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アンシャン・レジームからのリスウィチング

学習院大学経済学部教授

南部鶴彦

本題に入る前に、身近な例をとってレジームのリスウィチングがいかに難しいかを説明してみよう。

われわれの身の回りでもはや不可欠となったのがケータイ(通信用では移動体)とインタ}ネットであ

る。電話産業の変わり様は少し古いことを想い出してみるとよい。日本で全国即時通話が完成したのは

1950年代の末である O その頃になってやっと人間の交換手を通じないで、電話は日本中どこへでも、いつ

でもかけられるようになった。このとき電話の供給は電々公社という公的独占によってなされていた。

それから40余年が経つと電話の技術は移動体とインターネットに取って代わられ、固定電話はマイナス

成長となり今後は維持すべきか否かの方が問題となっている。そして電話ネットワ}クの収入を支える

主たるユーザは、音声(ボイス)でなくネット事業者とそれを利用するヘビー-ユーザ、となっている。

音声の日常生活上の重要性は今後も全く変わらないが、通信ネットワークを高速道路に例えれば、音声

の占める比重は狭い歩道か縁石程度のシェアしか占めていない。

ところが規制当局の電話産業に対する基本認識は未だにNTTが独占であり、これを今後も厳しく規制

する必要があるというものである。つまりもはや音声時代のレジ}ムは完全に変質したのに、規制スタ

イルは何も変わっていない。テクノロジーの急激なリスウィチングが起こっているのに対応しようとす

るフレキシピリティーが完全に欠如している。

この事例は医療システムと国民医療費の問題を考える上で示唆的である。全国即時通話になったのと

ほぼ同じ頃、 1961年に国民皆保険が成立した。このシステムは保険料の支払い義務(コスト)とサービス

の供給(ベネフィット)のバランスが極めてよかった。なぜなら当時日本は先進国中で“youngest"であ

り、医療費の余りかからない困だったからである。経済的に言えば医療サービスで規模と範囲の経済が

働いていたからである。そして50年。日本は“youngeconomy"から“oldeconomy"へと無事軟着陸し

た。戦争も大きな災厄もなかったからである。しかし電話のように技術革新によるめざましい発展がも

たらされた訳ではない。かつての「ヤング」が「老年」にシフトしただけである。高齢化の進展は社会の

重きな負担となり、 50年前に実現させた国民皆保険がそのままの形で維持できるはずがない。例えば国

民所得比で国民医療費を眺め、比率の上昇を支出の削減で食い止めようとしても、それは医療の質を落

とすことによる外はない。このような現実がありながら、わが国の行政当局は頭の切りかえによってこの

現実に直面するということをしているであろうか。先にあげた例で言えば、未だに音声電話の規制スタイ

ルから脱却できない通信行政と同じ誤りに陥っているのではなかろうか。医療にせよ通信にせよこれら

は日本のインフラストラクチヤ}の最重要部分をなしている。現実の需要構造に天と地を逆さまにする

ような変化が起こりつつあるときには、発想そのものを大転換する以外に問題の解決は不可能で、ある。
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特別寄稿

脱タバコ社会の実現を目指す

日本学術会議の取り組み

大野 竜三*

抄録

日本学術会議の主たる役割は、約83万人の科学者コミュニティの代表機関として、政府からの諮問への答申や進んで提
言を行なうことにある。直接的・間接的喫煙は、これまでの国内外における多数の疫学的および実験的研究によって、が
ん、循環器疾患、呼吸器疾患などさまざまな健康障害の原因になり、かつ経済的損失も与えていることが科学的根拠を持
って示されている。残念ながら、わが国はタバコ規制に関しては最後進国に属している。タバコの健康障害や火災・環境汚
染から国民を守り、健康面・環境面においても世界でリーダーシップを発揮するために、脱タバコ社会を実現させること
が科学者の責務であるとの視点に立ち、日本学術会議は更なる啓発や法的規制に関する提言を行なうべく準備中である。

キーワード:日本学術会議、禁煙、脱タバコ社会、たばこ事業法、経済的損失、未成年喫煙禁止法

はじめに

昭和23年に発令され平成16年に改正された日

本学術会議法によれば、日本学術会議は、「科学

が文化国家の基礎であるという確信に立って、科

学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社

会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の

進歩に寄与することを使命とし、わが国の科学者

の内外に対する代表機関として、科学の向上発達

を図り、行政、産業および国民生活に科学を反映

浸透させることを目的」として設立された。内閣

総理大臣の所轄(内閣府)下にあり、主たる役割は、

約83万人の科学者コミュニテイの代表機関として

* 愛知淑徳大学医療福祉学部教授

愛知県がんセンター名誉総長

第20期日本学術会議会員

の政策提言や科学に関する審議であり、政府から

の諮問に応じての答申することのほか、進んで政

府に対して提言する権限を持っている。その他に、

科学者コミュニテイの連携、科学に関する国際交

流や社会とのコミュニケーションを行なっている。

会員は210名で、第一部(人文科学)73名、第

二部(生命科学)64名、第三部(理学・工学)73 

名が、機能別委員会、分野別委員会ならびに課題

別委員会を構成している。各委員会の下部組織と

して100以上の各種分科会が置かれ、ここには約

1，990名の連携会員や分科会活動のみの期限付き特

任連携会員も加わって活動している。

2005年からの第20期においては、会員の選出方

法が、それまでの登録学術研究団体を基礎にした

候補者推薦方式から会員による推薦方式に変わ

り、新生日本学術会議として新しい歩みを始めて

いる。
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「脱タバコ社会の実現分科会」は、第二部に属

する健康・生活科学委員会と歯学委員会の合同分

科会で、平成18年6月に「禁煙社会の実現分科会」

として発足し、平成19年2月に「脱タバコ社会の

実現分科会」に改名し、 12名の委員がこれまで12

回の委員会を開催して、科学者の立場からタバコ

がもたらす健康障害や火災・環境汚染からわが国

の国民を守るために、科学的証拠に基づく提言を

日本政府に対して発信しようと活発に活動してい

る。

1 .タバコによる健康障害

喫煙がもたらす健康障害について今更言及する

必要はないだろう。国内外におけるこれまでの多

数の疫学的および実験的研究によって、喫煙はが

ん、循環器疾患、呼吸器疾患、消化器疾患、腎臓

病、胎児の成長障害、その他さまざまな健康障害

の原因になっていることが科学的根拠を持って示

されている 1-九私の専門領域であるがんはむし

ろ喫煙と関連のないものを挙げるのが困難なほど

であり、肺がん、口腔がん、咽頭がん、鼻腔・副

鼻腔がん、喉頭がん、食道がん、胃がん、障臓が

ん、肝臓がん、腎・尿路・勝脱がん、子宮頚がん、

骨髄性白血病などが喫煙者において多発してい

る。ただし、乳がん、子宮体がん、前立腺がんな

どはホルモン依存性がより強く、喫煙との関連は

少ないとされている。

間接喫煙がもたらす健康障害に関しては、科学

的根拠が希薄であるとの指摘がタバコ産業などか

ら出されていたが、世界保健機関 (WHO) が

2004年に発行したMonograph2
)、また英国タバコ

か健康かに関する科学委員会が2004年にヘカリ

フォルニア州環境局が2005年にヘアメリカ合衆

国公衆衛生局長が2006年に6)発表した詳細な報告

書において、科学的根拠を持って受動喫煙も健康

障害を引き起こすことが示され、論争に終止符が

打たれたといえる。受動喫煙により発生頻度が増

加することが明らかにされている疾患には、肺が

ん、虚血性心疾患、呼吸器疾患などがある。また、

乳幼児突然死症候群は、家庭内の喫煙者の存在、

特に父母の喫煙と密接に関連している九

WHOによれば、現在、死亡者の10人に1人は

喫煙が原因となっており、総数で年500万人以上

もの人が死亡している。そして、喫煙は死亡原因

の最大の要因であり、かっ、喫煙関連疾患は禁煙

により防げることから、予防可能な単一疾患とし

ては最大の病気であるヘ日本でも毎年11万人以

上が喫煙が原因となって死亡していると推計され

ており、交通事故による死者約7，000人よりも遥

かに多いト1ヘしたがって、タバコをなくするこ

とができれば、最大の死亡原因や疾患原因を取り

除くことができるわけであり、国民の健康を守る

ためには、非常に重要かっ焦眉の課題といえるも

のの、わが国においては、これらのことが十分周

知されているとはいいがたい。

国民皆保険制度の日本にあっては、タバコによ

る健康障害に要する費用は国民全体で負担してい

るので、喫煙は国民全体の医療経済問題であり、

単に個人的噌好の問題とみなすわけにはいかな

い。脱タバコ社会の実現は崩壊しつつある国民皆

保険制度の存続のためにも焦眉の課題である。

その他にも、タバコは火災の原因にもなり、経

済的に大きな打撃を与えている。タバコが出火原

因となった火災は平成8年度で全国の火災の

11.1 %を占め第1位であった。しかしながら、日

本人の喫煙率が徐々に減少しているため、タバコ

が原因となった火災は減少しており、平成18年度

は第3位で9.6%である。一方、死者の発生した建

物火災では、タバコは出火原因の第 1位で15.5%

を占め、約240人の死者と約870人の負傷者を発

生させているω。都市型火災の代表地域である東



京都においては、平成17年度において、タバコは

出火原因の第2位で15.6%を占め、放火(疑いを

含む)を除いた失火の原因としては第1位で24%

を占めているω。したがって、火災予防の観点か

らも、タバコのない社会が望まれるところである。

また、 2005年の調査によれば、タバコの吸殻や

フィルター類は、陸起源の海岸漂着ごみの第1位

で24%を占めており、環境汚染の原因となってい

る12)。タバコフィルターはセルロース・アセテート

と化成ポリマーより成っているため分解までに数

年を要し長期間にわたり環境を汚染するゆ。さら

に、タバコの製造過程において、葉タバコの乾燥

のために薪や化石燃料が大量に消費され、地球の

砂漠化・温暖化に加担しているとの報告もあるヘ

2.とれまでの科学者コミュ=ティの

取り組み

すでに、日本呼吸器学会、日本小児科学会、日

本公衆衛生学会、日本学校保健学会、日本口腔衛

生学会、日本循環器学会、日本気管支学会、日本

プライマリーケア学会、日本歯周病学会、日本口

腔外科学会、日本口腔腫蕩学会、日本癌学会、日

本癌治療学会、日本臨床内科学会、日本疫学会、

日本歯科医学会、日本小児アレルギー学会、日本

臨床スポーツ医学会、日本頭頭部癌学会、日本歯

科人間ドック学会、日本禁煙学会、日本禁煙科学

学会、日本禁煙医師歯科医師連盟、日本対がん協

会、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、

日本看護協会などが禁煙宣言・脱タバコ宣言を公

表し、脱タバコ社会の実現を呼びかけてきた。ま

た、子供をタバコから守る会など脱タバコ社会の

実現を目指して活動をしている団体も多数ある。

にもかかわらず、これら学会や民間の声が十分届

いているとは言えず、日本の脱タバコ社会の実現

度は十分な成果をあげていない。
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事実、厚生労働省主導「健康日本21Jの2006年

12月の審議会においても、また2007年4月から施

行された「がん対策基本法」に基づく「がん対策

基本計画Jにおいても、喫煙率削減の数値目標は、

医療側委員の努力にもかかわらず、タバコ産業な

どの圧力を受けた財務省や農林水産省などの反対

により設定することはできなかった。医療側審議

委員は関連領域の専門家ではあるものの、あくま

でも政府が任命した委員であり、各学会や日本学

術会議などのパックアップを受けているわけでな

いこともあって強い立場にないことも原因といえ

る。

3.国際的に見た目本の脱タバコ社舎の

実現鹿の遅れ

2003年5月WHOが「タバコの規制に関する枠

組条約」を採択した。タバコが健康に及ぼす悪影

響から現在および将来の世代を保護することを目

的とし、タバコの規制などに関する国際協力につ

いて定めたものである。主たる内容としては、夕

パコ規制のための調整機構.中核機関の設立(第

5条)λ、夕パコ価格.税の引上げ(第6条)入、職場.

公共の場所での受動喫煙の防止(第8条)λ、夕パコ

の警告表示の強化(第11条)λ、夕パコ広告の包括

的禁止(第1臼3条)λ、禁煙治療の普及(第14条)入、

未成年者への夕パコ販売禁止(げ夕パコ自動販売機

の制限を含む) (第16条)などである 1附6的)

日本政府は2却00似4年3月に同条約に署名、 2005年

5月国会承認をした。ただし、その後の動きを勘

案すると、日本政府はこの枠組条約を積極的に承

認したわけで、はなく、条約の最低条件を守る姿勢

を示しただけであるのは、上記の喫煙率削減数値

目標設定ができないことよりも明らかである。

地球温暖化問題も含め、禁煙運動の指導国は欧

州連合である。学術誌TobaccoControlにおいて、
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欧州30カ国で表 1のような項目によって、 2004年

~2005年時点における各国の脱タバコ社会の実現

度を点数化している 1九表2に示すごとく第1位

はアイルランドで100点満点中73点、英国、ノル

ウェーがこれに続き、最下位はルクセンブルグの

26点で、ある。日本学術会議・脱タバコ社会の実現

分科会の12名の委員がこれにしたがって各々採点

をしたところ、 20~36点の範聞で平均点は25.5点

で最下位だ、った。私はかねがね日本は脱タバコ社

表1 たばこ対策採点表 TobaccoControl Scale 

たばこ価格/GDPper capita 

職場や公の場での禁煙

カフェやレストラン以外の職場

カフェやレストラン

公共交通機関や公の場所

30点満点

22点

政府の禁煙対策予算/GDPper capita 15点

たばこ広告や販売促進の禁止 13点

テレビ;戸外(ポスターなど);新聞、雑誌など;

売り場;スポンサー;インターネット;ラジオ

たばこ箱の大きな直接的警告表示 10点

喫煙者の禁煙指導・診療 10点

Tobacco Control， 2006 

表2 たばこ対策採点表による欧州30力国の脱

タバコ社会実現度の順位

1位アイルランド

2位英国

3位ノルウエー

4位アイスランド

26位 スペイン・オーストリア

28位ラトビア

29位ルーマニア

30位ルクセンブルグ

(100点満点中)

74点

73点

71点

70点

31点

29点

27点

26点

会の実現度の最後進国であると主張しているがIぺ
残念ながら数値として確認されたことになる。

1位のアイルランドでは2004年より人の集まる

建物内での喫煙が禁止され、レストランは勿論の

こと、人々の集会場であるパブでさえ禁止された。

最高3，000ユーロ(約48万円)までの罰金が課せ

られることが日につくところに掲示されている。

2007年9月現在、英国、ニュージーランド、イラ

ン、ウルグワイ、米国のニューヨ}ク州・カリフ

オルニア州など11州、カナダの7州、オーストラ

リアの3州などで完全禁煙法が施行されている。

さらに、一部例外はあるものの原則的禁煙法が、

ノルウエ}、イタリア、スウェーデン、スペイン、

南アフリカ、タイ、シンガポールなどで施行され

ており、フランスにおいても 2008年から施行され

るω。六本木ヒルズに最近できた外資系高級ホテ

ルのパ}には禁煙席すらない日本とは大きく違っ

ている。

アジアの脱タバコ先進国はタイとシンガポール

であり、前者では2003年よりエアコン設備のある

建物内での喫煙が禁止され、 2005年にはタバコを

人の目に触れるところに陳列してはならないこと

が定められた。販売までは禁止していないものの、

自動販売機は勿論のこと、コンビニでもスーパ}

でも、とにかく日につくところにはタバコはない

ので、リクエストしない限り買えない。 WHO才争組

条約発効後も自動販売機が堂々と置かれており、

18歳未満には買わせないようにと成人識別機能な

どのつまらない技術開発して存続を図ろうとして

いる日本とは大違いである。この成人識別機能っ

きタバコ自動販売機も、実験的に導入された種子

島では効果をあげていないことが判っている却)。

アジアにおける日本の指導的立場の確立が各方

面で強調されているが、健康問題にこんな姿勢で

ある日本がほんとうに尊敬されるリーダーになれ

るであろうか疑問視せざるをえない。科学者とし



ても大いに反省しなければならないところである。

わが国には「未成年者喫煙禁止法J(表3)Iと

いう立派な法律があるにもかかわらず、厚生労働

省の「未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全

国調査 2004Jによれば、喫煙習慣は中学1年生か

ら見られ、学年が上がるごとに増加し、高校3年

生では毎日喫煙者率が男子で13%、女子が4.3%、

月喫煙者を加えると各々21.7%、9.7%という驚く

べき数値であり、法律違反が公然と見過ごされて

いる 21)。

4.わが国が脱タバコ社会の実現度

最後進国である主な理由

わが国では財務省が「たばこ事業法」に基づい

てタバコの製造・販売を管轄している。この法律

表3 未成年者喫煙禁止法

(明治33年発令、平成 13年改正)

第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ

得ス

第4条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満20年ニ至ラ

ザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他

ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第5条 満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモ

ノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者

ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス

表4 たばこ事業法(昭和59年発令)

専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財

政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこ

の原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ

並びに製造たばこの製造及ぴ販売の事業等に閑し所要

の調整を行うことにより、我が固たばこ産業の健全な

発展を図り、もって財政収入の安定的確保及び国民経

済の健全な発展に資することを目的とする。
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は表4のごとく、財政収入の安定的確保と国民経

済の健全な発展に資することのみを目的としてお

り、国民の幸福や健康には一言も触れていない。

そして、タバコは直接的・間接的健康障害をもた

らす有害物質であることは明らかになった今で

も、タバコ販売の管轄は国民の健康を守る立場に

ある厚生労働省ではなく財務省である。さらに、

わが国のタバコ販売で70%以上のシェアを占める

わが国唯一のタバコ製造販売会社の(株)日本た

ばこ産業は、財務大臣が50.02%の株を保有する

事実上のオーナーである。また、会長は旧大蔵省

出身者であり、他に 2名の旧大蔵官僚が副社長と

監査役を務めている。形式上は民営化されている

とは言え、財務大臣と財務省出身者が強い影響力

を持つ会社と見なし得る。

5.タバコ税とタバコによる健康障害など

に要する費用

財務省が重視するたばこ税は年間約 2兆 3千億

円で、 50%は地方たばこ税である。タバコ規制が

論議される時、しばしば税収、特に地方税の減少

が問題にされる。しかし、タバコによる健康障害

などに要する費用やタバコが原因である火災によ

る経済的損失とのバランスで判断する必要がある

ことは論を挨たないだろう。

(財)医療経済研究機構の2001年度調査報告書

「たばこ税増税の効果・影響等に関する調査研究」

によれば喫煙による経済的損失は、喫煙者の直接

超過医療費が1兆2，900億円、間接喫煙者のそれが

146億円、喫煙による労働力の損失が5兆8，000億

円、火災による損失が2，200億円、合計7兆3，246

億円と推計されている 2ヘまた、 2006年度厚生労

働省科学研究費「喫煙と禁煙の経済的影響」の報

告書によれば、喫煙による医療費損失は約1兆3

千億円と推定され、これに入院による損失・死亡
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による損失・火災による財産損失や死亡や負傷を

加えた社会的損失は約4兆9千億円と試算されて

いる。

したがって、タバコによる経済的損失がたばこ

税を上回っていることは、世界的にも常識となっ

ており、論議の余地はないといえる。

前述のごとくタバコは火災の原因にもなり、経

済的にも大きな打撃を与えている。平成18年度は

タバコが原因となった火災は第3位で9.6%を占め

ている。平成18年の総火災損害額は約1，142億円

であるので約110億円がタバコによって直接的損

害を受けていることになるが、約240人の死者と

約870人の負傷者の損害額は含まれていないlヘ
わが国においては、消防庁・消防署による専門職

に加え、特に地方で、は消防団が消防活動を担って

いる。これらを運営する費用のかなりの部分は火

災に対する消火活動費として使われていると考え

られるので、タバコのない社会が実現し、タバコ

による火災が激減すれば相当の経済的節約が可能

になるといえる。

また、ポイ捨てされたタバコの清掃のために、

わが国では毎年約2，000億円が使用されていると

試算されているお)。さらに、タバコの吸殻やフィ

ルタ}類による環境汚染問題も高い経済的代償を

現在ならびに次世代の国民に負担させることにな

ろう。

6.タバコ税大幅培税の一石二鳥

財務省や自治体にとってタバコ税収が減るの

は、将来的バランスからは問題はないにしても、

当面は困ることは理解できる。そこで、脱タバコ

社会の実現先進国がとっている政策は、タバコ税

の大幅引き上げである。国際的に見て日本でのタ

バコの値段は極端に安い。 1箱の値段は約300円だ

が、米国、ドイツは2倍強、フランス約3倍、英

国は4倍を優に越えている。わが国のタバコ価格

が安いのはタバコの税負担(消費税を含めー箱に

つき約189円)がタバコ規制先進国より低いため

である刻。同じ喫煙率の高いドイツに比較しても、

その半分程度に過ぎず、英国の付加価値税を含め

ー箱につき約4.0ポンド(約944円)紛よりはるか

に低い。

2007年7月に開催された日本学術会議主催公開

講演会「脱タバコ社会の実現のためにーエピデン

スに基づく対策の提言-Jにおける小椋正立教授

の発表によれば、タバコ需要の価格弾力性をマイ

ナス0.4、喫煙率の価格弾力性をマイナス0.1と仮

定して、現在のタバコ税をー箱につき 180円増税

すると、タバコ価格はほぼ2006年のドイツなみの

水準に達し、税収は約1.2兆円増加し、タバコの

消費量は 4分の l減少し、喫煙者数は最低でも

200万人以上減少することが見込まれるとのこと

である。まさに一石二鳥なのである。さらに、値

段を上げることは購買力の弱い青少年の喫煙率を

下げるので、自動販売機の禁止と合わせれば、次

世代の若者の健康を守ることになり、二烏どころ

か三烏にも四烏にもなる。

しかし、(株)日本たばこ産業にとっては収入

減になるから猛反発しており、そこの事実上のオ

ーナーが財務省となれば、日本が脱タバコ社会の

実現度最後進国である理由も見えてくる。タバコ

生産農家にとっても収入減になることは確かであ

るが、タバコは有害物質であって、食料のような

政策的にも必需品目ではない。現在でも手厚く保

護をされているタバコ生産農家には、増収するタ

バコ税を活用するなどして転作費用などの援助を

行なうことにより、健康障害産業は無くするよう

に政策誘導すべきであろう。

タバコは晴好品であるから、食料のように規制

すべきではないとの論弁もしばしば聞かれる。じ

ゃあ大麻や麻薬はどうなのかと反論したくなる



し、健康被害をもたらすことがこれほど明確にな

っているタバコを規制することは、国民の健康を

守る政府の役目といえる。

米固などでかなり以前から、最近ではわが国で

もタバコによる健康被害に対する訴訟がおこされ

ている。そんな時、水俣病や四日市端息の歴史が

教えているように、タバコ規制に積極的で、なかっ

た国の責任も問われ、国民の税金を使って賠償金

を払うような事態に落ちいらないよう、今すぐに

で、も脱タバコ先進国並の規制を行ない、国民の健

康守るための積極的な姿勢を示すのが政府の役目

と思われる。

7.脱タパコ社会の実現のための日本学術

会議か5の提言

現在、日本学術会議の脱タバコ社会の実現分科

会においては、表5のような項目を中心に、政府

に対して政策提言を行なうべく準備中である。た

だし、日本学術会議は前述のごとく、「日本学術

表5 日本学術会議・脱タバコ社会の実現分科会

の政府への提言要旨骨子(案)

1.タバコの直接的・間接的健康障害につき尚一層の

教育・啓発を行なう

2.喫煙率削減の数値目標を設定する

3.職場・公共の場所での喫煙を禁止する

4.未成年者喫煙禁止法を遵守し、次世代の国民を

守る

5. タバコ自動販売機の設置を禁止し、タバコ箱の

警告文を簡潔かっ目立つようにする

6. タバコ税を大幅に引き上げ、税収を確保したま

ま、タバコ消費量の減少をはかる

7. タバコに関する規制を厚生労働省が統轄し、禁

煙治療・禁煙支援も含め、厚生労働省が責任を持

ってタバコの被害から国民を守るようにする
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会議法Jに則って運営されているため、分科会の

提言がそのまま日本学術会議の提言として発信さ

れるためには、いくつかのハードルを越える必要

がある。しかし、国民の健康を障害し、税収以上

の経済的損失も与えているタバコのない社会を実

現することは、この事実を知っている科学者の責

務であると考えており、一日も早く脱タバコ社会

を実現させるために、科学者コミュニティの代表

機関として、科学的根拠に基づく政策提言を行な

う予定である。

おわりに

安倍晋三前首相は就任後「美しい国、日本」を

提唱したが、わが国のタバコ規制状況を知るもの

には、日本はタバコ規制最後進国に属し、とても

美しい固とは言えなかった。つい最近も(株)日

本たばこ産業が英国のタバコ会社ギャラハーを2

兆2千億円もかけて買収し、東欧やロシアを中心

にタバコ販売網を広げることとなった。同社は日

本政府が事実上のオ}ナーであることを考える

と、東欧やロシアの人たちにとっては、日本は金

儲けのために健康障害を広げようとする「汚い国」

である。また、 2007年のG8サミットにおいても

安倍前首相は「美しい地球Jを守るために地球温

暖化防止など環境対策の必要性を強調した。しか

し、タバコ自動販売機が町に溢れ、公共の場での

喫煙規制も不十分な国は、とても美しい固とは言

えないし、美しい地球をいくら提唱しでも、世界

の人たちは聞いてくれない。日本が健康面におい

ても環境面においても世界でリーダーシップを発

揮するためには、今すぐにでも世界一の脱タバコ

社会を実現させ、尊敬されるリーダーになること

であり、科学的エビデンスを知る我々科学者の責

務ではないかと考えている。
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Activity of the Science Council of Japan for the Establishment 

of Tobacco-free Society 

Ryuzo Ohno， M.D. * 

Abstract 

The Science Council of Japan represents the scientific community in Japan. It monitors the general status of 

scientific activities and their development， and provides scienti五cadvice to society for making social decisions. 

Regarding legal anti司smokingactions， Japan regretfully belongs to one of the most underdeveloped countries. 

Research has generated evidence that secondhand smoke causes the same problems as direct smoking， including 

lung田町民 cardiovasculardisease and lung ailments. Understanding that it is the responsibility and obligation for 

scientists to protect citizens from the direct and indirect damage by tobacco， the Science Council of Japan is going 

to take an action to propose anti-smoking regulations and campaigns by the government 

[key wordsJ the Science Council of Japan， anti-smoking， tobacco企eesociety， economy， smoking ban law for 

underage 
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日本の高血圧診療に家庭血圧測定を導入した

場合の費用対効果分析
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抄録

目的:近年の医療費の高騰、財政難を背景に、限られた医療資源の有効活用が求められている。特に費やされる医療費

中で大きな割合を占める高血圧性疾患について、費用対効果を考慮した治療の効率化は重要な課題である。家庭における

自己測定血圧(家庭血圧)は、白衣高血圧を発見できるなど医療環境下で測定される随時血圧に比べ予後予測能に優れて

おり、医療費の削減につながることが期待される。本研究は未治療随時血圧高血圧者に高血圧治療が行われると仮定した

場合の、高血圧診療に家庭血圧測定を導入することによる医療費の削減額を試算することを目的とした。

方法:本研究では日本の40歳以上の男女6，759万人を対象と仮定し、費用対効果分析を行った。分析にはマルコフモデ

ルを用い、データは家庭血圧を導入した高血圧・循環器疾患に関するコホー卜研究である大迫研究のデータおよび厚生労

働省発表の統計資料等を使用した。分析期聞は一生涯・ 10年間といった2通りについて検討した。

成績:費用分析の結果、一生涯・ 10年間とどちらの分析においても、 HBP測定の導入により一人当たりにかかる平均医

療費は削減した。さらに10年間の費用分析において総医療費について検討した結果、 HBP導入により 10年間で約10兆

2，400億円(男性 :3兆8，500億円、女性:6兆3，900億円)の医療費の削減につながることが示唆された。この総医療費の

削減額について感度分析を行ったが、医療費の削減額は4兆6，400億円から 13兆200億円と十分な医療費の削減が認めら

れた。この医療費の削減は、降圧治療を受けておらず随時血圧高血圧域かつ家庭血圧正常血圧域である者が、家庭血圧の

導入により新規受診が不必要であると判断されることで、本来費やされるはずであった医療費が回避されること、また家

庭血圧導入による的確な血圧コントロールによるその後の脳卒中発症数の低下に起因するものであった。一方、効果分析

を行った結果、一生涯・ 10年間とどちらの分析においても、生存年数はわずかに延長していたが大きなものではなかった。

しかし、公衆衛生学的な観点から HBP導入の効果を検討した結果、総死亡者数・総脳卒中発症者数がHBP導入により、そ

れぞれ10年間で約12，000人・約41，000人減少した。

結論:未治療随時血圧高血圧者において家庭血圧を導入することで医療費が削減することが示唆された。家庭血圧の更

なる普及が望まれる。

キーワード:高血圧、家庭血圧、医療費、マルコフモデル、大迫研究、費用対効果分析
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1 .研究背景

近年、先進諸国において医療費の高騰は社会問

題化し、医療費適正化は重要な政策課題とされて

いる。そのような中で、限られた医療資源を真に

効果的で、効率的な医療へ有効利用するため、医療

を経済学的視点から見ることの必要性が増しつつ

ある。平成14年度の高血圧性疾患の医療費は約1

兆9，500億円と循環器系疾患の3分のlを占めヘま

た、高血圧は脳卒中や虚血性心疾患、腎疾患、認

知症などを引き起こす最大の危険因子とされてお

り、これらの治療費まで含めると高血圧とその関

連疾患に費やされる医療費は莫大なものになるこ

とが予想される 2)。さらにこれら医療費に加えて、

介護費用や通院費用などの直接非医療費と、擢病

による生産性の低下や死亡によって失われる時間

的価値などの間接費用を考慮に入れると、高血圧

症に対する社会的負担が甚大であることは想像に

難くない。

高血圧診断に家庭血圧 (HomeBlood Pressure: 

以下HBP) を導入することで、白衣高血圧の発

見・治療回避、また高血圧を早期に発見し適切な

管理・指導を行うことが可能となれば、高血圧の

予防・治療の適正化による医療の効率化が図られ

る。また、高血圧は脳心血管疾患発症の最大のリ

スクであるため、高血圧の進行や重症化を回避す

ることで、将来発症するであろう高血圧合併症の

擢患率を低下させうる。これにより、 HBP導入は

保健のみならず医療費・介護費の面でも大きな効

果をもたらすことが期待される。従って、高血圧

診断へのHBP導入について経済的な面からの検討

が必須であるが、本研究室で以前に行われた舟橋

らの研究3)以外には、未だほとんど検討がなされ

ていないのが現状である。舟橋らは、本研究と同

様、実際の高血圧診療にHBPを導入することによ

る医療経済評価を行っている。しかし、この研究

はディシジョンツリーを用いた1年間での費用分

析であり、 HBP導入による効果については検討さ

れていなしミ。そこで、今回の研究では、舟橋らの

研究と同様、 HBPを用いた高血圧・循環器疾患に

関するコホート研究である大迫研究日)のデータ

および厚生労働省発表の統計資料等を用いて、高

血圧診断へのHBP導入による医療機関における主

治医の診療行動および患者の受診行動の変化が生

む、長期的な医療経済的効果を費用・効果の両面

から試算・検討した。

2.研究方法

マルコフモデルを作成し、高血圧関連医療費、

脳卒中関連医療・介護費を用いて家庭血圧測定導

入の有無による医療費・生存年数の差を推定し

た。その差を家庭血圧測定導入による医療経済効

果とした。

(1)分析モデルの作成

①モデルの構造

分析対象は、平成15年10月1日現在推計人口7)

におけるわが国の40歳以上の一般住民6，759万人

とした。比較対照は、随時血圧 (CasualBlood 

Pressure:以下CBP)のみを高血圧診断基準とし

て用いた降圧治療とした。 CBPは高血圧診療にお

いて最も一般的に計測されておりへ従来の診断

基準として最も広汎に使用されていることから比

較対照として用いた。

モデルは、政府発表の統計資料、大迫研究のデ

ー夕、および過去の文献に基づいて作成した。

CBPに基づいた降圧治療と HBPに基づいた降圧

治療の両者において、 1サイクルを1年間として長

期間での高血圧診療、合併症発症とそれに伴う治

療・介護にいたるまでのマルコフモデルを作成し
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の割合」に基づいた。第5次循環器疾患基礎調査

は、平成12年度国民生活基礎調査により設定され

た調査区から層別化無作為抽出により抽出された

30歳以上の8，357人(平成15年10月1日現在推計

人口による 30代以上男女の総数は8，575万人)を

対象としており、わが国における一般住民の現状

を正確に反映していると考えられる。 HBPの分布

は大迫研究の対象地域である岩手県大迫町(現・

花巻市大迫町)の一般地域住民のうちCBPおよび

HBPを同時期 (1986-1996) に測定した男女2，821

人の血圧デ}タに基づいた。大迫研究は1986年に

開始された、岩手県大迫町の一般地域住民を対象

にした長期前向きコホート研究で、大迫町の各世

帯に1台ずつ家庭血圧計を配布し、家庭血圧測定

や検診等を施行している。そのデ}タは、一般住

民の血圧の現状を推定する根拠として適切である

と考えられる。 CBPによる診断では 140または

90mmHg以上を高血圧、それ未満を正常血圧と定

義し、 HBPによる診断では135または85mmHg以

上を高血圧、 135/85mmHg未満を正常血圧と定

日本の高血圧診療に家庭血圧測定を導入した場合の費用対効果分析

費用対効果分析を行った。 HBP測定自体に起因す

る純粋な治療効果については、本研究ではHBP測

定に伴う生存年数の変化を用いた。なお、これら

は全て4段階の年齢階級 (40歳以上50歳未満、 50

歳以上60歳未満、 60歳以上70歳未満、 70歳以上)

および性別により層別化し推定を行った。その際、

各年代でその最小の年齢(例えば40歳以上50歳

未満ならば40歳)を研究開始年齢とし、その分析

期間は一生涯及び10年間とした。つまり本研究に

おいては、各年代の対象者を最小の年齢に集約さ

せ、最小の年齢の一生涯および10年聞を分析して

いることとなる。また、本研究では、費用・生存

年数ともに年率3%で現在価値に割り引いて分析

を行った。

表 1に性・年齢階級別、降圧治療および血圧分

布の全国推計値を示す。性別、年齢分布は総務省

発表の平成15年10月1日現在推計人口7)に基づい

た。降圧治療の有無およびCBPの分布は、第5次

循環器疾患基礎調査報告(平成12年)9)における

「性・年齢階級別、血圧区分および降圧薬服用者

i
;
:
;
 

性・年齢階級別、降圧治療および血圧分布の全国推計値

治療中 無治療

CBPHT CBPNT CBPHT CBPNT 

ALL HBPHT HBPNT HBPHT HBPNT HBPHT HBPNT HBPHT HBPNT 

ALL 3，173 384 149 102 75 589 610 183 1，081 

40-49 793 11 7 11 9 92 211 68 384 

男 50-59 951 86 43 23 23 180 180 32 384 

60-69 754 113 47 38 17 174 123 55 189 

70- 675 174 52 31 27 144 96 28 124 

ALL 3，586 392 292 89 153 357 641 114 1，548 

40-49 786 15 15 4 8 31 102 10 602 

女 50-59 967 45 61 14 34 59 231 34 488 

60-69 817 112 66 18 45 111 175 30 260 

70- 1，016 220 151 53 65 157 133 39 199 

表 1

単位:万人
CBP:随時血圧、 HBP:家庭血圧、 HT:高血圧、 NT:正常血圧
CBP HT ~ 140/90 mmHg、CBPNT < 140/90 mmHg 
HBPHT孟 135/85mmHg、HBPNT < 135/85 mmHg 
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義した 10)。つまり、以上のデータから本研究にお

いて分類される血圧状態は、以下の8群である:

「治療中・持続性高血圧 (SHT)J ; I治療中・仮

面高血圧 (MHT)J I治療中・白衣高血圧

(WCH)J ; I治療中・正常血圧倒T)J ; I無治

療・ SHTJ I無治療・ MHTJ I無治療-

WCHJ ; I無治療.NTJ。また、本研究ではこれ

ら血圧状態間の移行は、“現在の血圧状態を維持

する"もしくは“血圧が上昇する"ものとし、そ

の具体的な移行は表2に示すとおりである。

さらに、本研究ではモデルの簡便性を考慮し、

無治療者において新規治療が開始される場合、そ

のサイクルではHBP値が正常値になると仮定し

表2 各血圧状態間移行確率

(a)治療中患者

男性

Follow-up後

NT 明TCH MHT 

NT 88.3 5.3 1.2 

94.7 

MHT 91.2 

SHT 

(%/年)

SHT 

5.3 

5.3 

8.8 

100 

た。つまり、治療開始により「無治療SHT→治療

中WCHJ、「無治療MHT→治療中NTJ、さらに

「無治療WCHJでCBPにより診断され治療が行わ

れる場合は、血圧値は変わらず「治療中WCHJ

となるものとした。これら治療状況と血圧状態は

合併症発症率の決定因子として重要な要素であ

る。

以下の推計は、 40歳以上の国民全員がCBPを測

定し、高血圧診療の受診者のうち初年度は80%が

HBP測定を行い、さらに初年度にHBPを測定し

なかった者についてはその後毎年40%が新たに

HBPを測定するという仮定の下で行われた。また、

HBP測定が行われた場合、 HBPがゴールドスタ

女性 (%/年)

Follow-up後

NT WCH MHT SHT 

NT 92.5 3.2 2.5 1.8 

国』富岡ω WCH 94.7 5.3 

MHT 92.6 7.4 

SHT 100 

NT (正常血圧) : CBP < 140/90 mmHg、HBP< 135/85 mmHg 
WCH (白衣高血圧) : CBP ~ 140/90 mmHg、HBP< 135/85 mmHg 
MHT (仮面高血圧) : CBP < 140/90 mmHg、HBP注 135/85mmHg 
SHT (持続性高血圧) : CBP孟 140/90mmHg、HBP孟 135/85mmHg 
平均追跡期間:男性7.50年、女性7.80年(大迫研究)

(b)無治療者

男性 (%/年) 女性

Follow-up後

NT WCH MHT SHT 

NT 96.1 1.1 1.3 1.6 NT 

畠ω国間ω WCH 90.3 9.7 

MHT 90.4 9.6 

畠国国ω ω WCH 

MHT 
凶

SHT 100 
凶

NT (正常血圧) : CBP < 140/90 mmHg、HBP< 135/85 mmHg 
WCH (白衣高血圧) : CBP孟 140/90mmHg、HBP< 135/85 mmHg 
MHT (仮面高血圧) : CBP < 140/90 mmHg、HBP註 135/85mmHg 
SHT (持続性高血圧) : CBP孟 140/90mmHg、HBP孟 135/85mmHg 
平均追跡期間:男性7.85年、女性7.65年(大迫研究)

SHT 

(%/年)

Follow-up後

NT WCH MHT SHT 

96.3 1.6 0.5 1.7 

94.2 5.8 

82.4 17.6 

100 
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ンダードであり、高血圧診療が全てHBPに基づき

判断されると仮定した。また、受診時に高血圧と

診断されたものは必ず治療を開始または継続する

ものとし、治療中または新たに治療を開始した者

は、今後も継続して治療が行われるものと仮定し

た。さらに高血圧合併症は脳卒中(脳梗塞、脳出

血、くも膜下出血)に限り、合併症は 1年間(1

サイクル)の終了時に発生すると仮定して計算を

行った。

本研究では分析に当たりマルコフモデルを用い

ているω。本研究で用いたマルコフモデルを図 1

に示す。ここに示したマルコフモデルは先に示し

た8群それぞれについての最初のIサイクルを表

しており、各分岐の最終点に到達した後、それま

での分岐の各仮定に従い次のサイクルに移行する

ものとした。なお、本研究においてマルコフモデル

のf乍成にはTreeAgePro 2006 (TreeAge Software 

Inc.， Massachusetts， USA)を用いた。

本モデルを構築する各分岐点を表3に示す。な

お、各分岐点における移行確率の根拠は次項に述

べる。

まず降圧治療の有無、 CBP、HBP値の状態で、

先述した分布(表1)に従い割り振りが行われる。

まず治療中の者については、全員が高血圧診療の

ために医療機関を継続して受診し、そのうち一定

の確率でHBPが測定される(分岐A)oHBPを測

定した者はHBPにより診断され、 HBPを測定し

なかった者はCBPにより診断される。高血圧と診

断された場合、現在の治療では不十分であるとさ

れ、一定の確率で増薬されそれに伴う降圧効果が

得られる(分岐B)。正常血圧と診断された場合は、

現在の治療は適正であると判断され、治療はその

まま継続される。次に無治療かっCBP高血圧の者

は、自分が高血圧だと認識しているため、一定の

確率で高血圧診療を受ける(分岐C)。受診した場

合は一定の確率でHBPが測定される(分岐D)。

HBPを測定した者はHBPにより診断され、 HBP

を測定しなかった者はCBPにより診断される。高

血圧と診断された場合は、必ず降圧治療が開始さ

れ、一定の降圧効果が得られる。無治療かつCBP

正常血圧の者は、一定の確率でHBPを自主的に測

定する(分岐E)oHBPを自主的に測定した者の

うちHBP高血圧の者は、自分が高血圧だと認識し

ているため、一定の確率で高血圧診療を受ける

(分岐F)。なお、以上の分岐の移行確率は表3に

示す。

以上のように割り振られた対象者は、脳卒中未

発症者としてまず血圧状態に関わらず年齢に依存

した確率で死亡する。生存者は、 HBPの値、さら

には治療の有無に基づいた脳卒中年開発症率に従

い脳卒中を新規に発症し、さらに年齢に従った確

率で急性期(脳卒中発症後1ヶ月以内)に死亡す

る。脳卒中を発生し生存した者は次のサイクル以

降では脳卒中既発症者として扱われる。一方、脳

卒中を発症しなかった者は先に述べたとおり表2

に示す確率で異なった血圧状態へと移行する。さ

らに、脳卒中既発症者は年齢に依存した確率で死

亡する。以上の様々な分岐を仮定し、今回の分析

を行った(図1)。

②マルコフモデルにおける移行確率の根拠

現在本邦には3，000万台の家庭血圧計があるω

ことから、高血圧診療受診者の各世帯に家庭血圧

計はすでに1台あると考え、これを用いて100%が

家庭血圧計を有すると仮定した。さらに大迫町で

のアンケート結果から、家庭血圧を導入した場合

において初年度は家庭血圧計を有する者の80%が

HBP測定を行うとし、さらに初年度に家庭血圧を

測定しなかった者についてはその後毎年40%が新

たに測定すると仮定した(分岐A，D)。処方変更

率40%の根拠は、 The]apan Home versus 0伍ce

BP Measurement Evaluation (J-HOME)研究日
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図1 各血圧状態におけるモデル分岐

(a)治療中・持続性高血圧

(b)治療中・白衣高血圧

クローン1全サプツリーへ

クローン1全サプツリーへ

クローン1全サプツリーへ

HBP-増薬

持続性高血圧

脳卒中

死亡

死亡

HBP-増築なし

持続性高血圧

クロ}ン2脳卒中急性期死亡へ

死亡

HBPなしー増薬

持続性高血圧

クローン2 脳卒中急性期死亡へ

死亡

HBPf..:L--増薬なし

持続性高血圧

クローン2 脳卒中急性期死亡へ

死亡

死亡

a)-(h)における用語・略語一覧
CBP:随時血圧、 HBP:家庭血圧
CBP高血圧:孟140/90mmHg、CBP正常血圧:< 140/90 mmHg 
HBP高血圧:孟135/85mmHg、HBP正常血圧:< 135/85 mmHg 
持続性高血圧:CBP高血圧、 HBP高血圧
白衣高血圧:CBP高血圧、 HBP正常血圧
仮面高血圧:CBP正常血圧、 HBP高血圧
正常血圧:CBP正常血圧、 HBP正常血圧

HBP使用 (処方変更なL

HBP-増薬なL

持続性高血圧

HBP-増薬なし

白衣高血圧

脳卒中

死亡

死亡

HBPなしー増薬

持続性高血圧

HBPなし肉増薬

白衣高血圧

クローン2脳卒中急性期死亡へ

死亡

死亡
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(c)治療中・仮面高血圧

HBP-増薬

持続性高血圧

HBP-増薬

仮面高血庄

婿脳卒中

死亡

死亡

一
U

・1
0
 

A
 

週 HBP-増薬なし

持続性高血圧

HBP-，増薬なし

仮面高血圧

クローン2脳卒中急性期死亡へ

死亡

CBP高血圧へ .AI HBPなしー増薬なL
判持続性高血圧

HBPなしー増薬なし

仮面高血圧

クローン2脳卒中急性期死亡へ

死亡

曜講死亡

(d)治療中・正常血圧

処方変更なし

HBP-増薬なし

持続性高血圧

HBPー増薬なL

白衣高血圧

HBP-増薬なし
仮面高血圧

HBP-増薬なL

正常血圧

脳卒中

I ~d!1AI 

死亡

死亡

HBPなしー増薬なし

持続性高血庄

HBPなしー増薬

白衣高血圧

HBPなしー増薬なL

仮面高血圧

HBPなしー増薬なL

正常血圧

クローン2 脳卒中急性期死亡へ

死亡

HBP未使用(処方変更なし

死亡
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(e)無治療・持続性高血圧

(f')無治療・白衣高血圧

クローンt全サプツリーへ

クロ}ン1 全サプツリーへ

クローンt全サプツリーへ

HBP高血圧

クローン1 全サプツリ}へ

クロ}ン1全サプツリーへ

クローン1全サプツリーへ

整塁塁主ιf占宜主笠旦

HBp.治療中

持続性高血圧

HBP-治療中

白衣高血圧

脳卒中

死亡

死亡

HBPなしー治療中

持続性高血圧

HBPなしー治療中

白衣高血圧

クロ)ン2 脳牢中急性期死亡へ

死亡

HBPなしー診察なし

持続性高血圧

クローン2 脳卒中急性期死亡へ

一一一一一--<ll1I 死亡

死亡

HBP-無治療

持続弛高血圧

HBP-無治療

白衣高血圧

脳卒中

死亡

死亡

HBPなL--li台療中

持続性高血圧

HBPなL--'治療中
白衣高血圧

死亡

HBPなしー診察なL

持続性高血圧

HBPなしー診察なし

白衣高血圧

クローン2 脳卒中急性期死亡へ

死亡

死亡



(g)無治療・仮面高血圧

40歳代

無拍膿仮面高血圧者

(h)無治療・正常血圧
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HBP未使用(診察歴なし

HBP-治療中

持続性高血圧
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表3 各分岐の移行確率

分岐A 分岐B 分岐C 分岐D 分岐E 分岐F

既治療者の 既治療者の 無治療CBPHT無治療CBPHTかっ 無治療CBPNT無治療CBPNTかっ
HBP測定 処方変更 者の受診 受診した者のHBP測定 者のHBP測定 HBP混ij定者の受診

あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし

HBP導入前 O 1.0 0.4 0.6 0.3 0.7 。 1.0 。 1.0 。 1.0 

HBP導入後 0.8 0.2 0.4 0.6 0.3 0.7 0.8 0.2 0.1 0.9 0.3 0.7 

根拠 アンケート調査 研究論文 第5次循環器病 アンケート調査 仮定 第5次循環器病

基礎調査 基礎調査

文献No. 13 9 9 

対象 大迫町一般住民 本態性局血圧治 全国一般住民 大迫町一般住民 全国一般住民

(調査年度) (1986・1996) 療中患者(2003) (2000) (1986-1996 ) (2000) 

CBP:随時血圧、 HBP:家庭血圧、 HT:高血圧、 NT:正常血圧

における医師へのアンケート結果によった。 J-

HOME研究は、全国の主治医の下で外来降圧薬治

療を受けている本態性高血圧患者における大規模

調査により、今日のわが国における家庭血圧測定

の応用状況・評価状況を定量的に把握することを

目的としている。本モデルでは、治療中かつHBP

高血圧 (HBPコントロール不良)者を 100%とし

た場合、そのうちの約40%が治療不十分と医師か

ら評価されたことを根拠とした(分岐B)。本対象

における無治療者の受診率は、第5次循環器病基

礎調査報告(平成12年)9)により、高血圧者のう

ち治療を受けている人の割合が約30%であること

から30%と推定した(分岐C，F)oまたさらに、無

治療CBP正常血圧者は少なく見積もって10%が自

発的にHBPを測定すると仮定した(分岐E)。

先に述べたとおり、本研究では、血圧はHBP'

CBPともに新規の治療開始もしくは治療増強が行

われない限り、前のサイクルと比較して低下しな

いものと仮定している。それぞれの血圧状態聞の

年間移行確率は、大迫研究において各血圧状態の

対象者を平均8.2年間追跡したデータより算出し

た(表2)。

高血圧合併症は脳卒中に限って計算を行った。

高血圧者および正常血圧者の年間合併症発症率

は、大迫研究と秋田県立脳血管研究センターの研

究データ凶に基づき算出した。秋田県立脳血管研

究センターでは主要な循環器疾患である脳卒中の

発症状況とその生命予後を明らかにする目的で研

究が行われている。本モデルでは、これらのデー

タにより治療の有無、また家庭血圧値別の脳卒中

の発症率を算出した(治療中HBP高血圧;治療中

HBP正常血圧;未治療HBP高血圧;未治療HBP

正常血圧の4群)。

治療中HBP高血圧者が治療増強した場合の合併

症発症率は、治療中HBP高血圧者における合併症

発症率に、以下の降圧効果により減少した合併症

発症リスク比を乗じて算出した。降圧効果により

減少する合併症発症リスクは、大迫研究のデータ

を用いた浅山らの最新の報告ωから引用した。こ

の中で、家庭収縮期血圧10mmHg低下につき脳卒

中の発症リスクが約30%減少することが示されて

いる。そこで、本研究では治療中HBP高血圧者に

対する治療増強の効果を家庭収縮期血圧lOmmHg

と仮定し、治療の増強されない治療中HBP高血圧

者に対し、年間脳卒中発症率が30%減少するとし

た。
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死亡率は、脳卒中既発症者および脳卒中発症後

急性期のものは、大迫研究と秋田県立脳血管研究

センターの結果より算出した。脳卒中未発症者に

ついては簡易生命表(平成16年)16)の年齢別死亡

率と、心疾患一脳血管疾患死亡統計の概況の年代

別全死亡数と脳血管疾患死亡数より、以下の式を

用いて算出した。

脳卒中未発症者の年齢別死亡率=

(1ー脳血管疾患死亡数/全死亡数)x年齢別死亡率

(2)費用推定

分析は支払い者の立場から行い、費用の範囲は

直接医療費および介護費を対象とした。マルコフ

モデルに基づき、 CBPに基づいた降圧治療と HBP

に基づいた降圧治療の両方の場合において、各年

代別に対象者一人に対しでかかる平均医療費を推

定した。

表4に費用の内訳を示す。高血圧に関する患者

一人当たりの年間医療費は、国民医療費(平成14

年)1)による年間の一般診療医療費を患者調査

(平成14年)17)による総患者数で除して算出した。

また、社会医療診療行為別調査(平成14年)18)に

基づき、高血圧関連医療費に占める薬剤比率は

26.3%とした。増薬による薬剤費増加率は60%と

仮定した。その根拠は、 ]-HOME研究ωtこおいて

治療中高血圧患者の平均投与薬剤数が1.7剤であ

り、降圧薬が1剤増量されるとすると、約60%の

薬剤量増量となることである。

表4 費用

内訳
年間費用

(億円)

高血圧疾患に関わる医療費 19，551 

薬剤費60%増加

脳卒中に関わる医療費 17，499 

介護保険費用額

合併症に関する患者一人当たりの年間医療費

は、国民医療費(平成14年)1)による各合併症の年

間の一般診療医療費を患者調査(平成14年)17)に

よる各合併症の総患者数で除して算出した。なお、

合併症関連医療費としては脳卒中に限定して計算

を行った。合併症関連介護費についても、要介護

の原因として第1位に挙げられている脳卒中19)に

限って計算を行った。介護給付費実態調査(平成

14年)却)に基づき、受給者一人当たりの年間介護

保険費用額197万円を合併症関連介護費とした。

(3)費用対効果分析

まずマルコフモデルに基づき、 CBPに基づいた

降圧治療と HBPに基づいた降圧治療の両方の場合

において、わが国の40歳以上の男女を対象に、各

年代の一生涯における平均医療費および平均生存

年数を推計し、比較検討した(結果1)。一生涯

を分析期間とした場合、対象者は最高100歳まで

生存すると仮定した。一方、一生涯における分析

のみでは各年代で分析年数が異なるため、各年代

での比較しか行うことができない。そこで、分析

期間を 10年間とした費用・生存年数の分析も同様

に実施し、さらに40歳以上の男女6，759万人の10

年間の総医療費についても HBP測定導入の有無で

それぞれ試算し、比較検討した(結果2)。さら

にこの分析では、総脳卒中発症者数・総死亡者数

についても HBP測定導入の有無で推定し、比較検

討した。

総患者数 一人当たり
文献No.

(千人) 年間費用(円)

6，985 280，000 1， 16 

44，200 13* 

1，374 127，000 1， 16 

197，000 19 

*社会医療診療行為別調査(文献)に基づき、薬剤比率26.3%として計算
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(4)感度分析

本研究のようなモデル分析では、モデルの構造

やパラメータの設定により、結果が変動する。そ

のため分析結果の頑健性を確認するために一定の

幅で、パラメ}タを変動させた場合の分析結果の変

動を確認する感度分析が必要となる。そこで本研

究では、 10年間の分析において、割引率、既治療

および無治療CBP高血圧かつ受診した者のHBP

測定率(分岐A)、降圧不十分と診断されること

による処方変更率(分岐B)、無治療者の受診率

表5 結果(一生涯)

(a)一生涯にかかる一人当たりの平均医療費 (万円)

HBP未導入 HBP導入
差(導入後

一導入前)

40歳 531.2 506.8 -24.43 

50歳 510.5 489.2 -21.33 

男 60歳 456.5 443.9 -12.65 

70歳 356.3 344.7 開11.62

平均 470.0 452.1 -17.97 

40歳 472.5 418.5 -54.00 

50歳 517.1 462.2 -54.85 

女 60歳 500.2 460.8 -39.37 

70歳 424.4 403.6 -20.80 

平均 477.2 435.7 -41.49 

(b)平均生存年数(平均余命) (年)

HBP未導入 HBP導入
差(導入後

一導入前)

40歳 22.18 22.19 0.013 

50歳 18.94 18.95 0.012 

男 60歳 15.26 15.27 0.013 

70歳 11.29 11.29 0.008 

平均 17.25 17.26 0.012 

40歳 24.10 24.12 0.013 

50歳 21.25 21.27 0.016 

女 60歳 17.78 17.80 0.014 

70歳 13.59 13.60 0.011 

平均 18.92 18.93 0.013 

HBP:家庭血圧

(分岐C)、無治療CBP正常血圧者のHBP測定率

(分岐E)、処方変更される場合の薬剤費増加率お

よび増薬による脳卒中発症の低下率、脳卒中発症

後の介護費用について感度分析を実施した。一生

涯では、先に述べたとおり各年代で分析年数が異

なるため、感度分析は実施しなかった。

3圃研究結果

(1)一生涯の費用対効果分析

①ベースケースの分析

マルコフモデルに基づき、 CBPに基づいた降圧

治療と HBPに基づいた降圧治療の両方の場合にお

いて、わが国の40歳以上の男女において、各年代

の一生涯における高血圧・合併症関連の平均医療

費、平均生存年数を算出し比較検討した。結果を

表5に示す。

まず、各年代の対象者について一生涯にかかる

一人当たりの平均医療費について検討した。 HBP

未導入の場合、一人当たりの平均医療費は356.3

万円(男性70歳)から 531.2万円(男性40歳)、

HBPが導入された場合、 344.7万円(男性70歳)

から506.8万円(男性40歳)で、あった。この結果、

各年代で一生涯にかかる一人当たりの平均医療費

は、 HBPを導入することにより 11.6万円(男性70

歳)から54.9万円(女性50歳)と、男女全ての年

代において減少した(表58)。

次に各年代一人当たりの平均生存年数について

検討した。平均生存年数は男女全ての年代におい

てHBPを導入することで、わずかではあるが延長

し、 40歳以上の全男性において平均0.012年、 40

歳以上の全女性において平均0.013年延長した

(表5b)。

(2) 10年間での費用対効果分析

①ベースケースの分析
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表 6 結果 (10年間) 表 7 HBP導入による費用削減の内訳 (10年間)

(a) 10年間にかかる一人当たりの平均費用 (万円)

HBP未導入 HBP導入
差(導入後
一導入前)

40歳 115.4 99.7 回15.7

50歳 156.9 143.5 -13.4 

男 60歳 193.2 183.9 -9.4 

70歳 207.6 198.4 -9.3 

平均 166.0 153.8 -12.1 

40歳 75.0 60.0 -15.0 

50歳 132.1 108.9 -23.2 

女 60歳 180.1 159.9 回20.2

70歳 219.4 206.3 回13.1

平均 155.2 137.4 -17.8 

男女平均 160.3 145.1 -15.2 

(b)平均生存年数 年

HBP未導入 HBP導入
差(導入後
一導入前)

40歳 8.445 8.446 0.000 

50歳 8.317 8.317 0.000 

男 60歳 8.044 8.045 0.001 

70歳 7.368 7.369 0.001 

平均 8.082 8.083 0.001 

40歳 8.488 8.488 0.000 

50歳 8.428 8.428 0.000 

女 60歳 8.322 8.323 0.000 

70歳 7.987 7.988 0.001 

平均 8.292 8.293 0.001 

男女平均 8.193 8.194 0.001 

(c)総医療費 (兆円)

HBP未導入 HBP導入
差(導入後
一導入前)

40歳 9.15 7.91 -1.24 

50歳 14.92 13.65 -1.27 

男 60歳 14.57 13.86 -0.71 

70歳 14.02 13.39 -0.62 

総計 52.66 48.81 -3.85 

40歳 5.90 4.72 -1.18 

50歳 12.77 10.54 -2.24 

女 60歳 14.71 13.06 帽1.65

70歳 22.29 20.96 -1.33 

総計 55.67 49.28 -6.39 

男女総計 108.33 98.09 -10.24 

HBP:家庭血圧

内訳
削減額 総削減額へ

(億円) の寄与率(%)

高血圧疾患に関わる医療費 89，600 87.5 

増薬費用 8，900 8.7 

脳卒中に関わる医療費 600 0.6 

介護保険費用 3，200 3.2 

合計 102，400 100 

図2 総医療費削減額の年次推移
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上記と同様の分析を 10年間という一定の期間で

行った。

まず各年代の対象者について10年間にかかる一

人当たりの平均医療費について検討した。この結

果、 HBPを導入することにより男女とも全ての年

代で10年間の平均医療費は減少しており、男性に

おいて平均12.1万円/10年、女性において平均

17.8万円/10年減少した。(表68)。

次に各年代一人当たりの平均生存年数について

10年間という期間で検討した。平均生存年数につ

いては、男女全ての年代においてHBP導入の有無

で大きな変化は見られなかった。(表6b)。

さらに10年間での総医療費削減額についても検

討した。その結果、高血圧診療にHBPを導入する

ことにより、 10年間で医療費は40歳以上の男性に

おいて約3兆8，500億円、 40歳以上の女性において

約6兆3，900億円、合計約10兆2，400億円削減され
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図3 総費用削減額の感度分析 (10年間)

治療中および無治療CBP高血圧かっ

受診した者のHBP測定率
(40-100%) 

無治療者の受診率
(15-45%) 

割引率
(10-0%) 

治療効果脳卒中発症率低下
(-15--45%) 

薬剤費増減率
(30-90%) 

無治療CBP正常血圧者のHBP測定率
(15-5%) 

処方変更率
(20-60%) 

介護費用

( 0-1.970.000円)

。 2 

CBP:随時血圧、 HBP:家庭血圧

4.64 

4 

た(表6c)。この医療費の削減にどの費用が寄与

しているか検討を行ったところ、高血圧疾患に関

する医療費が大半を占めていた(表7)。また、 1

年毎に推計した削減額は直線的に増加していた

(図2)。

②感度分析

この10年間の分析について、前記の各パラメー

タを幅広い範囲で変動させ、同様の分析を行った。

その結果、どの場合においてもHBPを導入するこ

とにより 10年間での総医療費が削減され、削減額

が最も小さくなった場合で4兆6，400億円、最も大

きくなった場合で13兆200億円の削減が推定され

た(図3)。

13.02 
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総医療費削減額(兆円/10年)

③脳卒中発症数・死亡数

10年間の短期間の分析では、効果の指標である

生存年数においてHBP導入の有無で大きな変化が

見られなかった。そこで、対象者の脳卒中発症者

数と死亡者数について、 HBP導入の有無で比較を

行った。

高血圧診療へのHBP導入により、 10年間の脳

卒中発症者数は、 40歳以上の男性で約2万1，300人、

40歳以上の女性で約1万9.600人減少しており、合

計すると約4万人の減少が推定された(表88)。

同様に高血圧診療へのHBP導入により、 10年

間の死亡者数は、 40歳以上の男性で約6，300人、

40歳以上の女性で約6，000人減少しており、合計

すると約1万2，300人の減少が推定された(表8b)。
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表8 脳卒中発症者数・死亡者数 (10年間)

(a)脳卒中発症者数 (万人)

HBP未導入 HBP導入
差(導入後
一導入前)

40歳 7.31 7.06 -0.25 

50歳 21.85 21.29 -0.55 

男 60歳 26.70 25.92 -0.78 

70歳 23.36 22.82 -0.54 

計 79.22 77.09 -2.13 

40歳 4.24 4.14 -0.10 

50歳 12.08 11.69 -0.39 

女 60歳 18.24 17.71 -0.54 

70歳 34.73 33.79 -0.94 

計 69.29 67.33 ー1.96

男女総計 148.51 144.42 -4.09 

(b)死亡者数 (万人)

HBP未導入 HBP導入
差(導入後
一導入前)

40歳 17.53 17.48 -0.05 

50歳 52.57 52.46 -0.10 

男 60歳 93.50 93.28 幽0.21

70歳 196.75 196.49 -0.26 

計 360.34 359.72 -0.63 

40歳 8.71 8.69 -0.02 

50歳 24.90 24.84 -0.06 

女 60歳 44.06 43.94 -0.12 

70歳 147.08 146.68 -0.40 

計 224.75 224.15 開0.60

男女総計 585.09 583.86 司1.23

HBP:家庭血圧

4 .考察

HBPはCBPに比べ、測定値の信頼度が高く脳

心血管疾患などの予後予測能に優れている。また、

高血圧症に対して患者自身の自己啓発を促す手段

として日常診断に有用である。この研究では、高

血圧診断の基準をCBPから HBPへ移行した場合

に生じる、医療経済的効果を推定した。

まず、分析期間を一生涯とした場合の費用分析

を行った。本研究においてHBP導入による医療費

の低下には以下の要因が関係すると考えられる:

治療中あるいは無治療CBP高血圧かつHBP正常

血圧の者(無治療あるいは治療中 WCH) が、

HBPを測定され正常血圧域であると判断されるこ

とで、不必要な新規治療または増薬が回避される

こと;無治療あるいは治療中CBP正常血圧かっ

HBP高血圧の者(無治療・治療中MHT)が、

HBPを測定され高血圧であると判断され新規治療

開始もしくは増薬されることで、その治療効果に

より脳卒中発症者が減少すること。一方、逆に本

研究においてHBP導入により医療費が増加する場

合には以下の要因が考えられる:無治療あるいは

治療中CBP正常血圧かつHBP高血圧の者(無治

療・治療中MHT)が、 HBPを測定し高血圧域で

あると診断されることで、新規治療または増薬が

なされること;平均生存年数が延長することでそ

の分高血圧医療費・脳卒中関連医療介護費が必要

となること。本研究では、以上の要因が組み合わ

されることで医療費の増減が推計されるが、費用

分析の結果、全ての年代において一生涯にかかる

平均医療費の削減が推計された(表58)。この結

果については、高血圧疾患に関する医療費の削減

が総医療費削減に大きく寄与していること(表

7)、さらにHBP導入により高血圧疾患にかかわ

る医療費が削減する唯一の要因は、 WCHの発見

による不要な降圧治療の回避であることから、

WCH者に対する不必要な新規治療の回避が最大

の要因であると考えられる。本研究室の舟橋らに

よる先行研究においても、同様の考察がなされて

いる 3)。

HBP導入による効果分析では、全ての年代で生

存年数の延長が見られたが、この延長はそれほど

顕著なものではなかった(表5b)。本研究におけ

る生存年数の延長の要因は、治療中・無治療問わ

ずCBP正常血圧かっHBP高血圧の者 (MHT)に
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対し新規治療開始もしくは増薬がなされること

で、脳卒中の発症・死亡が低下することであると

考えられる。しかし、それ以外に生存年数の延長

に関与する要因はなく、脳卒中の発症数が対象者

全体に比べかなり少数であることから、平均生存

年数はそれほど延長しなかったと考えられる。し

かし、本研究では高血圧合併症を脳卒中に限定し

て行っているのに対し、実際、高血圧合併症には

心疾患や腎障害などもあり、 HBP導入により脳卒

中のみならずこれら合併症の発症・死亡率も低下

することが予想される。そのため実際の効果はよ

り大きくなると推測される。

続いて、本研究では分析期間を 10年間とした検

討も同様に行った。この費用分析(表6a) と効

果分析(表6b)の結果は上記の一生涯を分析対

象とした場合とほぼ同様であり、その費用の削減

と生存年数増加の要因についても上記と同様の考

察が可能である。一方、こちらの分析では、さら

に10年間という一定期間の、対象者全体における

総医療費についても分析を行った。この結果、高

血圧関連医療費、合併症関連医療費および介護費

の削減額を合計すると、高血圧診断へのHBP導入

により 10年間で医療費が約10兆2，400億円削減さ

れることが推計された(表6c)。さらに、この結

果についてさまざまなパラメータを変動させて感

度分析を行った場合でも、 10年間で4兆6，400億円

から13兆200億円の削減効果が推定され、 HBP導

入による医療費への削減効果は莫大なものである

と言える(図 3)。本研究では、無治療者に新規

治療が開始される場合、 CBPは正常にならずHBP

が100%正常になると仮定している。しかし、治

療により CBPも正常になる可能性またはHBPが

必ずしも正常にならない可能性も考えられるた

め、この仮定についても感度分析を行った。その

結果、 CBPも正常になると仮定した場合に8兆

9，800億円、 HBPが正常にならないと仮定した場

合に11兆9，200億円の削減効果が推定された。よ

って、この仮定も本研究の結論には大きく影響し

ないものと考えられた。また、総脳卒中発症者数

と総死亡者数についてもHBP導入の有無で比較検

討を行った。この結果、 40歳以上の日本人の高血

圧診療にHBP測定を導入することにより、 10年

間で脳卒中の発症者が約4万人、死亡者数が約1

万2，300人減少することが推定された(表8a，b)。

医療経済学的分析における効果の指標のlつであ

る生存年数においては、 HBP導入による影響は大

きなもので、はなかったが、このように公衆衛生学

的な観点からは、高血圧診療へのHBP測定の導入

は大きな意味を持つものであるということができ

るだろう。

今回の推定において、 HBPの導入により医療費

が削減される可能性が示唆されたが、その要因と

しては白衣高血圧 (HBPは正常域だがCBPは高

血圧域)の発見による不要な降圧治療の削減が大

きな割合を占めていることが考えられる(表7)。

Staessenらは、 CBPに基づく高血圧診断による治

療と、 HBPに基づく高血圧診断による治療を比較

し、 HBPを診断に用いた群で医療費の減少が見ら

れたことを報告した2九その中で、この費用削減

は白衣高血圧の発見による不要な降圧治療の削減

がその一因であると考察している。またEwaldら

は24時間自由行動下血圧測定により白衣高血圧の

発見が可能となり医療費が削減できることを報告

しており、 HBP測定であればより安価に白衣高血

圧の発見が行えるであろうと述べているm。

高血圧症診療はある意味で予防医療

(preventive medicine)と言える。 HBPを若年早

期より測定することで高血圧の一次予防が可能に

なるであろう。その理由として、生活習慣の自主

的改善による減量・減塩の可能性が考えられる。

その結果、降圧薬経費、合併症関連医療費、介護

費等はさらに削減されるだろう。加えてHBP測定
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は高血圧治療への参加意識を改善させ、服薬コン

ブライアンスを改善させる 23.24)。また、受診コン

ブライアンスも改善維持する。これは現状の高血

圧治療の質を高め、今回仮定に用いた受診率、処

方変更率の上昇へとつながるであろう。一方で、

服薬コンブライアンスの改善は、治療中正常血圧

者の割合を増やし、これは合併症発症の予防に結

びつくと考えられる。この部分は本研究で検討し

ておらず、今後の検討課題となるだろう。

本研究にはいくつかの限界が考えられる。第一

に、今回の計算ではHBP導入による直接医療費の

変化のみを評価しており、通院費用などの直接非

医療費や擢患による時間的損失などの間接費用に

おける便益は考慮していない。また、主な高血圧

合併症として脳卒中のみを推定対象としており、

医療費削減効果は過小評価されている可能性があ

る。逆に、 HBP導入のための家庭血圧計をはじめ

とした設備投資についての費用は計算に含まれて

おらず、医療費削減効果は過大評価されている可

能性があるが、現在3，000万台の家庭血圧計が既

に各家庭に配置されている状況を考えると、その

影響は小さいと推測される。第二に、本研究では

表9 Rankin scaleに基づく障害状態のシナリオ

Rankin scale (分類尺度)

白衣高血圧の者は治療を行わないものとし計算を

行った。しかし、白衣高血圧は将来的に高血圧に

進行するリスクが高いという大迫研究での報告お)

もあり、白衣高血圧を治療すべきか否かについて

は議論の分かれるところである。だが本研究では

血圧状態が移行するというモデルを作成して長期

間の検討をしており、白衣高血圧から持続性高血

圧へ移行する場合には新規治療が開始されるとし

ている。この移行確率は大迫研究に由来し、正常

血圧者と比較し白衣高血圧者のほうが高血圧へ移

行しやすくなっている。これは白衣高血圧者の方

が将来的に高血圧に進行するリスクが高いという

報告に一致している。そのため、本研究における

白衣高血圧者に治療を行わないという仮定は妥当

なものであると考えられる。第三に、本研究では

脳卒中発症者はその後全員に介護費が発生するも

のと仮定した。しかし、脳卒中発症後に必ず介護

費が必要となるとは言えない。実際、脳卒中発症

後の健康状態を表す指標として最も広く用いられ

ているものの一つである rRankinscaleJ 26)におい

て、脳卒中発症後の健康状態は5つのグレード

(Grade 1 -V) に分類されており、この分類にお

Grade 1 左右どちらかの手足にごく軽い麻痔があったが、ほとんど改善し、日常生活や仕事もこれまで通り問

題なく行うことができる。

Grade II 左右どちらかの手足の不完全な麻療のため、日常生活や仕事でこれまでより時聞がかかるなど支援が

あるが、介助者は必要ない。

Gradelli :左右どちらかの手足の不完全な麻療のため、歩く際に杖や装具が必要であるが介護なしに歩ける。し

かし、入浴や着替えの際には介護が必要である。話す言葉は不明瞭だが日常のコミュニケーションに

支障はない。

GradeN:左右どちらかの手足の完全な麻海のため、介助なしには歩けず、日中のほとんどを車椅子かベッドの

上ですごす。食事は自分でとることはできるが、排世の際にも介助が必要である。言葉を話したり、

文字を書いたりすることにも支障がある。

Grade V :左右どちらかの麻痔と意識障害のため、完全にベッドで寝たきりの状態で、食事や排植の際にも介助

が必要である。言葉を話したり、文字を書くことも難しく、他人とのコミュニケーションをとること

がほとんどできない。
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いて介護が必要となるのは Gradeill以上の場合で

ある(表9)。そのため、本研究では脳卒中発症

後の介護費について過大評価されている可能性が

考えられる。しかし、脳卒中発症者の割合は全体

に対して極めて低く、実際に、介護費を除いた感

度分析を行っても、 10年間で9兆9，200億円の医療

費削減がみられたことから、介護費が全体の費用

に及ぽす影響はそれほど大きくないと考えられ

る。第四に、本研究では効果の指標として生存年

数を用いている。費用対効果分析においては、効

果の指標として生存年数にQOLの概念(効用値)

を加えた質調整生存年数 (QALYs) を用いるの

が一般的である。しかし、日本において高血圧の

有無・高血圧治療の有無・脳卒中などさまざまな

状態のQOLはほとんど報告されていない。本研

究では日本人における費用対効果分析を行ってい

る点からも、海外のデータを用いずに生存年数と

して評価したほうが妥当であると考え、本研究で

は効果の指標を生存年数とした。本研究の結果は、

費用と効果の両面からHBPの有用性を示唆したも

のとして意義がある。

本研究は、高血圧診断へのHBP導入により莫大

な医療費・介護費が削減できる可能性を示唆し

た。本研究は、大迫研究の大規模なCBP'HBP 

データを用いHBP測定について経済学的視点から

その費用と効果における有用性を示した点で初め

ての研究であり、その価値は高い。また、日本高

血圧学会高血圧治療ガイドライン2000年版27)や

2004年版10)、世界の高血圧ガイドライン恥31)はい

ずれも HBPの血圧情報としての重要性を指摘して

いる。これらに従い、 HBPに基づく高血圧診療が

普及されるべきであるが、今日の高血圧診療は未

だCBPに拠るところが大きい。医療情報としての

HBPの質に関しては疑問とする臨床現場での声が

あり、その最大の理由としては、装置の標準化、

測定条件の標準化、測定回数と測定期間の標準化

など医療情報の質を確保する様々な標準が欠如し

ているところにある。しかし、 2003年に日本高血

圧学会から家庭血圧測定条件設定の指針32)が提示

され、 HBP測定条件の統一化を期するものである。

また、 HBPの基準値は国際的ガイドラインの中で

明示されているが、 HBPにおける降圧目標レベル

に関して根拠となるデータは不足している。現在、

HBPは125/75-80mmHgが正常基準とされている。

PAMELA研究旬、大迫研究日)、国際デ}タベ}

ス34)の成績では、 HBP125/75・80mmHgに相当す

るCBPが140/90mmHg近辺にあることから、降

圧目標レベルは125/75mmHg未満である可能性が

ある。しかし、本来こうした降圧目標レベルの設

定には介入試験成績が必要で、ある。現在HBPを用

いた大規模介入試験として、 TheHypertension 

Objective Treatment based on Measurement by 

Electrical Device of Blood Pressure (HOMED-BP) 

研究紛が進行しており、その成績からHBP測定

を高血圧診療の基本にするという考え方に有力な

根拠が提供されることが期待される。

本研究では、高血圧診断へのHBP導入は費用・

効果の両面から有用性が高い可能性が示唆され

た。この結果に基づき、 HBPの更なる普及が望ま

れるところである。
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The Cost幽 effectivenessof the Introduction of Home Blood Pressure 

Measurement for the Diagnosis and Treatment of Hypertension 

Hidefumi Fukunaga * ¥ Takayoshi Ohkubo * 1，3， Makoto Kobayashi *4 

Yuichiro Tamaki * 2， Masahiro阻kuya*2， Miwa Nakagawa *2 

TaK110bara*2，t Hirohito MetoK1*2FKei AsaYama*39kaZ11hito Totsune*2，3 
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Abs仕act

Back ground : Due to recent increases in medical costs and national de五cits，effective utilization of limited 

medical resources is indispensab1e. Thus， cost幽effectivenessof anti-hypertensive treatment is an important social 

and medica1 issue in western as well as in eastern countries including ]apan. Home b100d pressure (HBP) 

measurements have a stronger predictive power for cardiovascular events than casual clinic b100d pressure (CBP) 

measurements. Therefore， the introduction of HBP measurement for the diagnosis and treatment of hypertension 

would 1ead to a decrease in medical expenditures. 

Methods : In this study， we investigated the cost-effectiveness of using HBP instead of CBP measurement To 

estimate the costs and effects associated with changing from CBP to HBP measurement as the diagnostic tool， we 

constructed a simulation mode1 (Markov mode1) using data企omthe Ohasama study and a national database. The 

Ohasama study provided the prognostic value of HBP as compared to CBP measurement. 

Results : As a result of the cost analysis， the change from CBP to HBP measurement as a diagnostic too1 

would result in the decrease in medical cost by ￥3.85 trillion in men per 10 years and by ￥6.39 trillion in women per 

10 years. Thus， the total reduction was ￥10.24 trillion per 10 years. The reductions in medical costs vary from￥4.64 

廿迎ionto￥13.02 million per 10 years， when sensitivity analysis is performed. This is attributab1e to出ereduction of 

medical costs by avoiding the start of仕eatmentin un廿eatedsubjects who are diagnosed as hypertension by CBP 

but normotension by HBP. Furthermore， it could be expected that adequate BP con仕01mediated by the change in 

the diagnostic method from CBP to HBP measurement would improve the prognosis for hypertension. In addition， 

stroke prevention due to adequate BP contro1 based on HBP measurement would 1ead to decrease the estimates of 

death as well as stroke incident lf we assume that BP contro1 improves， and systolic b100d pressure decreases by 

10 mmHg in all patients due to reinforcement of the need for antihypertensive treatment because of the use of HBP 

measurement， the change from CBP to HBP measurement as a diagnostic too1 would result in the extent in living 

year by 0.001 year per 10 years. On the other hand， the change企omCBP to HBP measurement as a diagnostic too1 

would result in the decrease in the estimate of death and stroke incidence by 12，300 and 40，900， respective1y. 

* 1 Department of Plannig for Drug Development and Clinical Evaluation， Tohoku University Graduate School of 
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Conclusion : Therefore， we conclude that the introduction of HBP measurement for the diagnosis and 

treatment of hypertension would be very cost-effective. Given the cost savings， extensive application of HBP 

measurement in the clinical practice of hypertension is expected. 

[key wordsJ Cost-effectiveness， home blood pressure， the Ohasama study， medical cost 
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看護師の就業場所の選好
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背景:人口の高齢化や疾病構造の変化等を背景に、看護ニーズの増大が予想される。しかしながら、看護師がいずれの

職場においても充足しているとは限らないのが現状である。特に、在宅ケアにおける役割が期待される訪問看護ステーシ

ヨンでは、常に人員不足の状態にある。これまで、こうした不足人員を満たすために、看護師が就業時に重視する因子に

関する実態調査が繰り返し行われてきたが、因子聞の相対的な重要度を量的に評価した研究は殆ど行われていない。

目的:①看護師が就業先を決定する際に相対的に重視している職場属性とその効用を明らかにする、②就業先選好に関

する仮想的質問の回答の再現性を検証する。

方法 :K県の全ステーション313ヵ所への一次調査(調査協力意思の確認)の結果から 77ステーション・看護師369人

を対象に郵送調査を行った。調査票には、事業所票と看護師票があり、後者では、看護経験、 5つの属性(勤務形態、月

給、残業時間、職場環境・組織文化、教育・研修)を組合せた仮想の職場10ヵ所の何れかに就業するとした場合の希望順

位等を尋ねた。仮想の職場の属性聞の相対重要度を明らかにするためコンジョイント分析を用いて分析した。

結果:事業所票は53事業所から、看護師票は64事業所の235人から回答された。「仮想の職場」への就業希望順位を、重

複なく回答した221人を有効回答として分析した。回答者は女性99.1%、平均年齢41.0歳、総看護経験は平均15.2年、訪

問看護経験は平均5.0年だった。 5つの属性の平均相対重要度は、勤務形態47.1%、職場環境・組織文化23.6%、教育・研

修10.8%、月給9.8%、残業時間8.8%であり、現実の勤務形態別にも同様の結果であった。看護師カず仮想の職場を選ぶ際、

どの「勤務形態」を選択するかは、現実の勤務形態と関連した。「月給」の効用値は、家計の年間収入や自身の現実の月給

額と関連した。

結論:K県の全てのステーションを対象に、郵送法による就業先選好に関する調査を実施し、コンジョイント分析を行っ

た。多様な勤務形態による求人や、業務上の責任範囲や組織的パックアップ体制などの「職場環境・組織文化」に関する

条件を整え、「教育・研修」の機会を確保しておくことは、ステーションの人員確保において重要である可能性が示された。

今後は、 5つの属性に「職場の種類」を加え、実際の求職者を対象とした場合の就業先決定時に優先される因子を明らかに

していく必要がある。

キーワード:看護師不足、コンジョイン卜分析、選好、訪問看護、在宅ケア
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1 .はじめに

ヘルスケアは複数の専門職の協働により提供さ

れるが、ケアの安全性を保証するためには、量的

に最も多く、他職種に比べて長時間、頻度も多く

患者と接する看護師の役割を無視することはでき

ない九しかしながら、現実には、看護師が何れ

の職場においても充足しているとは限らず、不十

分な人員配置が患者や看護師へ負の影響を与えた

という報告もあるヘこうした不足人員を満たす

ため、看護師が就業時に重視する職場条件に関す

る実態3)や、定着付)、労働市場に関する経済的視

点、からの調査・研究7-9)が繰り返されてきた。

日本では、諸外国と同様に看護師の大部分が女

性であり、看護労働供給において、性差に基づく

特性を無視することはできない。看護師の年齢階

層別労働力率はM字型を示し、女子労働供給の理

論で説明されると同様の供給行動をとっていると

考えられる 10)。例えば、看護師の労働参加率・労

働供給時間は、配偶者の所得や幼少期の子供の有

無と人数に負の影響を受け、家族の転居により配

偶者の就業地に自身の就業先が限定される傾向が

ある。

2004年の統計では、看護師約78万人の就業先は、

医療機関が73.8%と最も多いω。しかしながら、

人口の高齢化や疾病構造の変化、在院日数の短縮

に向けた政策等により、今後、在宅療養者数の増

加が予想され、在宅療養支援における看護の役割

が期待される。在宅療養支援を担う資源の一つに

訪問看護ステーション(以下ステーション)があ

り、 1992年4月の制度化以降、高齢者のみならず

全年齢層へ対象者が拡大され、 2006年の改正介護

保険法下では、 24時間体制での訪問看護や通所サ

ービスの併設等、幅広いサ}ピス提供が期待され

ている 12)。

訪問看護はその特性として、病院看護と比べて

仕事の幅が広い。具体的には、対象者の年齢・対応

する疾患の種類・関わる専門職種が多岐に渡り、

対象者のみならず家族を視野に入れて支援するこ

とも少なくない。 2005年時点の統計では、ステー

ションの76%が24時間連絡体制加算出を届け出て

おり Iヘ看護師が交代で携帯電話等を通じて24時

間体制で患者の状態変化へ対応している。こうし

た体制をもとに、在宅療養支援診療所等の医師と

連携して在宅での看取りを支援することもある。

そのため、訪問看護の現場では、一定以上の病棟

看護経験を有する者が望まれており、就業時年齢

は、医療機関の看護師よりも高い傾向にある。緊

急訪問を行うことも少なくなく、営業時間外の拘

束時間は医療機関よりも長いため、 24時間体制に

関わる看護師の精神的・身体的負担は少なくない。

ステーションの看護職員離職率は18.9%(2003年)14) 

と、病院看護師離職率11.6%(2003年)ω に比して

高く、慢性的マンパワーの不足は、離職要因の一

つで、ある不十分な人員配置16)につながり、ステ}

ションの看護師不足に拍車をかけることになりか

ねない。

一方、ステーションの収支構造を見ると、人件

費比率が85%と高く、訪問回数が多いほど事業収

支が改善する仕組になっている(月 200回以上の

訪問で黒字に転ずる)ヘ常勤換算で、全国平均

4.2人(平成16年9月現在)18) と小規模の事業体で

あることから、離職人員が補われなければ経営的

にかなり厳しい状況となり、 24時間の訪問看護体

制の維持も困難となる。経営の安定に必要な利用

者数や看護師数を確保できず休止・廃止に至るス

テーションも少なくない状況にあり、平成15年度

の調査では、全ステ}ション5，393ヵ所(休止含)、

休止・廃止が647ヵ所で、あった1ヘ

人員確保の点から考えると、給与を高く設定す

ることは有効である可能性が高い。しかしながら、



ステ}ションの収支構造から、高額な給与設定は

多くのステーションで困難を伴い、現実的な人員

確保の方策とはいえない。そのため、看護師が就

業先決定時に、給与以外のどのような要素を相対

的に重視しているかを検討しておく必要がある。

「就業選択」に関わる労働供給側の行動は、所

得と余暇時間のトレードオフ(二律背反)の関係却)

や仕事を探す時間と賃金との関連(職探しモデル)

等による検討も可能である。しかし、これらでは

金銭的要素と複数の非金銭的要素を含む職場特性

との相対重要度を検討することはできない。

Antonazzo等20は、看護の労働供給行動に関する

先行研究のレビューに基づき、今後のこの分野の

研究の方向性として、金銭や金銭によらない職場

特性の相対重要度を明らかにしていくことの重要

性を指摘している。看護師が就業先を決定する際

には、同時に複数の条件の組合せを考慮している

可能性が高く、どのような特性を持った看護師が、

給与を含む複数の職場属性の中で何を相対的に重

視して就業先を選択するのか、ということが明ら

かになれば、労働条件のうち、どの部分を整える

ことによって、慢性的人員不足にある「職場(ス

テーション等)Jの労働力を充たすことが可能と

なるかが明らかになると予想される。

就業先に関する条件としては、種別(医療機関、

施設、在宅等)、勤務形態、報酬、勤務時間の長

さ、労働量、通勤距離や手段、組織風土、教育・

研修など様々なものがある 3--6， 16， 2ヘ看護師の定着

についての研究では、給与2ヘ看護管理のあり方、

看護師の自律性や専門性、キャリアアップの機会ペ

看護師が担うべきと捉えている役割を担えるかど

うか24)等が関連していると考えられている。また、

看護の労働供給行動を考える際、賃金による影響

は重要であり、賃金の弾力性は低い8)という見解が

多数を占める中、看護師の賃金の伸びが他業種よ

りも遅い場合に看護師は労働供給を減らすべ賃
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金の影響は分析の方法論によって様々に異なる 20

という指摘もある。また、賃金は、看護師の離職

理由に含まれる無視できない要素でもある 16，23，ぉ)。

しかしながら、こうした複数の条件を別々に評

価した場合、どの条件も重要であると評価され、

条件の優先度を明らかにすることができない。こ

れに対して、英国の開業医 (GP)を対象とした例

では、金銭的・非金銭的な複数の職場特性に基づ

く就業先選好を検討し、離散選択モデルを用いて、

非金銭的特性として時間外診療が重要視されてい

ることを示した26)。このように、回答者の「選好」

に基づき、選択対象の持つ属性毎の「効用(部分

効用)Jと、選択対象に対する全体効用を求める

手法27，28)をコンジョイント分析という。コンジョ

イント分析は、質問や解析法により、「評定型

(rating) J、「順序型 (ranking)J、「選択型 (choice)J 

の3つに分類され、 GPの例では選択型が用いられ

ていた。従来、財やサービスのマーケテイング湖、

環境経済学初)の分野で用いられてきたが、最近で

は、医療31--33)や保健払 35)、心理、教育36)等の分野

で応用され始めている。

そこで、本研究では、在宅ケアにおける役割が

期待されるにもかかわらず人員確保が困難なステ

ーションを対象にコンジョイント分析を応用し、

①看護師が就業先を決定する際に相対的に重視し

ている職場属性とその効用を明らかにする、②就

業先選好に関する仮想的質問の回答の再現性を検

証する、といったことを目的とした。

2.方法

(1)対象と調査方法

現場の多忙な状況を考慮すると同時に回答数を

確保するため、調査協力意思の確認(一次調査)

後に、郵送調査(二次調査)を行った。一次調査

の対象はK県の全ステーション313ヵ所(平成18

年4月1日現在)とした。
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一次調査で協力意思を示したステーションへ

は、二次調査として、事業所票と看護師票(回答

予定者数分)を事業所単位で送付し、各回答者か

ら個別に、研究者宛に回答が返送されるよう、回

答予定者数分の返信用封筒を同封した。

調査期間は、平成18年4月10日-5月8日(一

次調査)および平成18年5月9日-6月15日(二

次調査)であった。

就業先選好に関する質問については、対象の一

部および別途依頼した訪問看護経験者等に、二次

調査後1-2ヵ月の期間を置いて再度調査を行っ

。
た

(2)調査票の概要

①事業所票

事業所票では、事業所概要(設立母体、各種加

算の届出状況、従事者数、利用者数・訪問件数等)

を尋ね、回答は管理者に依頼した。

②看護師票

看護師票では、回答者の年齢や性別、子供や要

介護者の有無、本人の月給額および本人以外の世

帯の年収、看護経験(看護全体・訪問看護の経験

年数、離職経験等)等の看護師特性に加えて、就

業先選好に関するコンジョイント分析のための仮

想的設聞を尋ねた。

③就業先選好に関する質問

看護師が就業先を決定する際に、どのような職

場の条件を相対的に重視しているかを検証するた

め、「仮想の職場」を設定し、順序型の回答法を

採用したコンジョイント分析を行った。調査票中

では、回答者に、自身が求職中であると仮定した

場合に、最も就職したい条件を有する職場を 1位

として、順に2位、 3位と、その順位を回答するよ

う依頼した。なお、この職場の条件は「要因J37) 

「属性J31，ぉ)と呼ばれるが、本研究では、「属性」

とし、事業所や看護師の属性と区別するため、事

業所や看護師については「特性」という用語を用

いる。

本研究における「仮想の職場」は、過去の看護

師対象の実態調査3)や先行研究4--jj， 16， 22)、ステ}シ

ョン管理職等へのヒアリング調査に基づき、ステ

ーションが変更可能な属性に限定して設定した。

例えば、実態調査で重視されるような「通勤の便」

「休日制度の充実」は、ステーションによる整備

や変更が困難または不可能な条件であり、「日勤

のみの勤務Jは、訪問看護の所与の条件であるた

め本研究の属性としては取り上げなかった。

本研究で用いた属性は、「月給」および「勤務

形態J1残業時間J1職場環境・組織文化J1教

育・研修」の5つである(表1)。

「月給」は、ナ}スセンターのホームページで

示されていたK県の看護師の平均月給を参考に、

平均月給プラス 10%程度を「高め」、平均月給マ

イナス 10%程度を「低め」として幅を持たせて設

定した。例えば、「勤務形態」が常勤の場合、 27

-33万円を「高め」、 24-29万円を「低めjとし、

より現実に近い求人情報となるよう、「看護経験

を考慮して月給額が決まる」という設定にした。

提示する月給額はステーション管理者等から現実

的な値であるか否かを確認しながら最終的に決定

した。

できる限り現実を反映した職場を設定できるよ

う、「勤務形態」の水準には、「常勤(週5日勤務、

携帯電話当番:月4-5回、社会保険・諸手当・賞与

あり)J 1非常勤1(週4日勤務・携帯電話当番なし、

社会保険・諸手当あり )J1非常勤2(週2日勤務・

携帯TEL当番なし、社会保険なし・諸手当あり(年

収130万円未満に調整可能)Jの3水準を設けた。

「残業時間」の水準は 2っとし、現実的にあり

得る数値として「残業なしJ11日平均1・2時間」
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表 1 コンジ、ヨイン卜分析に用いた訪問看護ステーションの属性と水準

属性 水 準

勤務形態*1
常勤 非常勤1 非常勤2

(週5日勤務) (週4日勤務) (週2日勤務)

月給*2 局め 低め

残業時間 なし 1日平均1-2時間

職場環境・ -業務の責任範囲:明確 -業務の責任範囲:不明確
組織文化*3 -組織的パックアップ体制あり -組織的パックアップ体制な

し、個人で解決

教育・研修 -組織的支援あり:職場内外の -組織的支援なし:研修への参

研修へ参加可能 加は個人努力

-職場内の事例検討・勉強会あ -職場内の事例検討・勉強会な

り し

ホ 1 I常 勤J 週5日勤務、携帯電話当番:月4-5回、社会保険・諸手当・賞与あり
「非常勤1J 週4日勤務・携帯電話当番なし、社会保険・諸手当あり
「非常勤2J 週2日勤務・携帯電話当番なし、社会保険なし・諸手当あり(年収130万円未満に調整可能)

叫基本給のみを提示。年齢・経験を考慮して支払われるものとした。
「常 勤J I高めJ27-33万・「低めJ24-29万
「非常勤1J I高めJ25-30万・「低めJ21-26万
「非常勤2J I高めJ11-14万・「低めJ10-12万(年収130万円未満に調整可能)
ナースセンターのホームページより、 K県の病院看護師の平均時給 (m) を参考に、 (m+ 10%)前後を「高め」、
(m -10%)前後を「低め」として範囲を持たせて設定。

*3 業務範囲の明確さ:自分の業務範間以外は上司や他の担当者に相談する等、自分が責任を持つ業務の範囲が、どの程度
明確になっているか。

組織的バックアップ体制あり:業務上の困難について組織内で相談できる、代替の方法が組織的に準備・検討される
組織的パックアップ体制なし:業務上の困難について組織内では相談できない、個人努力で解決する

を、ステ}ション管理者等と相談しながら決定し

た。職場属性の設定の際には、属性問で関連の強

いものは何れか1つを用いることとし、 1日あたり

の勤務時間や訪問件数、残業時間等は、何れも労

働量を表す変数であり相互に関連すると考えられ

たため、このうち「残業時間Jのみを属性として

調査に用いた。

「職場環境・組織文化」には、業務範囲の明確

さや組織的パックアップ体制「ありJ1なし」の

2水準を設けた。業務範囲の明確さとは、「自分

の業務範囲以外は上司や他の担当者に相談する

等、自分が責任を持つ業務の範囲がどの程度明確

になっているか」であり、組織的パックアップ体

制「あり」の場合、「業務上の困難について組織

内で相談できる、代替の方法が組織的に準備・検

討される」、「なし」の場合は「業務上の困難につ

いて組織内では相談できない、個人努力で解決す

る」という状況であると定義した。

「教育・研修」は、「組織的支援あり、職場内外

の研修へ参加可能、職場内の事例検討・勉強会あ

り」、「組織的支援なし、研修への参加は個人努力、

職場内の事例検討・勉強会なし」とした。

5つの属性の異なる水準の組み合わせから想定

される「仮想の職場Jは全部で48通り (3X 24) 

となるが、質問紙上で回答者が1-48位全ての順

位を重複無く正確に判断することは容易とはいい

難い。そこで、 5つの属性各々の水準の組合せか

ら直行配列表により想定した「仮想の職場J10種

類を調査に用いた(表2)。

なお、回答者が「仮想の職場」を就業したい順

に正確に並べられるよう、個々の「仮想の職場」

をカードに示し(図1)、就業したい順にカード
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表2 コンジョイン卜分析に用いた仮想の職場(訪問看護ステーション) 10力所

職場環境・組織文化 教育・研修
月給仮想の

勤務形態 残業時間 (業務の責任範囲:明確/不明確 組織的支援や、職場内の事例職場*1 (万円)
-組織的バックアップ体制:あり/なし 検討・勉強会:あり/なし

非常勤 2
低め

なし
-明確

1 
(10-12) -あり

常勤
高め

なし
-不明確

2 
(27-33) -なし

常勤
両め

なし
-明確

3 
(27-33) -あり

非常勤 2
高め 1日平均 -不明確

4 
(11-14) 1・2時間 -なし

常勤
低め 1日平均 -明確

5 
(24-29) 1-2時間 -あり

非常勤 1
低め

なし
-不明確

6 
(21-26) -なし

常勤
低め 1日平均 -不明確

7 
(24-29) 1-2時間 -なし

非常勤 1
高め 1日平均 -明確

8 
(25-30) 1-2時間 -あり

9 非常勤 1
低め 1日平均 -明確

(21-26) 1-2時間 -あり

10 非常勤 1
高め 1日平均 -不明確

(25-30) 1-2時間 -なし

*1 全て、常勤3人、非常勤2人で構成される事業所とする

図 i仮想の職場jを示した力一ドの一例

カ」ド番号 [1]訪問看護ステーション(常勤3人・非常勤2人)

。勤務形態

。月給(基本給のみ)

.残業時間

.職場環境・組織文化

:+教育・研修

この職場は|

非常勤2(週2日勤務・携帯TEL当番なし)

社会保険なし、諸手当あり)

10・12万円(年齢・経験考慮) ※年収130未満に

残業なし 調整可能

(業務の責任範囲:明確

組織的パックアップ体制あり

{組織的支援なし 研修への参加は個人の努力

職場内の事例検討・勉強会なし

位 1 (カード峨中の順位)

+ 
調査票の回答欄に、この順位を記入してください。

なし

なし

あり

あり

あり

あり

なし

なし

あり

なし



を並べ替え、カードに順位を書き込んだ上で回答

するよう設問中で依頼した。カードを用いて選好

順位を決める方法による回答可能性は、調査開始

前に、看護師数名を対象としたプレテストを繰り

返し行い確認しておいた。

(3)分析方法

ステーションは女性が多い職場であり、訪問看

護従事者に期待される、ある程度の看護経験を有

する年齢層では、配偶者や学童期以下の子供のい

る者も少なくないと考えられるため、現実の勤務

形態と看護師特性との関連の有無を検討した。

また、「仮想の職場」へ就職するとした場合の

選好順位について、各属性の相対的な重要度を知

るため、回答者全員および現実の勤務形態別にコ

ンジョイント分析を行い、部分効用のレンジをグ

ラフに示した。コンジョイント分析は、 SPSS

Conjointを用いて行い、属性毎の部分効用は最小

二乗法により推定した。希望する「勤務形態Jと

実際の勤務形態の関連を検討するため、「勤務形

態Jのうち「常勤」の部分効用の平均値で二分し

た2つの群と現実の勤務形態「常勤群J1非常勤群j

とのカイ二乗検定を行った。

「月給」の効用値の高低が、どのような看護師

特性(自分の月給、本人以外の世帯の年収)と関

連するかを知るため、両者の関連を検討した。仮

想的質問の信頼性を検討するため、回答の再現性

をt検定および相関係数により確認した。

(4)倫理的配慮

一次および二次調査とも、自由意思に基づいて

回答され、特に二次調査は無記名調査としプライ

パシーに配慮して個人が特定できない方法で回収

された。本研究は千葉大学看護学部倫理審査委員

会による審議を経た上で開始された。調査に関す

る質問や問い合わせには、研究代表者が対応した。

看護師の就業場所の選好 239 

3.結果

一次調査の結果、研究協力意思を示した77事業

所の看護師369人を対象に郵送調査を行った。事

業所票は53ヵ所(回収率68.8%)、看護師票は64

事業所に所属する 235人(回収率63.7%)から回

答が得られた。このうち、「仮想の職場J10ヵ所

への選好順位を欠落や重複なく全て回答した221

人の回答を有効回答とし分析に用いた。

(1)事業所特性

53事業所の母体組織は医療法人35.8%、営利法

人22.6%、医師会15.1%の順に多く、開設後の年

数は平均6.3年で、 67.9%が居宅介護支援事業所を

併設していた。事務職以外の常勤・非常勤職員数

は平均9.2人で、 2006年4月の利用者実人数は平均

81.5人、延訪問回数は平均407.0回であった。

(2)看護師特性(表3)

回答者221人は、女性99.1%であり、平均値で

見ると、年齢41.0歳、総看護経験15.2年、訪問看

護経験5.0年、現ステーションでの経験3.8年で、

83.3%が離職を経験しており、平均離職期間は4.0

年であった。配偶者あり 78.3%、同居者あり

88.7%で、 45.2%に12歳以下の子供がいた。約6%

は要介護者を介護していた。回答者の現実の勤務

形態は、常勤52.9%、非常勤47.1%であった。

調査月の前月 1ヵ月の回答者の月給は平均25.8

万円で、常勤のみでは32.4万円、非常勤では18.5万

円であった。回答者以外の世帯の年収は、「なし」

13.6%、1300万円以下J8.6%、1301-500万円」

29.0%、1501-700万円J21.7%、1700万円以上」

22.6%であった。回答者を年代別にみると 40代未

満50%、40代以上50%であったこと、平成17年

度の家計調査(総世帯)の世帯の平均実収入額
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表3 看護師特性

性別 女性

男性

平均年齢*1 (歳)

総看護経験(年)

訪問看護経験(年)

現ステーションでの経験年数(年)

離職経験あり

離職期間 *2 (年)

配偶者あり

同居者あり

要介護者あり

12歳以下の子どもあり

本人の月給(平成18年4月) (万円)

本人以外の世帯の年収 O円

(回答者の収入を除く) 300万円以下

301・500万円

501-700万円

* 1 20-30代50%，40代以上50%
* 2 N=135 

701万円以上

(Iヵ月 473，260円)紛や、国民生活基礎調査(平成

17年)の「世帯主の年齢階級別1世帯あたり平均

所得金額 (30代560.0万円、 40代729.5万円)J胡)か

ら、世帯の年収を 10円J1-500万円J1501万円

-Jの3群に分けて分析した。

(3)現実の勤務形態と看護師特性との関連

どのような特性を持った看護師が、実際に、常

勤・非常勤いずれの「勤務形態」で働いているの

かを明らかにするため、現実の勤務形態と看護師

特性との関連を検討した(表4)。検討の際には、

管理者は全員が常勤であり、業務内容や給与が訪

問看護に従事する看護師とは異なること等の理由

から、管理者35人を除外した186人を分析対象と

した。年齢は常勤の方が相対的に若かった

(P<0.05)が、看護経験年数には有意差はなかっ

N=221 

平均値(:t標準偏差) 人(%) 

219 (99.1) 

2 ( 0.9) 

41.0 ( :t 8.5) 

15.2 ( :t 7.6) 

5.0 (:t 4.3) 

3.8 (:t 3.2) 

184 (83.3) 

4.0 (:t 4.8) 

173 (78.3) 

196 (88.7) 

13 ( 5.9) 

100 (45.2) 

25.8 (:t 12.8) 

30 (13.6) 

19 ( 8.6) 

64 (29.0) 

48 (21.7) 

50 (22.6) 

た。離職経験ありの者には非常勤が多く、ない者

には常勤が多かった (P<O.Ol)0 12歳以下の子ど

ものいる場合には非常勤が多く (P<0.05)、この

傾向は子どもの年齢を6歳以下として分析しでも

同様で、あった。婚姻状況や本人以外の世帯の年収

は「勤務形態Jと関連し、配偶者なし、同居者な

し、本人以外の世帯の年収0円の各々の状況にお

いて常勤が多かった (P<O.Ol)。つまり、回答者

であるステ}ション看護師に配偶者や学童期以下

(就学前)の子どもがいる場合には、非常勤勤務

者である者が有意に多かった。

(4)告属性の相対重要度と部分効用(回答者

全員、現実の勤務形態別)

5つの属性の平均相対重要度および属性毎の部

分効用値を表5に示した。
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表4 現実の「勤務形態Jと看護師特性(管理者以外) N=186 

常勤 (N=82) 非常勤 (N=104)

年齢(歳)

1日の勤務時間(時間)

1週間の勤務日数J)(日)

残業時間J)(時間)

延訪問件数J)(件)

訪問看護経験年数(年)

現ステーションでの年数(年)

総看護経験年数(年)

離職期間(年)

離職の有無 あり

なし

12歳以下の子どもの有無※ あり

なし

配偶者の有無 あり

なし

同居者の有無 あり

なし

要介護者 あり

なし

本人以外の世帯の年収 0円

500万以下

501万以上

ホP<0.05、肺 Pく0.01
1)平成18年4月末1週間
※6歳以下の子どもの場合 (P<0.05)

あり…常勤=18、非常勤=28
なし・・・常勤=99、非常勤=76

平均値

38.6 

7.9 

5.1 

4.0 

17.8 

4.4 

3.4 

13.8 

3.8 

平均相対重要度は、回答者毎の相対重要度の平

均値である。回答者個々の相対重要度は、(各属

性の部分効用値のレンジ)の(各属性の部分効用

値のレンジの総和)に対する割合である。各属性

が相対的に重要視されている程度を示しており、

合計すると 100%となる。

効用値は、回答者により、各水準が「好まれて

いる程度Jを表し、正で大きな値ほど好まれてお

り、負で絶対値の大きな値ほど好まれていないこ

とを示す。表中では、部分効用値の総和が、各属

性毎に0になるように示されている。

N 平均値 N P値

41.1 * 

5.7 布市

3.9 
事申

1.6 *申

11.2 *ホ

4.5 NS 

3.8 NS 

14.1 NS 

3.9 NS 

57 96 市*

20 7 

29 59 *市

50 45 

49 97 *市

29 7 

63 100 •• 
14 3 

3 7 NS 

75 94 

20 2 •• 
33 43 

22 54 

回答者221人全員についてみると、 5つの属性の

平均相対重要度は、「勤務形態J47.1 %、「職場環

境・組織文化J23.6%、「教育・研修J10.8%、

「月給J9.8%、「残業時間J8.8%であった。定数

項4.38、Pearson'sR=1.000 (P<O.OI)、 Kendall's

tau=1.000 (P<O.oI)であり、対象者全体の回答が

コンジョイント・モデルによる予測値に一致して

いる傾向が示された。

5つの属性のうち「勤務形態」の相対重要度は、

47.1 %と高値であり、部分効用値のレンジから算

出した相対重要度36.6%に比して大きい値を示し
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表 5 各水準の部分効用値と平均相対重要度(回答者全員) N=221 

属性 水準 部分効用値*1 平均相対重要度*2

勤務 常勤 0.463 47.l 

形態 非常勤1 0.647 

非常勤2 -1.111 

月給 局め -0.338 9.8 

低め 0.338 

残業時間 なし 0.233 8.8 

1日平均1-2時間 -0.233 

職場環境・ 責任範囲明確・パックアップあり 0.959 23.6 
組織文化 責任範囲不明確・パックアップなし -0.959 

教育・研修 組織的支援・職場内勉強会あり 0.390 10.8 

組織的支援・職場内勉強会なし -0.390 

*1 効用値は、「好まれている程度」を表し、正で大きな値ほど好まれていることを示し、負で絶対値の大きな値ほど好ま
れていないことを示す。

*2 回答者別相対重要度=(各属性の部分効用値のレンジ)/ (各属性の部分効用値のレンジの総tfO)x 100 
平均相対重要度は、回答者全員についての結果の平均値。 5つの属性について足し合わせると 100(単位:%)となる。

表 6 現実の「勤務形態j別の各水準の効用値と平均相対重要度

属性 水準

勤務 常勤

形態 非常勤1

非常勤2

月給 局め

低め

残業時間 なし

1日平均1-2時間

職場環境・ 責任範囲明確・パックアップあり
組織文化 責任範囲不明確・パックアップなし

教育・研修 組織的支援・職場内勉強会あり

組織的支援・職場内勉強会なし

た。平均相対重要度が高いにも関わらず部分効用

値のレンジが小さい場合には、回答が分散してい

る可能性が考えられ、回答者を何らかのグループ

に分けた上での分析が必要となる。また、「勤務

形態」という属性には、勤務日数、携帯電話当番

(利用者からの電話連絡により緊急訪問等を行う)

の有無、社会保険や手当てといった多くの条件を

含む(図 1，表1)ことから、実際の「勤務形態」

常勤 (N=117) 非常勤 (N=104)

部分効用値 平均相対重要度 部分効用値 平均相対重要度

1.724 47.l -0.955 47.l 

0.l62 1.194 

ー1.885 ー0.234

0.449 11.5 0.214 7.9 

回0.449 -0.214 

0.l99 7.9 0.272 9.8 

圃0.l99 同0.272

0.949 23.0 0.971 24.3 

-0.949 -0.971 

0.404 10.6 0.375 11.0 

-0.404 -0.375 

別に、平均相対重要度と水準毎の部分効用値を推

定した(表6)。実際の常勤勤務者・非常勤勤務

者ともに、「勤務形態」の相対重要度は、やはり

47.1%と最も大きかった。部分効用値のレンジか

ら算出した相対重要度は、常勤勤務者では48.5%

と平均相対重要度に近い値であったが、非常勤勤

務者では36.6%と、「勤務形態」の部分効用値の

レンジが相対的に小さいままであった。常勤勤務



者のみの場合の定数項は4.07、非常勤勤務者では

4.74であり、何れも Pearson'sR=1.000 (P<O.Ol)、

Kendall's tau=1.000 (P<O.Ol) と、勤務形態別の

各群の回答とコンジョイント・モデルによる予測

値が一致している傾向が示された。

「勤務形態」の部分効用値をみると、常勤勤務

者では、「常勤」であることの効用が高く、非常

勤勤務者では「非常勤1(週4日勤務)Jr非常勤2

(週2日勤務)Jの順に効用が高かった。

全回答者および現実の勤務形態別の重要度を視

覚的に確認するため、属性別の部分効用のレンジ

をグラフに示した(図2)0r職場環境・組織文化」

が重視される程度は、現実の勤務形態に関わらず、

5つの属性の中で相対的に一様に高く、「勤務形態」

は、現実の勤務形態のうち常勤勤務者において、

非常勤勤務者よりも相対的に重視されていた。

「月給」は、常勤勤務者において相対的に重視さ

れており、「残業時間」は、非常勤勤務者の方が

重視している傾向にあった。「教育・研修」では、

勤務形態による違いはなかった。

(5) r月給」の効用値と看護師特性との関連

「月給jの相対重要度は高くはなかった(図2，

表5・6)が、現実的には、「月給」が高ければ

高いほど、就業希望者が増える可能性は高い。そ

こで、看護師特性のうち、収入に関する変数と

「月給Jの効用値との関連を検討した。

その結果、「月給」の部分効用値は、本人以外

の世帯の年収0円の場合(効用値0.511)の方が、

何らかの収入がある場合(効用値0却 6) よりも有

意に高く (P<0.05)、自身の収入のみで家計を支

えている場合には「月給Jが高いことを好んでい

た。本人の実際の月給額と「月給」の効用値との

相関係数はr= 0.283 (pく0.01)であり、自身の収

入が高いと「月給」が高いことによる効用も高い、

即ち「月給」が高いことを好む傾向がみられた。
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(6)回答の信頼性と妥当性

仮想の職場における就業希望順位について、 20

人の看護師を対象に、平均47日の間隔を空けて2

回の調査を行った。対象の平均年齢は37.6歳で、

訪問看護経験者18人、訪問看護経験年数および現

ステーションでの勤務年数は5.2年であった。 20

人中2人は病棟看護経験のみを有した。

仮想的に設定されたステーション各々につい

て、 2回の回答値を比較したところ、 10ヵ所全て

において 2回の回答聞に有意差はなかった

(Wilcoxsonの順位和検定)。また、仮想の職場10

ヵ所への1回目と2回目の回答値全体のSpearman

の相関係数は0.813(P<O.Ol)であった。

職場属性「勤務形態Jの「常勤」における部分

効用は、平均0.463(表5)であり、この値で全回

答者を2群に分けると、平均以下100人、平均よ

り大121人であった。この2群と現実の勤務形態

とのクロス集計を行ったところ、常勤勤務者では、

効用値が平均より大きい者は102人 (87.2%)、平

均以下15人 (12.8%)であり、非常勤勤務者では

各々 12人(18.3%)、85人(81.7%)で、あった(P<O.o1)。

つまり、実際の勤務形態と、仮想の職場の「勤務

形態」の効用値は、有意に関連していた。

4固考察

(1)訪問看護に従事する看護師が相対的に重

視している職場属性と告水準の効用値

①5つの属性の平均相対重要度、各属性の水準毎

の効用値の比較

属性毎に別々に重要度を尋ねるような従来の調

査方法では、属性間相互の重要度の判別を明確に

行うことが難しく、例えば社会福祉等で行われて

きたニーズ調査では、全ての条件の優先度が高い

という結果でありへ最優先で提供されるべきサ

ーピスを同定することが困難であった。今回、コ

ンジョイント分析を用いたことにより、複数の条



244 医療経済研究 Vo1.19 No.3 2008 

図2 全回答者および実際の勤務形態別の属性毎の部分効用のレンジ

勤務形態(常勤・非常勤・全体で、最大値・最小値を示した水準が異なる)

常勤勤務者ニニニニニニニニニニZ

非常勤勤務者屋

全回答者圏

A
U
 

A
U
 

A
U
 

A

り 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

月給([高め]ー[低め]) 

常勤勤務者 L-…一回一
非常勤勤務者」一

全回答者 L一一一
0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

残業時間([残業なし]ー[1日平均1-2時間]) 

常勤勤務者騒趨盤盤盤霊園

非常勤勤務者一一一町一

全回答者

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

職場環境・組織文化([責任範囲明確・パックアップあり]ー[不明確・なし]) 

常勤勤務者一一一一一一一一一一一一一111

非常勤勤務者雇

全回答者雇

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

教育・研修([組織的支援・職場内勉強会あり]ー[なしJ)

常勤勤務者向鵬撚撫摺鰐開棚問機回廼

非常勤勤務者陣

全回答者陣

A
U
 

A
U
 

A
U
 

A
り 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

*勤務形態の部分効用値のレンジ(最大値、最小値を示した水準は次のとおり)

全回答者([非常勤1]一[非常勤2])，常勤([常勤]一[非常勤2J)，非常勤([非常勤1]一[常勤]) 



件を同時に見比べて就業先を決定するという、現

実の就業決定時の行動に即した方法で、訪問看護

分野への就業時に相対的に重視される属性とその

効用の程度を明らかにすることができたと考え

る。

仮想の職場を設定する際に用いた5つの職場属

性のうち、看護師が最も重視したのは「勤務形態」

であり、現実の勤務形態別の、「勤務形態」の水

準毎の部分効用の大きさから、実際の勤務形態

(revealed preference)と、仮想の状況における選

好の意思表示 (statedpreference)が一致傾向に

あることが確認された。このことから、常勤や非

常勤といった多様な勤務形態を準備しておくこと

は、今後、ステーションが必要数の看護師を確保

していくための重要な方策の一つであると考えら

れる。

「勤務形態」以外の職場属性の各水準の効用値

をみると、「責任範囲が明確で組織的パックアッ

プ体制があるJ1教育・研修に組織的支援や職場

内の事例検討・勉強会があるJ1月給が高いJ1残

業がない」職場が好まれていた。これらより、看

護師は、就業先選択時に、「月給」以外の属性も

重視しており、特に「責任範囲が明確で組織的パ

ックアップ体制があることJ(1職場環境・組織文

化J) は、相対重要度や効用値の大きさからも、

看護師の就業先選好に関する重要な属性の一つで、

あると考えられる。

訪問看護では、看護師は、 1人で利用者宅を訪

問し、 1人の判断でアセスメントを行い一人でケ

アを提供する。施設内での看護と異なり、判断に

迷う場面で、上司や同僚、他職種に、状況を視覚

的に示しながら相談することは不可能に近い。回

答者が、責任範囲の明確さやパックアップ体制を

重要視したことは、こうした訪問看護の特徴も関

連すると考えられる。

また、「職場環境・組織文化」といった組織風土
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に関する職場属性は、安全なケア提供と関連しヘ

労働生活の質 (qualityof working町e;QWL)を

構成する次元の一つである 22) と報告されている。

「安全」に関わる労働環境は、看護師不足におけ

る重要な因子の一つであり 4])、求職者が外部から

確認することが難しい職場属性ではあるが、ステ

ーション側が何らかの方法で示すことができれ

ば、就業に結ぴつく可能性があると考えられる。

同時に、 QWLの改善や心理的エンパワーメント

は離職予防に効果があると期待されており 1ペ「責

任範囲の明確さ」ゃ「組織的パックアップ体制J

を整えておくことは、看護師の定着を図る上でも

主要な要素といえそうである。

「教育・研修jにおいて「組織的支援や職場内

の事例検討・勉強会があるjことは、看護のキャ

リアアップの機会6)にもつながり、キャリアアップ

や生涯学習の機会は、職務満足を高め、その職場

への看護師の定着につながるといわれている 42.43)。

実践現場で学ぶ機会は、提供するサービスの質保

証の観点からも重要な意味を持つ。日常のケース

カンファレンスを学習機会として活用する等、ス

テーションの努力や工夫により機会を設けること

が可能な職場属性であると考えられる。

(2)職場属性と看護師特性

①現実の勤務形態と看護師特性との関連

看護師特性のうち、年齢が相対的に若い、離職

経験がない、配偶者がいない、同居者がいない、

本人以外の世帯の年収がない、といった場合に、

常勤勤務者である割合が有意に高かった。また、

12歳以下 (6歳以下)の子どもがいる場合には、

非常勤勤務者の割合が高かった。これらより、学

童期以下の子どもを含む家族の存在により、看護

師が、より非常勤勤務を選択している可能性が考

えられる。非常勤勤務者の、「残業時間」におけ

る効用値のレンジは常勤勤務者よりもやや大きか
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ったが、これは、世話の必要な子どもが居るとい

う状況を背景に、労働量を増やすことに対して積

極的ではない状況を表しているとも考えられた。

ステーションでは、人件費率が高いという収支

構造から、労働力を非常勤勤務者に頼らざるを得

ないのが現状である。そのため、現非常勤勤務者

が労働を継続できる条件を整えておくことは、訪

問看護分野の労働力確保において重要である。現

状では、常勤勤務者が主に i24時間連絡体制」を

担い、非常勤勤務者よりもより多くの責任を担っ

ている状況にある場合が少なくないが、こうした

労働負荷を非常勤勤務者も担えるような条件が整

えば、常勤者のパーンアウト等による離職を減少

させ、就業の継続につながる可能性もあるのでは

ないだろうか。子育てを誰がどのように支援する

かという視点は、在宅療養支援における看護労働

力確保においても重要であると考えられる。

②「月給」の効用と看護師特性

職場属性のうち「月給」の重要度や効用が高く

なかったのは、月給額が、 K県の病院看護師への

時給額に基づいて設定されたものであったため、

現状を反映した常識の範囲内であったこと、月給

額に幅を持たせたことから、回答者自身の看護経

験に見合った金額が支払われると捉えた可能性が

あること、賞与を含めずに仮想のステーションを

設定したため「常勤」の場合の賞与額による年収

の多寡を回答時に考慮していないこと、等の理由

が考えられる。賞与は、雇用者側で設定を変えら

れるものであり、他の職場条件に大きな違いがな

い場合、賞与額を含めた収入額で就業先を決定す

る可能性も高い。低い給与は看護師の離職の主要

要因の一つであるという報告23.25)や、給与が看護

師の離職と関連するかしないかは定まっていない

という報告16)もある。今後、賞与や手当て額を含

めた年収の違いによる就業先選好への影響につい

ても検討していく必要があると考えられる。

研修医に選ばれる臨床研修病院の条件の探索に

コンジョイント分析を応用した先行研究において

も、本研究と同様、月給の相対重要度が低かったヘ

コンジョイント分析では、設定した属性聞の相対

重要度は明らかになるものの、価値の絶対値を知

るものではない。つまり、属性の中で「月給」の

相対的価値が低かったとしても、このことが即、

回答者は収入の多寡で就業先を決めていない、と

いう結論には結びつかないと考えられ、こうした

点を考慮して結果を解釈していく必要があると考

えられる。

(4)仮想的質問への回答の信頼性と妥当性

①信頼性

コンジョイント分析に用いる仮想的質問への回

答の再現性について検討した結果、平均約1ヵ月

半の期聞が空いているにもかかわらず、 2回の回

答聞に有意差はなく、 2組の回答群の聞には有意

な関連がみられた。限られた対象数ではあったが、

仮想の職場に関する選好順位の回答値の信頼性が

確認されたと考えられる。コンジョイント分析の

応用例の大部分では、信頼性や妥当性の論点を無

視しているという指摘もあり 4ヘ今回、再現性が

確認できたことには一定の意義があると考えられ

る。

②妥当性

本研究では、これまでの看護師の離職や転職、

求職に関する調査等3-6.16. 22)から、看護師にとっ

て重要であると認識されている職場条件に注目し

て属性を決定した。また、属性の内容の妥当性や、

属性を組み合わせた仮想のステーションが現実か

ら議離していないことを、ステーション管理者や

複数の訪問看護経験者にくり返し確認の上、調査

を行った。仮想の就業先ではあるが、現実のステ



ーションを表すのに必要な属性を含み、看護師が

就業先を決定する際に考慮されるべき主要な要素

は含まれていたと考えられる。

訪問看護分野では、看護師採用の際に、過去の

看護経験、特に病棟看護経験が重視されるため、

看護師は過去に病棟看護等を経験している場合が

多い。本研究の回答者も、過去に複数の就業経験

を有しており、望ましい就業条件を判断できる内

的基準胡)は確保されていたと考えられる。

看護師は就業先を決定する際、職場属性として

「勤務形態」を相対的にとても重視していたが、

「勤務形態」は仮想の職場を提示する際、最初に

示されており、職場属性を示す順序による回答へ

の影響も考えられる。しかしながら、属性を示す

際の順序の影響に関する証拠は示されておらずベ

提示順よりも寧ろ、「勤務形態」が、「勤務時間の

長さJr24時間対応当番等責任の重さJr保険」

「賞与」等複数の要素を含んだ属性であったこと

が影響している可能性がある。今後は、「勤務形

態」が内包する複数の要素を、出来る限り分離さ

せて調査票を設計し、勤務形態の相対重要度を検

討していく必要があると考えられる。

(5)研究の限界

①コンジョイント分析の有する課題

コンジョイント分析では、想定質問を用いるた

め、「選択行動の想像に伴う誤謬」や「想像しに

くさに伴う誤謬」が存在するといわれている 34.品)。

本研究では、仮想の職場を出来る限り現実の状況

に近づけ、想像し易くするため、現実を反映した

条件の設定に努めた。例えば「月給」には幅を持

たせ、看護経験を考慮して決定されるという設定

にし、「勤務形態」には、非常勤の場合に、年収

を低く抑えられる非常勤2と、殆ど常勤のように

働く非常勤1、を設定した。設定した仮想の職場

には、管理者等訪問看護を熟知した者に内容の妥
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当性を確認し、プレテストを通じて理解し難い表

現の修正を繰り返して、イメージしやすい職場を

提示できるよう工夫した。

コンジョイント分析においては、同時に扱える

属性の個数に限度がある。今回検討に含めなかっ

た非金銭的属性についても、今後、検討が必要で

あると考えられる。

現実の職場では、残業が全くない、という状況

はあり得ない。本研究では、ステーション管理者

等の判断により、回答者の多くが許容できる程度

の残業時間 (1日平均1・2時間)を設定するに至っ

た。回答者の「残業」に関する相対重要度は高く

はなかったが、これは、 1・2時間程度の残業が回

答者に十分許容されたためとも考えられる。残業

時間は、勤務時間の長さに関連する労働量を表す

属性であり、先行研究16)では、労働負荷は離職と

の関連傾向が示されている。今後は、労働量とし

て、夜間の緊急訪問を一つの属性として設定し、

検討していくことも必要であると考えられる。

②回答者の労働市場における代表性

平成17年10月時点の全国のステーション数は

5，309ヵ所であり児)、本研究対象となったステーシ

ヨンは全ステ}ションの約1%に過ぎない。よっ

て本研究結果をそのまま全国の状況にあてはめて

考えることはできない。本研究では、調査内容に

「月給Jに関する内容を含むため、物価の地域差

による回答への影響を考慮し、一つの県のステー

ションを対象とし、全国規模の調査は行わなかっ

た。今後は、物価や賃金の地域差を調整した分析

や調査法を検討し、対象県以外の地域においても

同様の結果が得られるか否かについて検討してい

く必要がある。

また、調査協力の得られたステーション53ヵ所

における、一事業所あたり看護・介護職員数は、

平均9.2人、調査時点で、最新の全国値は常勤換算
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で4.2人(平成16年9月現在)であった18)。一事業

所当たり利用者数は、平均81.5人、延訪問回数は

平均407.0固で、平成16年の全国平均52.9人、 1事

業所あたり延利用者数284.7人ωIこ比べて、規模

の大きいステーションの看護師が回答に協力して

いた。しかしながら、本研究の主要な調査内容で

ある就業場所の選好は、看護師個人の好みに関す

ることであり、事業所規模とは独立していると考

えられる。

全国のステ}ションを母集団とした解釈をして

いくには、時給等収入の地域差を考慮した全国規

模の調査が必要で、あると考えられる。また、定量

的条件間で相対重要度を検討した後に、定性的条

件を加えて相対重要度の変化を検討する等、研究

デザインを段階的にし、既存の定量的全国調査と

の比較可能性を確保して、整合性を検討していく

という方法もありうるであろう。

(6)今後の展望

本研究では、重要な役割が期待されているにも

関わらず、人員確保が困難な訪問看護分野におい

て、どのような条件を整えれば、人員確保が可能

となるのかに注目したため、ステーション以外の

就業先を設定しなかった。今後は、 5つの属性に

「職場の種類Jを加え、実際の求職者を対象とし

た場合の就業先決定時に優先される職場属性を明

らかにしていくと同時に、求職中の看護師がどの

ような種類の職場を選ぶのか、どのような条件が

整えば同種の職場であっても選ばれるのか、とい

うことを明らかにしていく必要がある。

職場の看護師数不足を真に解決していくために

は、職場の努力で解決できることと、職場単位で

は解決できない課題とを区別して、対応していく

必要があると考えられる。例えば、子どものいる

女性の就業への自由度が高まるためには、金銭面

以外の社会的な支援等が必要である可能性が高

く、彼らの就業を可能にする支援内容や、職場で

行える対応等を明らかにしていく必要があろう。

また、必要とされる職場に看護師が就業するこ

とのみならず、勤め続ける(定着する)必要があ

る。就業時に看護師に重視される職場属性に加え、

就業継続に関わる職場属性の種類、両者の関連を

念頭においた研究が今後必要になると考えられ

る。

5.結論

K県の全ての訪問看護ステーション事業所を対

象に、郵送法による就業先選好に関する調査を実

施し、コンジョイント分析を行った。その結果、

訪問看護に従事する看護師は、事業所の属性とし

て、「勤務形態」を最も重視し、次いで「職場環

境・組織文化Jr教育・研修Jr月給Jr残業時間」

の順に重視して就業先を決定していた。各水準の

効用値の大きさから、常勤・非常勤等、多様な

「勤務形態」を用意しておくことや、責任範囲が

明確で組織的パックアップ体制等の整った「職場

環境・組織文化Jおよび「教育・研修」の機会を

確保しておくことは、訪問看護ステーションの人

員確保において重要である可能性が示された。
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注
1 24時間連絡体制加算:利用者又はその家族等か

ら電話等により看護に関する意見を求められた場合

に常時対応できる体制。利用者の状況によっては、

緊急に利用者宅を訪問することも少なくない。
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The Workplace Preference by Visiting Nurses 

-An Application of Conjoint Analysis-

Yasuko Ogata *¥ Takashi FukudaぺMichioHashimoto * 3 

Chizu Yoshida *4， Atsuko Nitta *5， Kayo Otosaka *6 

Abstract 

Background: Demand for nursing care is expected to increase in ]apan based on factors such as a graying of 

society and changes in disease structure. However， not all workplaces currently have an enough nursing staff. 

Speci包cally，Home-visit Nursing Care Stations (Stations) are expected to be an important role in at-home care， but 

they are currently understaffed. Surveys have been conducted on the workplace attributes when nurses are 

seeking employment with the objective of eliminating this labor shortage， but little research has been done to 

quantitatively eva1uate the relative importance among at凶butes.

Objectives: The objective of this study was to investigate workplace selection behavior among visi白19nurses. 

Methods: An initial survey was conducted covering all 313 Stations in Kanagawa Prefecture to confirm 

willingness to participate in the survey. A mail survey was then conducted targeting 369 nurses working at 77 

Stations based on也einitia1 survey results. Ten hypothetica1 workplace scenarios were presented to the nurses 

based on 5 attributes 1 (full-time/part-time situation， monthly salary， overtime， workplace environment and 

organizational culture (such as clear delineation of work responsibilities and presence of a backup system)， 

education and training (participation in training outside the station and the holding of case review meetings within 

the station) f. The respondents were then asked to indicate their order of preference for these hypothetical 

workplaces from 1 to 10. A conjoint ana1ysis was used to determine the relative importance among attributes in the 

hypothetica1 workplace. 

Resu1ts: The employment preference order for hypothetical workplace scenarios was analyzed for 221 

respondents. The gender of the respondents was 99% fema1e with a mean age of 41 years old and a mean of 5 years 

of home visiting nurse experience. Nurses place the most relative importance on full-time/part-time. W orkplace 

environment and organizationa1 culture was next. A relationship was found between full time/part拍 nepreference 

in a hypothetica1 workplace and the actua1 full拍 ne/part・timesituation of the nurses. The monthly sa1ary utility 

va1ue was related to household annua1 income and respondent's actua1 sa1ary. 

Conclusions: We found the attributes which are important in attracting Station employees inc1uded offering 

severa1 full-time/part-time options， a well-established workplace environment and organi 

[key wordsJ nursing shortage， conjoint ana1ysis， preference， visiting nurse， home care 
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|研究ノート|

介護サービス市場における情報の

非対称性とサービスの質注1

一介護サービス供給政策の比較静学分析とその実験経済学的検証-

赤木博文*1

鎌田繁則*3

稲垣秀夫本2

森徹*4

抄録

我が固では、基本的な福祉サービスの 1分野である介護サービスの配分も市場原理に委ねられている。この理由は、営

利企業の参入も認められた同市場で、事業者間の競争がサービスの効率的生産をもたらすと同時に、そのサービスの質的

向上が図られると期待されたからである。しかし、市場にサービスの質を識別できない消費者が一定割合存在するのなら

ば、彼らを顧客とする事業者が現れ、そして、生き残る可能性は存在する。本稿は、高い質のサービスを提供する事業者

と低い質のサービスを提供する事業者が混在する市場において、どのような政策を実施すれば市場に出回るサービスの質

を向上させることができるのかを理論的に考察すると同時に、実験によって検証して、その政策効果を確かめた。分析の

結果、有効な政策としては、 1)介護サービス報酬単価の引き上げ、 2)高い質を生産する事業者の生産費用を引き下げ

るための環境整備、そして、 3)低い質のサービスを生産する事業者の生産費用を引き上げるための規制が考えられる。

従来の研究では、特定の制度や特別の監視機能の設置によって市場に出回るサービスの質の向上を図ることを主張する

ものが、多かったが、これに対して、本稿では、現実の介護保険制度を想定して価格規制は前提とするものの、事業者の報

酬単価や生産費用など市場の外部環境を政府が適切に整えることによって市場に出回るサービスの質を改善できるかどう

かを検証している。これは利潤最大化を目指す事業者の自発的な行動の結果である点で、これまで出されてきた先駆的研

究とは異なるものである。

なお本稿の付録には、本論で得られた比較静学結果の現実的有効性を確かめるために行われた実験結果の概要を掲載し

た。この実験は、学生を被験者とした再現実験で、被験者には事業者として、市場に質の識別能力に欠ける消費者が常に

一定割合存在する場合に、自分が高低2つの質のサービスのうちどちらのサービス供給するのかを選択するものである。

介護報酬単価やサービスの生産費用の設定を変えて繰り返し実験した結果、ほぼ理論通りの結果が再現された。

キーワード:介護サービス、質の識別能力、サービスの質、介護報酬単価、経済実験

1 .問題の所在

我が国の介護保険制度は、指定を受けた介護サ

ービス事業者が顧客である要介護認定者と自由に

*1 名城大学都市情報学部准教授
*2 四日市大学経済学部教授
*3 名城大学都市情報学部教授
*4 名古屋市立大学大学院経済学研究科教授

相対契約して、介護サービスの販売を行うことを

認めている。特に、在宅介護サービスについては、

営利企業を含む民間の法人形態をとる事業者の参

入を広く認めており、実際に多くの株式会社や有

限会杜の形態を有するサービス事業者や支援事業

者が事業を行っている。これは介護サービスとい

う商品の性質が、社会的弱者への福祉サ}ピスの

提供であるという側面を有することを考えるなら
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ば、極めて革新的な政策と言えよう。

我が国の介護保険制度がこのようなスタンスを

とるに至った背景には、介護サービスの提供方法

を従来の措置制度から社会保険方式に転換するよ

うに答申した老人保健福祉審議会のある見通しが

あった。すなわち、同審議会は1995年の第一次報

告で従来の措置制度の問題点として、「介護サー

ビスの整備が量的に不十分で、高齢者による利用

には実際上大きな限界があり、地域によっては施

設の入所待機者も多数存在している。また、サー

ビスの質の面においても、個々の高齢者のニーズ

に適切に応え、良質なサービスを受けられるよう

な体制が整備されていない面がある注20Jと述べて

おり、この問題を解消するための1つの方法とし

て社会保険を使った市場原理への移行を強く示唆

した。更に、同審議会は1996年の最終報告の中で、

再び同じ問題点を指摘した上で、「福祉制度にお

いては、一律の基準によりややもすればサービス

の内容が画一的に定められる面があるほか、市場

メカニズムを通じたサ}ピスの質の向上やコスト

の合理化をめぐる健全な競争が行われにくい実態

がある註九」と言う表現で、市場原理への移行がサ

ービスの質を向上させることを期待した。

しかし、初歩的な経済理論が想定する完全競争

均衡の概念がそのまま介護サービス市場に当ては

まるかどうかについては疑問がある。介護サービ

ス市場を特徴づける大きな要因の1つに、消費者

である要介護者が合理的経済人とは呼べない高齢

の心身障害者であることが挙げられる。もちろん

介護保険制度では、要介護者の意思決定を支援す

るためのケアマネジャーの存在や、粗悪なサービ

スを掴まされた場合に備えた苦情処理制度などが

用意されているが、これらの制度が要介護者の完

全な代理人として機能するとは考え難いことから

完全競争市場の仮定は現実性に欠けると思われ

る。もし市場に対峠する一方の当事者である消費

者が供給者と対等の対場で契約に臨めないのなら

ば、その結果生じる市場均衡は非効率的であるだ

けではなく、質的にも劣るサービスが生み出され

ることは明らかである。

そこで、本稿では、合理的意思決定が可能な者

とそうでない者とが混在する市場、あるいは、す

べての要介護者は多少なりとも合理的判断能力に

欠ける面があるとして、家族やケアマネジャー等

から十分な支援を得て合理的意思決定が行える者

とそうでない者とが混在する市場において、営利

事業者聞の競争が市場に出回る介護サービスの質

を高めるのかどうかを検証する。

従来、この分野における市場化の是非ついては、

多くの論者が市場に出回るサービスの質の問題を

焦点の1つに掲げて論争してきた。こうした研究

の先駆的な議論の代表には、大森 (2000)3) と山本

(2000) 4)が挙げられる。まず、大森 (2000)は、医

療経済学の分野で情報の非対称性の分析でよく用

いられる供給者誘発需要モデルを介護サービス市

場に適用し、管理された競争の必要性を論じてい

る。具体的には、事業者と消費者との聞の情報の

非対称性を緩和する仕組みとして、無知な消費者

に代わる「第三者購入者」制の導入を提唱した注 o

大森は、介護サービスの場合にはこの役割を自治

体が負うべきであることを示唆している注5。しか

し、現在の介護保険制度では、第三者購入者に近

い職種として介護支援専門員制度を置いている。

しばしば議論されるように、介護支援専門員は中

立ないしは消費者の完全な代理人として行動する

ことが現実には困難であり、たとえ自治体が同制

度に深く介入したとしても、この制度だけで市場

に出回るサービスの質を保証することは困難であ

ると考えられる。

また、山本 (2000)は、介護サ}ピス市場にプ

リンシパル=エージントモデルを適用して、サー

ビスの質の分布に関する不確実性と価格規制が存



在する場合に、市場に出回るサービスの質がどう

なるかを分析している。この中で、彼は、ある種

の苦情処理制度の導入がサ}ピスの質を保持する

のに有効な政策であると主張している。市場に出

回るサービスの質を管理する方法には、サービス

の基準化とクレーム制度とが考えられるが、前者

がサービスの質の最低基準を保証するに過ぎない

のに対して、後者はサ}ピスの質の平均値を高め

る点で優れていると論じている注6。しかし、この

前提にはクレームが1固で聞き入れられることを

仮定しており、現実には罰則や許認可を伴わない

クレーム制度の有効性には疑問が残る。

これら一連の研究の多くは、特定の制度や特別

の監視機能を設置することによって市場に出回る

サービスの質を向上させようとしてきた。これに

対して、本稿では、現実の介護保険制度を想定し

て価格規制は前提とするものの、事業者の報酬単

価や生産費用など市場の競争環境を政府が適切に

整えることによって、利潤最大化を目指す事業者

の自発的な行動の結果として、市場に出回るサー

ビスの質を改善できる方策を提案する。

この研究では、まず、市場に合理的判断能力に

欠ける消費者が常に一定割合存在する場合に、競

争的な複数の事業者が高低2つの質の水準を選択

することが可能であるモデルを構築し、次に、そ

の市場均衡において、より多くの事業者が高い質

のサービスを供給するような政策を理論的に導出

し、また、実験経済学的に検証した。本稿は、先

行研究である赤木他 (2003)と同じモデルを用い、

同じ展開および同じ結論を得ているが、先行研究

では品質を識別できる消費者割合の増加の効果の

みを実験した。本稿では、比較静学分析を行った

政策変数のうち、介護報酬単価の引き上げ、高い

質のサ}ピスを提供する事業者と低い質のサービ

スを提供する事業者のおのおの生産費用の3つに

ついて、その後に追加実験を行い、これらの経済
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実験を踏まえて最終的な結論を得た。

分析の結果、例えば、今回の改草とは反対に、

政府が介護報酬単価を引き上げれば、高い質のサ

ービスを提供する事業者が増えることが分かっ

た。また、政府は、介護サービスの質について、

ホームヘルパーや看護師、介護支援専門員など有

資格者の配置基準あるいは施設の建設基準等の規

制を実施しているが、この規制を強化し、最低基

準を高めれば、低い質のサービスを提供する事業

者は減少する。更に、高い質のサービスを提供す

る事業者は生産費用を軽減するような政策、例え

ば、この分野の労働に従事する有資格者の供給を

増やすことによって、より安価に高品質の労働力

を確保できるような政策を実施することも市場に

出回るサービスの質を高めることにつながる。

もちろん市場に出回る低い質のサービスを一掃

するための抜本解決策は、すべての消費者が適切

な質の判断能力を備えることである。消費者が完

全に質を識別できるのなら、低い質のサービスを

提供する事業者は市場から淘汰されるであろう。

しかし、政府は、一般的な財サービスについて、

啓蒙によって消費者の質の識別能力を高めること

はある程度可能で、あるが、介護サービスの消費者

である要介護者に完全な合理的判断能力を求める

ことは、ある意味で定義矛盾である。従って、市

場に質の識別能力に欠ける一定割合の消費者が存

在することを所与として、なお高い質のサービス

が多く出回る政策を探求することは、現実の政策

課題として重要な問題であり、本稿の価値もこの

点に見いだせる。

最後に、本稿で得られた比較静学結果は、学生

を被験者とした再現実験でも検証された。各学生

には事業者として、市場に質の識別能力に欠ける

消費者が常に一定割合存在する場合に、自分が高

低2つの質のサービスのうちどちらのサービス供

給するのかを選択してもらった。ある介護報酬単
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価や生産費用の設定の下で、 3つの異なるグルー

プの学生を被験者として設定を変えて各2回、合

わせて6囲の実験を実施した結果、ほぼ理論的に

想定される数の事業者(学生)が高い質のサービ

スを選択することを実際に確認した。

2.介護サービス市場モデルとその

ナッシユ均衡解

(1)介護サービス市場

我が国の介護サービス市場は、介護報酬単価を

政府が統制する固定価格制度の下で、個別事業者

がもっぱらサ}ピスの質の水準を競っている。も

ちろん高い質のサービスを提供するためには、高

い質の労働力や施設、装備等が必要になり、サー

ビスの生産コストは上昇する。消費者である要介

護者がサービスの質を識別し、高い質を提供する

事業者の顧客となるのであれば、市場には高い質

のサービスが流通するが、もし顧客が質の違いを

認識しなければ、各事業者はサービスの生産コス

トを切りつめ、市場には粗悪なサービスが流通す

る可能性がある。

今、議論を単純化するために、すべての要介護

者は同じ介護等級をもち、販売されているサービ

スは1種類だけしか存在せず、そのサービスの報

酬単価pは一律に適用されていると仮定する。

この市場には介護サービスを供給する事業者が

M社あり、要介護認定を受けた潜在的顧客(以後、

これを消費者と呼ぶ)がN人いると仮定する。ま

た、すべての事業者は営利目的であり、サービス

の生産技術は同じ水準であるが、サービスに従事

するヘルパーの熟練度や要介護者に供される紙お

むつの質などサービスを生産するために必要な原

材料の質を変えることによって、高い質のサービ

スHと低い質のサ}ピスLとを作り分けることが

可能であると仮定する。低い質のサービスを生産

するのに要する限界費用は一定で、CLとし、また、

高い質のサービスを生産するのに要する限界費用

は同じく一定で、CH (但しCH>CL) であると考える。

また、消費者の介護サービスに対する晴好はす

べて同質的であるものとする。しかし、消費者に

は2つのタイプがあり、 1つは介護サ}ピスの質の

善し悪しを識別できる消費者であり、高い質を提

供する事業者を探索してサービスを購入すること

ができる。もう 1つは、介護サービスの質の違い

を識別できない消費者である。サービスの質を識

別できる消費者は全消費者の αx100%だけ存在

し、残りは識別できない消費者と仮定する注70

(2)要介護者の需要行動

このとき、 2つのタイプの消費者が取りうる行

動は次の通りである。まず、介護サービスの質を

識別できない消費者は、すべての介護サービス事

業者からランダムに1社選んで、、介護サ}ビスを1

単位購入する。これに対して、介護サービスの質

を識別可能な消費者は、高い質の介護サ}ピスを

供給する事業者の中からランダムに1社選んで、

高い質のサービスを 1単位購入する。後者のタイ

プの消費者は、もし高い質の介護サービスを供給

する事業者が存在しない場合には、介護サ}ピス

を購入しないと仮定する。なお、介護サービスの

質を識別できる消費者が高い質の介護サービスを

提供する事業者を捜し出すための探索費用はゼロ

と仮定する注 o

(3)介護サービス事業者の行動

すべての事業者は営利目的であるが、介護サー

ビスの報酬単価は政府によって固定価格ρに統制

されているので、事業者が取りうる戦略は介護サ

ービスの質を選択することだけである。これによ

って各事業者は2つの可能な単位生産費用のCLか

CHを選択すると同時に、自社の顧客となる消費者

のタイプを間接的に選択することになる。



今、ある事業者が低い質の介護サ}ピスを供給

した場合の利潤 πLを考えるならば、対象となる

消費者はサービスの質の違いを識別できない消費

者に限られるので、 1社あたりの利潤πLは

πL=伊一 ι)(1-α)長 (1) 

と表すことができる。これに対して、ある事業者

が高い質のサ}ピスを供給した場合には、サービ

スの質の違いを識別できない消費者に加えて質を

識別できる消費者も顧客にすることができる。全

事業者数M社の内で、 T杜が高い質のサービスを

供給しているとすれば、高い質のサービスを供給

する事業者の1杜あたりの利潤πHは

1/. ， N. N I 
πH吋 H(T)=伊一 ωj(1ーα)一 +α"-:'f (2) 

I'~ ~/ M ' ~ T I 

と表すことができる。

介護保険市場に参入するすべての事業者は、自

社が提供するサービスの質の選択を唯一の戦略と

して利潤を最大化するように行動する。自社の利

潤の大きさは他社の戦略によって影響を受ける

が、すべての事業者は同質的で、市場に参入した

事業者数Mが十分大きいと想定すれば、各事業者

は他社の行動を所与として自社のサービスの質を

選択すると考えることができる。

(4)市場均衡

以上のように、各事業者が他の事業者の行動を

所与として、より大きな利潤を追求する介護サー

ビス市場では、市場均衡は、すべての事業者の利

潤が同ーとなる状況において成立する。

このような市場均衡は、介護サービスの質を識

別し得る消費者の割合αの水準に応じて3つのタ

イプがあり得る。 1つは、すべての事業者が低い

質のサービスを供給する場合であり、第2の状況

は、すべての事業者が高い質のサービスを供給す

る場合である。そして、これら2つの端点解に加
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えて、1sT三Mを満たす T*杜の事業者が高い質

のサービスを供給し、残りの事業者が低い質のサ

ービスを供給する内点解が成立する場合である。

(2)式より θπHIθT=ー(p-CH)αN/rz<Oであ

り、故に 7rH(M)豆町(T)豆町(1)で、あるから、すべ

ての事業者が低い質のサービスしか供給しない均

衡状態は πH(1)<πL、すなわち、

伊ー ι)(1ーα)長s(p-ω{(1一 α)か叶
のとき成立する。

この不等式を αについて解けば、 α<(CH-cr)1 

!(p -cH)M + (CH -CL))を得る。つまり、サービス

を識別し得る消費者の割合 αが十分に小さく、

(CH-cr)/!(P -cH)M+(CH-CL)) < 1を下回る場合に

は、市場均衡においては、すべての事業者が低い

質のサービスしか供給しない。

次に、 πL<πH(M)、すなわち、

伊ーα)(1-d<O-ω長

のときには、すべての事業者が高い質のサービス

を供給する市場均衡が成立する。この場合の不等

号をαについて解けば、 α>(CH -CL) / (p -CL)とな

る。

従って、サービスの質を識別できる消費者の割

合 αが十分大きく、 (CH-CL) / (p -CL)を超えると

き、市場均衡においては、すべての事業者が高い

質のサービスを供給することになる。

以上の議論を踏まえると、サービスの質を識別

し得る消費者の割合αが、

C:H-C'L CH-CL 
@一 CH)M+ (CH -CL)ーαsp-CL

(3) 

の範囲内にある場合には、低い質のサービスを供

給する事業者と高い質のサービスを供給する事業

者とが併存する市場均衡が成立することになる。

このような均衡において、高い質のサービスを供

給する事業者数T*は、 πL πH(T)を解くことに
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より、

T* ρ-CH 
一 一
一 (1-a) (CH-CL) u. 

と導かれる。

(4) 

(3)式の最左辺は1より小さく、最左辺の分母

と最右辺の分母との差は、 (M-1) (p -CH) > 0であ

るから、 (3)式を満たす1より小さな正の αが存

在することは明らかである。従って、サービスの

質を識別できない消費者の割合が一定割合存在す

るのならば、低い質のサービスを供給する事業者

と高い質のサービスを供給する事業者とが併存す

る市場均衡が存在する可能性は十分認められる。

以下の議論においては、このような内点解とな

る市場均衡が成立する状況を考える。ケアマネジ

ヤ}の存在や事業者に関する情報を提供する介護

サービス支援センターの活動等を考慮すると、介

護サービスの質を識別し得る消費者の割合はゼロ

ではないと考えられるが、他方、ケアマネジャー

や支援センターの提供する情報は地域の要介護者

のすべてに伝播され、大多数の消費者が介護サー

ビスの質を正確に識別する能力を備えるようにな

るとも考え難いからである。

(4)式に示されるナッシュ均衡解の合意は、同

式の両辺をMで除すことによって容易に理解でき

る。今、介護サービス市場における質の高いサー

ビスの占有割合をSと記すことにすれば、

S =zi=-E-t二CH=一定
M 1-a CH-CL ノ』

但し、 P>CH>CL (5) 

となる。しかし、 Sは外生変数であるサービスの

質を識別できる消費者の割合αの増加に応じて漸

近的に比例して高まることが (5)式から分かる。

つまり、市場に低い質のサービスが出回る理由は、

市場に質の識別能力に欠ける消費者が相当割合存

在するためであり、これは介護サービスを市場原

理にもとづいて配分する問題がいかに矛盾をはら

んだものであるかを示唆している注90

3. tt較静学分析

政府の政策目標は高い質のサービスを提供する

均衡事業者数T、ないしは、質の高いサービスの

占有割合Sを高めることである。この目標のため

に政府が市場に影響を及ぼす操作変数は、質の識

別能力を有する消費者の割合α、市場に参入する

事業者数M、介護サ}ピスの報酬単価p、高い質

のサービスを生産するのに要する単位費用CH、及

び低い質のサービスを生産するのに要する単位費

用CLの5つがある。

比較静学分析の結果は表 1にまとめて掲載して

ある。まず、質の識別能力を有する消費者の割合

αを高めることは高い質のサービスを提供する事

業者数を増加させる。 (4)式を αで偏微分すれば、

aT* 並コ並並 1τ>0 (6) 
H-CL (1ーαl

となることが分かる。質の識別能力を有する消費

者の割合αを高めることは、政府が市場に参入し

ている事業者の情報を積極的に流したり、消費者

教育を実施したりすることによってある程度可能

であり、また、消費者が市場で経験を積むことに

よって学習する可能性もある。

市場に参入する事業者数Mの増加は、高い質の

表 1 比較静学結果

操作変数

探索する消費者の割合α

事業者数M

介護サービスの報酬単価p

高い質の単位生産費用CH

低い質の単位生産費用CL

T*への効果

δT*jθα>0 

oT*jθ'M>O 

θT*jop >0 

θT*jOCH< 0 

θT*jOCL>O 



サービスを提供する事業者数を増加させる。 (4)

式をMで偏微分すれば、

θT* P -c. 
一一 一 ~a>O (7) 
θ'M (1-a) (CH-CL) 

となることが分かる。しかし、 (7)式は単に高い

質のサービスの絶対量の増加を示しているに過ぎ

ない。全事業者数Mに占める質の高いサービスを

提供する事業者数T*の割合Sは市場に参入する事

業者が増加しでも一定のままである。これは、 S

がMとは独立になることから明らかである。

介護サービスの報酬単価pを高めることは、高

い質のサービスを提供する事業者数を増加させ

る。 (4)式をpで偏微分すれば、

ar 
一一一---;--，-----7'-':-'----:-，> 0 
ap (1-a)(cH-CL) 

(8) 

となることが分かる。報酬単価ρの引き上げは、

高い質のサ}ピスを提供する事業者と低い質のサ

ービスを提供する事業者の双方の1社当たり利潤

を高めるが、単位サービス当たりの利幅は高い質

のサービスを提供する事業者の方が小さいので、

報酬単価引き上げの効果は高い質のサ}ピスを提

供する事業者に対してより大きくなる削。

高い質のサービスを生産するのに要する単位費

用CHの上昇は、高い質のサービスを提供する事業

者数を減少させる。 (4)式をCHで偏微分すれば、

θT* aM(p -CU 
一一一一 2< 0 (9) 
θCH (1-a)(cH-CL)" 

となることが分かる。単位費用CHの上昇は、例え

ば、ホームヘルパー有資格者数の逼迫や水道光熱

費の上昇などによって引き起こされる可能性があ

る。政府は、直接単位費用CHを統制することはで

きないものの、この結果は、介護サービス産業を

取り巻く経済環境が悪化しないように注意を払う

必要があることを示唆している。

低い質のサービスを生産するのに要する単位費

用CLの上昇は、高い質のサービスを提供する事業
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者数を増加させる。 (4)式をCLで、偏微分すれば、

aT* aM(t -CH) 
= ヮ>0

aCL (1-a)(cH-CL)2 
、、，，，AU
 

唱

E
i

'
'
a
g
E

・、、

となることが分かる。政府は規制を強化すること

によって、単位費用CLが上昇するように仕向ける

ことは可能である。この結果は、悪質な事業者を

摘発したり、事業者に外部評価を課したり、各種

サービスについて最低基準を設けるなどの方法に

よって事業者を規制することが、高い質のサービ

スを提供する経済インセンテイブを与えることに

つながることを示唆している。

4.実験による検証

(1)実験設定

実験は、本論3節で示した5つの比較静学結果

のうち、質の識別能力を有する消費者の割合αを

高める場合と参入事業者数Mを増加させる場合の

2つを除く、残りの3つの場合について、その妥当

性を検証するために実施する。質の識別能力を有

する消費者の割合αを高めることが、質の高いサ

ービスを提供する事業者の増加につながること

は、本稿の先行研究である赤木・稲垣・鎌田・森

(2003) 7)で既に実験を行い確認している。また、

市場に参入する事業者数Mの増加は、高い質のサ

ービスを選択する事業者数Tネの絶対数を増加させ

るものの、全事業者数Mに占める T*の割合Sの増

加には結びつかないので、本稿の目的である市場

に出回る高い質のサービスの割合を高める政策に

は当たらない。

そこで、残りの3つの比較静学結果を検証する

ために実験パラメータの設定を表2の通り行っ

た。実験は、第1実験、第2実験、および第3実験

の3種類あり、実験パラメータの設定はそれぞれ

の実験毎に初期設定と政策変数改定後の2セット

を用意したので、全部で、合計6つのパラメータ設

定がある。また、同表には、それぞれの実験パラ
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表2 比較静学結果検証のための実験モデルのパラメータ設定と理論均衡値

実験パラメータ

事業者数M

消費者数N

探索する消費者の割合α

介護サービスの報酬単価p

高い質の単位生産費用CH

低い質の単位生産費用CL

均衡事業者数T*の理論値

均衡利潤(I社当たり利潤)

一山愛
一
之
ぷ
上

一訂一改

験
一
日

d

一

実
一

1
i
-

第
一
定

一
-
-
三
回
同

一期一初

20 

1000 

0.23 

第 2実験

初期設五下ー改訂後

第3実験

初期設五下ー改訂後

20 

1000 

0.23 

20 

1500 

0.23 

20 

1500 

0.23 

20 

1500 

0.23 

20 

1500 

0.23 

メータを設定した場合の予想される高い質のサー

ビスを選択する事業者数T*の理論均衡値とその時

の1社当たり均衡利潤も併せて掲載してある。

(2) 実験手JI~i1' ll

3つの実験は、名城大学都市情報学部において、

学部学生を公募により被験者として、第1実験は

平成17年12月7日に、第2実験は同13日に、そし

て、第3実験は同14日に実施した。 3つの実験は、

それぞれ20人の被験者を 1つのグル}プとして、

3つのグループの構成員が重複して実験に参加す

ることのないように慎重にチェックしながら選抜

した。

この実験は、各被験者に介護サービス事業者の

立場になってもらい、自分が高い質のサービスか

低い質のサービスかいずれかの選択をする意思決

定実験であったが、被験者には介護サービスの質

を選択する実験であることは告知せず、ある個人

向けサービスの供給業者として、 iAJとiBJ2 

タイプのサービスのうち、どちらを供給するか選

択する実験であると説明した。この理由は、被験

者が社会経験に乏しい学生であることを考慮し

て、「福祉」や「質jというイメージにとらわれ

ることのないように配慮したためである。

被験者には、実験の開始前に、「実験説明」と

「実験記入用紙」を配布(付録 1，2)し、実験者

が「実験説明」を読み上げる形で実施した。「実

験記入用紙Jには、「利潤表」が示されており、

各被験者は、「利潤表」を見ながら、自分と他の

被験者が選択するサービスのタイプの結果によっ

て、どれだけの利潤が得られるのかを予想し、サ

ービスのタイプを選択する。

実験者と被験者は、コンビュータネットワーク

で結ぼれており、被験者の選択はこのネットワー

クを通して集計し、また、その集計結果と各被験

者が得る利潤もこのネットワークを通して各被験

者に送られた。このような意思決定1回を 1ラウ

ンドして、 20人の被験者のうち何人が高い質のサ

ービスの供給を選択するのかを観測した。各グル

ープの構成員には、同じ顔ぶれのままでパラメー

タの初期設定値と改定後の値の下で、それぞれ10

ラウンドの意思決定を 1セットとし、合わせて2

セットの実験に参加してもらった。

具体的な実験手順は、各被験者はIラウンド毎

に「実験記入用紙」にある「利潤表」を見ながら、

AタイプかBタイプかいずれの事業者になるのか
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を記録した。各被験者のノートパソコンの画面に

も同じ「利潤表Jが示されていた。

この「利潤表jの使い方は以下の通りである。

各被験者は他の被験者がどちらのタイプを選択し

たのかを知らない状態で、自分がAかBかいずれ

かを決めなければならない。もしAタイプを選択

するのならば、自分が得る利潤の大きさは他の19

人の被験者の選択に依存して変化する。これに対

して、 Bタイプを選択すれば、他の被験者の選択

に関係なく、常に一定の利潤が得られる。 Aタイ

プを選択した被験者の数は、 1ラウンド毎に実験

者によって全被験者に公表されるので、 Aタイプ

を選択した被験者は各ラウンドの終了後に自分が

どれだけの利潤を得られたのかが確認できると同

時に、 Bタイプを選択した被験者も、もし自分が

Aタイプを選択していれば、どれだけの利潤が得

られたのかを知ることができる。これによって、

各被験者は過去のラウンドの他の被験者の選択結

果を判断材料としながら次のラウンドでの意思決

定を行うことができる。なお、この間、被験者間

及び被験者と実験者間の会話は一切禁止された。

実験終了後、各被験者には自分が事業者として

得た利潤にもとづいて報酬が支払われた。この報

酬は、実験設定の初期値と改定値のそれぞれ10ラ

ウンドの合計である20ラウンド分の利潤(得点)

の合計点を等しい貨幣額(円)に置き換えて支払

われた。各実験グループにおける被験者1人あた

りの平均報酬額は、第1実験では4，593円、第2実

験では4，390円、そして、第3実験では4，499円で

あった。理論通りの均衡値が達成されていたとす

れば、 3つの実験とも被験者1人当たり 4，615円が

得られるはずであった注九

由
之

oω

5 
折

E 

(3)実験結果とその解釈

実験結果は図 l~図 3 に図示されている。まず、

図 1は第1実験の結果を示している。第1実験は、
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介護報酬単価ρを10から 14に引き上げることが高

い質のサービスを提供する事業者数T*を6から 18

に増加させる効果があることを確認する実験であ

る。 2つのパラメータ設定に対する実験結果は、

上下2本の折れ線グラフで示されている。下方に

あるひし形のマーカーを付けた破線が初期設定

(p = 10)の下での実験結果であり、上方にある三

角のマーカーを付け実線が介護報酬単価改定後

(p = 14)の実験結果である。

当日の実験は、パラメータを初期値に設定した

実験を先に行い、引き続き介護報酬単価pを改定

した場合の実験を続けて実施した。そのために、

初期設定の実験結果における最初の3ラウンドは、

20人の被験者が均衡を模索して大きく振れる様子

がうかがい知れる。しかし、その後の7ラウンド

は均衡事業者数6の比較的近傍を上下する結果を

示しており、被験者にはこの辺り均衡があること

が発見できたと思われる。

また、介護報酬単価改定後の実験結果を見ると、

パラメータの変更によって均衡値が6から 18へと

大幅に高まったことを探るまでに、やはり最初の

5ラウンド程度要していることが分かる。これは

同じ被験者グループのままで続けて実験したため

に、初期設定の均衡値のイメージを払拭するため

に探索が必要で、あったことが考えられる。しかし、

6ラウンド目からは明らかに、 20人の被験者は均

衡値18を目指して模索している様子がよく現れて

おり、被験者達はこの辺りに均衡があることを発

見したと思われる。

次に、図2には、第2実験の結果が示されてい

る。第2実験は、低い質のサービスを生産するの

に要する単位費用 CLを5から7に引き上げること

が、高い質のサ}ピスを提供する事業者数T*を4

から 12に増加させる効果があることを確認する実

験である。 2つのパラメータ設定に対する実験結

果は、やはり上下2本の折れ線グラフで示されて
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いる。下方にあるひし形のマーカーを付けた破線

が初期設定 (CL= 5)の下での実験結果であり、

上方にある三角のマーカーを付けて実線が低い質

のサービス生産費用改定後 (CL= 7)の実験結果

である。

初期設定の下で、高い質のサービスを提供する

戦略を採用する被験者が4人現れるという理論仮

説に対して、やはり最初の3ラウンドは均衡値を

模索するかのように大きく上下に振れた。しかし、

4ラウンド目以後はやや理論値よりは高いものの4

から8の聞で推移し、概ね被験者達は理論モデル

が想定するように意思決定したと見なすことがで

きる。

低い質のサービスの生産費用改定後の実験結果

を見ると、パラメータの変更によって均衡値が4

から 12に高まったことを見つけ出すまでにやはり

6ラウンドを要していることが分かる。この理由

は実験1の場合と同じで、同じ被験者グループの

ままでパラメータを変えて続けて実験したため

に、初期設定の均衡値のイメージを払拭するため

にある程度の探索が必要であったためだと考えら

れる。実際、 6ラウンド目からは明らかに、被験

者達は均衡値12を目指して収束させようとしてい

る様子がよく現れており、この辺りに均衡がある

ことを発見したと思われる。

今度は、第3実験の結果を見るために図3を参

照されたい。第3実験は、高い質のサービスを生

産するのに要する単位費用CHを8から7に引き下

げることで、高い質のサーピスを提供する事業者

数T*を6から 18に増加させる効果があることを確

認する実験である。 2つのパラメータ設定に対す

る実験結果は、やはり上下2本の折れ線グラフで

示されている。下方にあるひし形のマ}カーを付

した破線が初期設定 (CH= 8)の下での実験結果

であり、上方にある三角のマーカーを付けた実線

は高い質のサービス生産費用改定後 (CH= 7)の
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結果である。

第3実験の結果も第1実験や第2実験の結果と概

ね似た傾向を示しているが、初期設定の下で、高

い質のサービスを提供する戦略を採用する被験者

が6人現れるという理論仮説については、やや実

験結果が上ぶれしている。特に最初の4ラウンド

は理論値を大きく上回っており、なかなか理論値

の6まで下がらなかった。 5ラウンド目でようやく

4まで下がったが、以後はやや理論値よりは高い7



図3 高い質のサービス生産コストを引き下げた場合
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から9の問で推移した。残念ながらこの実験グル

ープの被験者の中には異常値を出す者が含まれて

いたようである註九

高い質のサービスの生産費用改定後の実験結果

を見ると、パラメータの変更によって均衡値が6

から 18に高まったことを見つけ出すまでにやはり

5ラウンドを要していることが分かる。この理由

は実験Iの場合と同じで、同じ被験者グループの

ままでパラメ}タを変えて続けて実験したため

に、初期設定の均衡値のイメージを払拭するため

にある程度の探索が必要であったためだと考えら

れる。実際、 6ラウンド目からは明らかに、被験

者達は均衡値18を目指して収束させようとしてい

る様子がよく現れており、この辺りに均衡がある

ことを発見したと思われる。

5.むすび

介護保険制度の導入は、営利企業を含めた多様

な事業者の参入を促し、事業者と利用者とが通常

の財サービスと同様に介護サービスを市場で自由

に売買する点で大いなる社会実験であった。通常

の財サービスであれば、市場に参加する消費者は、
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完全情報を有し、合理的判断を期待できる、いわ

ゆる合理的経済人の仮定が想定される。しかし、

介護サービスの利用者は、高齢の心身障害者であ

り、必ずしも合理的経済人の仮定は妥当で、はない。

この場合、例え介護サービスが純粋私的財であっ

たとしても、市場における事業者間の競争がサー

ビスの質の向上をもたらすのか否かについては疑

問が残った。

これに対して、本稿では、現実の介護サービス

市場を踏まえて、各介護サービス事業者は介護報

酬点数表で固定されたサービス報酬単価の下で、

サービスの質を選択する一方、利用者は提供され

たサービスの質を識別できる者とそうでない者と

が混在するという極めて単純化されたモデルを想

定し、市場均衡の結果、どのようなサ}ピスの質

が実現するのかを分析した。

分析の結果、事業者が互いに競争する環境に置

かれたとしても、市場には高い質のサ}ピスと低

い質のサービスが混在する可能性が高いことが分

かった。この理由は、低い質のサービスが存在で

きるのは、顧客の一定割合にサービスの質を識別

することが困難で、ある者が含まれ、この者たちを

相手に低い質のサービスを供給する事業者が現れ

るからである。もしすべての顧客がサービスの質

を識別することが可能であるのならば、同じ価格

のサービスに対して、わざわざ粗悪な質のサービ

スを提供する事業者から購入しないはずで、ある。

この意味で、もともと高齢の心身障害者である要

介護認定者を消費者とする介護サービス市場で、

市場の競争原理に委ねれば最適な資源配分が実現

すると単純に想定することには無理があると言わ

ざるを得ない。

もちろん、現実の介護保険制度でもこの種の危

慎から、介護サービス支援事業(ケアマネジャー

制度)の導入や複数の経路による苦情処理制度を

用意している。また、そのそもそも介護サービス
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事業者は、原則として知事の指定を必要とするな

ど、一定の質を確保すべく工夫が凝らされている。

しかし、本稿では、特別な制度や特殊な監視機

能を設置するのではなく、市場の競争環境の中で

各事業者が通常所与としている経済パラメータを

政府が政策的に変更することによって質を高める

ことが可能であることを指摘した。具体的には、

介護保険制度に含まれる介護報酬単価を引き上げ

ることは、低い質のサービスを提供している事業

者より高い質を提供している事業者の方の利潤を

改善するので、市場に出回る高い質のサ}ビスを

増やすのに効果的である。

また、政府は、ホ}ムヘルパー等の配置基準や

施設の床面積など介護サ}ビスの質に関する最低

基準を引き上げることによって低い質のサ}ピス

を提供している事業者の生産費用を高めることが

できる。これは低い質のサービスを選択した事業

者の利潤を圧迫するので、低い質のサービスを市

場から閉め出す効果がある。

更に、政府は、ホームヘルパーや看護師、介護

福祉士等の介護サ}ピスの供給に必要な人材の養

成を積極的に図って、彼らをより安い費用で事業

者が雇用できるようにすることで高い質のサービ

スを供給するための生産費用を下げることができ

るかもしれない。これは当然、高い質のサ}ピス

を提供している事業者の利潤を増やすので、市場

に出回るサービスの質を高めることに結びっく。

このように、介護サービス市場の事業者環境を

適切に整備すれば、たとえ市場に一定割合の質の

識別能力に欠ける顧客がいたとしても、より多く

の事業者が高い質のサービスを供給することを選

択するので、市場に出回る介護サービスの質を高

めることは可能である。

これらの政策的提言は理論モデルの比較静学分

析によって導出されたが、本稿ではこれを裏付け

る経済実験を実施し、介護サービス事業者に擬し

た人間の被験者の意思決定を通して本稿で提言さ

れた政策の効果が実験的に再現できることも確認

した。

最後に、本稿の分析では、価格が固定された市

場において、同質的な営利事業者が高い質のサ}

ビスか低い質のサービスかの二者択一の戦略によ

ってのみ競争する非常に単純なナッシュ均衡モデ

ルを展開した。当然のことながら現実の介護サー

ビス市場はより複雑で、、本稿で用いたモデルも多

くの点で拡張の余地がある。そのうちの特に重要

な2点を挙げると、 1つは営利事業者に加えて、非

営利事業者が混在する市場を想定した拡張であ

る。非営利事業者の行動は、どのような目的関数

を想定するかによって大幅に変わってくるが、単

にできるだけ高い質のサービスを提供しようとす

る善意の事業者を想定するだけでも営利事業者の

行動は影響を受ける可能性がある。また、もう 1

つの拡張は、介護サービスの探索財としての側面

を分析に加味することである。本稿では、要介護

者の探索行動は想定しなかったが、探索費用を掛

けることによって質の探索ができると想定するの

なら、やはり事業者の行動は影響を受けることに

なるであろう。これらの分析は今後に残された課

題であり、本稿の分析を更に一般化ならびに精鍛

化するための有力な方向性を示していると思われ

る。
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1 本稿は、独立行政法人日本学術振興会の平成15-

18年度科学研究費補助金基盤研究 (B)課題番号

16330053における研究成果の一部である。また、

本稿に対しては本誌査読者から有益かっ適切なコメ

ントをいただいたことを記し、ここに感謝する。

2 老人保健福祉審議会(1995)1) I第1章現状と問

題点」より抜粋。

3 老人保健福祉審議会 (1996)2) I第1部介護保険

制度の基本目標第2章現行制度の問題点」より

抜粋。



4 第三者購入者とは、 Enthoven(1994) 5)が提唱し

ている概念で、そのサービスについての専門知識を

有した消費者の代理人で、供給者の=制面も行う者と

呼んでいる。

5 ただし大森 (2000)は、第三者購入者間の競争関

係も重視しており、単純に自治体の一部局にこのよ

うな組織を置くことを主張しているわけではないよ

うである。

6 介護サービスの基準化を論じた代表的文献には筒

井 (2001)6) がある。

7 2つのタイプの消費者の差は、要介護者本人の能

力差というよりはむしろ置かれている介護環境の差

を想定している。もともと要介護者本人は寝たきり

や認知症等を煩っており、介護サービスの質の違い

を十分に認識できない可能性が高い。その中で、品

質を認識できる消費者とは、同居家族や親類縁者、

地域ボランテイア等の支援が受けられる要介護者を

想定しており、それ以外の要介護者、特に、老いて

都市に移り住んできた独居者や事業者の選択の余地

のない離島、寒村の居住者等は品質の違いを識別す

ることは相当に困難で、あると考えられる。

8 注7で想定したように、質の識別能力のある消費

者とは、現実の介護環境の中では同居家族や地域ボ

ランティア等の支援が受けられる要介護者であり、

各事業者の評判など諸情報はこれらの支援者が無償

で提供すると仮定する。実際、平成 18年度から

「介護サービス情報の公表J制度がスタートし、利

用者はインターネットのホームページ上からも事業

者情報を得られるようになった。また、一部自治体

や公共団体は福祉サービス第三者評価制度を導入し

ており、事業者やそのサービス内容の評価まで公表

している。

9 言うまでもなく、ここで言う矛盾とは、介護サー

ビスに対するニーズが認知症や寝たきり症状の程度

に応じて高まることを指している。他の条件が同じ

であれば、介護サービスに対するニーズが高まるほ

ど、市場原理にもとづく同サービスの配分はサービ

スの質の低下を招く可能性を高めることになる。

10 低い質のサービスを提供する事業者と高い質のサ

ービスを提供する事業者の単位サービス当たりの利

幅は、それぞれP-CLとP-CHである。今、介護報

酬単価をムρだけ引き上げることを想定すれば、こ

の効果は、仮定により CH>CLで、あるので、
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一生L>一生Lとなり、高い質のサービスを提供す
P -CH - P -CL 

る事業者により大きな恩恵、を及ぼすはずである。従

って、市場には、高い質のサービスを提供する事業

者がより多く参入することになると考えられる。

11 本節で実施した経済実験の詳細については説明資

料を用意しているので、下記宛に請求されたい。

干 509-0261 岐阜県可児市虹ケ丘4-3-3

名城大学都市情報学部鎌田繁則

E幽mail:kamata@urban.meijo・u.ac.jp

12 3つの実験の理論報酬額は、 3つの実験報酬額が

完全に一致するように設計された。

13 このグループには、初期値のパラメータ設定の下

で、 10ラウンドを通してずっと高い質のサービス

を選び続けた被験者が2人いた。実験後のインタビ

ューでこの 2人から事情を聞いたが、故意に撹乱効

果を狙ったのではなく、自分の利得(利潤)が高い

質のサービスを選ぶ他の被験者の数が多くなるほど

小さくなることに最後まで気づかなかったようであ

る。第 1実験や第 2実験のグループには、初期設定

時に高い質のサービスを選び続けた被験者はいなか

った。
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付録 1

実験説明(第 1実験用)

被験者番号[ ] 学籍番号[ ] 氏名[

1.注意事項と配布物の確認

これから意思決定実験を行います。

実験中は、被験者どうし話をしたり、「実験記入用紙」を見せ合ったりしないようにしてください。質

問があるときは、その場で手を挙げて実験者に知らせてください。

次に、配布物の確認をします。

配布物は、今読み上げている「実験説明Jが1枚と「実験記入用紙」が2枚です。

確認できましたら、「実験説明」と「実験記入用紙」に「被験者番号Jと学籍番号、氏名を記入して下

さい。「被験者番号Jは、あなたがクジで引いた番号です。

2.実験の概要

これから行う実験では、皆さん20名の被験者の一人ひとりが、ある個人向けサービスの供給業者であ

ると考えて下さい。

このサービスには、 IAタイプ」と IBタイプjの2つのタイプがあり、あなたは実験の各ラウンドで、

この 2つのタイプのうちいずれを供給するかを選択します。

実験は、実験 1と実験2の2回実施し、各実験では、 IAタイプ」または IBタイプJの選択を 10ラ

ウンド繰返して行います。

実験では、 20人の被験者のうち IAタイプ」を選択する被験者の数が「実験記入用紙」の「利潤表」

の表頭に示された値 (0-20)であった場合、あなたが IAタイプ」を選択するならば、あなたは、そ

の列の 1行目 (1Aタイプjと記された行)の値に等しい利潤を得ることができます。また、あなたが

IBタイプ」を選択するならば、あなたは、その列の 2行目 (IBタイプ」と記された行)の値に等しい

利潤を得ることができます。

それぞれの実験では、各ラウンドで得た利潤の10ラウンドにわたる合計に等しい金額(円)を報酬と

して受け取ることができます。

3.実験の手順

実験は、次のような手順で行います。

それでは実験1を始めます。

①まず、ノートパソコンの画面左上の被験者番号を確認して下さい。もし被験者番号が異なれば、正し

い画面が現れるようにワークシートのタブをクリックして選択します。

②「利潤表」を参照して、あなたが供給するサービスのタイプを選択します。「利潤表」はパソコン画面

にも有ります。選択の仕方は次の通りです。

③パソコン画面の 3番目の表を見て下さい。同表の 2行日に「あなたが選んだタイプ」の欄があります。

その lラウンド目にカーソルを当てると、 AまたはBを選択できるタブが現れます。そのどちらかを

選択し、入力が終了すれば、ツールパー上の上書き保存のボタンを押して下さい。このとき、確認画

面が現れることがありますが、正しければOKをクリックして下さい。
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④すべての被験者が入カを終えると、実験者が合図しますので、もう 1度ツールパー上の上書き保存の

ボタンを押して下さい。このとき、確認画面が現れることがありますが、正しければOKをクリック

して下さい。

⑤パソコン画面上の表は更新されました。被験者は、 IAタイプを選んだ被験者数」、 IAタイプを選んだ

者の利潤」、「今回のあなたの利潤」、そして、今固までの「あなたの利潤の累積」に数値が表示されて

いることを確認して下さい。

⑥各被験者は、「実験記入用紙」の記録表に IAタイプを選んだ被験者数」、 IAタイプを選んだ者の利潤」、

「今回のあなたの利潤」、そして、今回までの「あなたの利潤の累積」を転記して下さい。

⑦以下、③から⑤に述べた実験手順を10ラウンド繰り返した後、実験lは終了します。

③10ラウンドが終了しましたら、各被験者は、 10ラウンド目の「あなたの利潤の累積」をR1 (実験②

ではR2)に転記して下さい。この転記が終了したら、エクセルを終了して下さい。

⑨次に実験 2を始めます。実験者の指示に従い、 Imodel 2005bJというファイルを起動して下さい。

⑬実験2も①から③の手順の繰り返しです。

⑪RlとR2の合計を Rl+R2の欄に記入して下さい。この値に等しい金額(円)が本日の実験での

あなたの報酬となります。

以上

4.実験終了後の作業

実験終了後、「出勤表JI支払依頼書」および「謝金支払申請書」を配布しますので、指定された箇所

に、氏名、住所を記入し、捺印して下さい。

また、口座確認のために通帳の表紙裏面をコピーします。

これらの記入、捺印、コピ}が済みましたら、実験者に、「出勤表」、「支払依頼書」、「謝金支払申請書」、

「通帳のコピー」、「実験説明」および「実験記入用紙AJおよび「実験記入用紙BJを提出して退出して

下さい。

なお、クジでヲ|いた番号札および机上に貼られた番号札は各自持ち帰って処分して下さい。
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付録2

第 1実験初期設定用

実験記入用紙A

学籍番号[

実 験 ①

あなたの選

んだタイプ

Aタイプ

Bタイプ

あなたの選

んだタイプ

Aタイプ

Bタイプ

2005年12月7日(水)

被験者番号

] 氏名

ラウンド

あなたの選んだタイプ

Aタイプを選んだ被験者数

Aタイプを選んだ者の利潤

第 l実験介護報酬単価の引き上げ後の設定 用

実験記入用紙B 被験者番号

学籍番号 氏名

実 験 ②

あなたの選

んだタイプ

Aタイプ

Bタイプ

あなたの選

んだタイプ

Aタイプ

Bタイプ

記録表

2日05年12月7日(水)

フウンド 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

あなたの選んだタイプ

Aタイプを選んだ被験者数

Aタイプを選んだ者の利潤

今回のあなたの利潤

あなたの利潤の累積

この実験の利潤の合計

(第10ラウンドの手Ij潤の累計を記入)
=
 

qo 
DH仙+

 
I
 

R
 

=
 

2
 

D目白
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Abstract 

The p山'Poseof our research is to investigate whether providers produce high or low quality service in the 

]apanese care service rnarket. Though the ]apanese Care Insurance has a kind of quasi-rnarket， providers are 

subject to a :fixed price systern and consurners are faced with irnperfect inforrnation about suppliers. Under these 

rnarket conditions， we find that providers can put high quality on their service by adapting a higher :fixed price for 

service， by regulating quality norrn， or by educating consurners. We also confirrn these results by econornic 

experiments. 
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Articles are to be submitted in the format of an A4-size Microsoft Word document五lewith 36 lines per page. As 
referee reading will be conducted anonymously， the following four items should be included on the cover page 
(first page)， while the main text should appear from the body page (second page) onward and acknowledgements 
should not be included from that page onward. (1) The title of articles， the name， title and institutional affiliation 
of authors， acknowledgements， and the date of submission must be entered clearly on the cover page. (2) The 
name， title， institutional affiliation， address， telephone number， fax number and email address of authors should also 
be provided separately for contact purposes. (3) In the case of co・authoredarticles， the email address of all the 
authors concerned must be supplied in full. (4) Where articles are based on research that has been supported by 
grants， fel10wships or other such funding， authors are to give the name of the awarding institutions or 
organizations concerned， the year of the award and all other relevant information in their acknowledgements. 

2. Articles in Japanese should be no longer than 12 pages， with 40 characters per line. Articles in English should be 
no longer than 6，000 words， excluding the cover-page， figures/tables and abstract. 

3. An abstract of about 1，000 characters in Japanese or about 400 words (double四spaced)in English should be 
prepared and attached to the article. 
Up to 10 Japanese and 10 English keywords are to be selected for article searches and listed at the end of the 
abstract. Keywords in English should as a rule be in lower case letters. 
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1) Wazana， A. Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift? Journal of American Medical 
Association 2000; 283: 373-380. 
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1) Organization for Economic Co-operation and Development. A System of Health Accounts. Paris: OECD 
Publications， 2000. 
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1) Fuchs， V.， 1991. National health insurance revisited. Health A百airs[Winter]， 7-17. (Translated by Emi， Niki， 
Kenjo. Future of Healthcare Policy. Keiso Shobo， 1995. 245-261). 
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2008年3月吉日

会員各位

医療経済学会第 3回研究大会

大会会長西村周三

「医療経済学会第3回研究大会」のご案内(第二報)

拝啓 会員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、医療経済学会主催、第3回研究大会 (2008年度)を次の要領で開催する運ぴとなりました。つき

ましては、ご多忙中のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご参加頂きたくご案内申し上

げます。

敬具

記

1. 研究大会

期日:2008年7月19日(土)9:00・17:00(予定)

会場:京都大学京都市左京区吉田本町(京都大学時計台百周年記念ホール・国際交流ホール)

参加費:会員 5，000円、学生会員 1，000円、非会員 10，000円

11.総会

7月19日研究大会当日、総会を開催致します

111. 演題募集

報告要旨申し込み:予定どおり 2月20日を持ちまして申込を締切りました。多数のご応募有難う御

座いました。

〈今後のスケジュール〉

採否公表:2008年4月上旬

参考:採用された方のみ

大完成報告論文提出:2008年5月30日(金)

(採用論文は、指定討論者へ事前送付致しますので、上記期限までに完成論文として事務局へご提

出をお願い致します。なお、完成論文は指定討論者が事前に十分に発表予定の論文内容について

把握し、討論準備ができるようにすること)

大PowerPoint の提出 :7月4日(金)

ご質問等のある方は、下記事務局までご遠慮なくご連絡下さい。

お問い合わせ先

干 105-0003 東京都港区西新橋1ふ11 第11東洋海事ピル 2F

財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構内

医療経済学会事務局

TEL 03-3506・8529 FAX 03・3506-8528

E-mail: gakkai@ihep.jp http://www.ihep.jp/ 



[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
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 

l氏 名J
*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J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

[入舎の申し込みおよびお間合せは下記へ]

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 

日
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