事項に関して委任致します

ロ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O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 (10，000円)

参加者氏名 電話番号

所属先 FAX番号

役職 Eメーjレ

く医療経済学会 第3回研究大会のご案内>

1.研究大会

日時:2008年7月19日(土)9: 30 -16 : 40 

(必須)

(必須)

会場:京都大学 百周年時計台記念館(時計台百周年記念ホ}ル、国際交流ホール)

大会参加料:(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 7月4日(金)までにお振込みください。)

銀行名:みずほ銀行 支庖名:新橋支庖 みずほ普通預金

口座番号:2418647 口座名称:医療経済学会 第3回研究大会

n.総会

日時:2008年7月19日 (土)12: 30 -12 : 50 

会場:京都大学 百周年時計台記念館 時計台百周年記念ホール
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医療経済学会入会申込書 日|
[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 男
生年

西暦 年 月 日
氏 名

女
月日

会員の別
普通会員 最終学歴

学生会員 専攻科目

所 名称 職 名

属 T 

先
住所

電 話 FAX 

T 

自宅住所

電 話 FAX 

郵便物希望送付先(該当に0) 所属先 自宅

E-mail 

>一
員
一

ム
否
「

l

i

l

-

-

る

一

一

す

一

名

一

薦

一

一

推

一

一

<

一

氏

一

*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品ep.Jp
E-mail: gakkai@ihep.jp 
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