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イデオロギーとしての「出来高払い方式Jの終爵

慶慮義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授

高木安 雄

ニューヨ}ク・ヤンキースの名監督、ジョー・トリ}氏が大幅減俸の再契約を拒否して、今季限りで退

任するニュースが入ってきた。その理由は、「契約期間にも不満を感じたし、出来高払いは侮辱と受け止

めた。交渉の余地も、まったくなかった」というものだ(朝日新聞2007. 10.20 夕刊)。専門職者の技術

評価は、出来高払いが一番ふさわしいというこれまでの考えに真っ向から対立するものであり、「おや

つ?Jと思った人も多いはずである。

再契約の提示内容は、プレーオフ進出などの出来高払いをつけた1年契約で、今季の年棒750万ドルか

ら500万ドルへの大幅な減俸だという。監督は、「金額の問題ではなく、提示の内容が屈辱的だ、った」と出

来高払いに激高したと報じられている。確かに、功なり名をとげた名将・名監督に対して、プレーオフ進

出や地区優勝、ワールドシリ}ズ制覇ごとに出来高払いで年棒を支払うのは失礼かもしれない。「そこら

の若造とは違うのだぞ!Jという怒りだ、ったと考えられる。

わが国の診療報酬の出来高払い方式も、医師も患者も共に若い戦後の一時期には有効で、あった。少ない

医師でたくさんの患者を診療してもらうには、「もう一人多く診れば収入も増えるJという出来高払いが

効果的であり、医師も若さゆえにそれに応えることが出来たのである。皮肉な見方をすれば、出来高払い

のニンジンをぶら下げられて、医師はクスリと検査で患者をさばいて来たといえる。

しかし、後期高齢者医療制度の診療報酬の議論にあるように、そろそろイデオロギ}のように信奉され

てきた「出来高払い方式」は見直されてよいだろう。外来医療において後期高齢者を総合的に診る主治医

の役割が強調され、いわゆる主治医の「登録制度」の提言がある一方、患者のフリ}アクセスの制限は不

適当という伝統的な考えからの反対もある。外来医療において、総合的に診る医師をどう決めるか、その

報酬をどう支払うか、主治医の役割はもちろん、責任と誇りを保証するものでなければならない。

病院・診療所の外来医療の点数のうち(平成18年社会医療調査)、初診・再診や医学管理、在宅医療の

診察部分は32.5%であり、投薬・注射が27.6%、検査・画像診断が22.6%となっている。この三者で医療

費の82.7%と占め、これに処置の10.9%を加えると 93.6%とほぼ全体を構成する。そして、医師の技術の

根幹をなす内科系の診察と外科系の処置を合わせると43.4%となり、診療所の外来ではこれが51.6%とさ

らに高くなる。これら診察、処置の点数は患者か来るか来ないかで決まってしまうものであり、クスリや

検査の物の部分が医師の技術と収入に対して中立的であるとすると、何のことはない現行の出来高払い方

式も患者の頭数で決まる包括支払い方式と変わらないことになる。イデオロギーとしての「出来高払い方

式」は後期高齢者の診療報酬の中で、そろそろ終罵を迎えていると思うのだが…。
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特別寄稿

医療と介護:健康資本か5のアプローチ

南部鶴彦*

抄 録

高齢化とともに老人の健康資本は不可避的に磨耗せざるをえない。これによって医療(老人保健)だけでなく、医学的
な見地よりも広い意味で身体機能の衰弱をカバーするための介護ケアが必要となる。介護保険制度は老人が自立的に被保

険者として介護サービスを需要するものと想定している。そこでこの論文では、老人が医療及び介護サービスを自らの判

断で最適に選択するというモデルを構築した。このときキーとなるのが健康資本の概念で、健康人の健康資本の水準を

Hoとするとき、高齢化によって老人の健康資本は δという率で磨耗していると仮定する。すると t時点での老人の健康資
本Htは Ht={1-S )Ho と表現できる。

このような概念を導入することにより、介護保険制度の下で医療(老人保健)支出と介護支出との関係がどのように

変化するかを δを中心として分析し、要介護度の上昇が与える影響を明らかにした。

キーワード:健康資本、老人保健、介護サービス、磨耗率、介護保険制度

1 .健康資本の減耗

老人の健康水準をM.グロスマン型の健康資本の

概念を利用して表現する。グロスマンの原モデル

は健康人が初期の健康資本水準からスタートする

として、追加的にどれだけの健康への投資が効率

的かを分析するものである注l。老人の医療と介護

とを分析するにあたっては、このモデルとは異な

る側面を導入する。老人とは加齢によって健康資

本ストックが減耗している人々のグループと定義

する。健康資本ストックは物理的あるいは医学的

には、膨大な数の部品 例えば筋骨格、眼球、毛

髪などーから成り立っているものである。これら

* 学習院大学経済学部経済学科教授

の部分は個人差があるにせよ、経年変化にさらさ

れざるをえない。そこで、平均的な老人を考えれ

ば、部品の劣化は自然の法則として避けられず、

それによってt時点での健康資本ストック Htはあ

る率で減耗してゆくものと考えられる。いまこの

減耗率を dとすると t時点での老人の健康資本ス

トックを次のように書くことができる。

Ht=(l-d)品 (1) 

ここで、 Hoとは平均的な個人が健康な状態にあ

るときの健康資本の水準と定義する。 dは年齢水

準や性別などによって異なるがこれらをここでは

捨象して、(1)は「老人」がータイプしかいない

という単純化を行なったものである。

さてここで医療と介護とを区別して分析するた

めに、老人の健康状態に応じて供給されるサーピ



102 医療経済研究 Vo1.19 No.2 2007 

スを次のように分類する。まず医学的な観点から

なされる医療 (cure) とは、(1)の減耗分bHoに

対して行なわれるものとする。これに対して介護

とは老人の生活機能水準が医学的に見た減耗分を

上回って低下していて、医学上のcureには分類さ

れないが、現実的に必要とされるcareというサー

ビスと定義する。そこで老人の健康状態に応じて

次のような医療と介護のサービスが対応する。

bHo>O 
jー+医療のみ必要

(1 -b )Ho -Ht = 0 ) 

(1-b)Ho-Ht>O一一+医療と介護とが必要

bHo=O ー医療は不要

次に老人が医療と介護のサービスをどれだけ需

要するかについて次のようなモデルを考える。老

人は医療と介護のサービスを受けて、健康水準を

回復することによりその厚生水準は上昇する。こ

のとき次のような選択がなされることに注目しよ

う。健康資本の減耗という問題に直面していない

相対的に若い世代については、医療は一時的に低

下した健康資本水準を元の健康状態に回復させる

ものと見るのが妥当である。医療保険制度も難病

や奇病のケースを除いて基本的に低下したレベル

を100%回復させることを目的としている。とこ

ろが、老人については健康資本の減耗という別個

の問題がある。これを一般の資本ストックと比較

してみればその特異性が明らかとなる。経済活動

で使われる資本は機能の低下が部品からもたらさ

れるときは、部品を交換することでリニューアル

することができる。つまり 100%の復旧が部品の

みで可能である。ところが人体については、この

ような形での100%の回復は不可能である。老令

化がもたらす身体の衰弱はある程度までの回復し

か望みえない。したがって老人が医療サ}ピスと

して需要するのも、減耗分bHoの100y%(0くyく1)

とすることができる。介護についても医療と同様

のことが言える。医学的に定義される減耗分以上

に老人の身体機能が衰弱していることは往々にし

て起る。この衰弱分に対してケアが必要となるが

衰弱分を 100%ケアによってリカバ}することは

非常に難しい。そこで老人は介護についても

100%ではなくて100x%の回復によって効用をう

る (0くxく1) と考える。すなわち老人は医療と介

護サービスについてそれぞれ

(x [(1-b)品 -Htl， ybHo) (2) 

だけ健康を回復させることによる効用を得る。

2 .効用関数の形状

ここで老人の効用関数Uを次の変数によって定

義しよう。老人の経済的厚生水準は日常の生活に

不可欠な必需的商品と、前述の医療と介護のサー

ビスに依存するものとすると Uを次のように書く

ことができる。

U= U(Z，x[(1-b )Ho -Ht]， ybHゆ (2) 

Zは生活必需品のバンドルを示すものとし、そ

の価格をpとする。さらに介護と医療についてそ

れぞれx%、y%回復させるのに必要な単価をWl，

W2とする o Wl， W2は介護保険、医療保険の自己負

担分である。このとき老人の可処分所得をYとす

れば、予算制約は次式であたえられる。

Y孟pZ+ wlx[(1-b )Ho -Ht] + w2ybHo (3) 

分析を単純化するためにとりあえず生活必需品

Z はZという水準で一定であるとしよう。一部の富

裕層を除けば老人は年金で生活しているので、こ

のような仮定は妥当する。すると (3)を書き直し

た (4)の左辺は生活に必要な最低経費を控除した

後に医療と介護に投入できる予算の制約を示す。



Y-Pz孟wlx[(l-d )Ho -Htl +ω2ydHo (4) 

老人は自らの効用を最大にするようなxとyの配

分比率fとfとを選択する。 (4)から予算線は次

のようになる。

y=~01[(1- d)Ho -Htlx F 
一一一 ω'2dHo w2dHo 

ただしF=Y-pZ

(5) 

Fは医療・介護への支出可能な予算である。こ

こで、Ht/Hoを次のように定義する。

z =1-h (6) 

hは老人の健康資本が身体機能の面から見てど

れだけ減耗しているかを示す指標である。介護が

必要となる老人はHtがdHo以上に減耗していると

定義されているのでhとdについては次の関係が

成り立つ。

k>d (7) 

これを用いて (5)は次のように書き直せる。

y 14110-d)F/Ho 
=一一一一--<-X +一一一 (8) 

ω2d ω2d 

老人は医療・介護保険に加入した自立した被保

険者であると日本の制度は仮定している。したが

って老人は生活必需財Zを所与とした上で自らが、

xとyの水準を選択する。最適なxとyの水準は次の

図1の点Eで与えられる。

したがって老人が介護と医療に支払う金額は

介護費=ωlx*[(l-d)品 -Htl 

医療費=w2y*dHo 

となる。老人の意思決定に家族の意向が影響を

与えるとすれば、次のように考えられる。家族の

メンバーはいったん (x*，y*)が決まったときその

結果を判断し、それが家族とのコンクリフトを起

こさなければ (x*，yつはそのまま老人の意思決定

となる。もしコンフリクトがあるときは家族内の
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y 

F/Ho 
w2d 

O 

U 

U 

x 
x* 

図1

調整が必要であるが、このときには調整の最終結

果を反映するものとして図 1のuuは描かれてい

るとする。

3. 6と要介護度

ここで (7)式で定義されたhとdの関係につい

て考察しておこう。 hは医学的な観点よりも広い

意味で老人の身体能力の程度を示す指標である。

身体的衰弱は健康資本の減耗によって起ると考え

れば、 hとdの聞には次の (9)(10)の関係が想定

される。

k = k (d) 

dk/dd >0 

(9) 

(10) 

すなわち dの上昇はhの上昇をもたらすと仮定

することができる。しかしhの限界上昇率がdの

増大とともにどう変化するかは一義的には決定で

きない。ここで導入されたhは身体的機能の減耗

に対応しているので、介護保険制度から見れば要

介護度に相当する。そこで健康資本の減耗によっ

て身体的能力の低下つまり要介護度の上昇がどの

ように起るかを次の 2つのパターンに分けて考え

てみよう。次の図2と図3は要介護度がdの上昇
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によって逓増的に上昇するケースと逓減的に上昇

するケースを描いたものである。

図2のケ}スではhはdとともに逓増し、ある

dの水準を超えるとhは1つまり寝た切りのよう

な状態になる。つまり要介護度が4ないし 5にな

るというケースである。一方図3のケースは dの

上昇によってhつまり要介護度も上昇するがdが

極端に大きくなるときのみhもlの近傍に来ると

いうケースである。これら二つのケースではhの

δに関する弾力性が異なる。弾力性をOで示すと

すると

。dk/k
dJ/J 、.，，，

可
E
i

唱
E
A

〆

's、、

h 

1 

δ 
I O 

図2

h 

d 
45

0 

1 O 

図3

図2はhがlに至るまで0>1であり、図3では

θ<1である。前者はhがdに関して弾力的、後者

は非弾力的とよぶことにしよう。

ここで (8)のZの係数に着目する。これは予算

線の傾きを与えているが次のことに注意しよう。

k-J k 
一一一=一一 1=h
J J 

これを dで微分すると

dh k 
ー一 =っ(0-1) 
dJ d 

(12) 

(13) 

すなわち δが増加するとき傾き hが増加するか

否かは弾力性Oに依存する。そして

、dh
O孟1 ならは一一孟O

dJ 

， dh 
θ<1 ならは一一<0dJ 

(14) 

(15) 

このことから dが増大するとき 0が l以上なら

予算糠の傾きは急になり 0が l以下なら緩やかに

なることがわかる。

4.要介護度のインパクト

次に老人が選択する (x*，y*)がパラメータによ

ってどのように変化するかを順次検討する。前述

したように要介護度に対応するhは健康資本の減

耗率 dに依存している。そこでdが増大する一つ

まり平均的には高齢化が進み、老人の身体機能が

衰弱するーときの医療と介護サ}ピスへの需要の

変化を調べてみよう。

前節でみたように予算線の傾きはWlと仰を一定

とすると dによって変化する。 hとdに関する弾

力性Oが lよりも大のときと 1よりも小のときと

が次の図4と図5で示される。 δが上昇するとき

はy切片は下落するが、これは老人医療費w2oHo

の増大から当然である。

図4はOが 1以上のケースで予算線の傾きはd



の上昇により急となり、図5はOがl以下のケ}

スで新しい予算線は旧予算線と交わる。これは

(11)に則してみると図4では dの上昇以上にhの

上昇があってxの傾きは急となり、老人支出可能

領域が縮小すること、一方図5では dの上昇ほど

hは上昇しないので、介護に関するコストは相対

的に低下して予算線はtの水準以上では拡大する

ことを意味している。

このように dの上昇は予算線に異なる影響を与

えている。そこでrがどのように変化するかを直

観的に見るために次のような工夫をしてみよう。

老人保健費は要介護度が上昇しでも大きな変化が

ないというのがよく見られる現象である注2。そこ

y 

y* 

o x判 x* 1 
x 

図4 8> 1のケース

y 

y** 

y* 

O x' X x* x*** 1 
z 

図5 8<1のケース
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で分析を容易にするために老人医療費への配分費

y本は一定とする。するとfに対応する予算線上の

xの値は図4と図5のx**.x*柑で、示される。すなわ

ち弾力性Oが1よりも大のときは、介護への配分

比fは低下する。これは dの上昇によって老人の

予算線は一様に下方へシフトするから当然のこと

である。一方0が1以下のケ}スでは図4のよう

にyがy*のときは介護支出への配分比xは以前より

も増加してf紳となる。これは6が上昇するほどh

が上昇しないので、相対的に介護サービスが割り

安になる結果、図5の£よりも右側では予算線が

拡大するからである。しかし以上のようなfの変

化は、医療配分比y*が低いときに起こることであ

る。もしfがy帥のように高い水準にあると、。

が 1以下のケ}スでもfはxのようにより低い水

準へと低下する。

5 .介護支出と罷療支出への5の影響

前節で、はyを一定として直感的に見やすい分析

を行なったが、ここでより詳しい検討を行なう。

介護支出と医療支出の相対比が健康資本の減耗度

dの上昇によってどのような影響を受けるかは高

齢化という視点、から重要な問題である。人口に占

める高齢者の割合が大きくなるほど、マクロ的に

見てdの上昇は次のような連鎖的な影響を与える。

そこで次の視点からの分析が必要となる。

(1) dの上昇によるhの上昇の効果。

(2) dが上昇すればより多く老人が要介護度の

高いサービスに移行する。このときサービ

ス・メニューは増大するので介護サービス自

己負担分飢は上昇する。これが介護に与える

効果。

(3)介護サ}ピス自己負担分の上昇によって医

療サ}ピスへの代替があるとすれば医療への

交差弾力性の大きさ。さらに医療サービス自
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己負担分W2がdによって変化するが、ここで

は老人保健法によってその影響は軽微として

無視することにする。

さて(1)から (3) までの効果を見るために、

介護支出と医療支出の比をQとすると

Q =Zvzyt5Ho 
ωa[ (1 -δ)Ho-Ht] 

YWz 

k-t5 
XWl('" t5 V) 

ここで次の弾力性を定義しておく。

介護サ}ピス自己負担分の dに関する弾力性

の一空1 t5 -
W1 dt5 

介護サービスxの飢に関する自己価格弾力性

dx W1 

-η11 =-X dω1 

医療サ}ピスyのω1に関する交差価格弾力性

dy W1 

1712=----; dω1 

さてQの自然対数をとってこれを dについて偏

微分すると

1 8Q 1 
一一一=: [<jJ (1721 +η1 -1)一一一(0-1)] Q 8t5 t5L

'I" '/21"/11 ~I k-t5 

これを次のケースに分けることができる。

ケ}ス 1: 0 >1かつ η21+η11<1 

交差弾力性η21と自己弾力性η11の和が 1以下の

ときつまり介護から医療への代替が非弾力でかつ

健康資本の減耗とともに身体機能が急激に低下す

るときは、 8Q/8t5<0となる。すなわち介護支出

が相対的に増大して、比率Qは低下する。これを

先の図4のケースと比較してみよう。図4では医

療への配分比yを一定として、介護への配分比x

が減少することが示された。しかしOが1以上で

あるためにdが上昇すると介護へのニード (1-t5) 

Ho-Htの急激な増大がある。かつ弾力性が小さ

いので、仙の上昇によって支出額は増大する。これ

らの結果相対比Qは下落するのである。

ケ}ス 2:0<1かつ η21+η11 > 1 

。が l以下で身体機能の低下はゆるやかでかつ

交差弾力性と自己弾力性の和が 1以上というとき

は、 dの上昇にともなう価格弾力性の効果が働い

て、介護から医療への代替が起る。このようなこ

、8Q
とが可能であれば >0で相対比Qは上昇する。

θd 

しかし医療への代替が供給の面から可能か否かは

現実の制度上の問題である。医療側の供給が需要

に対応し切れないときは、このケースは現実的と

言えないであろう。

ケ}ス 3 0 < 1， 1721 +η11<1で

出(1-0) >ゆ(1-17 21 -17 11) 

ケース lのように各価格弾力性が小さくても h

とdの相対的な大きさによってはδQ/δt5>0とな

ることがある。一亙~ (1 -0 )の大きさはhとdにk-t5 

いくつかの数値をあてはめるとその変化が明らか

になる。

t5 = 0，1， k = 0.2のとき 2(1-0) 

δ= 0.4， k = 0.5のとき 4(1ー θ)

t5 = 0.8， k = 0.9のとき 9(1-0) 

以上のように健康資本の減耗度dと身体の衰弱

h 
度hとが大きいときは一一 (1-0)は急激に大きk-t5 

くなるので、。が 1以下でも 8Q/8t5>0が成り

立つ。これは図5での分析と対応している。もし

dとhは非常に大きく医療への配分比yが大である

ときは dの上昇は介護への配分比xを減少させる。

但しここでもケース 2と同じく、介護から医療へ



の代替可能性は医療側の供給能力に依存している

ことに注意せねばならない。

6 .代替か補完か

図1で、老人の選択する最適なxとyが求められた。

ここで効用関数についてより現実的な老人の置か

れた家族的環境の要素を導入しよう。前述したよ

うに老人の効用は老人自身だけでなく老人の厚生

を気づかう家族の効用にも影響されることがある。

効用関数Uの中に家族の気配りが含まれていると

すると、 Uは一様ではなく、家族環境に応じて異な

る曲率を持つことになる。換言すれば家族による

介入が効用関数に反映されるとすれば、同一の所

得水準で、あっても、最適な (x，y)の組み合わせは異

なる値をとる。すると次のように、同一の予算線

上にいくつかの均衡点を描くことができる(図6)。

Ulと仰を比べれば同じ所得水準Yであっても Ul

タイプの家計では介護よりも医療に多く支出し、

仰はその逆である。ただし医療と介護サービスの

供給に制約があれば、このようなZとyの選択の余

地は狭められることに注意せねばならない。この

ような制約があるにせよ、 Zとyのばらつきが同一

y 

U1 

U2 

y{ 

ー一一ー--1---ーー--l-ーーーー

y; I 
O | 

¥ x 
XI * ZJ JE3 * 

図6
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所得線上でおこりうるのは、日本の地域相互間

(例えば県と県との差あるいは同一の県でも市町

村での差)で介護に対する考え方の差異あるいは

カルチャーの差異があるところから発生すると考

えられる。

さらに生活必需品への支出額についても地域間

の差異があることに注意せねばならない。すなわ

ち老人の必要とする最低限の生活上の支出は、地

域ごとの物価水準が異なることによって変化す

る。その上に、老人の生まれ育った生活環境も必

要とする商品のバンドルZに影響を与えるはずで

ある。例えば、大都市圏と地方都市とでは必要と

されるバンドルZは異なり、同時に物価水準も異

なる。したがってモデルにおける

F=Y-pZ 

は地域によるぱらつきを生み出し、予算線は図

7のAA'、BB¥CC'のように複数本描ける。それ

ぞれの予算線上で地域聞のカルチャーの差が図7

のような複雑の均衡点イ、ロ、……をもたらすで

あろう。

各均衡点イ、ロ、……に対応して介護と医療へ

の支出額Elとあが次のように決定される。

y 

C 

B 

ノ‘。| ¥ ご〉 ¥ x 
A' B' C' 

図7



ってこれらの平均値を観察するときは、介護と医

療はあたかも破線でかこまれたようなトレンドが

Vo1.19 No.2 2007 

介護支出=El= W1Xパ(1-d )Ho -Ht] 

医療支出 =E2 = w2y/d Ho 
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あり補完関係が示唆されているように見える。し

かし予算線上について見ると介護と医療は必然的

に代替関係すなわち介護と医療いずれか一方は残

余という形であらわれる。これまでの実証分析に

ここでiはイ、ロ、ハ…に対応している。

所与の所得水準ものとでこれは次式を満たして

いる。

おいて、県単位の市町村デ}タをとると医療と介

護には代替的な関係があるが、都道府県デ}タで

は両者に正の関係があり補完的関係があることが

指摘されている加、このような事実は以上のモデ

yi -tiZi = Fi = W1Xi* [(1-d)Ho -Htl + W2y;* dHo 

すなわち

ル分析によれば矛盾するものではないことが指摘

Fi =Eli +E2i 

が成り立つ。

そこでこれを図8のように図示する。 できる。

7 .政策的含意

介護保険導入のあり方を論じていた1990年代の

政策決定過程で医療と介護間の境界線をどう引く

かは最大の課題の一つであった注4。そして介護保

険の導入により老人保健支出の削減が可能になる

という期待が一般的であったと言えよう。しかし

介護保険制度は老人が被保険者として独立してい

るということを制度上では出発点にしているか

図の45度線上の点は図アのイ、ロ、ハに対応す

る支出額である。

イ、ロ、ハは医療・介護への支出可能額のもっ

とも小さい地域、 ト、チ、リはそれがもっとも大

きい地域であるとしよう。各地域ごとにイ、口、

ハやト、チ、リの平均値をとると、各エリアで均

衡点の分布が極端に片寄っていなければ次の図9

のような介護と医療の組み合わせを示す (El，E2) 

を得ることができるはずである。

a， b， c， dは各予算線上の平均値を示す。したが

E2 E2 

、、
¥ 

¥ 、、、-、一、/今、
¥ 、

、/¥:、ーノ、 j 

¥J〆 ¥Q
ノ、、土、f

、ノ、〆1 ，、、/¥、 ""1 、、
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ら、介護保険制度の成立以後は老人が医療と介護

のサービスをどう選択するかは老人自身の意思決

定に依存する。したがって医療と介護への支出パ

タ}ンがどうなるかは、老人の効用関数と予算制

約によって決まり、ア・プリオリに両者の関係が

どうなるかは、モデルを明示した分析によらなけ

ればわからない。この論文では介護および老人保

健へのニ}ドの発生を、健康資本の減耗と身体機

能の全般的な衰弱という概念を用いて分析した。

この二つの概念は要介護度という政策上の指標と

対応させることができるので、高齢化にともなう

要介護度の全般的な上昇が介護および老人保健へ

の支出をどのように変化させるかを明示的にする

ことができる。さらにこのモデルでは老人に固有

の特性として老人は介護と医療への必要量の

100%を選択しないことを仮定している。健康資

本の水準の低下に対して100%の回復を求めるの

は相対的な若年層に限られると考えられるからで

ある。この仮定の導入によって老人自身の裁量

(ときには家族の介入によって修正される)が介

護と医療へ予算をどう配分するかを明らかにする

ことができる。最終的には介護費用と老人保健費

との比率が何によって決定されるかが問題とな

る。本論ではこの比率を健康資本の減耗率と結び

つけることができた。そしてこの概念をキィーと

して価格弾力性や要介護度などを連鎖的に分析の

枠組に導入し、医療と介護への支出パタ}ンがど

のように変わりうるかを明らかにすることができ

た。要介護度認定のあり方について今後政策的に

再検討がなされるとき、以上のような分析モデル

は不可欠な役割を果たすものと考えられる。
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1 Michael Grossman. “On the Concept of Health 
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(6.73) 
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= 0.134 
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-An Economic Analysis of Aging by the Concept of Health Capital -

Tsuruhiko Nambu* 

Abstract 

It is generally observed由atthe physical capability tapers 0旺accordingto aging among the elderly people. We 

can describe this process by the application of也econcept of health capital. We assume that the health capital of the 

elderly continues to depreciate at the rate of d. Thus the health capital of the elderly at time t is written as below. 
H戸(I-d) Ho 

where Ho stands for the level of health capital when people are healthy. 
When people get older， some of them need physical cares as well as health care. In this paper the demand for 

health care and elderly care is derived by the maximization of utility function of the elderly that incorporates the 

rate of depreciation of health capital. This enables us to analyse how the ratio of health care expenditure to the 

elderly care expenditure will change according加 thefuture aging under the regime of the elderly care insurance 

system introduced in 2000. 

[key wordsJ Health capitaL Health care， Elderly care， Rate of depreciation， Elderly care insurance system 

* Facu!ty of Economics， Gakushuin University 
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論文

介護保険導入による介護サービス利用可能性

の拡大が高齢者の長期入院に与えた影響

花岡智恵キ1 鈴木 亘申2

抄録

2000年4月に施行された介護保険制度導入の1つの目的は社会的入院を是正し医療費を効率化させることにあった。こ

の論文では、介護保険導入による介護サービスの利用可能性の拡大に焦点をあて、それが高齢の長期入院患者の退院確率

に与えた影響を分析した。用いたデータは、富山県の国民健康保険老人医療の入院レセプトデータから、介護保険導入前

後の約5年間において、疾病コードの情報が得られる3，043人のパネルデータである。入院患者の入院先医療機闘が提供す

る3つの介護サービス一一一介護療養型医療施設、デイケア、そして、介護老人保健施設一一一の利用可能性拡大が入院

患者の退院行動にどのような影響を与えたかをし0少logisticハザードモデルを使用して分析した。分析の結果、介護保険

導入による介護療養型医療施設の病床増加は、比較的医療行為の少ない入院患者や、長期入院の傾向にある患者の退院確

率を高めたことがわかった。特に、 2002年度以降180日超入院の特定療養費化に伴い付加された、長期入院患者を介護療

養型医療施設ヘ移行させる誘因となる条件により、介護療養型医療施設の病床増加は長期入院患者の退院確率を大幅に高

めた。この結果からのインプリケーションは、第一に、介護保険導入による介護療養型医療施設の病床増加は長期入院患

者の退院を促進した。第二に、長期入院患者が介護療養型医療施設などの介護サービスヘ移行することに関して診療報酬

上のメリットを提示すると、長期入院患者の介護サービスへの移行は大幅に進む、ということである。

キーワード:社会的入院、公的介護保険、 2002年度診療報酬改定、 Log-Iogisticハザードモデル

1.はじめに

日本の医療制度における重要な課題の 1つは、

医療の必要度が低く介護の必要度が高い長期入院

患者を適切な介護サーピ、スへ移行して、医療費を

抑制することである。このような長期入院患者は、

いわゆる「社会的入院」と呼ばれる状態にある。

社会的入院とは、病状が安定し日常的な入院治療

* 1 法政大学大学院エイジング総合研究所特別研究員、

ノ}スカロライナ大学チャペルヒル校ポストドク研究員

*2 東京学芸大学教育学部准教授

の必要はないが、福祉施設の不足や家庭に介護者

がいないなどの理由で高齢者が入院をしている状

態を指す。特に、慢性期入院患者を引き受ける療

養病床は社会的入院の温床と言われてきた。厚生

労働省の療養病床に対する慢性期入院医療実態調

査

者のうち、医師の対応がほとんど必要の無い患者

が約 5割、週 l回程度で済む場合をあわせると約

8割に上る。このような社会的入院の費用は、 8

千億円-1.2兆円2)、I兆円弱3)、l兆円程度ペ l

兆8，700億円柱1などと推計されている。

2000年4月に施行された介護保険制度導入のl
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つの目的は、社会的入院を是正し医療費を効率化

させることにあった。介護福祉の分野は、それま

での措置制度から契約による市場化を導入し、被

保険者は一定の条件を満たせば介護サ}ピスを自

由に選択できるようになった。施設サービスでは、

療養病床について、医療保険適用の病床(以後、

「医療型療養病床」と呼ぶ)の他に、介護保険適

用の介護療養型医療施設(以後、「介護型療養病

床」と呼ぶ)という新たな選択肢が加わった。医

療機関は、都道府県の整備目標値を超えない限り、

療養病床を医療保険適用から介護保険適用に転換

することが可能となった。これにより、医療型療

養病床の入院患者が介護型療養病床に移行し、医

療保険の負担が軽減されることが期待された。ま

た、居宅サ}ピスでは、デイケア、デイサ}ピス、

シヨ}トステイなどが介護保険の給付対象とな

り、要介護度に応じて利用者が必要なサービスを

選択できるようになった。介護の必要度が高い長

期入院患者が比較的費用の安い居宅サ}ピスや介

護老人保健施設に移行することで、老人医療費の

膨張が抑制されることが期待された。

この論文の目的は、介護保険導入による介護サ

}ピスの利用可能性の拡大が高齢の長期入院患者

の退院確率に与えた影響を分析することである。

デ}タは、富山県の国民健康保険老人医療の入院

レセプトデ}タから、介護保険導入前後の約5年

間(1998年 5 月 ~2003年3月)において、疾病コ

}ドの情報が得られる 3，043人のパネルデータを

使用した。レセプトデ}タでは、入院患者が介護

施設へ移行した場合、他の医療機関へ転院した場

合、自宅に戻った場合、もしくは死亡した場合、

退院としてデータに表れる。ただし、退院後、介

護施設へ移動したか、あるいは自宅に戻ったか、

については追跡ができない。そこで、退院後の移

行先を特定化する代替的手段として、入院患者の

入院先医療機関が提供する 3つの介護サ}ピス

一一介護型療養痛床、デイケア、そして、介護老

人保健施設一一の利用可能性拡大が入院患者の退

院行動にどのような影響を与えたかをLoεlogistic

ハザードモデルを使用して分析した。入院患者の

特性ごとの違いをみるために、患者の疾病や医療

機関の特性といった変数を用いた。また、介護保

険サービスの利用可能性の拡大が、入院患者の特

性ごとに、どのような影響を与えたかシミュレー

ションを行った。推計より、介護型療養病床の増

加が高齢者の退院確率に影響を与えたという興味

深い結果を得た。

ところで、診療報酬の改定もまた、入院患者の

退院行動に影響を与える可能性がある。分析期間

中、長期入院患者に対する診療報酬改定は以下の

2つである。第 1に、 2002年度の診療報酬改正に

より導入された180日超入院の特定療養費化であ

る。この改定では180日を超えて入院する患者に

ついて、入院基本料の基本点数等の85%注2を特定

療養費と規定、残りの15%を患者への選定療養費

とした。つまり、長期入院患者に対する診療報酬

を大幅に減算し、その分を患者自己負担とした。

180日という入院日数について、他の医療機関で

の入院期間も含めて計算されるが、介護型療養病

床や介護老人保健施設等に 3ヶ月以上の期間入所

した場合に入院日数が通算されず、新たに入院期

間を計算する、という条件が付加された注3。この

条件より、特に2002年度以降、自院に介護型療養

病床があることが経営上のメリットとなり、療養

病床を医療保険適用から介護保険適用に転換さ

せ、医療型療養病床の長期入院患者を介護保険適

用のサービスに移行させることが期待された。第

2に、 2000年度改定で入院に関する基本科を入院

基本料として包括化し、 180日を越える入院患者

の診療報酬が1日あたり 37点減算する長期減算が

導入された。この長期減算は、 2002年度の診療報

酬改定により廃止された。これらの180日超入院
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に対する診療報酬改定もまた、介護保険導入と同

様に、入院患者の退院行動に影響を与えると考え

られる。そのため、分析では、以下の2点につい

て考慮した。 I点目は、介護保険導入の影響を、

2000年度以降、 2002年度以降、そして2000年度以

前に分けて分析を行った。 2点目は、 180日超入院

のみのサブサンプルを用いて、診療報酬改定の影

響を一定とした場合の影響についても分析を行っ

た。

2 .データ

富山県の 1998年度~2002年度末までの老人医

療全加入者のレセプトデ}タを使用した注4。対象

となる被保険者は、 1998年4月時点で資格を有す

る老人医療の被保険者であり、それらの人々につ

いての5年間のデータが収集されている。本稿で

は2種類のデータセットを結合させたものを用い

た。第 1に、月別の患者レセプトデ}タ (1Aデ

ータ」と呼ぶ)である。このデータは、毎月分に

ついて診療区分(入院、外来、歯科、調剤別)ご

とに、 Id、性別、年齢、医療費、日数、件数、保

険の区分(ー披、退職者、老健)、資格喪失事由、

資格喪失日などのデータが記録されており、本稿

では入院レセプトの中の入院日数を分析対象変数

とする。

退院行動の分析をするためには、本来、退院ま

での継続在院日数が直接分かることが望ましい

が、それが利用可能ではないために、以下のよう

な手法で擬似的な継続在院日数を作成した(以下、

「在院日数」と呼ぶ)。①まず、患者ごとに前後の

月の状況をみて、入院が開始された月を特定する。

②開始月について月末いっぱいまで入院をしてい

る場合は、翌月の入院と継続しているものと判断

して翌月分を在院日数変数に加える。③翌月分に

ついても月末いっぱいまで入院している場合には

翌々月も加える。それ以降の月次の処理も同様で

ある。④ただし、各年の 5月、 12月、 1月は、そ

れぞれ長期休暇により一時退院をする可能性が高

いため、これらの月については最長 7日間のイン

タ}パルがあった場合でも、月末まで入院したも

のとみなした。⑤次に、継続入院が途切れる最終

月を退院月と判断して、入院開始月から退院月ま

での、月ごとの入院日数を合計して退院までの在

院日数とする。この変数は、患者ごとに作られる

ので、データセットは患者単位のものとなる。⑥

ただし、 2003年3月に月末いっぱいまで入院をし

ている場合は、翌月以降の入院有無がわからない

ため、退院とは判断しない。

このAデータは、入院日数や費用について全患

者分の情報を得られるものの、分析に必要な患者

や医療機関の属性情報を得ることができない。そ

れを補うために、毎年5月分のみであるが属性情

報が入手可能なデータセットを別途作成している

(IBデータ」と呼ぶ)0Bデータでは、患者の主疾

病名 (119分類)や医療機関の類型、医療機関番

号、診療科の種類等についての情報を得ることが

できる。そこで、 Aデ}タとBデータを結合させ

たデータセットを作成することにする。 Bデータ

は毎年の5月分の情報しか存在していないため、

Aデータの毎年の 5月分に接合することになる

が、その際、 5月から開始した継続入院であれば、

他の月についても、入院先の医療機関や主疾病名

は変わらないものとみなして、データセットを作

成した。この操作により、接合したデータセット

はBデータが接合できるものに限られることか

ら、 5月から入院を開始したサンプルのみに限定

されることになる。その他に、データセットから

は以下の 2つのケ}スの入院を除外した。第 1は、

長期入院とはみなせない急性期の患者である。急

性期患者を除くため 1ヶ月以上入院を継続してい

る観測値を分析対象とした。第2に、長期入院化
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する傾向にあり、かっ介護保険ではカバーされて

いない精神疾患加による入院である。この精神疾

患も「社会的入院Jと呼ぶこともあるが、介護保

険との関係をみることが本稿のテーマなので、今

回は分析対象から外すことにした。さて、こうし

て作られたデータセットのサンプル数(患者数)

は、 Aデータのみ、つまり約 5年間で一度でも入

院をした履歴のある患者数が28，638人、 Aデータ

とBデ}タを結合できたデ}タセットの患者数が

10，279人となった。さらに、実際に分析で使用す

るデータセットは入院を 5月に「開始した」患者

のみに限定されるため、最終的なサンプルは患者

数が3，043人、観測値の数が16，223となった。

分析で使用した富山県のデ}タの特性を見てお

こう O 介護保険が導入された2000年度の厚生労働

省『病院報告』によると、本稿で焦点を当ててい

る療養病床での在院日数は、全国平均171.6日で

あるのに対し、富山県は360.4日と長期入院の傾

向がある。また、介護サービスの充足度について

は、 2000年度の厚生労働省『介護サ}ピス施設・

事業所調査jにて、 65歳以上人口10万人あたりの

注6介護サービス施設状況を比較した。介護老人福

祉施設の定員数は、全国平均1，358.4人であるのに

対し、富山県は1，394.3人。介護老人保健施設の定

員数は全国平均1，061.3人、富山県は1，392.2人。療

養病床(医療型・介護型を含む)は、全国平均

1，080.5床、富山県は1，848.9床であった。介護型の

みの療養病床数では、全国平均527.6床であるの

に対し、富山県は1，088.8床であり、これは療養病

床の医療型から介護型への移行状況の相違を反映

したものと考えられる。 2000年4月時点、における

介護型療養病床の整備状況は、全国平均で整備計

画の65.9%の確保であったのに対し、富山県では

92.1 %を確保できていた。居宅サービスを提供す

る介護サービス事業所数は、全国平均44.7事業所、

富山県は37.8事業所であった。以上のように、全

国平均と比較して、富山県は介護保険の導入当初

より、特に介護型療養病床について他県に比べて

充足度が高いという特徴を持っている。そのため、

他県よりも介護サ}ピスの利用可能性拡大の効果

は大きいものと考えられる。

(1)被説明変数:入院サービスの供給量

本稿のモデルでは、介護保険導入後、医療機関

が提供する介護サービス供給が、高齢者の医療機

関での入院日数に与えた影響を見るために、入院

患者の在院日数関数を推計する。長期入院患者を

抱える医療機関にとって、介護保険導入は、医療

保険と介護保険、それぞれの保険における診療報

酬とサービス内容を比較して、入院患者の状況に

応じてより適切なサービスを提供することを可能

にさせたであろう。被説明変数として使用した医

療機関における退院までの在院日数は、医療機関

が提供する入院サービス供給量を表すものとす

る。表 1は、この分析で使用したサンプルの患者

特性を示したものである。 2列目は各年度の平均

在院日数である。年度が進むほど平均在院日数が

増加するという特徴がある。上述のように、この

サンプルでは1998年5月以降に入院を開始した入

院患者を分析対象としているため、分析期間が進

むほど、長期入院患者がサンプルに残る。そのた

め、年度が進むほど平均在院日数が増加する特徴

がある。集計データと、サンプルの平均在院日数

を比較しながら、サンプル特性をみていこう。

2002年度について、本稿サンプルの平均在院日数

は197.8日であり、療養病床を有する医療機関で

の入院患者のみのサンプルでは294.5日、それ以

外の医療機関での入院患者のみのサンプルでは

147.0日となっている。一方、同年度の厚生労働省

f病院報告』における富山県デ}タによると、療

養病床等の平均在院日数は362.4日、一般病床等

(精神病床、感染症病床、結核病床を除く)は22.3
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表 1 年度ごとの平均在院日数と患者特性の分布

患者特性

年度 観測値の数 平均在院日数 医療型療養病床
脳梗塞 心疾患 認知症 糖尿病 を有する医療

機関での入院

1998 2，219 91.06 17.57% 9.19% 6.04% 3.97% 16.40% 

1999 3，824 142.33 25.83% 9.10% 5訓% 1.88% 27.80% 

2000 3，333 157.58 22.77% 7.35% 4.71% 3.15% 20.88% 

2001 3，422 198.55 16.60% 8.27% 4.91% 5.64% 31.74% 

2002 3，425 197.79 18.68% 4.44% 9.34% 3.94% 34.45% 

※患者特性の値は、各年度における入院患者全体に占める割合を表示。

日となっている。分析で使用したサンプルと、集

計データ間でこのような違いが生じる理由として

以下のことが考えられる。まず、『病院報告』で

は5年以上在院する患者も平均在院日数の計算対

象であるが、本稿のサンプルでは最長59ヶ月間

(1998年5月から2003年3月まで)の入院分しか追

えないため、『病院報告Jの療養病床等の日数に

比べて、本稿で使用したサンプルでは療養病床を

有する医療機関での入院の平均在院日数が短くな

っている。次に、『病院報告Jの一般病床等の平

均在院日数は老健被保険者以外の入院患者も含む

が、一方で、分析で使用したサンプルは老健被保

険者のみ、かつ、 1ヶ月以上の入院患者を対象と

しているため、療養病床を有する医療機関以外の

平均在院日数は長期化する傾向がある。

(2)説明変数

①介護サービスの利用可能性

医療の必要度が低く、介護の必要度が高い入院

患者にとって、入院サ}ピスに替わるものは介護

保険が提供する介護サービスであろう。介護サ}

ピスの利用可能性として、入院患者が入院してい

る医療機関加が提供する、以下 3つの介護サービ

ス変数を使用した。第 1の介護サーピス変数は、

介護型療養病床の増加数である。年度別、医療機

関ごとの介護型療養病床の指定病床数を用いて、

年度ごとの増加数を作成した注B。第2は、年度別、

医療機関ごとのデイケア施設の指定を受けたかど

うかのダミー変数であり、指定有りの場合はI、

それ以外は Oとなっている注9。第 3は、老人健康

保健施設定員の増加数である。このデ}タは厚生

省健康政策研究会編『病院要覧』の各年版から入

手して結合した。『病院要覧Jは2年に 1度の発

行であるため、各医療機関の老人健康保健施設定

員の増加数は 2年ごとに変化する。

②入院患者特性

患者の疾病や医療機関の種類といった患者特性

を表す変数により、高齢者の健康状態、介護の必

要性を捉える。患者の疾病の種類を表す変数は厚

生労働省 (2005)にて療養病床で入院をしている患

者の上位4疾患である脳梗塞、心疾患(高血圧

症・虚血性心疾患)、アルツハイマ}以外の認知

症、糖尿病を用いた。また、特例許可老人病院や

療養病床では長期療養が認められているため、介

護の必要度が高い高齢者が入院していると考えら

れる。そこで、患者が入院する医療機関が医療型

療養病床を有する病院か否かを表すダミ}変数

(特例許可老人病院での入院も含む)を加えた注100

表 1の3列目以降は、年度ごとに各患者特性が
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表 2 患者特性ごとの入院日数分布

医療型療養病床
全体 脳梗塞 心疾患 認知症 糖尿病 を有する医療

機関での入院

合計 100 100 100 100 100 100 

60日未満 39.04 25.46 41.80 15.92 37.77 18.82 

60-90日 15.18 12.22 16.64 8.06 14.00 10.41 

90-180日 18.99 20.59 18.51 19.30 16.86 20.30 

180-360日 15.28 22.65 13.47 25.77 14.17 24.40 

360-720日 7.79 13.36 7.79 18.51 7.25 17.82 

720-1080日 2.77 4.42 1.70 8.66 7.08 6.22 

1080-1440日 0.94 1.25 0.08 3.78 2.70 1.96 

1440日以上 0.02 0.06 0.00 0.00 0.17 0.07 

※サンプルは老人医療の1ヶ月以上入院患者を対象とし、精神疾患による入院は除外している。

表3 患者特性ごとの 1日当たり医療費分布

医療型療養病床
全体 脳梗塞 心疾患 認知症 糖尿病 を有する医療

機関での入院

合計 100 100 100 100 100 100 

5 pereentile 5.01 8.10 6.66 1.59 5.90 4.92 

5 -10 percentile 5.00 6.54 3.98 3.78 5.06 3.39 

10-25 percentile 14.99 22.71 13.23 45.07 20.91 29.16 

25 -50 percentile 25.00 31.64 27.03 31.34 22.09 44.63 

50 -100 percentile 50.00 31.01 49.11 18.21 46.04 17.89 

※5パ}センタイル:9，105円、 10パーセンタイル:10，906円、 25パーセンタイル:12，781円、 50パ}センタイル:15，843円

入院患者全体に占める割合を示したものである。

疾病の分布について、 2002年度の厚生労働省『患

者調査jにある70歳以上入院患者の分布を見ると、

脳梗塞患者 (15.99%)、心疾患患者 (3.91%)、認

知症患者 (9.30%)、糖尿病患者 (2.38%) となっ

ており、ほぽ同じような分布となっている。表 1

の最終列で示した医療型療養病床を有する医療機

関での入院患者の割合について、厚生労働省の

『病院報告jにおける富山県データの病床総数

(精神病床除く)に対する療養病床数の割合は、

1998年度 (13.77%)、1999年度 (21.24%)、2000

年度 (29.16%)、2001年度 (32.61%)で、 2002年

度は34.61%となっている。特徴として、本稿サ

ンプルでは、 2000年度の療養病床を有する医療機

関での入院患者の割合が少なくなっている。これ

は、介護保険導入により、入院行動に変化が起こ

り、医療型療養病床へ入院を開始した患者が少な

くなった可能性が考えられる。しかし、 2節で記

述したAデータのみを用いた事前の分析では、こ

の結果は入院行動の変化ではなく、退院行動の変

化によるものであることが確認されているため、

本稿では入院行動についての分析は扱わない注目。

本稿で使用した患者の疾病や医療機関特性につ

いて、入院日数の分布と 1日当たり医療費の分布
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をみたものが表2、表3である O 表2の入院日数

の分布では、 180日超の入院患者は、脳梗塞患者

の4割、認知症患者の 5割、医療型療養病床を有

する医療機関に入院する患者の約 5割を占め、こ

れらの患者は長期入院の傾向にあることがわか

る。表3では、サンプル全体の 1日当たり医療費

を5区分し、患者の疾病や医療機関特性について

の分布をみた。医療費は、 5パーセンタイル

(9，105円)、 10パーセンタイル (10，906円)、 25パ

}センタイル(12，781円)、 50パーセンタイル

(15，843円)で区分した。脳梗塞患者の約 7割、認

知症患者の約 8割、医療型療養病床を有する医療

機関に入院する患者の約 8割が、 1日当たり医療

費分布の下から50パーセンタイル未満に属してお

り、これらの患者は比較的医療行為が少ないこと

がわかる。従って、デ}タの分布からは脳梗塞や

認知症患者、また、医療型療養病床を有する医療

機関に入院する患者が、長期入院の傾向にあり、

比較的医療行為が少ない患者特性を有すると考え

られる。

③診療報酬の改定

診療報酬の改定は、おおむね 2年に 1度、行わ

れる。分析期間では2000年度と 2002年度に改定

が行われている。これらの改定をコントロールす

るため、 2000年度の改定ダミーと、 2002年度の改

定ダミーという、 2つのダミー変数を作成した。

2000年度改定では、 180日を越える入院患者の診

療報酬が 1日あたり 37点減算する長期減算が導入

された。 2002年度改定では、 180日超入院の特定

療養費化が導入された。また、 2000年度に導入さ

れた長期減算が廃止された。

④入院サービスの価格

分析期間中、入院サービスの自己負担額は、定

額制から定率制へと変更になった。 1998年度の医

療保険制度では老健被保険者は1日あたり定額自

己負担で、入院の一部負担は1，100円/日であり、

1999年度は1，200円/日であった。 2001年1月から

は月額上限付きの定率1割負担となり、 2002年10

月には月額上限額の変更と、一定以上所得者につ

いて定率2割負担が導入された。これらの変更を

コントロ}ルするため、 1，200円/日の定額制であ

った1999年4月から2000年12月までのダミー変

数、定率制に変更になった2001年1月から2002年

9月までをコントロ}ルするダミー変数、そして、

2002年10月以降をコントロールするダミー変数を

加えた。 1，100円/日の定額制であった1998年度

をベースカテゴリ}としている。

⑤その他の説明変数

個人特性として年齢と性別、患者の異動を表す

変数として死亡した被保険者、保険者より転出し

た被保険者を識別する変数を含めた。また、退院

患者数が年度末に増加するという退院行動の季節

性をコントロールするために四半期ダミーも使用

した。

3 .実証分析の枠組み

退院までの在院日数のような経過時間に基づく

データの評価には生存時間分析がよく用いられ

る。この分析手法では、分析期間中の時間 tに退

院をする「危険Jにさらされる患者iについて、

任意の時間間隔 (t，t+M)の聞に退院する確率を推

計する。目的は退院までの時間Tを明らかにする

ことである。 Tの累積分布は以下の通りである。

F(の=ffO)ゐ=Prob(Tst) (1) 

ここでSは入院期間、そして f(s)は確率密度関

数である。患者の生存関数S(のは時間 tにおいて

患者がまだ入院している確率である。
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S(の=1-F(t)=Prob(T注t) (2) 

分析の重点は退院のハザード関数で、これは t

日間入院をしている患者を条件とした時の、 t日

目に退院する瞬時的な退院確率を示している。

A(の=limPr(t~Td+MIT~t2.. = f位 (3)
→O M S(t) 

一般的に在院日数の分布は、ある日数までは増

加し、それ以降は極端に在院日数の長い患者が存

在することにより右すそを長く引いた分布となる

ため、本稿では、この分布に適合するLog-logistic

ハザードモデルにより推計を行う o Log-logisticノ、

ザード関数は以下の通りである。
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Aはロケーションパラメーターとして、 pはス

ケ}ルパラメーターとして扱われる。 Log-logistic

ハザードモデルではAiを観測される変数Xの関数

として以下のように表すことができる。

A i=exp-x;s (5) 

Fは推計されるパラメ}ターである。ここで、

σ=l/Pとして、 Wiを以下のように定義する。

(ln ti-X'i s) 
ωi=pln(λd←一一万一一 (6) 

このモデルは以下のような形をとる。

lnti戎 (7) 

Wiはランダムな撹乱項で平均 0、分散π2/3の

logistic分布に従う。患者tが退院した時にdi=l、

打ち切り (censoring、分析期間の終了が2003年3月

末であり、 2003年3月時点で月末いっぱいまで入

院をしている患者はいつ退院をしたか明らかでな

いため打ち切りの対象となる)の場合はdi=Oとし

た時の、対数尤度関数は以下のように表される。

l凶 s，σ)=ij[σlf(的]oiF切;)1-0; (8) 

Log-logisticノ、ザードモデルでは、f(Wi)=e叫 (1+eWi)-2， 

F(ωi)=(l +e叫)ー1と表される九

(7)式で表される、入院サ}ビスの供給量を示

す退院までの在院日数を、 2節で記述した7種類の

変数により説明する。(i)医療機関が提供する介

護サービスの利用可能性(日)疾病出)医療

型療養病床を有する医療機関ダミーCiv)診療

報酬改定ダミー (v)患者自己負担改正ダミ

ー (vi) 個人特性;そして (vii)四半期ダミー

である。

X'i /1 = /10+ /1 rLTI仁A.vailabilitYlt+/1 2Diseaseikt+ 

メ73Geriatric_HosPlt+メ74Fee_Schedulet+ 

メ75Copaymentt+/16lndividualit+ /18QUαrterlyt (9) 

ここでLTC_Availabiliかは医療機関が提供する

介護サービスの利用可能性、 Diseaseは患者の疾病

の種類、 Geriatric_H ospは患者が入院する医療機

関が医療型療養病床を有する病院か否かを表すダ

ミ}変数、 Fee_Scheduleは診療報酬改定のダミー

変数、 Copaymentは入院サービスの自己負担額改

正のダミー変数、 lndividualは年齢や性別などの

個人特性、 Quarterlyは四半期ダミーを表す。添え

字のhは疾病、 lは医療機関、 tは年月を表すo s 
は推計されるパラメ}ターを表す。

関心のある変数は医療機関が提供する介護サー

ビスの利用可能性である。入院サービスと介護サ

ービスが代替関係にあるなら、介護サービスの利

用可能性拡大は、入院患者の退院確率を高めるこ

とが予想される。実際の推計では、 2000年度の介

護保険導入と、 2002年度の診療報酬改定の効果を

識別するために、診療報酬改正ダミーとのクロス

項を使用している柱九また、 2000年度と 2002年度

の180日超入院に対する診療報酬改定の効果をー
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定とするため、 180日超入院のみのサブサンプル

においても推計を行う。さらに、医療機関の設備

や規模など、患者の在院日数に影響を与える観測

できない医療機関ごとの異質性があると考えられ

る。これは、介護サービスの利用可能性を表す変

数との相闘が考えられ、バイアスを生じさせるお

それがある。そのため、医療機関の固定効果をコ

ントロ}ルした推計も行う。

4.結果

(1)フルサンプルの推計結果

A、Bデ}タを 5月分開始の入院について結合

した 2節で説明したデータセット(後述の180日

超入院のみに限定したサンプルと区別するため

に、以下、フルサンプルと呼ぶ)を使用したLog-

logisticハザードモデルによる在院日数関数の推定

値は表4に示されている。モデル (1)は、 3節の

(7)式について医療機関の固定効果をコントロー

ルしていないもの、モデル (2)はコントロールを

行ったものである。表4の推定値の解釈について

少し注意が必要である。被説明変数は退院までの

日数であるため、プラスの値が大きいほど入院期

間がより長いことを示し(退院のハザードが低

い)、一方でマイナスの値が大きいほど入院期聞

がより短い(退院のハザードが高い)ことを示し

ている。

介護型療養病床の増加数の符号が示すマイナス

は、介護型療養病床の増加数の値が大きくなるほ

ど、退院のハザードが高くなる(入院期聞が短く

なる)傾向を示している。モデル(1)では、 2002

年度の介護型療養病床の増加数は有意にマイナス

を示している。これは、 2002年度の介護型療養病

床の増加が、老人医療の入院患者の退院確率を高

めたことを意味する。ただし、 2000・2001年度の

介護型療養病床の増加数は同じくマイナスの符号

であるが、標準誤差が大きいため解釈には注意が

必要で、ある。

モデル(1)の推計では、患者の入院先医療機関

の設備や質など分析者には観測できない医療機関

ごとの異質d性JlI(heterogeneity)があることが考

えられる。これは、介護サービスの利用可能性を

表す変数との相聞が考えられ、推定値にバイアス

を生じさせる恐れがある。そのため、医療機関ご

との異質性があるかどうかの検定を行った。 μ

1=0の帰無仮説を検定し、この仮説が棄却された

なら一致推定量である医療機関ごとの異質性をコ

ントロールした推計が妥当である。 X二乗検定

(自由度:126) を行ったところ、 x二乗の値は

1.3e+0.5で、μ1=0の帰無仮説は有意に棄却された。

よって、医療機関の固定効果のコントロールを行

ったモデルを解釈することが妥当である。医療機

関の固定効果についてコントロールを行ったモデ

ル(2)では、 2000年度の介護保険導入後、 2002年

度の診療報酬改定後ともに、符号は有意にマイナ

スを示している。他の条件を一定とした場合、例

えば2000年度、もしくは、 2001年度に介護型療養

病床が10床増加した医療機関で入院をしていた患

者は、介護型療養病床の増加がなかった医療機関

の入院患者と比較して 2.74%(= l(exp 

(0.0027*10) -1) *1001 )退院ハザ}ドが高かった。

2002年度以降、介護型療養病床10床の増加があっ

た医療機関の入院患者は、療養型病床の増加がな

かった医療機関の入院患者と比較して23.99%(= 

1 (exp (0.0215*10)ー1)*1001)退院ハザードが高

かった。以上より、介護保険導入による介護型療

養病床の増加が、有意に老人医療の入院患者の退

院ハザードを高め、 2002年度以降は大幅に退院確

率を高めたことがわかった。

医療機関がデイケア指定を受けたかどうかは、

高齢者の入院日数には影響を与えなかったことが

わかった。また老健施設定員の増加数についても、
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表4 Log-Iogisticハザードモデルによる在院日数関数の推計

フルサンプル
サブサンプル

(180日超入院のみ)

モデル(1) モデル (2) モデル (3)

介護サービスの利用可能性×年度ダミー

介護型療養病床の増加数x2000・2001年度 I -0.0006 (0.0015) I -0.0027" (0.0013) I ・0.0053'" (0.0018) 

介護型療養病床の増加数x2002年度 I -0.0267 ... (0.0060) I -0.0215 ... (0.0057) I -0.0263 ... (0.0034) 

デイケア指定有り x2000・2001年度 I -0.3701 (0.2764) I -0.0968 (0.2178) I -0.0441 (0.2843) 

デイケア指定有り x2002年度 I -0.2388 (0.2516) 恒0.1750 (0.2104) I -0.5096' (0.2850) 

老人健康保健施設定員の増加数x1999・2000年度aI -0.0018 (0.0033) 0.0066' (0.0036) I -0.0016 (0.0063) 

老人健康保健施設定員の増加数x2001・2002年度aI 0.0141 (0.0114) -0.0027 (0.0062) I 0.0057 (0.0095) 

介護サービスの利用可能性

介護型療養病床の増加数 I 0.0090 ... (0.0044) 0.0076令 (0.0039) I 0.0097 ... (0.0027) 

デイケア指定有り I -0.1184 (0.2630) 0.1040 (0.1954) I -0.2102 (0.2661) 

老人健康保健施設定員の増加数 I -0.0008 (0.0025) 0.0020 (0.0024) I 0.0043 (0.0058) 

患者特性

脳梗塞 I 0.5668'" (0.0911) I 0.154T' (0.0518) I 0.3666・" (0.0944) 

心疾患 I 0.0096 (0.0844) Iー0.0376 (0.0722) I 0.0419 (0.1257) 

認知症 I 1.1490'“ (0.1667) I 0.4532山 (0.1085) I 0.4555"・(0.1276)

糖尿病 I 0.2174 (0.1691) I 0.0063 (0.1136) I 0.2364 (0.2175) 

医療型療養病床のある医療機関で入院 I 1.1463山 (0.1023) I 0.2344' (0.1247) I 0.421 T' (0.0911) 

診療報酬改定

2000・2001年度

2002年度

患者自己負担の改正

定額制ダミー (1999年4月-2000年12月

定率制 Iダミー (2001年1月-2002年9月)

定率制 Eダミー (2002年10月-2003年3月

個人特性

年齢

年齢八2

女性

-0.1483 ..・ (0.0546) I -0.0158 (0.0494) I 0.3072" (0.1244) 

-0.1779山 (0.0835) I 0.0370 (0.0689) I 0.4115 .. (0.1989) 

0.1984 ... (0.0499) 

0.4812山 (0.0801)

0.7639 ... (0.1507) 

ー0.1118 (0.0825) 

0.0008 (0.0005) 

0.1248" (0.0601) 

0.1136 .. (0.0459) I 0.3813 ... (0.1265) 

0.2565"・(0.0668) I 0.6929 ... (0.1853) 

0.5297・.. (0.1253) I 0.6819'" (0.2474) 

開0.0407 (0.0549) 0.0695 (0.1117) 

0.0003 (0.0003) 開0.0004 (0.0007) 

0.0718 (0.0463) 0.1090 (0.0917) 

死亡 I 0.4138 '" (0.0657) 0.3222山 (0.0408) 0.2806 ... (0.0978) 

保険者から転出あり I 0.2216 (0.2714) 0.0526 (0.1416) 1.0037" (0.4930) 

四半期ダミー

4月-6月
10月-12月

1月-3月

定数項

医療機関ごとの固定効果

スケールパラメーター

ln_ (l/p) 

Log pseudolikelihood 

No. of Observations 

No. of id 

No. of discharges 

※*有意水準10%、特有意水準5%、山有意水準1%
※(  )内はRobust標準誤差

ーー一ーーー-ー一一一一ーー一一一 一一一一一一一一一』ー-ー一一ー一一

0.7670山 (0.0650)

1.2965 ... (0.0610) 

1.5520 ... (0.0729) 

8.5460山 (3.3026)

No 

0.4624 ... (0.0525) I田0.3863'" (0.1144) 

0.9979・..(0.0475) I -0.4729山 (0.110叫

1.1975 .“ (0.0629) I -0.5575・..(0.1105) 

5.6515 ... (2.2001) I 3.3006 (4.5218) 

Yes No 

国0.5372'" (0.0329) I -0.7774叫 (0.0306) I -0.8288山 (0.0455)

る559.2727 -57乃.8473 -1072.0846 

16，223 4，346 

3，043 552 

2，485 328 

※a 老人健康保健施設定員数については、デ}タ出所先の『病院要覧』が隔年のデ}タであるため、 1999年度 .2000年度
のダミー変数と、 2001年度.2002年度のダミ}変数とのクロス項を用いている。
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ごく一部で統計的に有意な結果が得られたものの

期待される影響は得られなかった。

その他、患者自己負担改正の効果で興味深い結

果を得た。この期間、患者自己負担が引き上げら

れているため符号はマイナスを示すことが期待さ

れる。しかし、推計結果が示すプラスの符号は患

者自己負担額の引き上げが入院日数を増大させた

ことを意味している。これは、平成9年9月の患

者自己負担引き上げが、入院日数や総日数を有意

に増大させる効果があったことを示した泉田6)の

推計結果と同様の傾向を示している。泉田が説明

しているように、この結果は高額療養費制度の影

響によるものと考えられる。特に、長期入院患者

の場合、医療費が高額療養費の支給対象になる可

能性が高い。入院を継続するか否かの決定は限界

的な自己負担額が意味を持つが、入院費用が高額

療養費の支給対象となっている患者にとって、自

己負担の引き上げは限界的な自己負担に影響を与

えないため退院のインセンティブが働かない可能

性がある。また別の可能性としては、同時期に長

期入院患者に対する診療報酬が引き下げられたこ

とが影響していると考えられる。入院に関する診

療報酬の減少分を入院サービスの供給量増大によ

り補うインセンティブが働いた可能性がある。

(2)サブサンプルの推計結果注13

フルサンプルの推計では、 180日超入院に対する

診療報酬改定の効果が影響を与えている可能性が

ある。そこで、フルサンプルから180日超入院のみ

の患者を取り出したデ}タセット(以下、サブサ

ンプル)を用いて同様の推定を行った。結果は、

表4のモデル (3)に示されている。 180日超入院の

患者についても、介護型療養病床の増加数は老人

医療の入院患者の退院ハザードを有意に高め、特

に2002年度以降の効果が大きかったことがわかっ

た。他の条件を一定とした場合、例えば、 2000年

度、もしくは、 2001年度に介護型療養病床が10床

増加した医療機関で入院をしていた患者は、介護

型療養病床の増加がなかった医療機関の入院患者

と比較して5.44%(= l(exp (0.0053*10)ー1)*loof) 

退院ハザードが高かった。 2002年度以降、介護型

療養病床10床の増加があった医療機関の入院患者

は、療養型病床の増加がなかった医療機関の入院

患者と比較して30.08%(= l(exp (0.0263*10) -1) 

*lOof)退院ハザードが高かった。このように、フ

ルサンプル推計と同様に、介護型療養病床の増加

は入院患者の退院ハザードを高めたことがわかっ

た。また、 2000・2001年度より、 2002年度の方が

退院確率を高める効果が大きかった。

デイケアの指定についての符号はマイナスを示

している。これは、デイケアの指定の有る医療機

関の入院患者について退院確率が高まったことを

意味し、本稿の仮説と整合的である。但し、 2000

年度のデイケア指定の有無は高齢者の入院日数に

対して影響を与えていなかったことがわかった。

また老健施設定員の増加数については、期待され

る影響は得られなかった。

(3)退院確率シミュレーション

以上の推計結果より、介護型療養病床の増加や

2002年度以降のデイケア利用可能性拡大が、老人

医療の入院患者の退院ハザードを高めたことがわ

かった。この節では介護型療養病床の利用可能性

拡大に焦点をしぼり、どのような特性を持つ入院

患者に対して、介護型療養病床の増加が退院ハザ

ードに影響を与えたのかを考察する。これを見る

ために、入院先医療機関の介護型療養病床が50病

床加増加した場合の退院ハザードに与えた影響に

ついて、患者特性ごとに退院ハザードの変化をシ

ミュレーションした。図 lは、この結果をプロッ

トしたものである注150 (1)は、介護型療養病床が

50床増加した場合の一般的な退院ハザードの変化



先医療機関の介護型療養病床が50床増加した場合

の退院ハザードの変化を、フルサンプル、サブサ

ンプルごとにプロットしたものである。入院日数

が180日を超える傾向にあり、比較的医療行為の

少ない患者特J性を持つ、脳梗塞患者、認知症患者、

また医療型療養病床を有する医療機関の患者につ

いて、介護型療養病床数の増加は退院ハザードを

高めていることがわかる。特に、 2002年度の介護

型療養病床数の増加は、退院ハザ}ドを大幅に高

め、在院日数を短縮させたことがわかった。
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図1 退院ハザードのシミュレーション

(入院先医療機関の介護型療養病床が50床増加した場合 一2000・2001年度、 2002年度一)
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である。比較のために、介護型療養病床の増加が

なかった場合の退院ハザードの変化もプロットし

フルサンプル、 180日超入院のみのサブサン

プルともに、介護型療養病床数の増加は退院ハザ

}ドを高めていることがわかる。特に、 2002年度

の介護型療養病床数の増加は、大幅に退院確率を

高め、在院日数も短くなっていることがわかる。
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傾向は、比較的入院日数の短い医療型療養病床を

持たない医療機関の患者についても同様であっ

た。

2002年度の介護型療養病床の増加は、なぜ、こ

れほど退院ハザ}ドを高める効果があったのだろ

うか。これは、 2002年度の診療報酬改定の際に行

われた180日超入院患者に対する特定療養費化の

影響が考えられる。この制度の導入に伴い、 180

日を超えて入院する患者について入院基本料等の

85%が特定療養費化されたが、この入院日数の計

算の際に、長期入院患者を介護型療養鵡床等へ移

行させる誘因となる条件が付加された。このこと

が、自院に介護型療養病床のある医療機関に対し

て、長期入院患者を介護型療養病床に移行させる

誘因となり、退院ハザードを大幅に高めたものと

考えられる誼 160

(4)医療費削減効果

介護型療養病床の利用可能性拡大により入院期

間が短縮したことで、医療費はどれほど削減され

た可能性があるのだろうか。推計結果を用いて、

期待される医療費削減効果を計算した。まず、入

院先医療機関の介護型療養病床が l病床増加した

ことにより、入院日数が何日間短縮されたのかを

推定した。その推定日数に、患者の1日当たり平

均医療費(患者自己負担分も含む)をかけること

で、 1回の入院あたりで、どれほどの医療費削減

効果が期待されるかを計算した。さらに、その金

額に患者数をかける事で、富山県全体でどれほど

の医療費削減に貢献した可能性があるのかを算出

したi117。介護保険導入後の2000年度の1年間では、

入院先医療機関の介護型療養病床の増加は、脳梗

塞患者全体の医療費を約3，579万円、認知症患者

全体の医療費を約1，159万円、医療型療養病床を

有する医療機関の患者全体の医療費については約

1億3，078万円削減した可能性のあることがわかっ

た。 180日超入院患者に対する特定療養費が導入

された2002年度の診療報酬改定後の1年間では、

入院先医療機関の介護型療養病床の増加は、脳梗

塞患者全体の医療費を約3億1，842万円、認知症患

者全体の医療費を約2億5，530万円、医療型療養病

床を有する医療機関の患者については約12億915

万円の医療費削減につながった可能性があること

がわかった。富山県の入院医療費税18全体に占める、

医療型療養病床を有する医療機関の患者の医療費

削減額は、 2000年度で約0.10%、2002年度は約

0.97%にあたる。療養病床の入院患者は比較的治

療行為が少ないため、医療費全体に対するインパ

クトは小さかったものと思われる。

5闘縮論

この論文では、介護保険制度導入による介護サ

ービスの利用可能性の拡大に焦点をあて、入院患

者の入院先医療機関が提供する 3つの介護サ}ピ

ス 介護型療養病床、デイケア、そして、介護

老人保健施設 の利用可能性拡大が高齢の入院

患者の退院確率にどのような影響を与えたかを

Log-logisticハザードモデルを使用して分析した。

分析の結果、介護保険導入による介護型療養病床

の増加は、比較的医療行為の少ない入院患者や、

長期入院の傾向にある患者の退院確率を高めたこ

とがわかった。特に、 2002年度以降180日超入院

の特定療養費化に伴い付加された、長期入院患者

を介護型療養病床へと移行を促す条件により、介

護型療養病床の増加は長期入院患者の退院確率を

大幅に高めた。長期入院患者に対する診療報酬改

定の影響を一定とするため、 180日超入院のみの

入院に限定したサンプルを用いた推計において

も、同様の傾向を得た。本研究からのインプリケ

ーションは、第一に、介護保険導入による介護療

養型医療施設の病床増加は高齢者の長期入院患者



介護保険導入による介護サービス利用可能性の拡大が高齢者の長期入院に与えた影響 125 

の退院を促進した。第二に、長期入院患者が介護

療養型医療施設などの介護サービスへ移行するこ

とに関して診療報酬上のメリットを提示すると、

長期入院患者の介護サ}ピスへの移行は大幅に進

む、ということである。
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注
l 厚生省高齢者介護対策本部の資料から (r週刊社

会保障JNα1837 (1995))。

2 経過措置が設定され、 2000年4月1日以降に入院

した患者については、 2003年3月末までは95%、

2004年3月までは90%、2004年4月から85%となっ

た。それ以前からの入院患者については、入院期間

ごとに経過措置が取られ、 2004年4月から85%とな

った。

3 その他の条件として、第一に、異なる疾病での再

入院や前回入院での疾病治癒後の再入院の場合。第

二に、退院日から起算して3ヶ月以上の期間、同一

疾病でどこの医療機関にも入院せず、再入院をした

場合。また、重篤な患者は非対象者とされた。

4 富山県の国民健康保険団体連合会より、鈴木亘を

主査とした研究会の学術目的利用のために、データ

の提供を受けた。著者は全てこの研究会のメンバ}

である。なお、このデータは、加入者番号など個人

を特定できるコ}ドは全て削除されており、その代

わりに、連合会によって新たに振られたIDが用い

られている。このIDを用いて、 A，Bデータを接合

することが可能であるが、個人情報の保護の観点か

ら、研究者側はIDと加入者番号を照らし合わせる

ことができないようになっている。

5 傷病中分類で「精神作用物質使用による精神及び

行動の障害J、「統合失調症(精神分裂病)J、「分裂

病型障害及び妄想性障害」、「気分[感情]障害(操

うつ病を含む)J、「神経症性障害、ストレス関連障

害及び身体表現性障害j、「精神遅滞」、「その他の精

神及び行動の障害」。

6 65歳以上人口は、総務省統計局 W2000年国勢調

査』のデータを用いた。

7 データの制約上、閥系列や連携関係にある医療法

人の介護サ}ピスの利用可能性は考慮していない。

その点で、本稿の介護サービス利用可能性が与える

効果は過少推計されている可能性がある。

8 年度別、医療機関別の介護型療養病床数は、富山

県庁厚生部医務課よりご提供を頂いた。

9 年度別、医療機関別のデイケア指定のデータは富

山県庁厚生部高齢福祉課のホームベ}ジ (http://

www.pref.toyama.jp/cms_sec/1211/kj00000050・002-

Ol.html)より入手した。

10 当該医療機関が療養病床を有するか、特例許可老

人病院であるかについてのデータは厚生省健康政策

研究会編『病院要覧』の各年版より入手した。

11 Aデータのみを用いた本稿と同期間に対する分析

によると、入院を開始した患者数は分析期間を通じ

て安定的で、あった。介護保険導入前後で大きな変化

があったのは退院患者数である。介護保険導入の前

月である 2000年3月に一時的に退院患者が急増し

(分析期間中の平均退院患者数:556人/月、 2000

年3月退院患者数:1，451人)、 2000年度前半の入院

患者数が相対的に減少している。これより、 2000

年度に医療型療養病床を有する医療機関の入院患者

の割合が少なかったことは、入院行動の変化による

ものと捉えるより、介護保険導入直前の退院患者急

増の影響により 2000年度前半に短期的に入院患者

数が減少したことが影響したものと考えられる。

12 老人健康保健施設定員数については、データ出所

先の『病院要覧』が隔年のデータであるため、 1999

年度 .2000年度のダミー変数と、 2001年度.2002 

年度のダミー変数とのクロス項を用いている。

13 180日超入院のみのサブサンプルで医療機関の固
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定効果をコントロールした推計を行ったが収束しな

かった。観測値の数が少ないためと考えられる。

14 推計で使用した病床の増加数は1病床単位での増

加数である。シミュレーションでは、現実的な病床

増加数が与えた影響をみるため、本稿サンプルにお

いて、介護型療養病床を増やした医療機関での平均

増加病床数 (42.56病床)に近い数値として50病床

増加した場合の退院ハザ}ドの変化をシミュレーシ

ヨンした。

15 ST A T A/SE 9.1のstcurveコマンドをイ吏用した。

平成11年度の患者調査の「療養型病床群を有する

病院における入院期間Jの分布によると、全体の約

16%が3年超の入院、約 9%が5年超の入院であ

るため、このシミュレーションにおける超長期入院

のシミュレーションは妥当であると判断した。尚、

フルサンプル推計ではモデル(2)の推計結果を利用

した。

16 2002年度の診療報酬改訂以後は、医療型と介護

型の療養病床の間で入退院を繰り返したケ}スが増

大したことが考えられる。本稿で用いたサンプルの

3，043人の患者のうち、分析期間中に入院を2回して

いる患者が57名、 3回している患者がI名で、あった。

年度ごと、入院回数ごとの平均入院日数を比較した

ところ、ほぽ同じ平均入院日数を示し、 2002年度

以降に再入院の平均入院日数が短縮されていること

は確認されなかった。このことから、 2002年度以

降、入退院の繰り返しにより退院ハザ}ドが増加し

たとは考えにくい。ただし、本稿のサンプルは観測

値が少なく再入院の効果を測るには適切ではないか

もしれない。今後、より大規模なサンプルを用いて

再入院行動の分析を行う必要があるだろう。

17 分析対象である高齢者の介護保険データが利用可

能でないため、介護保険導入により医療保険適用と

なっていた患者が介護保険に移行したことで発生し

た介護費用を把握することが出来ない。そのため、

この節の医療費削減効果の議論では介護保険への移

行により発生した介護費用は考慮されていない。

18 富山県の入院医療費は、厚生労働省の『国民医療

費』を用いた。都道府県別の医療費は3年ごとの掲

載であるため、 2000年度については、 1999年度の

値を用いている。
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Does an Increase in the Availability of Formal Long圃 termCare 

Affect Hospital Discharge ofElderly Patients in Japan? 

Chie Hanaoka， Mムヘ WataruSuzuki， Ph.D. * 2 

Abstract 

Moving elderly inpatients needing nursing care from hospitals to long-term care facilities is of great policy 

concern in Japan. We analyzed whether the introduction of public long-term care insurance in 2000 had any effect 

on these elderly inpatients. A log-logistic hazards model is used to estimate the conditional probability of hospital 

discharges for elderly inpatients between 1998 and 2003. Our empirical宣ndingsindicate that increases in the 

number of beds in long-term care facilities signi五cantlyincreased the hazard of discharges of these elderly inpatients 

from hospitals. This e宜'ectwas accelerated by the revision of medical service fee schedules in 2002 in which 

hospitals were charged a 15% penalty for inpatients hospitalized for 180 days or more. 

* 1 Postdoctoral fellow， Hosei institute on Aging， Hosei University， Postdoctoral fellow， University of North Carolina at Chapel Hill 
* 2 Associate Professor， Tokyo Gakugei University 
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論文

わが国病院市場の競争形態に関する研究

一わが国の病院市場における競争促進は

「価格低下と晶質向上Jをもた5すか-

河口洋行*

抄録

「競争は価格の低下と品質の向上(よって利益は低下)をもたらす」という法則(定理)は市場機能のメリットとして広

く知られている。この考え方に基づいて、近年わが国の様々な分野に競争促進政策が導入されている。しかし、当該定理

が理論的に成立するためには、様々な仮定条件が当てはまる必要がある。携帯電話などの通信市場と同様に医療サービス

市場においてもこの法則が有効な競争状態にあるのであろうか。本研究は、わが国の病院市場の競争形態を把握すること

によって、当該法則が病院市場においても有効になるような競争状態にあるかを検証するものである。

本研究の特徴は、日本の病院市場の競争形態を産業組織論の見地から把握する初めての実証研究という点である。具体

的には、わが国の病院市場がサービスの品質引上げを行う非価格競争主体であるか、患者の自己負担額を引き下げる擬似

価格競争主体かであるかを検証した。このため、アンケート調査により民間病院の個票データを収拾し、二段階最小2乗

法により実証分析を実施した。

その結果、「医業収益率Jを被説明変数とした分析モデルにおいて、競争環境を示す説明変数のひとつであるこ次医療圏

毎の「病院密度」の係数は正で統計的に有意であった。このことから、「競争環境が厳しいほど収益寧が低い」という先の

定理とは逆の関係が確認された。従って、本研究で構築した理論モデルが妥当であれば、わが国の病院市場は、患者の自

己負担を低くする「擬似価格競争jよりも、患者に対して非価格要素で競争を行う「非価格競争jの特性をより強く持っ

ている可能性が示唆された。更に政策的示唆としては、わが国の病院市場において競争促進政策を強化すると「品質の向

上のみならず、病院医療費の増加を引き起こす」ことが予想される。

キーワード:病院競争、ニ段階最小2乗法、個票分析

1 .はじめに

(1)研究の背景と目的

「競争は価格の低下と品質の向上(よって利益

は低下)をもたらす」という法則(定理)は市場

機能のメリットとして広く知られている。この考

えに基づいて、近年わが国の様々な分野に競争促

進政策が導入されている。医療分野も例外ではな

* 国際医療福祉大学大学院准教授

く、病床規制の撤廃や株式会社病院の参入などの

競争促進のための政策が検討されている。しかし、

当該定理が理論的に成立するためには、様々な仮

定条件が当てはまる必要がある。携帯電話などの

通信市場と同様に医療サービス市場においてもこ

の法則が有効な競争状態にあるのであろうか。本

研究は、わが国の病院市場の競争形態を把握する

ことによって、当該法則が病院市場においても有

効になるような競争状態にあるかを検証するもの

である。

わが国の病院市場は、保険償還価格が公定であ
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ることや、価格弾性値が低い患者が病院を自由に

選択できるなどの制度的特徴から、非価格競争中

心であると予想される。一方、わが国の公的医療

保険の償還方式は出来高払い中心であるため、病

院は医療サービスの組み合わせを変更することに

よって、患者の見かけの価格(自己負担分)を抑

制する擬似価格競争となる場合も想定できる。

現実には、非価格競争と(擬似)価格競争は病

院毎の経営戦略や診療科毎に使い分けられる可能

性もあり、必ずしも二者択一というものではない

と思われる。しかし、わが国での競争促進政策の

影響を検証する上では、病院市場全体で見てどち

らの競争形態が優勢であるのかは、重要な意味を

持つと考えられる。そこで、病院の個票デ}タを

用いて、競争環境を示す変数と利益率の関係を分

析し、その結果からわが国の病院市場が「非価格

競争」主体なのか「擬似価格競争j主体なのかを

検証する。

本研究により病院市場の競争形態が明らかにな

れば、今後わが国の病院市場において競争促進政

策を検討するうえで、一つのエピデンスになるも

のと考える。もしわが国の病院市場が非価格競争

主体であれば、競争促進政策は病院サービスの品

質の向上(及びそれに伴う費用の上昇)を招くこ

ととなると予想される。

(2)本研究の特徴と構成

①病院市場の競争形態に関する先行研究

米国においては、ヘルスケア市場におけるアン

チトラスト法の運用を巡る裁判において大きな論

争があったため、(古典的)産業組織論のSCP

(Structure Conducted Performance)ノtラダイム

の一分野加として病院市場の競争形態に関する実

証研究のかなりの蓄積がある。多くの場合には、

被説明変数として「価格Jr費用Jr利益」等を、

説明変数として医療提供者の多さや市場集中度を

用いた回帰分析を行うことによって、市場競争の

形態の検証を試みている。

例えば、 Robinsonand Luft 1lは、米国の病院市

場では競争者が多い地域ほど病院の費用が高くな

ることを確認している。彼らはサンプル病院の15

マイル以内にある病院数と 1入院件数当たりの費

用の関係を、様々な費用の決定因子でコントロ}

ルしたうえで、競争的な市場に位置する病院は、

近隣病院がひとつしかない場合に比較して費用が

20%高くなることを観察している。この先行研究

は、 1980年代半ばの米国の病院市場においては、

「競争は価格を下げる」という産業組織論の定理

が適応できないことを示唆している。

更に興味深い点は、 1980年代の後半には実証

研究の結果が80年代前半と反対の結果を示した

ことである。例えば、 Staten，Dunkelberg and 

Umbeck2
)は、カリフォルニア州の病院と民間医

療保険会社(ブル}クロス・ブルーシールド)の取

引において、より競争的な病院市場の病院は、よ

り競争の少ない病院市場よりも大きな値引きを行

っていることを確認した。従って、 80年代後半に

は、「競争は価格を引下げjていると考えられる。

これらの異なる研究結果から、米国の病院市場

では、 1980年代の半ばで競争形態が変化したと考

えられた。例えば、 Gruber3
)は、入院医療の価格

水準は1982・84年の期間では病院市場の競争構造

と無関係であったが、 1985・1988年の期間では競争

的な市場ほど価格上昇率が小さいことを確認して

いる。また、 Dranove，Shanley and White 4) (以下

DSWとする)によれば、 80年代前半までは出来

高払い中心の医療保険が多く、病院の選択権は価

格に鈍感で情報量が少ない患者が持っており、

patient-drivenな競争(患者選択型の品質重視競争)

で、あったとしている。一方で、 DRG/PPSの導入

やマネジドケア浸透以降では、病院の選択権は価

格に敏感で情報蓄積を進めているマネジドケア型



保険組織(及びその背後にいる雇用者)に移行し

た結果、 payer-drivenな競争(保険者主導型の価

格重視競争)に変化したとしている。

この分野の代表的な論文である DSWの実証分

析モデルを見てみよう。当該研究は、米国の病院

市場において、競争が激しいほど①価格が下がり

②病院の収益率が縮小するかを、 1983年と 1988年

の2時点で検証している。具体的には、病院毎の

取引価格と平均費用の差 (mark-uprate)を被説

明変数として、 Herfindahlindex注2で見た市場集

中度を説明変数のーっとして、その関係を分析し

ている(I式)。但し、病院と民間保険会社との取

引を対象として公的医療保障制度は対象としてい

ない。

Mit = Bt+BzZit+BxXit+BHHit+Ei ...・H ・.....・H ・.....(1式)

Mitは、病院 iの期間 tに販売された病院サ}

ピスの収益率を示している。 Zitは、病院 iの期

間tにより高い価格を請求できる病院の特徴を示

している。 Xitは、利益率に影響を及ぼす病院の

特徴を示している。 Hitは、病院 iにおける病院

市場のHerfindahlindexを示している。ここでは、

病院の需要変動を補足する変数を含んでおらず、

競争環境の変化による需要ショックを考慮してい

ない点に注意が必要である。

当該研究において、収益率は1983年においては

Herfindahl indexと統計的に有意な関係が認めら

れなかったが、 1988年には正で統計的に有意な関

係が認められた。また、価格を被説明変数とした

場合には、 1983年にHerfindahlindexの0.1の減少

(市場集中度の低下・競争環境の激化)は、価格

指数の0.4の上昇を招くことを確認している。従

って、 1988年においては、それ以前には確認され

なかった「競争は価格を引き下げる(利益も低下)J

という現象が病院市場でも確認された。このこと

は、自由価格制度が適用されている米国の病院市
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場においても購入者の価格弾性値と情報量の多寡

に影響されることにより、非価格競争が行われて

いたことを示した点で注目に値する。

本研究は、このDSWの分析枠組みを用いて、

日本のデータを分析することによって、病院市場

の競争形態について検討するものである。

②日本の病院市場の競争形態に関する初めての実

証研究

本研究の特徴は、日本の病院市場の競争形態に

関する産業組織論的な見地から初めての「実証分

析Jという点である。公的価格制度を持つわが国

では、理論的には非価格競争が実施されていると

予想されるが、実証研究を実施した例はほとんど

ない。わが国の医療サービス市場に市場原理を導

入するべきかどうかについては、多くの研究があ

る注3。また、厳密な仮定条件を設定した理論分析

もいくつか行われている注4。しかし、わが国にお

いては、個票の形での病院の財務データ(利益率、

コスト)の収集が困難であったため、病院市場に

おける競争状態に関する研究はほとんど存在しな

U￥注 o

これまではわが国の医療政策は、国民の健康水

準の向上という社会保障の観点が中心であり、産

業政策的な観点、はほとんどなかったと思われる。

しかし、近年において産業界や経済財政諮問会議

から産業政策の観点からの提案が出てきており、

医療サ}ピス市場を産業組織論の見地から分析す

る必要性は高まっていると考える。

③本研究の構成

本研究の構成は以下のとおりである。本節にお

いては研究の背景と目的を述べた。続く第二節で

は、分析に使用するデータについて説明する。第

三節では、分析モデルとして理論モデルを考察し

た上で実証分析モデルを提示する。第四節では、
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二段階最小二乗法 (2SLS)による分析結果につい

て考察を行う。その結果、より競争の激しい地域

に立地する病院がより高い収益率を上げているこ

とが確認された。第五節においては、結論につい

て述べた。結論では、病院市場における競争促進

政策の強化は、品質の増加に加えて費用の増加を

招く可能性が強いことを指摘した。

2 .分析データ

今次分析のデータは、全国の民間病院にアンケ

}ト調査を行って収集したものである。当該アン

ケートは、厚生労働科学研究費補助金を受けた

「病院の機能に応じた経営指標の開発に関する実

証研究(主任研究者:医療経済研究機構所長宮津

健一)j5Jにより 2002年10月18日にわが国の全て

の民間病院 (7，474病院)に送付され、約1ヶ月後

に16.5%が回収された。アンケート回収後に、不

明確な回答については別途電話にて確認を行うな

ど、データ・クリ}ニングを綿密に行った。この

ため、同種調査に対して規模の大きい1，277病院

の回答が得られた。当該アンケート調査は様々な

変数について調査しており、例えば、病院開設者、

診療科目、病床数、平均在院日数、医業利益、医

業費用などを含んでいる。

尚、今次分析対象のサンプル病院としては民間

病院のみとした。これは、公的病院の場合には自

治体予算や補助金などによって赤字の補填が可能

であるため、収益性が明確に把握できないためで

ある。ここでの民間病院とは医療施設調査におけ

る開設者として、医療法人、個人、その他(社会

保険関係団体、日本赤十字、社会福祉法人等)を

指している。従って、アンケート調査対象に国立

病院、自治体立病院は含まれていない。

更に、アンケート調査から得られたデータを加

工することによって、以下のような変数を設定し

た。「医業利益率」は医業利益を医業費用で除し

て求めた。「診療科目数」は病院の標梼する診療

科の合計数である。「空床率」は、非稼動病床数

を許可病床数で除して求めた。併せて、「空床率2

乗Jは「空床率」を2乗して求めた。 iLN平均在

院日数」は、各病院の平均在院日数を対数変換し

て求めた。

更に政府統計からいくつかの変数を追加した。

「病院密度jは、人口10万人当たりの病院数を二

次医療圏別注6に作成した。「大規模公的病院×急

性期ダミー変数」は同じ二次医療圏に病床数300

床以上の公的病院が存在し、サンプル病院の平均

在院日数が17日以内(急性期加算)の場合に1を、

その他の場合に0をとる変数である。また、「給与

格差指数jは各都道府県の現金給与総額の平均値

を、東京都を 100とした指数で示している。「有訴

率」は、疾病に関して自覚症状のある人数を人口

千人当たりで都道府県別に示したものである注 o

分析に使用した変数の基本統計量を表 1に示し

た。アンケートに回答したサンプル病院のうち、

分析に採用した変数に欠損値のある個票は分析か

ら除外した。その結果、全変数が得られる644の

サンプル病院を分析対象とした。

今次分析対象となった644サンプルは、病床数

の平均値は189床と全国平均である 179床に比し

てやや大きいものの大きな議離はない。また平均

在院日数は39日と全国平均の38日に比して1日長

いが概ね同じと考えて問題はないであろう。従っ

て、今次サンプル病院をわが国の民間病院の代表

性を持っと考えて大きな問題はないであろう。

3 .分析モデル

(1)個々の病院に対する医療サービスの需要

モデル

実証分析の前に、わが国の医療制度の下で、競



争形態の違いにより利益率はどのような影響を受

けるかを理論モデルで考察したい。

一般的に市場において生産者はその生産活動に

おいて「技術的制約 (technologicalconstraints) J 

を受けるが、更に、生産物を販売する際には、

「市場の制約 (marketconstraint) Jにより購入者

側が需要するだけしか販売できない。ある生産者

が、ある価格を設定しある量を販売する場合に、

この価格と販売量の関係を「企業が直面する需要

曲線 (demandcurve facing the五rm)Jと呼ぶ。

この企業が直面する需要曲線は、市場にただ一つ

の企業がある場合と数多くの企業がある場合では

異なる。

市場環境では、市場に企業が唯一つしかない「独

占」と数多く存在し価格が所与と考えられる「純

粋競争」が代表的であるが、他にもその中間に位

置する「独占的競争 (MonopolisticCompetition) J 

があると考えられているヘ独占的競争とは、企

業が他の企業との競争のなかで一定の市場支配力

を持ち、製品差別化 (productdi百'erentiation)を

行うことが可能な市場環境を指す注80

医療経済学においては、病院などの医療サ}ピ

ス市場は、「地域」ゃ「診療科」等で市場が分割

可能で、競争環境の緩和や製品差別化ができる独

表 1 分析に使用した変数の基本統計
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占的競争であるとされている。この独占的競争市

場において、「ある病院が直面する需要曲線」に

関する伝統的なチェンパレン・モデルを用いて、

「自由価格モデル」及び「規制価格モデルJにお

ける競争形態について考察する注 o

(2)自由価格の場合のチエンバレン・モデル

多くの場合医療サービスの価格は公定される

が、最初は単純化のために医療サービスの価格は

市場で自由に決定されると仮定する。この時、独

占的競争を行っている医療サ}ピス市場で、ある

病院が直面する個別需要関数のモデルを (2式)

に示す。

q=(乱丸九五，丸y，n，Z) ・……・・……・・…・…(2式)

。qA¥ dq ~ {¥ dq ~ (¥ dq 
但し、一<0.:'? >0. :'? >0→ >0， dp ' v， dx -v， dy -v， dp 

24<O24<OMくOdx 'v， dy 'v， dn 

このモデルでは、 A病院に対する医療サ}ピス

の期待需要(q)は、 A病院の医療サ}ピス価格(p)、

A病院の「診療の品質(アウトカム)J (x)、A病

院の「患者の快適性(アメニテイ)注10J (y)、競合

するB病院の医療サービス価格(品)、 B病院の「診

平均値 標準偏差 最小値 最大値 度数

医業収益率 0.050 0.128 -0.644 0.812 644 

診療科目数 9.640 5.562 1 30 644 

LN平均在院日数 3.099 0.607 0.960 8.730 644 

空床率 0.063 0.127 。 I 644 

空床率2乗 0.020 0.073 。 644 

病院密度(二次医療圏) 8.357 4.152 0.100 26.140 644 

公的急性ダミ} 0.283 0.451 O 1 644 

給与格差指数 76.300 9.086 60.5 100 644 

県別有訴率 323.291 18.589 237.4 354 644 

出所)筆者作成
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療の品質J(x)、 B病院の「患者の快適性J(y)、同

じ市場にある病院の数 (n)、患者(医療サ}ピス

の購入者)の属性 (Z幻)で決定されるとしている注削1口1

但し、当該モデルでは、医療サービスは価格を

事前に患者が知ることができる計画的な手術等を

想定しており、救急医療や予定外の手術等を前提

としていない。また、 A病院は患者毎に平均的な

医療サービスを供給すると想定している。

そして、 A病院の医療サービスの販売量 (q: 

需要量)とその総生産費用 (C)の聞には総費用関

数として (3式)が定義できる。この費用関数は、

品質に対する増加関数で、病院は同じ技術的制約

を持つとイ反定している。アウトカムとアメニテイ

の水準のー単位の引き上げに必要とする費用はそ

れぞれbとCとし、固定費用はFで一定とする。

C(q， x， y)=(α+bx+cy)q+Fα，b， c， F>O…(3式)

以上のことから、 A病院の利益 (π)は収入

(価格×需要量)から総費用(変動費用及び固定

費用)を引いたものと定義できる (3式)。更に4

式に3式を代入すると5式を得る。

π=pq-C(q，x，y) ……………………… (4式)

π=ρq-[(α+bx+cy)q+FJ 

=(p-α-bx-cy)q-F………… (5式)

この市場環境において競争が激化(或いは市場

集中度が低下)すると、企業は需要量を増加(或

いは維持)しようと、価格の引下げ(価格競争)

や品質の向上(非価格競争)を行うと考えられる。

病院が、価格と品質をどのように変化させるかは、

医療サ}ピスの購入者の特性 (Z) に多くを依存

すると考えられる。このことは、医療サ}ピスの

需要の弾性値を用いると、更に明確に表現するこ

とができる。

需要の価格弾性値(肝)とは、価格が1%増加

した場合に、需要が何%変化するかを示す指標で

あり、以下のように定義する (6式)。同様に、医

療サービスの需要の品質に対する弾性値を定義す

ることができる。この品質の弾性値は、品質が

1%上昇した場合に需要が何%変化するかを示す

指標である。それぞれアウトカム(中)とアメニ

ティ (ηy)に分けて以下のように定義することが

できる (7・8式)。

ηρ= 立立 x~ ・…… H ・H ・-……...・ I・H ・........(6式)
ap q 

IJx =互主 x ax .. q ・H ・H ・..(7式)

IJY =学×主 (8式)dy q 

本モデルではA病院は、ライバルであるB病院

のムムタを所与の条件として、自分のπ(利益)

を最大化する最適なf、f、fを選択することと

なる注九

利益を最大化する場合の条件を得るために、 4

式をp、z、yでそれぞれ偏微分し、 FOCをとると

価格、アウトカム及びアメニティの最適な均衡水

準(p*、 f、 y*) として9式~11式を得る。

(α+bx* +cy*) IJp p*= ………...・ H ・.....・ H ・..(9式)
1 + IJp 

x*=主こ×二位 .....・ H ・......・ H ・......・ H ・-… (10式)b .. IJp 

y*=与×す (11式)

但し、 ゎ <0， IJx >0， IJY>O 

上記式からは個々の病院の価格・品質の最適な

水準の選択について、以下の3点が示される。第

一に、最適な価格水準は、価格弾性値が大きいほ

ど、限界費用 (α+bx*+cyつが高いほど、高い水

準となる。第二に、アウトカムに対する弾性値が

高いほど、最適なアウトカムの水準は高くなる。



第三に、アメニティに関する弾性値が高いほど、

最適なアメニテイの水準は高くなる。

このように、病院は利潤最大化を達成するため

に、患者の特性に応じて最適な価格及び品質(ア

ウトカム・アメニティ)の水準を選択する。競争

が激化した場合に病院は、この患者の特性により

価格を引き下げたり品質を引き上げたりして対応

することとなる。従って、自由価格制度の下であ

っても、医療サービスの購入者の価格弾性値より

も品質弾性値が勝る場合には、品質を重視した競

争(非価格競争)が主体となる。

このとき、価格を引き下げる「価格競争」とな

った場合、価格の引下げは、その他の条件が一定

であれば利益を減少させる。一方、品質等を引き

上げる「非価格競争」となった場合には、費用が

増加するため、同じく利益は減少する。従って、

自由価格モデルにおいては、一定の条件が満たさ

れることによって、「競争は価格を引き下げ、品

質を向上させる(及び利益を下げる)Jのである。

(3)規制価格モデル(定額償還方式の場合)

次に、価格が規制を受け公定価格である市場を

想定し、 A病院もB病院も同じ公的価格 (p)で医

療サービスを供給すると仮定する。但し、ここで

の公定価格は患者が一連の治療(例えば一入院当

り)で直面する価格であると考える注へこの場合、

A病院に対する医療サ}ピスに対する需要関数は

(12式)で表される。

q=(x， y， X， y， n， Z) ...・ H ・..…………...・H ・..(12式)

。q~ ̂  dq ~ ̂  dq ~^ dq ~^ dq 
但し、 一 >0一 >0一寸<0一寸<0ーくOdx -v， dy -v， di -V， d y -V， dn 

A.B両病院が閉じ価格で医療サービスを販売

する場合には、価格は需要の決定因子からはずれ、

A病院の需要は主に医療サ}ビスのアウトカム

(x、X)、及びアメニティ (y、y)により決定され
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ることとなる。費用関数は変化しないため3式を

用いと、 A病院の利益は13式のように定義される。

更に13式に総費用関数3式を代入すると 14式を得

る。

π=pq-C(q，x，y)……………………… (13式)

π= pq-[(α+bx+cy)q+FJ 

=(t-α-bx-cy)q-F………… (14式)

規制価格モデルにおいて、利益を最大化する場

合の条件を得るために、 13式をx及び、yでそれぞれ

偏微分し、 FOCをとるとアウトカム及びアメニテ

イの最適な均衡水準 (x¥yつとして15式を得る。

f=JL×企笠ヨヱ ..........・H ・..…・・…(15a式)
l+f/x .. b 

*=.-!lL x左旦主主・........・ H ・-……一(15b式)
l+f/y" C 

規制価格モデル(定額償還方式)においては、

一連の治療における価格は一定であるので、品質

を引き上げることにより競争を行う(非価格競

争)。上式によれば、規制価格モデル(定額償還

方式)の場合には、最適なfとfの聞には一方が

増加すれば他方が減少するというトレードオフの

関係が認められる。従って当該モデルの示す医療

サービス市場においては、病院は患者の品質弾性

値に応じて、医療サ}ピスの「アウトカム (x)J 

と「アメニテイ (y)Jのトレードオフ関係のなか

で最適水準を選択する必要がある。

この時、品質の引上げにより費用が増加するこ

とから、利益は減少する(いわゆる、ヤードステ

ィック・コンペテイション)。従って、規制価格

モデルにおいても、「競争は価格を引き下げ、品

質を向上させる(及び利益を下げる)Jとの法則

が成立すると想定できる(表2のA)。
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(4)規制価格モデル(費用補償方式の臼本モ

デル)の場合

①出来高払い方式による修正

これまで見てきた自由価格モデルと規制価格モ

デルは教科書的なモデルであるが、わが国に適用

するため、①支払い単位の小さい出来高払い、②

平均的な費用を補償する公的価格水準、を考慮し

て規制価格モデルを「定額償還方式jから「費用

補償方式」に修正する。

米国のDRG/PPS方式の場合には、一入院当

り定額でありホスピタルフィーとドクタ}フィー

が分離していることから、規制価格モデル(定額

償還方式)がよく当てはまる。しかし、知野7)が

指摘しているように、わが国の公的価格(診療報

酬点数)は、「投薬」 ・「注射J. I医療機器」

などのモノに対応した投入物及び「入院日数」な

どの中間的産出物が価格づけの対象として採用さ

れており、米国のDRG/PPSに比して支払い単

位が小さい出来高払い方式が中心である。

出来高払い方式の場合には、民間医療機関は、

個々の医療サービスの組合わせを、経済的誘因に

より変更する余地が大きいとされている九従っ

て、この場合には、病院は提供する医療サービス

の組み合わせを、患者毎に一定の幅を持って選択

する可能性があると考えられる。

表2 価格決定方式と理論モデルの違い

以上の点から、規制価格モデル(費用補填方式)

では、病院毎の需要量が可変になると考える。つ

まり、医療サービス需要を「患者数」と「患者一

人当たり医療サービス量Jに分けて考えると、

「患者数」を確保するために、「一人当たり医療サ

ービス量jの検査や投薬の回数を減少させ、自己

負担額を減少させることができるとする。この時、

患者一人当たりの医療サービス量の変化により需

要量を、平均的な水準 (qつよりも少なくした場

合の下限をqとし、上限をqとし、品質に影響を及

ぼさない範囲で、供給量はq<ザ<7jから選択でき

るものとする注140

②費用補填方式による修正

次に、日本の公的価格は個々の診療行為や医師

や看護師の配置人数などについて設定されるが、

そのコストに一定のマ}ジンを上乗せして決定さ

れているわけではない。池上・キャンベル8)が指

摘しているように、わが国の公的価格は、政府が

「医療経済実態調査」により医療機関の収支状況

を把握し、収支が悪化している医療機関が扱うこ

とが多い診療行為の公定価格を上げるように事後

的に見直し(診療報酬改定)が実施される。従っ

て、病院の平均的な費用を補償する形で公的価格

が設定されていると考えられる加。

モデル 保険償還方法 競争激化への対応 費用の変化 利益率の変化

規制価格 定額償還方式 非価格競争 費用増加 利益率↓ (A) 

モデル (米国DRG) 品質 (x，y) ↑ [定理成立]

費用償還方式 非価格競争 費用増加 利益率↑ (B) 

(出来高払い) 品質 (x，y) ↑ (定理不成立)

擬似価格競争 費用一定 利益率↓ (C)

価格(長)↓ [定理成立]

(自己負担分)

出所)各種資料より筆者作成



このような実態に合せて、規制価格モデル(費

用償還方式)では価格を、規制価格モデルの定額

償還方式の公的価格Eから、上記の公的価格改定

方法を踏まえて、長=k(α+bx+cy)に変更する。こ

の時、 hは費用に若干の利益率を上乗せした公的

価格におけるマークアップ率で、平均的な病院が

黒字を達成できるように、 k>lとする。例えば、

民間病院の利益率を平均で5%とするためには、

k = 1.05となる。

例えば、病院が品質を引上げるためにより高度

で複雑な医療サービスの組み合わせを提供した場

合、費用が増加することによって収支が悪化する。

しかし、病院の収支が悪化すると、政府は高度医

療を実施する病院タイプについて、看護料などの

診療報酬を引き上げることによって、平均的な費

用を補填する。現実にも、高度で複雑な医療行為

の場合には、より高い費用を補償するために診療

報酬点数も高くなっていると考えて差し支えない

であろう。

これまでどおり、総費用関数は共通とすると、

規制価格モデル(費用補填方式)の利益関数は以

下のように定義できる。

π=pq -C(q， x， y)……………………… (16式)

π=pq-[(α+bx+cy)q+FJ 

=(k-l)(α+bx+cy)q-F ……… (17式)

(但し、 p= k(α+bx+cy)、q<q<否)

③規制価格モデル(費用補填方式)における競争

形態

規制価格モデル(費用補填方式)では、病院は

限定的ながら患者の自己負担部分(患者の直面す

る価格)と品質の2つの因子について、患者の特

性に応じて、最適水準を選択することとなる。

尚、上記モデルでは、提供される医療サ}ピス

の範囲は公的医療保険の保障範囲に限定され、特
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定療養費制度を含むが、自由診療による収入を含

めない。従って、病院の医業収益は、公的医療保

険の保険給付金と患者の自己負担分の合計とな

る。このとき、特定療養費制度における差額ベッ

ド代などにより、アメニティ部分の費用の一部を

自己負担の形で賄うことが可能であると想定す

る。これは、実証分析の医業収益の対象範囲と語

離することとなるが、分析対象の民間病院で自由

診療の占める割合は限定的であるため、一定の妥

当性を持つと考える。

病院が非価格競争を実施し、品質を引き上げた

場合には、品質の引き上げにより費用が増加する

が、 k>lより収入も比例して増加することから、

利益水準も向上する。また、個室利用などのアメ

ニティの一部についても特定療養費制度において

別途徴収することが可能である。更に、一定の固

定費用を差引いた後の利益率も上昇する。このよ

うに、非価格競争が優勢な場合には、病院市場の

競争の激しさと利益率の高さは正の相闘を持つと

想定される(表2のB)。

一方で、病院が価格競争を実施し、患者が直面

する価格(自己負担分)を一人当たりの医療サ}

ピス量を引下げることによって実質的に引下げる

ことが可能となる。この場合の競争形態を、擬似

価格競争 (quasi-pricecompetition)と定義しよう O

擬似価格競争が優勢な場合には、一人当たり医療

サービス供給量の引き下げは、患者数を維持しつ

つも収入を減少させ、固定費用を差引いた後の利

益率は減少すると考えられる(表2のC)。

わが国では、規制価格モデル(費用補償方式)

が実態に適合すると考えると、患者の弾性値に応

じて、競争形態としては「非価格競争」又は「擬

似価格競争」の2つの種類の競争形態が想定でき

る(表2の日文はC)。
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(5)実証分析モデル

今次分析モデルは、 DSWの1式にあるモデルと

同じ枠組みを採用する O 但し、わが国においては

ユニパ}サルな公的皆保険制度のもとでほとんど

の医療サ}ピスは公的価格で取引されており、価

格情報は病院毎にユニ}クではない(但し、患者

単価や疾病区分毎の単価は異なる可能性がある)。

従って、被説明変数としては利用可能でかつ収益

性を代表する変数として「医業利益率」を採用す

る。但し、医業利益率は会計学上の利益と経済学

的な利益の潜在的な違いを有するという問題点が

ある。

病院市場の競争状態を示す変数(I式ではH)

としては、 Herhindahlindexが代表的で、ある。し

かし、サンプル病院以外の病床数等が正確に把握

できなかった。このため、代わりに「二次医療圏

毎の人口10万人当り病院数(病院密度)Jを用い

た。病院密度は、人口10万人当たりの医療ニーズ

が地域によりほぼ同じと考えれば、医療ニ}ズで

コントロールした上で、同じ二次医療圏に立地す

る競合病院数(自院含む)を示す。従って、二次

医療圏を病院市場と考えた場合の競争状態を代表

する変数と考えられる注ヘ被説明変数を「医業利

益率」にした場合、先の規制価格モデル(費用補

償型)が妥当であれば、「病院密度」の係数が正

であれば病院市場は非価格競争主体となり、係数

が負の場合には擬似価格競争の主体と想定でき

る。

更に、大規模な公的病院が同じ二次医療圏にあ

る場合には、急性期の民間病院は患者獲得競争に

おいて不利になると想定される。これは、その他

の条件が同じならば、公的病院はより高度な医療

サービスや高額な医療機器を、補助金等の形で備

えることが多いため、競争上有利になる場合が想

定される。従って、急性期病院で同じ二次医療圏

に300床以上の大規模公的病院が存在する場合にI

をとる「大規模公的×急性期ダミー変数」は、負

の係数を持つことが想定される。

病院の特徴を示す変数 (1式ではz) としては、

「診療科目数JILN平均在院日数」という 2つの変

数を採用した。病院の提供する医療サ}ピスの範

囲の大きさを示す「診療科目数」と病院の提供す

る医療サービスが急性期か慢性期かを示す「平均

在院日数jにより、病院の特性をコントロールす

る。

その他の収益性に影響を及ぼす病院の特性 (1

式ではX) としては、「空床率JI空床率2乗jを

用いた。病院においては、自分の保有する病床を

有効に利用することが非常に重要と考えられてい

る。従って、「空床率」は稼動していない病床の

割合を示すことから、負の係数を持つことが予想

される。

以上の結果、採用する分析モデルは以下のよう

になる。

医業利益率=定数項+s 1病院密度+s 2公的

急性ダミー+s3LN入院日数+

s4空床率+s 5空床率二乗+

s6診療科目数+誤差項1

…・・ (18式)

病院密度=定数項+Y 1給与格差指数+

y2有訴率+誤差項2・・ H ・H ・.(19式)

ここで、病院市場において競争状態を示す「病

院密度」と収益性を示す「医業利益率」の関係を

見る上で、元々収益性の高い地域に病院が集中す

るという、「逆の因果関係Jによる同時性が想定

される。この時、競争状態を示す変数は誤差項と

漸近的に直交せず、最小二乗推定量は一致性を失

うヘこの同時性による内生性に対処するために

は、 2段階最小2乗法を用いて推計を行うことがよ

くおこわなれる方法である。このため、「病院密

度」に影響が大きく利益率とは関連が想定されな



い、「給与格差指数J及び「有訴率」を操作変数

として(19式)で病院密度の推定値を算出する。

この推定値は、誤差項と相関を持っていないため、

内生性の問題がクリア}される。その上で、 (18)

式に代入して、二段階最小二乗法で推計を実施し

オト，注17，、・ O

尚、当該実証モデルは、その他の条件が閉じで

あれば、病院の期待需要は一定であると仮定して

いる。従って、 DSWと同様に、競争環境により

病院の期待需要が増減することを考慮していな

しミ。

4.分析結果と考察

(1)分析結果

表3に医業利益率を被説明変数とした実証分析

モデルの推計結果を示した。

最も重要な点は、市場競争環境を示す変数であ

る「病院密度」の係数が正で統計的に有意

(pく0.01)であることである。併せて、「大規模公

的病院×急性期ダミー変数jの係数は、負で符合

表3 回帰分析の推忠結果

被説明変数:医業収益率

説明変数名

病院密度(二次医療圏)* * * 
公的急性ダミー

LN平均在院日数*

空床率**

空床率2乗***

診療科目数(合計数)* * 
定数項**

Coefficent 

0.0051302 

-0.020291 

-0.0162911 

-0.1830003 

0.3715338 

-0.0021925 

0.0887699 
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条件は一致したが、統計的に有意ではなかった。

従って同じ二次医療圏に大規模な公的病院が存在

することは、収益性にマイナスの影響を与えてい

る可能性があるが、その影響はばらつきが大きい

と考えられる。

2点目としては、「診療科目数」及び「平均在院

日数」の係数はともに負で、「診療科目数」は5%

有意水準で有意となった。平均在院日数は、診療

報酬点数の逓減制度により長い平均在院日数は収

益に悪い影響を与えたと考えられる。しかし、平

均在院日数の長期化は空床率を低下させる場合も

あるため、この解釈については注意が必要である。

3点目としては、「空床率jは係数の符号は負で

統計的に有意で期待どおりであった。一方で、

「空床率2乗jの係数は正となり、統計的に有意で

あった。

尚、当該分析に用いた操作変数が適切であるか

どうかについて判断するため、過剰識別制約の検

定 (over-identifyingrestrictions test)を実施した。

当該検定によって得られたp-valueは0.19(Sargan 

statistic= 1.716)で、「全ての操作変数は妥当であ

Robust standard errors P>t 

0.001924 0.008 

0.013006 0.119 

0.009571 0.089 

0.081151 0.024 

0.141408 0.009 

0.000936 0.019 

0.038654 0.022 

IV(2SLS) regression with robust standard errors Number of obs=644 

Test for Over identifying restrictions Chi2(1)=1.716 

F-test for weak IV F(2，636)=208.26 * * * 
注)* * *は1%有意水準、**は5%有意水準、*は10%有意水準
出所)筆者作成
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る」という帰無仮説は棄却されなかった。従って、

操作変数は必要な特性を持っと考えられる。

更に、選択された操作変数が「病院密度Jとほ

とんど相闘がないという weakinstrumentの問題

を見るために、「病院密度」を上記の操作変数に

回帰させる第一段階の回帰分析において「操作変

数のパラメータ}が全てゼロjという帰無仮説に

関するF統計量を算出した。その結果、 p-valueは

0.0001 (F [2，636J =208.26)で、「第一段階の回帰

モデルは有効でない」という帰無仮説は棄却され

た。従って、今次分析に採用した操作変数は有効

に機能していると考えられる。

(2)考察

①競争変数と収益率の正の関係

分析結果より、わが国の病院市場においては、

競争環境がより厳しい場合に、より高い医業利益

率となっていることが確認された。従って、少な

くとも競争が利益率を引き下げる結果にはならな

かった。この結果について、理論モデルで設定し

た規制価格モデル(費用補填方式)がわが国に当

てはまると考えて、分析結果を検討する。

平均的な日本人が、従来の病院Aと新規参入し

た病院Bの2つの病院を選択する単純化したケー

スを考えよう。病院Aは、この人の価格弾性値が

高い場合には、自己負担分の価格を下げて、患者

を確保しようとする。また非価格要素(品質)が

高い場合には、品質を上げて、患者を確保しよう

とするであろう。しかし、自己負担分や品質はデ

ータの制約から観察することができない。ここで、

日本の医療制度が公的価格モデル(費用補填方式)

に当てはまるならば、利益率を観察することによ

って、病院Aの行動を推定できると考えられる。

つまり、病院市場の競争が激化すると、その他の

条件が同じであれば、患者の価格弾性値が高けれ

ば病院は価格(自己負担分)を引き下げ、その結

果利益率は低下する。逆に患者が品質を重視する

ならば、病院は品質を引上げ、その結果利益率は

上昇すると考えられる。従って、利益率を競争変

数で回帰した場合、擬似価格競争が優勢な場合に

は競争変数は負の関係を持つ(つまり、競争変数

の係数は負)となる。また、非価格競争が優勢な

場合には競争変数は利益率と正の関係を持つ(つ

まり、競争変数の係数は正)となると考えられる。

分析結果を見ると、競争環境を示す変数の係数

は正で、有意で、あったことから、わが国の病院市場

は、患者の自己負担を低くする「擬似価格競争j

よりも、患者に対して非価格要素で競争を行う

「非価格競争Jの特性をより強く持っている可能

性が示唆された。

②理論モデルにおける技術制約条件の妥当性

競争環境が利益率に正の影響を与えるのは、競

争激化により費用が低下したためと考えることが

理論的には可能である O 費用が低下した理由とし

ては、費用節約的な技術革新や生産要素価格の低

価格調達などにより、病院が品質を上げながら費

用を低下させたことが考えられる。この場合には、

理論モデルの技術制約条件が同じという仮定条件

が成立しないこととなる。

そこで、同じデータ・モデルに、費用を代表する

説明変数として「一日・ 1床当たりの医業費用」注18

を追加して推定を行ったところ、その係数は正で

あるが有意となっておらず、費用の低下により利

益率の動きを説明することは困難であった(係数

は 0.0022、 p~直は 0.157) 。

この理由としては、医療サ}ピスの生産技術は

多くの場合公表され、一般財の生産技術のように

特許などにより特定の企業が独占することはほと

んどないことや、生産要素の投入に関しても人員

配置基準や施設基準などの規制が厳しいことなど

が考えられる。併せて、今回の分析対象となった



民間病院は公的病院に比して予算制約が厳しいた

め、従来から費用節減を徹底している。このため、

費用の節減の面においても、生産要素の調達価格

の水準などに大きな差がなかったことも想定され

る。

但し、上記検定は本研究の焦点となる競争激化

による利益率と費用低減の関係について見たもの

であり、「競争激化が費用低下を起こすか」につ

いて確定的な結論を有しているわけではないこと

に注意が必要である。

③実証モデルにおける需要条件の妥当性

実証分析モデルにおいては、競争環境の変化に

よる需要ショックを勘案していない。しかし、利

益率は1病院当たりの需要の変動に影響を受ける

可能性がある。例えば、病院密度が増加すると、

地域の需要が一定であれば1病院当たりの需要量

が減少すると想定できる。更に、その減少分が供

給者の誘発需要やアクセス・コスト低下による需

要増により埋め合わせされる可能性もある。逆に、

競争激化による品質向上等により地域の医療需要

が増大する場合も想定できる。しかし、本研究で

はDSWの分析枠組みを用いているため、このよ

うな需要変動に関する知見を得ることができない

という限界がある。

このため、地域の医療需要が拡大した場合には、

擬似価格競争の場合であっても患者増による増収

により利益率が上昇する可能性がある。逆に、 1

病院当たりの期待需要が減少した場合には、非価

格競争の場合であっても、患者減による減収によ

り利益率が減少する可能性がある。本研究では、

病院属性が同じであれば、病院の期待需要は一定

であるとの仮定条件を設定しており、仮定条件の

妥当性により結論が変わりうることに注意が必要

である。
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5 .結論と政策的示駿

(1)非価格競争中心の市場

本研究では、病院市場の競争形態を検討するた

め、 DSWの分析枠組みを用いてわが国の民間病

院デ}タの分析を行った。第三節の理論分析では、

わが国の病院市場は医療サービス価格が公定であ

ることに加えて、保険償還時の支払い単位が小さ

い出来高払いであることから、規制価格モデルに

費用補償型を構築した。次に第四節の実証分析に

おいては、被説明変数を医業利益率として、説明

変数として「病院密度」を加えて、二段階最小二

乗法で、推定を行った。この結果の分析、競争変数

の係数は正で統計的に有意となった。このことか

ら、わが国の病院市場では、競争が激しいほど利

益率が高くなるという関係が確認された。

わが国の医療制度が、規制価格モデル(費用補

償型)に適合するならば、この分析結果は、わが

国の病院市場が擬似価格競争というよりも非価格

(品質)競争の側面が強いことを示唆していると

考えられる。

(2)病院市場における競争促進政策への示唆

このような研究結果から、病院市場における政

策に対して以下のような示唆が得られる。病院市

場における競争促進政策の実施は、提供される医

療サービスの品質向上だけでなく、入院医療費の

ような費用の増加を引き起こすと考えられる。従

って、例えば、病床規制の撤廃のような政策を実

施する場合には、併せて医療費の増加を抑制する

政策を強化する必要があると考えられる。例えば、

医療監視の強化や、レセプトの電子化により保険

者の支払い審査をより精織化することなどが実施

されるべきと考える。逆に言えば、これらの環境

整備が十分でないまま競争促進政策を実施するこ

とは、政策目的の一つである医療費抑制に逆の効
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果を招く可能性が高いと考えられる。

(3)令後の研究課題

最後に、本研究はいくつかの間題点や課題を有

している。

第一に、実証分析においては、データの利用可

能性に制限が多く、例えば医療サ}ピスの価格・

需要に関する変数や競争変数としてHerfindahl

index等を採用していない。このため、分析モデ

ルにmissingvariableが存在する可能性がある。

また、収益力を示す変数として医業利益率を採用

しているため、会計上の利益と経済的(社会的)

な利益との聞に語離がある可能性がある。今後、

より精綾なデータが整備され、実証分析に利用さ

れることを期待したい。

第二に、医療制度と分析モデルの整合性に関す

る更なる改善が望まれる。本研究では、当該分野

の代表的な論文である DSWの分析枠組みを用い

て分析を行っている。このため、分析モデルにお

いて需要変動を考慮していなし」また、わが国の

医療制度における理論モデルについては、規制価

格モデルの費用補償方式を構築したが、更に精織

なモデルが検討される必要があろう注190

第三に、‘分析対象としては民間病院のみで、公

的病院を含んでいない。このため、公的病院の行

動は分析結果に限定的にしか反映されていない可

能性がある。また、公私病院間での患者の移動は、

同じ二次医療圏に大規模な公的病院がある場合に

ついてはダミ}変数が設定されているが、公的病

院が縮小された地域での民間病院への患者移動や

慢性期医療が中心の民間病院に見られるような公

的病院と民間病院との補完関係は考慮されていな

い。今後は、データの制約があるものの、公的病

院も含めた更なる分析が望まれる。

本研究は、わが国における病院市場の競争形態

に関する研究としては最初の第一歩を記すもので

あるが、データの制約から様々な前提条件を有し

ている。今後、同じ分野で経年変化や地域毎の違

いなどの分析が進み、政策効果に関する更なる知

見が集積することを期待したい。
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注
1 競争形態から市場構造を分類し、企業の行動およ

び社会的最適性の検討を行う分野で、「競争的市場

は集中度の高い市場よりパフォーマンスがよいjと

いう定理を実証研究で検討する分野

2 ハーフインダール指数とは、市場にある全ての企

業の市場シェアの二乗の合計で計算される。 Siが企



業iの市場シェアを示すとすると、ハ}フィンダー

ル指数=~ i (Si) Zと表される。

3 医療サ}ピス市場に市場原理をどのように導入す

るかについての研究としては、田中 (2002)、真野

(2002)などがある。

4 医療サ}ピス市場の理論分析としては、中泉

(1999)、知野 (2006)などがある。

5 この他に、レセプトデータを用いて医療サービス

の価格を推計し、病院間及び地域格差を考察した先

行研究が多く存在する。しかし、レセプトデータは

保険者から提供されることが多く、個々の病院に対

する需要・財務を示す変数と結びつけることが困難

である。このため、レセプトデータによる産業組織

論な研究は行われていない。

6 二次医療圏とは、医療法により「入院医療を完結

させる区域」とされている。このため、入院サ}ピ

スが主要となる病院のマーケットとして二次医療圏

を採用した。

7 給与格差指数は、「平成14年度毎月勤労統計調査」

(厚生労働省)より、有訴率は、平成14年度国民生

活基礎調査(厚生労働省)より引用した。

8 独占的競争の定義には狭義と広義があり、ここで

は広義の「多数の企業が似たものを生産して競争し

ているが、それぞれの製品は少しだけ差別化され違

っており、その製品の中では独占が成り立っている

競争」を指している。教科書によっては「市場に独

占者が1社、潜在的な競争者が多数」という狭義の

定義を指す場合もある。

9 ここで利用するモデルは、 Handbookof Health 

Economics chapter20“Industrial Organization of 

Health Care Markets" David Dranove and Mark 

Satterhwaite P1102-P1135及ぴ英国ヨーク大学医療

経済コース授業配布資料 (HealthEconomics 

Module208020“Competition， regulation and quality" 

by Michael Kuhn) を参考にしている。

10 医療経済学においては、医療サービスの品質は、

qualityとamenityとに二分される場合が多い。具体

的には、前者は治療の結果健康水準が回復するよう

な生存率・自宅復帰率などを指しており、後者は患

者が快適な病室や丁寧な接遇などからうける快適性

を指している。

11 従って、本研究で、は病院が患者の医療ニーズに係

らず需要を誘発し、平均在院日数の長期化や空床率
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の引上げを行うという、「供給者誘発需要jについ

ては想定していないことに注意が必要である。

12 病院市場においては非営利組織が病院を運営して

いる場合が多いため必ずしも利益最大化行動を取ら

ないとの指摘もある。しかし、本研究で対象とした

わが国の民間病院は、国際的基準から見れば営利組

織であり、本研究においては大きな問題とならない

と考える。尚、国際的な非営利組織の形式基準は、

利益分配権及び残余財産分配権を当該組織が保有し

ていないというものであるが、わが国のほとんどの

病院は持分有りの医療法人が占めており、実質的に

残余財産の分配権を有している。

13 ここでの価格一定の意味は、同じ疾病で同じ状態

の患者に対して、各種医療サービスの集合(例えば

1入院などの一連の治療)を同じ価格(患者負担分)

で提供することを意味する。

14 (2)式の個別病院の需要関数において、需要量は

品質・価格に影響を受けるという仮定をおいてい

る。従って、病院がqを変化させると品質・価格が

変化する可能性がある。ここでは需要量を「患者数J
と「患者一人当たり医療サービス量」に分けて考え、

後者については医療サ}ピス量の変更が品質・価格

に影響を与えないと仮定する。現実でも、病院の医

療サービス需要は患者単位で移動する(つまり、単

一疾患の一連の治療を複数の病院で受けることはほ

とんどない)ことから、妥当性に大きな問題はない

と考えた。

15 但し、政府は全ての病院の収支を知ることはでき

ないので、平均的な病院の費用が償還されると仮定

している。この時、全ての病院が同じように平均的

な品質 (Xとy) を選択するという前提条件を設定

している。従って、特に費用が高い病院では赤字に

なる可能性を排除していない。

16 但し、病院密度が同じでも、病床規模が小さい病

院が多い場合には、競争環境を過小評価する可能性

があることに注意が必要である。

17 分析にはlntercooledStata 8.1を用いた。尚、

Stataによる二段階最小2乗法の推定では、 (19)式

の操作変数に、(18)式の説明変数も操作変数とし

て加えて推計を行っている。

18 r1日ー床当たり医業費用Jは、「医業費用」を1

年間の稼動病床の延べ日数(稼動病床数x365日×

病床利用率)で除して、患者を受入れている病床の
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一日当たりの費用を算出した変数である。

19 当該モデルは、分析データ収集時 (2001年)以

前のように診療報酬「本体」がほぼ2年ごとに引上

げられて、医療費増分を配分する場合には妥当性が

高いと考えられる。しかし、その後の診療報酬本体

が引き下げられるような場合には適合しにくいと考

えられる。また、公的価格の改定は一定の間隔で行

われるため、収支の変動から公的価格の変更までに

タイムラグが生じる場合が想定される。
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Study on the Style of Competition 
on Hospital Market in Japan 

-Can We Get both Quality Improvement and Medical Cost Containment 

by the Policy for Promoting Competition -

Hiroyuki Kawaguchi * 

Abstract 

This paper examines the style of the competition on hospital market in Japan and to submit one of the 

backgrounds for the judgment on the reformation of policies for promoting competition. The paper examined 

whether it is a “quality competition" or“quasi-price competition" on Japanese hospital market. This paper would 

be a宣rstempirical analysis of Japanese hospital markets from the view point of Indus凶alOrganization Paradigm. 

We constructed unique rriicro database of Japanese private hospitals by questionnaire survey. According to the 

micro data analysis by 2SLS in this paper， we find that the results of this analysis show a clear inverse correlation 

between profit margin and competitiveness of the market. This would加lplythat standard Industrial Organization 

paradigm， the hypothesis “competition lowers prices" ，would not be applicable for the private hospitals in Japan. 

We think廿lathospitals compete by mainly quality level of hospital service and try to attract patients with high 

sensitivity of the quality (or amenity). We think private hospitals can get higher profit margin by providing high 

quality (or amenity) and density service. In short， more competitive hospital market would induce higher quality of 

hospital service ra出erthan lower cost of the service. 

These findings imply that policies for promoting competition in Japanese hospital market would cause both 

quality improvement and medical cost inflation. 

[key wordsJ Hospital competition， 2SLS， Micro data analysis 

* International University of Health and Welfare Graduate School 
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論文

介護保険の利用実態と介護サービスの公平性

に関する研究

遠藤久夫*1 山田篤裕*2

抄 録

介護保険制度と類似の形態をもっ公的医療保険制度の機能は、i)医療サービス需要の不確実性の回避、 ii)所得に拠ら

ない医療サービスへのアクセス公平性の確保、のニつに大別できる。医療保険制度にこのような機能をもたせた根拠は、

医療サービスは健康や生命に直結する極めて必需性が高いサービスだからである。一方、介護サービスすべてが必需性の

高いサービスとは限らない。また、介護サービスは医療サービス以上に本人が利用量の決定権をもっている。介護保険制

度下では支給限度額以下であれば利用者自己負担の10倍の介護サービスを利用できるので必需性が高くないサービスの場

合には、需要の所得弾力は大きく、所得の高い人ほど9割引の介護サービスを多く利用しているということも予想される。

この場合には、高所得者は低所得者より介護保険制度からより多くの恩恵を受けていることになる。このように介護保険

は、実際の介護サービス利用の公平性を保障することが容易でない制度であるにも関わらず、その公平性に介護保険が及

ぼす影響についてはほとんど研究が進んでいない。本研究では「国民生活基礎調査(平成13年)Jの介護票を用い、i)介

護ニーズの充足が所得階級聞でどれほど相違しているか、そしてii)介護保険制度が要介護者の介護サービスの利用に所得

再分配の面でどれほど寄与しているのかについて明らかにした。またこれらの分析過程で、 iii)介護サービス利用の公平

性に大きな影響をもっ支給限度額の整合性についても検討した。

分析結果は以下のようにまとめられる。

i )介護ニーズに対する介護サービス利用による充足という点では所得階級聞の格差はきわめて小さく、ほぼ公平だと

いえる。ただし介護ニーズおよびサービス利用量の対所得比率は、両方とも低所得者の方で高くなっており、所得

に関わりなく自己負担率が一律であることの妥当性について検討の余地がある。

ii)介護保険制度による所得再分配機能は低所得者の介護サービスの購買力を大幅に高めている。これにより低所得者

は介護ニーズに対応したサービス量を購入することが可能となっている。

iii)支給限度額の設定は要介護度 1で高すぎることを除けばほぼ適正と考えられる。また(平成13年度時点では)認知

症の程度を要介護度判定に反映させる必要が、あった。

キーワード:国民生活基礎調査、介護保険、アクセスの公平性、自己負担、支給限度額、要介護度、集中度係数、ジニ係

数、カクワニ指数、低所得者

1.はじめに

介護保険制度と類似の形態をもっ公的医療保険

制度の機能は、i)医療サービス需要の不確実性の

* 1 学習院大学経済学部

*2 慶慮義塾大学経済学部

回避、ii)所得に拠らない医療サービスへのアク

セス公平性の確保、の二つに大別できる。医療保

険制度にこのような機能をもたせた根拠は、医療

サ}ピスは健康や生命に直結する極めて必需性が

高いサ}ピスだからである。

一方、介護サービスすべてが必需性の高いサー

ビスとは限らない。また、介護サ}ピスは医療サ
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ーピス以上に本人が利用量の決定権をもってい

るO 介護保険制度下では支給限度額以下であれば

利用者自己負担の10倍の介護サービスを利用でき

るので必需性が高くないサービスの場合には、需

要の所得弾力は大きく、ケアマネージヤ}の適切

な介入があったとしても所得の高い人ほど9割引

の介護サービスを多く利用しているということも

予想される。この場合には、高所得者は低所得者

より介護保険制度から多くの，恩恵、を受けているこ

とになる。

このように介護保険は、実際の介護サービス利

用の公平性を保障することが容易でない制度にも

関わらず、その公平性に介護保険が及ぼす影響に

ついてはほとんど研究が進んでいない。本研究で

は、i)介護ニーズの充足が所得階級間でどれほど

相違しているか、そしてii)介護保険制度が要介

護者の介護サービス利用に所得再分配の面でどれ

ほど寄与しているのかについて明らかにすること

を目的とする。またこれらの分析過程で、 iii)介

護サービス利用の公平性に大きな影響をもっ支給

限度額の整合性についても検討する。

本稿の構成は以下の通りである。まず第E節で、

支給限度額を超過して介護サービスを利用してい

る人々の属性に関して検討する。具体的には、ク

ロス集計によって要介護度および所得階級別に自

己負担額の実態を観察した上で、支給限度額を超

過して介護サービスを利用する人々の特徴(所得、

介護環境、 ADL等)についてプロピット分析を行

う。それにより、介護サービス利用の公平性に大

きな影響をもっ支給限度額設定の適正性について

まず検討する。この分析が必要なのは次節でこの

支給限度額を介護ニ}ズの代理指標として使用す

るためである。続く皿節では介護ニーズに対する

介護サービスの充足が所得によってどれほど相違

しているか、さらに(介護)保険給付額による所

得再分配機能を分析し、介護保険制度が介護サ}

ピス利用の公平性に及ぼした影響について検討す

る。第IV節でいくつかの政策合意について述べる。

なお本研究で用いたデータは、医療経済研究機

構において行われた、「国民生活基礎調査を利用

した高齢者の医療費・介護費の関係に関する研究

(平成16年度厚生労働科学研究費補助金・政策科

学推進研究事業)Jでの再集計結果を引用・活用

している。再集計におけるサンプルは「国民生活

基礎調査(平成13年)Jの介護票の個票サンプル

(N=約4，500)から、 65歳以上(第 1号被保険者)

を抽出し、さらに要介護度、世帯所得階級、介護

サービス自己負担額(以下自己負担額)などが不詳

でないサンプルを抽出し、約3，700サンプルを分析

対象とした。また、本稿では断りのない限り、介護

サービスとは居宅介護サービスを意味している。

i 支給限度額を超過した介護ザーピス利

用に関する分析

(1)支給限度額と実際の介護サービス利用額

との聞の訴離要因

本節では次の第 3節における介護ニーズの充足

度の分析のためにこの支給限度額を介護ニーズの

代理指標として用いることができるかを検討する。

先に述べたように、制度的に介護保険が医療保

険と異なるのは支給限度額が設定されている点に

ある。介護保険制度下、支給限度額は要介護度に

応じて定められている。その要介護度認定には、

介護の手間を表すモノサシとして要介護認定等基

準時間(分/日)が5分野(直接・間接生活介助、

問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連

行為)について算定され、さらに認知症に関する

指標を加味して行われる。その意味で、要介護認

定等基準時間を媒介して決定される要介護度は、

事業者密度や家庭の介護力等の介護環境を考慮し

ない、要介護者にとっての純粋な介護ニーズを示



すものとみなすことができる。介護の手間のモノ

サシとなる介護認定等基準時聞から要介護度は決

められているので、要介護度毎に設定されている

支給限度額は、金銭換算された介護ニーズの代理

指標という意味をもっ。

しかし、以下の3要因により、この金銭換算さ

れた介護ニ}ズ(すなわち支給限度額)は実際の

介護サ}ピス利用(にかかる費用)と必ずしも一

致しない。第1に、事業者密度や家庭での介護力

など個々の要介護者を取り巻く介護環境により、

実際に市場から調達される介護サービス量は各々

に異なる可能性がある(1:介護環境要因)。た

とえば、世帯内において介護サ}ピスが十分に提

供される場合には、実際には市場からは支給限度

額以下の介護サ}ピスしか利用されない。この希

離は、要介護認定等基準時間が介護の手間の代理

変数であり、事業者密度や家族の介護力など、現

実に要介護者を取り巻く介護環境とは独立して決

められていることから生じている。実際に、支給

限度額を超過した介護サービス利用の要因とし

て、塚原 (2005)注lは要介護者が単身、主な介護

者が男性で不健康という家族内介護能力の不十分

さをあげている。

より根本的な要因としで、第2に、介護の手間

(要介護認定等基準時間)から支給限度額(保険

給付として市場から調達可能なサ}ピスの上限

額)への換算が適切でない場合には、支給限度額

以下(あるいは超過)での介護サ}ピス利用が行

われる (2:限度額設定要因)。たとえば、介護の

手間と支給限度額の真に適切な関係は、要介護認

定等基準時間(分/日)あたり月額2800円であっ

たとする。ところが、それを月額3300円と設定し

てしまった場合には、当然ながら支給限度額は過

大となり、支給限度額以下の介護サ}ピスしか利

用されない可能性がある。

さらに第3の要因として所得が挙げられる (3: 
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所得要因)。第 3節で詳細に分析されるが、所得

要因は介護サービス利用の公平性に密接に関連し

ており特に重要である。先述の通り、介護サービ

スは医療サ}ビス以上に本人が利用量の決定権を

もっている。介護保険制度では支給限度額以下で

あれば利用者自己負担の10倍の介護サ}ピスを利

用できる。したがって、必需性が高くないサ}ビ

スの場合、需要の所得弾力は大きく、所得の高い

人ほど9割引の介護サービスを多く利用し、その

結果、支給限度額以上(すなわち必要以上)に市

場から介護サービスを調達する可能性がある注 o

以上、支給限度額は介護ニーズの代理指標とみ

なすことができる一方で、 3要因(すなわち介護

環境要因、限度額設定要因、所得要因)から実際

の介護サ}ピス利用とは個々人で希離が出てくる

可能性があることを指摘した。

政策的に問題だと考えられるのは支給限度額を

超過してしまうような君主離、すなわち全額自己負

担で一部の介護サービスを市場から調達している

ケースである。そこで、本節では支給限度額を超

過する場合に焦点を絞り、その要因を探ることで

支給限度額を介護ニ}ズとみなして良いかについ

て検討する。次項で、要介護度および所得階級別

に自己負担額の実態をクロス集計によって観察

し、さらに支給限度額を超過して介護サ}ピスを

利用する要因についてプロピット分析を行う。

(2)所得階級別の自己負担額の観察

表 1は介護サ}ピス自己負担額を所得五分位別

に記したものである。なお、支給限度額は個々の

要介護度・地域に応じて計算されており、また所

得額は世帯所得を世帯員数の0.5乗で割った等価

所得制で示している(以下、本稿における「所得」

は全てこの「等価所得Jのことである)。要介護

認定者をサンプルとしたケース (a)、介護サ}ピ

スを利用した人をサンプルとしたケ}ス (b)、上
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表 1 居宅介護サービス自己負担額と支給限度額との関係(所得五分位別)

a)サンプル:65歳以上・要介護者(居宅)

介護サービス 介護サービス自己負担一
対限度額利用比率: 介護 支給限度を

(介護サービス自己負担 サービス 超えた介護
所得五分位 自己負担(円) 支給限度額x0.1 (円)

x 10) +支給限度額 利用者の サービス利

平均 中央値 平均 中央値 平均 中央値 割合 用者の割合

I 11，697 4，400 幽8，831 綱 13，354 0.63 0.25 0.70 0.12 

II 11，784 4，936 -8，605 同 12，221 0.56 0.25 0.73 0.17 

III 14，637 5，386 ー7，233 ー13，702 0.68 0.28 0.72 0.15 

IV 15，229 5，203 -5，934 -11，533 0.67 0.31 0.73 0.20 

V 18，015 9，280 -4，287 司9，486 0.82 0.41 0.71 0.21 

計 14，074 5，096 開7，095 -12，304 0.67 0.29 0.72 0.17 

b)サンプル:介護サービスを利用した人

介護サービス 介護サービス自己負担一
対限度額利用比率: 介護 支給限度を

(介護サービス自己負担 サービス 超えた介護
所得五分位 自己負担(円) 支給限度額x0.1 (円)

x 10) +支給限度額 利用者の サービス利

平均 中央値 平均 中央値 平均 中央値 割合 用者の割合

I 16，792 8，000 -4，203 -10，653 0.91 0.44 1.00 0.18 

II 16，221 8，137 -5，163 -9，380 0.77 0.45 1.00 0.23 

III 20，285 10，044 -2，390 -10，930 0.94 0.49 1.00 0.20 

IV 20，819 9，600 司599 -7，156 0.92 0.55 1.00 0.28 

V 25，229 13，704 2，235 -6，854 1.15 0.67 1.00 0.29 

計 19，614 10，000 ー2，203 同8，761 0.93 0.51 1.00 0.24 

注)厚生労働省『平成13年国民生活基礎調査・介護票 (N= 3，674)Jに基づく筆者ら推計結果。計算はすべて母集団を反映
するよう Weight付けされている。所得五分位は世帯総所得を世帯人員数の0.5乗で割った等価(総)所得に基づく。

下2パネルに分けて示している。自己負担額×

10 +支給限度額(以下、「対限度額利用比率jと

称す)は、支給限度額の何%の介護サ}ピスを実

際に利用したかという指標である。

表 1から所得五分位別の自己負担額に関して以

下の特徴を読みとることができる。

i)介護サ}ピスの利用率はどの所得階級でも、

ほぽ7割である(表 1a)。

ii)要介護者全体・実際のサービス利用者とも

に、介護サ}ピス自己負担額の中央値は平均

値よりかなり小さく、右裾野の広い分布とな

っている(表 1a， b)。

iii)実際に介護サービスを利用した人にサンプ

ルを限定した場合、支給限度額を超過したサ

ービス利用者の比率は平均で24%であるが、

所得階級が高いほど支給限度額を超過してサ

ービスを利用する傾向が見られる。

iv)要介護者全体でも実際のサービス利用者で

も、対限度額利用比率の中央値は所得階級が

高いほど大きい傾向が見られる(表 1a， b)。

(3)要介護度別の自己負担額の観察

同様に表2は介護サ}ピス自己負担額を要介護

度別に示したものであり、以下の特徴を読み取る

こと治宝できる。

i)要介護認定者全体で約 7割が介護サービス
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表 2 居宅介護サービス自己負担額と支給限度額との関係(要介護度別)

a)サンプル:65歳以上・要介護者(居宅)

介護サービス 介護サ}ピス自己負担一
対限度額利用比率: 介護 支給限度を

(介護サービス自己負担 サ}ピス 超えた介護
要介護度別 自己負担(円) 支給限度額x0.1 (円)

x 10) -:-支給限度額 利用者の サービス利

平均 中央値 平均 中央値 平均 中央値 割合 用者の割合

要支援 4，156 874 -2，045 -5，350 0.67 0.14 0.56 0.14 

要介護 1 9，700 3，938 -7，064 -12，780 0.58 0.24 0.73 0.12 

要介護2 15，781 6，500 -3，917 回 12，980 0.80 0.33 0.73 0.19 

要介護3 18，141 9，000 -8，890 -18，173 0.67 0.33 0.76 0.21 

要介護4 21，623 12，224 -9，343 ー19，214 0.70 0.39 0.75 0.23 

要介護 5 21，182 11，320 -15，038 -24，830 0.59 0.31 0.77 0.17 

計 14，074 5，096 -7，095 -12，304 0.67 0.29 0.72 0.17 

b)サンプル:介護サービスを利用した人

介護サービス 介護サービス自己負担一
対限度額利用比率: 介護 支給限度を

(介護サービス自己負担 サ}ピス 超えた介護
要介護度別 自己負担(円) 支給限度額x0.1 (円)

x 10) -:-支給限度額 利用者の サービス利

平均 中央値 平均 中央値 平均 中央値 割合 用者の割合

要支援 7，414 4，100 1，230 -2，099 1.20 0.67 1.00 024 

要介護 1 13，292 6，040 開3，482 -10，540 0.79 0.36 1.00 0.17 

要介護2 21，506 12，000 1，796 -7，834 1.09 0.60 1.00 0.26 

要介護3 23，979 14，456 -3，052 幽 12，294 0.89 0.54 1.00 0.28 

要介護4 28，752 16，690 同2，213 -13，943 0.93 0.55 1.00 0.30 

要介護5 27，593 17，581 -8，635 ー18，869 0.76 0.49 1.00 0.23 

計 19，614 10，000 -2，203 -8，761 0.93 0.51 1.00 0.24 

注)厚生労働省『平成13年国民生活基礎調査・介護票 (N= 3，674)jに基づく筆者ら推計結果。計算はすべて母集団を反映
するよう Weight付けされている。 Weight付けされていない要支援、要介護1、2、3、4、5のサンプル比率は各々16%、
29%、20%、13%、11%、11%である。

を利用しているが、要支援に限って見ると利

用率は56%と明らかに低い。また要介護 5で

あっても 23%の人は介護サービスを利用して

いなかった(表28)。

日)実際に介護サ}ビスを利用した人にサンプル

を限定した場合、支給限度額を超過したサ}

ピス利用者の比率は平均で24%である。要介

護度別には要介護度1でその比率は17%と最

も低い(表2b)。

iii) 同じく実際に介護サービスを利用した人に

サンプルを限定した場合、対限度額利用比率

は、要支援で大きく、要介護度1と要介護度

5で小さいという傾向が見られた(表2b)。

(4)介護サービスの超過利用に関する分析

①被説明変数および説明変数の選択

先に述べたように、要介護認定等基準時間の概

念を勘案すると支給限度額は介護ニーズを金銭で

評価した代理指標とみなすことができる O 一方、

前項で述べた3要因(すなわち介護環境要因、限

度額設定要因、所得要因)により、支給限度額と

実際の介護サービス利用額との聞には講離が出て
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くる可能性がある。

前項の予備的分析では高所得者ほど超過利用率

が高いこと(所得要因の存在)を示唆している。

一方で要介護度と超過利用との関係(限度額設定

要因の存在)は不明瞭であった。そこで以下では、

これら2要因にもう Iつの要因(介護環境要因)

を加えて3要因を同時にコントロールし、支給限

度額を超過した介護サービス利用に関するプロピ

表3 変数名一覧

変数 変数名

被説明変数 支給限度額超過

所得要因 世帯員数調整済所得(月額・万円)

要介護度(要支援が基準)

要介護期間(月数)

限度額設定要因 ADL関係

認知症関係

世帯員数

主な介護者

要介護者のための専用室有り

介護時間

介護環境要因

施設定員率

事業者密度

その他の属性
年齢

要介護者本人女性

ット分析を行う。

表3は被説明変数および説明変数一覧を示して

いる。被説明変数に支給限度超過の有無、説明変

数として支給限度額と実際の介護サービス利用と

の聞には希離をもたらす3要因に対応する変数を

選択した。具体的には、「所得要因」として世帯

人員調整済み所得(等価所得)、「限度額設定要因J

として要介護の程度に関する変数(要介護度、要

変数説明

限度額超過した場合を1とおくダミー変数。

経済的属性:等価所得=世帯所得を世帯人員の0.5乗
で、割った値(月額・万円)。

要支援を基準とし、要介護1、2、3、4、5に該当する

場合、各々1とおくダミー変数。

要介護者の要介護になってからの期間(月数)。

歩行、移乗、食事摂取、職下、排便の後始末、便意有

り、一般家庭浴槽の出入札ズボンの着脱、洗顔、が

自立している場合を各々 1とおくダミー変数。

俳掴無し、ほぽ生活自立、見守りにより自立可、介護必

要、常時介護必要、著しい精神症状・問題行動・重篤な

身体疾患に該当する場合を各々 Iとおくダミー変数。

要介護者が属する世帯の世帯員数。

主な介護者がその他の親族を基準とし、主な介護者が

要介護者の配偶者、事業者である場合を各々 1とおく
ダミー変数。

自宅に要介護者のための専用室がある場合を1とおく
ダミー変数。

必要な時に手をかす程度を基準とし、介護時間が、ほ

とんど終日、半日程度、 2~3時間程度の場合を各々 1
とおくダミー変数。

厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査(2001年)J

および総務省 r2001年10月1日現在推計人口」より算出

した、 65歳以上人口一人当たりの施設(介護老人福祉施

設+介護老人保健施設+介護療養型医療施設)定員率

で、居宅介護サービスとの競合環境を示す変数。

訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテ}ショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応

型共同生活介護、福祉用具貸与、介護支援事業の各サ

}ピスに関する都道府県別65歳以上人口1000対介護事

業者数。居宅介護サ}ピスの利用可能性の代理変数。

要介護者の年齢。

要介護者が女性である場合1とおくダミー変数。
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介護期間、 ADL、認知症関係)、さらに「介護環

境要因jとして居宅介護サービスの提供環境に関

する変数(主な介護者の属性、要介護者のための

専用室の有無、介護時間、介護サ}ビス事業者の

対人口密度、家族規模)を選択した。その他のコ

ントロール変数として年齢、性別を加え、プロピ

ットモデルにより推計を行った。

②ADL変数・認知症ダミーの意義

限度額設定要因として選択したADL変数(歩

行自立、移乗自立、食事摂取自立、腕下自立、排

便の後始末自立、ズボンの着脱自立、洗顔)は要

介護認定の 1次判定に含まれる直接介助分野に関

する調査対象項目である。同様に認知症関連の項

目も I次判定の調査対象項目と重複している。し

たがって、これらのADL変数および認知症ダミ

ーを要介護度と同時に説明変数とすることは多重

表4(1) 要介護度とADL変数に関する相関係数

要支援

歩行自立 0.27 

移乗自立 0.33 

食事摂取自立 0.27 

礁下自立 0.20 

排便の後始末自立 0.34 

便意有り 0.21 

一般家庭用浴槽の出入り自立 0.41 

ズボンの着脱自立 0.36 

洗顔自立 0.29 

表4(2) 要介護度と認知症ダミーに関する相関係数

要支援

俳個無し 0.10 

認知症1(ほぼ生活自立) 0.02 

認知症2(見守りにより自立可) ー0.05

認知症3(介護必要) 副0.10

認知症4(常時介護必要) -0.11 

認知症5(著しい精神症状・問題行動・重篤な身体疾患) -0.04 

共線性を生じさせる可能性がある。

しかし、 I次判定における調査項目には直接介

助分野 (ADL関連項目)以外に4分野(間接生活

介助、問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医

療関連行為)があり、さらに2次判定では医師の

意見書や特記事項を考躍するため、最終的に認定

された要介護度とこれらのADL変数や認知症ダ

ミーとの関係は制度上それほど直接的とはいえな

U当。

実際に相関係数をとってみても要介護度とこれ

らのADL変数や認知症ダミ}との関係はそれほ

ど密接でない。表4(1)はADL変数と各要介護

度との聞の相関係数、表4(2)は認知症ダミーと

各要介護度との聞の相関係数を示している。最も

相関係数(絶対値)が大きいものでも、 ADL変数

と各要介護度については0.41、認知症ダミ}と各

要介護度については高くても 0.22に過ぎない。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

0.15 -0.01 -0.12 -0.18 -0.21 

0.23 -0.05 -0.15 -0.23 圃0.26

0.29 0.02 -0.10 圃0.25 -0.41 

0.21 0.04 -0.07 圃0.17 開0.33

0.36 -0.01 胴0.22 -0.32 -0.35 

0.22 0.04 ー0.06 ー0.20 -0.34 

0.24 -0.13 ー0.20 -0.22 -0.22 

0.33 開0.06 -0.22 同0.29 -0.31 

0.36 0.05 回0.18 -0.34 -0.39 

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

0.07 -0.08 ー0.07 -0.06 0.03 

0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 

0.00 0.09 0.03 -0.02 -0.07 

-0.10 0.04 0.13 0.08 -0.02 

-0.15 司0.04 0.02 0.16 0.22 

-0.06 -0.03 -0.01 0.04 0.14 
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また我々の推計目的の一つは、先にも述べたよ

うに限度額設定要因の代理変数であるこれらの

ADL変数および認知症ダミ}の係数が有意である

かどうか確認し、介護の手間(要介護認定等基準

時間)から支給限度額(保険給付として市場から

調達可能なサービスの上限額)への換算の適切さ

を吟味することにある。より具体的には、これら

の変数の係数が支給限度額を超過した介護サービ

ス利用に関するプロピット分析において有意であ

れば、換算の際に当該変数に関して過小(あるい

表 5(1 ) ADL変数間の相関係数

歩行自立 移乗自立

移乗自立 0.49 

食事摂取自立 0.33 0.48 

職下自立 0.24 0.38 

排便の後始末自立 0.37 0.52 

便意有り 0.24 0.35 

一般家庭用浴槽の出入り自立 0.38 0.53 

ズボンの着脱自立 0.39 0.56 

洗顔自立 0.37 0.49 

は過大)評価していることになる。したがって要

介護認定に判定項目の一部であるこれらの変数を

あえて採用した。

③全変数聞の相関のチェック

多重共線性の可能性をさらに検討するため全変

数間で相関係数を計測したところ、 ADL変数聞と

施設密度変数間で、それぞれ0.5を超えるケース

が散見された(表5(1)、表5(2))。具体的には、

「一般家庭用浴槽の出入り自由」は「移乗自立」

食事摂取 排便の後
一般家庭用

ズボンの

自立
l照下自立

始末自立
便意有り 浴槽の出

着脱自立
入り自立

0.55 

0.59 0.48 

0.44 0.41 0.48 

0.44 0.33 0.54 0.33 

0.55 0.40 0.67 0.40 0.62 

0.60 0.47 0.67 0.49 0.50 0.67 

注)厚生労働省『平成13年国民生活基礎調査・介護票 (N=3，674).lに基づく筆者ら推計結果。

表 5(2) 施設密度変数聞の相関係数

施設 訪問
訪問 通所 短期 短期 痴呆

福祉
定員率

訪問
入浴

看護 通所 リノ、ピリ 入所 入所 対応型
用具

(県毎)
介護

介護
ステー 介護 アー 生活 療養 共同生

貸与
ション ション 介護 介護 活介護

訪問介護 0.27 

訪問入浴介護 0.19 0.32 

訪問看護ステーション 0.18 0.67 0.33 

通所介護 0.30 0.62 0.52 0.55 

通所リハビリテーション 0.66 0.66 0.34 0.57 0.52 

短期入所生活介護 0.37 0.54 0.44 0.51 0.62 0.49 

短期入所療養介護 0.70 0.61 0.43 0.45 0.47 0.87 0.49 

痴呆対応型共同生活介護 0.33 0.32 0.46 0.18 0.49 0.54 0.37 0.50 

福祉用具貸与 ー0.13 0.62 0.21 0.33 0.28 0.26 0.24 0.24 0.11 

居宅介護支援事業 0.33 0.79 0.45 0.74 0.77 0.70 0.63 0.67 0.47 0.48 

注)厚生労働省『平成13年国民生活基礎調査・介護票 (N=3，674).lに基づく筆者ら推計結果。



「排便の後始末JIズボンの着脱自立Jとの相闘が

高く、また「食事摂取自立」は「眼下自立JIズ

ボンの着脱自立JI洗顔自立」との相闘が高いた

め、「移乗自立JI排便の後始末JIズボンの着脱

自立JI鴨下自立JI洗顔自立」の各変数を除去し

たモデル(後述の計測式2) も推計した。そこで

はADL変数として、他変数との相関の低い「便

意あり」と、「一般家庭用浴槽の出入り自由JI食

事摂取自立」を採用した。また、認知症ダミ}は

他変数との相闘がいずれも低いためすべて説明変

数として採用した。同様にして施設密度変数間の

高い相関に関しでも、計測式2では「訪問介護」

「訪問入浴介護JI痴呆対応型共同生活介護」のみ

を説明変数として採用することで対応した。

④プ口ビット分析結果

表6はプロピットモデルによる推計結果(限界

効果)を示している。計測式 Iは全ての変数を用

いた結果であり、計測式2は上述の多重共線性を

考慮し、相関係数の高い一部変数を除去したモデ

ルである。以下の考察は主に計測式2の結果に基

づく。

(a)所得要因

クロス集計では所得が高いほど支給限度額を超

過して介護サービスを利用する比率が高いことが

示されたが、他の要因を調整しても所得が高いほ

ど支給限度額を超過して介護サービスを利用する

確率(以下、「超過利用確率」と称する)を有意

に上昇させる。ただし、月額1万円の所得上昇に

対して、 0.1%ほど超過利用確率が上昇する程度で

あり、所得要因はそれほど大きくない。

(b)限度額設定要因

超過利用確率は、要支援の者より要介護Iの者

は8%低く、要介護2、3、4、5では各々5%、7%、

8%、同8%低くなっている注4。すなわち要介護 1

を例外として、要介護度が高いほど超過利用確率

介護保険の利用実態と介護サ}ビスの公平性に関する研究 155 

は低くなっている。

要介護度が高いほど超過利用確率が低くなって

いるのは、要介護度が高いほど支給限度額が高く

設定されていることが主な理由と考えられる。す

なわちこの結果はより高度な介護ニーズがある要

介護者ほど支給限度額の範聞内で実際に介護サ}

ビスを利用していることを示しており、そうした

観点からは要介護度別の支給限度額の設定は妥当

といえよう。

しかし、要介護1については支給限度額の設定

が介護ニーズに比して高すぎる可能性がある。表

7はその可能性を別の角度から確認している。

表7は要介護度と要介護認定等基準時間および

支給限度額との関係を示している注5。たとえば、

要介護3の場合、要介護認定等基準時間は70分以

上90分未満であり、支給限度額は26万7500円と

なっている。第4・5列で、要介護認定等基準時

間1分あたりの支給限度額を下限と上限について

計算している。括弧[ ]内には、要介護5の要

介護認定等基準時間1分あたりの支給限度額を

1.00と置いた場合の、各要介護度の要介護認定等

基準時間1分あたりの支給限度額の大きさを示し

ている。

表7の要介護認定等基準時間1分あたりの上限の

比率(第5列)に注目すると、要介護1は要介護5の

1.2倍で、最も大きい値である。また下限の比率に注

目しても、要介護1は要介護5の1.6倍で、やはり最

も大きい値をとっている。このように、要介護1につ

いては支給限度額の設定が実際の介護ニ}ズに比

し高すぎる可能性がある注6。平成18年度の介護報

酬改定では要支援や要介護1の軽い要介護度認定

者が急増したことを背景に、要支援(支給限度額

6150単位)を要支援1(支給限度額4970単位)と要支

援2(支給限度額10400単位)に分け、同時に介護予

防の概念を導入した。しかし要介護1の支給限度額

はそのままである。したがってこの結果は要介護度
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表6 支給限度額超過に関するProbitModelによる限界効果推計

計測式(I) 計測式 (2)
dF/dx [Std. Err.} dF/dx [Std. Err.} 

施設定員率 2.192 [1.471] -0.626 [0.925] 
世帯員数 0.001 [0.003] 0.001 [0.003] 
年齢 0.000 [0.001] 0.000 [0.001] 
要介護者本人女性 -0.015 [0.015] -0.017 [0.015] 
世帯人員調整済所得(月額・万円) 0.001 [0.000]帥* 0.001 [0.000] *** 

要介護1(要支援が基準) ー0.083 [0.016] *** 司0.081 [0.016]キ*

要介護2 -0.054 [0.018] *** -0.042 [0.019] ** 

要介護3 -0.065 [0.019] *** -0.049 [0.020] 糾

要介護4 -0.086 [0.018] *** -0.070 [0.019] *** 
要介護5 -0.094 [0.017] *** -0.083 [0.019] *** 
要介護期間(月数) 0.000 [0.000] 0.000 [0.000] 
歩行自立 -0.003 [0.016] -0.012 [0.015] 
移乗自立 -0.016 [0.016] 
食事摂取自立 0.012 [0.017] 0.002 [0.015] 
職下自立 0.006 [0.016] 
排便の後始末自立 -0.046 [0.019] ** 

便意有り -0.034 [0.016] ** -0.040 [0.016] * 
一般家庭用浴槽の出入り自立 -0.022 [0.017] -0.036 [0.016] 柿

ズボンの着脱自立 ー0.016 [0.019] 
洗顔自立 0.012 [0.018] 
俳佃無し 幽0.084 [0.020] *** -0.087 [0.020] *** 
認知症1:ほぽ生活自立 開0.055 [0.030] -0.056 [0.029] 
認知症2:見守りにより自立可 0.135 [0.034] *** 0.132 [0.034] *紳

認知症3:介護必要 0.074 [0.030]紳寧 0.080 [0.030] *紳

認知症4:常時介護必要 0.130 [0.033] *** 0.133 [0.033]帥*

認知症5:著しい精神症状・問題行動・重篤な身体疾患 0.072 [0.063] 0.066 [0.062] 
主な介護者:要介護者の配偶者(その他の親族が基準) -0.044 [0.016]キ* 同0.046 [0.016] *** 
主な介護者:事業者 0.059 [0.026]料 0.052 [0.025] ** 
要介護者のための専用室有り 0.000 [0.013] 0.004 [0.013] 
介護時間1:ほとんど終日(必要な時に手をかす程度が基準) 0.038 [0.018] ** 0.042 [0.018] ** 
介護時間2:半日程度 0.032 [0.024] 0.041 [0.024] 事

介護時間3:2-3時間程度 0.021 [0.021] 0.026 [0.021] 
事業者密度1:訪問介護 0.000 [0.001] 0.000 [0.000] 
事業者密度2:訪問入浴介護 -0.003 [0.002] * 幽0.003 [0.001]帥
事業者密度3:訪問看護ステーション 0.003 [0.002] 
事業者密度4:通所介護 0.000 [0.001] 
事業者密度5:通所リハビリテ}ション 0.000 [0.001] 
事業者密度6:短期入所生活介護 0.000 [0.001] 
事業者密度7:短期入所療養介護 開0.003 [0;001] ** 

事業者密度8:痴呆対応型共同生活介護 0.000 [0.001] ー0.001 [0.001] 
事業者密度9:福祉用具貸与 0.000 [0.002] 
事業者密度10:居宅介護支援事業 0.001 [0.001] 

Log likelihood ー1464.087 -1475.648 
Pseudo R2 0.085 0.078 

N 3674 3674 

注)厚生労働省『平成13年国民生活基礎調査・介護票 (N= 3，674) jに基づく筆者ら推計結果。...、料、*はそれぞれ1%、
5%、10%水準で係数が有意であることを示す。「男性」、「要支援J、「主な介護者が配偶者以外の親族」、「介護時間が必
要な時に手をかす程度jが基準となっている。
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表7 要介護認定等基準時間と支給限度額の関係

要介護認定等基準
支給限度額 支給限度額÷要介護認定等基準時間

時間(分/日)

以上 未満
(月額・円)

下限 上限

要支援 25 32 61500 

要介護 1 32 50 165800 

要介護2 50 70 194800 

要介護3 70 90 267500 

要介護4 90 110 306000 

要介護5 110 (130) 358000 

1の支給限度額についてはまだ再検討の余地がある

可能性を示唆している。

表6に戻り、次にADL変数ならびに認知症ダ

ミ}に注目しよう。

排便関係の自立は、超過利用確率を3~5%低

下させる。また、一般家庭用浴槽の出入りが自立

している場合には、計測式2のみ有意に超過利用

確率を4%ほど低下させる。

俳佃が無い場合、超過利用確率を9%低下させ

ている。逆に認知症の場合には、いずれの程度に

おいても介護が必要な場合(認知症2~4) には有

意に超過利用確率を 8~13%上昇させている注70

これらの結果は、認知症が(平成13年度時点にお

ける)支給限度額に十分反映されていないことを

示唆している。

事実、介護保険導入時から要介護認定の一次判

定において「認知症高齢者の要介護度が低く評価

されているのではないか」という指摘がなされ、

その結果、技術的検討が行われ平成14年度から要

介護認定ソフトが改定されたが、本稿の結果はそ

の正当性を裏付けるものと言える。

(c)介護環境要因

主な介護者の属性は超過利用確率に対して有意

である。すなわち主たる介護者が要介護者の配偶

者である場合は超過利用確率を有意に5%低下さ

せるが、逆に主たる介護者が事業者の場合には超

2460 [0.76J 1922 [0.70J 

5181 [1.59J 3316 [1.20J 

3896 [1.20J 2783 [1.01J 

3821 [1.17J 2972 [1.08J 

3400 [1.04J 2782 [1.01J 

3255 [1.00J (2754) [1.00J 

過利用確率を有意に5%上昇させる。この結果は、

配偶者による介護と事業者による介護が代替的で

ある可能性を示唆している。また、介護がほとん

ど終日である場合も超過利用確率を4%ほど上昇

させる。制度上、要介護度認定にはもともと介護

環境は考慮されていないので、この結果は当然で

ある。

事業者密度で有意な結果を得たのは訪問入浴介

護のみだが、 65歳以上人口1000人あたり訪問入浴

介護事業者がIつ増えても超過利用確率を0.3%引

き下げる程度である。このことから全般的に事業

者密度が超過利用確率に与える影響は小さいか有

意でないことが示された。

以上の結果をまとめると、超過利用確率から見

た場合、要介護度別の支給限度額は要介護Iを除

き適正と考えられるものの、認知症の程度を要介

護度判定により正確に反映させる必要が(平成13

年時点において)あったことが示された。

3 .介護サービス利用の公平性に及ぼした

介護保険の影響

(1)介護保険の公平性評価のための2段階ア

ブローチ

本稿の冒頭で述べたように介護サービスは医療



158 医療経済研究 Vo1.19 No.2 2007 

サービスと異なり必ずしも必需性の高いサービス

だけとは限らないので介護サービスに対する所得

弾力性は正の値をとる可能性がある。事実、前節

の分析において所得が高いほど自己負担額の平均

値は大きく、また係数の値は小さいとはいえ、所

得が高いほど支給限度額を超えた介護サ}ピス利

用(超過利用)確率も有意に高いことが明らかに

なった。

このことは介護サービス利用の公平性について

2つの問題を提起する。第1に自己負担額の存在の

ために所得が低い要介護者ほど介護ニ}ズを充足

できていない可能性がある。第2に現行制度では

支給限度額以下であれば自己負担額の10倍の介護

サ}ピスを利用できるので、所得が高い要介護者

ほど介護保険からの給付額が大きくなってしまう

可能性がある。財源の50%が公費負担であること、

および、事実上の世代間移転が背後に存在倒して

いることを考慮すれば、こうした可能性は公平性

の観点からは問題である。

そこで本節では介護保険制度が介護サービス利

用の公平性に及ぽす影響について次の2つのステ

ップで分析する。

i)所得によって介護ニーズと実際の介護サー

ピス利用量の分布状況(後述する集中度係数

によって計測)を比較することで、介護ニー

ズの充足に関する公平性を検討する。

ii)介護保険による保険給付額(支給限度額内

の介護サ}ピス利用への9割の保険給付)に

注目することで、介護保険の所得再分配機能

について検討する。

(2)介護ニーズ充足に関する公平性

①公平性の測定方法

介護サービス利用の公平性についてWagstaff

and Van Doorslaer (2000)が行った医療サービ

ス利用(アクセス)の公平性の分析枠組を援用し

図l 介護ニーズ (Cn) ・サービス利用 (Cu)の

集中度曲線と公平性

日
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た。彼らのアプロ}チに従えば、介護ニーズの集

中度係数の値と、実際の介護サービス利用の集中

度係数の値とを比較して後者の方が大きければ、

高所得者の方が低所得者より介護ニーズが充足さ

れており、高所得者に有利な形での介護サ}ビス

利用の不公平が存在していると判断する。

具体的には図 1のように横軸に所得の昇順で並

べた人口の累積度数、縦軸にこれらの人々の実際

の介護ニーズとサービス利用量の累積度数をとり、

集中度曲線を描く。ここでは、介護ニーズの集中

度曲線がCnlで、示されたとする。また実際の介護サ

ービス利用量の集中度曲線がCuで示されたとする

なら、介護ニーズ分布と比べ実際の介護サービス

利用分布は45度線により近く、したがってより平

等な分布となっているので、低所得層に有利な形

での介護サ}ピス利用が行われたことになる。

介護サービス利用量の集中度曲線が同じく Cuで

あっても、もし介護ニーズの集中度曲線がCn2で、

示されたとするなら、介護ニ}ズ分布と比べ実際

の介護サ}ピス利用分布は45度娘から相対的に遠

く(右下方)に位置し、したがってより不平等な分



布となっているので、高所得層に有利な形での不

公正な介護ニーズの充足が行われたことになる。

なお、集中度係数は幾何学的にはこれら集中度曲

線と 45度線に囲まれた面積の2倍のことである。

この分析枠組は、実際の介護サ}ピス利用量が

所得に関して単に「平等」に分布しているかどう

かだけではなく、介護ニ}ズの分布を同時に考慮

することで実際の介護サービス利用量が所得に関

して「公平」であるかどうかを検討できる利点が

ある。

なお以上の分析枠組では同じニーズを持つ人

が、所得に関わらず同じサービス利用をしている

かどうかという「水平的」公平性に注目しており、

より高いニ}ズを持つ人ほどより有利にサービス

を利用しているかどうかという「垂直的J公平性

に関しては不問に付している。言い換えれば、異

なるニードを持つ人が異なるサービスを受けてい

ることは所与として扱われ、その異なるサービス

利用が異なるニードに対して適切な大きさかどう

かは問わない (Wagstaffand Van Doorslaer， 2000， 

pp.117-18)。

②介護サービス利用量と介護ニーズの計測方法

(a)介護サービス利用量の計測方法

介護サ}ピスの自己負担額は実際に購入した介

護サービス量を示す指標としては適当でない。

(金銭換算した)実際に利用した介護サ}ビス量

を把握するには、介護保険による保険給付額の部

分を考慮しなければならない。すなわちi)支給

限度額内の利用であれば介護サービス利用量を介

護保険単位数で換算したもの、 ii)支給限度額を

超過した利用であれば支給限度額に超過利用分の

自己負担額を合算したもので推計する。

目的外使用申請で認められた介護サービス費用

に関する変数は利用者の自己負担額のみであった

ため、(金銭換算された)実際の介護サ}ピス利
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用量は具体的には以下の方法で推計した。

i)自己負担額xlO孟介護保険支給限度額の場合;

介護サービス需要量=自己負担額x10 

ii)自己負担額x10>介護保険支給限度額の場合;

介護サ}ピス需要量

=支給限度額-t(自己負担額xlOー支給限度額)

x 0.1 

=支給限度額x0.9+自己負担額

(b)介護ニーズの計測方法

以上のように使用できる変数に制限があるとは

いえ、介護サーピス利用量は比較的推計が容易で

ある。一方、介護ニ}ズは潜在的なものであるの

で正確に把握することは難しい。 2つの方法が考

えられる。

(ア)支給限度額を当てはめる方法

先に述べたとおり、介護保険制度下、支給限度

額は要介護度に応じて定められている。その要介

護度認定には、介護の手聞を表すモノサシとして

要介護認定等基準時間に認知症に関する指標を加

味して行われる。その意味で、要介護度毎に設定

されている支給限度額は、要介護者の所得や家族

の介護力などの経済的・社会的要因とは独立し

た、要介護者「個人」に対する純粋な介護ニ}ズ

という意味をもっている。

一方、第2節で明らかにされたように、要介護

度1について支給限度額は高めに設定されており、

また(平成13年時点では)認知症の者に対する介

護の手間が過小評価されているので、支給限度額

を介護ニ}ズの代理変数として使用するには適切

でない可能性がある。そこで、この問題に対処す

るため、要介護度が高いグループに注目すれば少

なくとも要介護1の支給限度額設定の問題につい

ては無視できるので、要介護者を2グル}プに分

け、各々について介護ニーズの分布を検討するこ

とで次善の策とした。

(イ)自己負担額の推計値を当てはめる方法
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表 8 告変数の集中度係数、力クワ二指数等

全サンプル 要支援~ 要介護
要介護3 4 . 5 

Cu 実際の介護サービス利用 0.072 0.080 0.034 

Cnl 介護ニーズ1:要介護度別支給限度額 0.018 0.014 0.001 

Cn2 介護ニ}ズ2:自己負担額の推計値(山田 (2004)) 0.036 .. .. 

G (等価)所得 0.382 0.382 0.379 

Gc (等価)所得+介護保険給付額 0.299 0.313 0.252 

Ku 実際の介護サービス利用のカクワニ指数:Cu-G -0.309 -0.302 -0.345 

Knl 介護ニーズ1のカクワニ指数:c，仕 -0.364 -0.368 同0.378

Kム2 介護ニ}ズ2のカクワニ指数:c，仕G -0.346 .. .. 

Hl 介護サービス利用集中度係数一介護ニ}ズ、1集中度係数:Cu-Cn 0.055 0.066 0.033 

H2 介護サ}ピス利用集中度係数一介護ニーズ2集中度係数:Cu-c，η2 0.036 .. .. 
N 3，674 2，875 799 

注)厚生労働省『平成13年国民生活基礎調査・介護票 (N= 3，674) jに基づく筆者ら推計結果。計算はすべて母集団を反映
するよう Weight付けされている。なお山田 (2004)で利用されているサンプル数はN=3，851となっている。

Wagsta宜andVan Doorslaer (2000)の実証分

析では、 4種の医療サービス利用指標(入院日数、

かかりつけ医あるいは専門医への外来回数、それ

らにかかった推定費用)を決定する要因のうち、

所得以外の属性(具体的には性別、年齢、健康感、

持病数)を、医療ニードを左右する要因とみなし

ている。これら医療ニ}ドを決定する属性が同ー

であるにもかかわらず、医療サービス利用が所得

によって異なる場合に彼らは不公平が存在すると

判断している。

具体的には各医療サ}ピス利用指標を被説明変

数、それらに影響を及ぼす諸要因(ただし所得を

除く)を説明変数とした回帰分析を行い、医療サ

ービス利用関数を推計することで、身体的要因の

みで決定される医療ニーズの代理指標を作成する

というものである。

山田 (2004)は、このアプローチを援用し、本

稿と同じ「平成13年国民生活基礎調査J介護票を

用い、介護サ}ピスの自己負担額を被説明変数と

した計測式を推計している。そこでは家族の介護

力に関する変数も入れており、これはいわば要介

護者のいる「世帯Jの介護ニーズを推計している

ことになる。

第2節の超過利用分析の項でも明らかになった

ように、確かに実際の介護サービス利用量の決定

において家族の介護力は重要な要素ではある。し

かし、介護保険制度の導入が介護の社会化あるい

は介護地獄の解消を目的としていたことを勘案す

れば、介護ニーズの推計に家族の介護力を勘案す

ることが妥当かどうかは価値判断にも絡み意見の

分かれるところであろう。

ただし、以下の分析においては、要介護度別の

支給限度額設定の適切さに関する問題を考慮し、

自己負担額の推計値を当てはめた山田 (2004)に

よる介護ニーズ削も併用し、介護サービス利用の

公平性について検討する。

③介護ニーズの充足度

上記の計算方法と定義にしたがって介護サービ

ス需要量、介護ニ}ズ1(支給限度額)、介護ニー

ズ2(自己負担額推計値)、および等価所得の集中

度係数を示したのが表8である。

Wagsta宜andVan Doorslaer (2000)を援用し、

所得に関する介護ニ}ズの充足度(水平的公平性)



に関する指標H=Cu -Cnの値を求めると、介護

ニーズ1(支給限度額)で5.4%(= 0.072 -0.018)、

介護ニーズ2(自己負担額推計値)で3.6%(= 

0.072 -0.036) と正の符号をとり、高所得者にと

って有利ではあるが、所得の不平等度を表すジニ

係数 (G:等価所得の集中度係数)38.2%と比較す

るとその値はいずれも 1桁小さい。したがって、

所得階層間で介護ニーズの充足に大きな差はな

く、所得の不平等と比較すれば相対的に公平な状

態にあるといえる。

また前節の分析で要介護1の支給限度額が適正

でないことが示唆されたため、要介護者を要介護

3以下と要介護4以上の2つに分けて、介護ニーズ

1 (支給限度額)を計測した。介護ニーズの充足

度(水平的公平性)の指標Hは前者で6.6%、後者

で3.3%であり、数値の大きさは各々のジニ係数

(38.2%と37.9%) と比較してやはり 1桁小さく、要

介護度の高いグループでより公平な状態にあるこ

とが示された。なお、要介護4以上の介護ニ}ズI

図2 介護ニーズ、介護サービス利用の集中度曲線
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注)厚生労働省『平成13年国民生活基礎調査・介護票

(N =3，674 Hに基づく筆者ら推計結果。
計算はすべて母集団を反映するようWeight付け
されている。
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の値 (3.3%)は、介護ニーズ2(要介護者全体)

で計測した値 (3.6%) とほぼ等しい。

図2では、介護サービス利用の集中度曲線と介護

ニーズIの集中度曲糠に固まれた部分の面積はきわ

めて小さく、以上のことを視覚的に表している。

(3)介護保険制度の所得再分配機能

①介護ニーズと介護サービス利用の逆進性

前項の分析より、所得の相違によって介護ニ}

ズに対するサービス利用の充足に相違はほとんど

ないことが明らかにされた。しかし、先にも述べ

たようにこの状況が公平な状況だと言いきれな

い。低所得者の介護ニーズが大きく、それに対応

するために低所得者にとって経済的には厳しいが

何とか必要な介護サービスを利用しているという

状況であれば、介護ニーズに対するサービス利用

の充足に所得階層間で差がなくとも、低所得者の

負担は大きいので低所得者にとって「垂直的」公

平性の観点、からは不利な状況ともみなせる。

この観点からの公平性を検討するためには介護

ニーズや介護サービス利用の逆進性を分析するこ

とが有効である。介護ニーズ(あるいは介護サー

ビス利用)が逆進的であるとは、所得に対する介

護ニーズ(あるいは介護サ}ピス利用)の比率が、

高所得者より低所得者で相対的に大きい状態を示

す。よって介護サービス利用が逆進性をもっとす

れば、サービス利用の費用を全額本人が負担する

場合、低所得者の負担感は大きいことになる。

逆進度(累進度)の指標にカクワニ指数

(Kakwani， 1977)がある。介護サ}ビス利用のカ

クワニ指数は幾何学的には、介護サ}ピス利用か

ら描かれた集中度曲線と45度線に挟まれた面積か

ら所得から描かれたロ}レンツ曲線と 45度線に固

まれた面積を引いたものである。すなわち、カク

ワニ指数 (K)とは、介護サ}ピス利用の集中度

係数 (Cu)から所得のジニ係数 (G)を引いた値
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となる。 Kが負値をとれば介護サ}ピス利用は逆

進性をもつことになる。

表8では介護ニ}ズおよび介護サービス利用の

カクワニ指数も示されている。介護サ}ピス利用

のカクワニ指数 (Ku) はー30.9% (= Cu -G = 

0.072 -0.382)、介護ニ}ズ1(支給限度額)のカク

ワニ指数 (Knl)はー36.4%(= Cnl -G = 0.018-

0.382)、介護ニーズ2(自己負担額推計値)のカク

ワニ指数 (Kn2)は-34.6 % (= Cn2 -G = 0.036 -

0.382)であった。介護ニーズ・介護サービス利用

の集中度係数はジニ係数と比較して1桁小さい値

を取っていることからも既に自明なように、所得

に対して逆進的となっている。つまり、低所得者

の方で所得に対する介護サ}ピスの利用負担の大

きいことが示された。

介護保険制度がなければ介護サービスはすべて

利用者負担であるから、本節におけ芯これまでの

分析結果から、i)所得階級聞で介護ニ}ズと介護

サービス利用の議離は小さいが、一方で、ii)低

所得者ほど所得に対する介護ニーズの比率、介護

サービス利用の比率が高いため、低所得者は高所

得者より所得の割に介護サービスへの負担が大き

い、といえる。

②保険給付による所得再分配の規模

しかし、現実には介護保険制度によって利用者

の自己負担は実際のサ}ピス利用量より少ない。

そこで次に介護保険制度の所得再分配機能が低所

得者の介護サービス利用にどのような影響を及ぼ

しているかを検討する。

具体的には、介護保険からの保険給付(保険対

象分)を低所得者と高所得者のどちらが多く受給

しているか調べた。なお支給限度額以下の、保険

対象分の介護サービス利用額のことを以下「保険

給付額」と呼ぶことにする注10。この保険給付額は

「介護サービス利用量一自己負担額Jで推計でき

る。介護サービス利用量に関しては前記の方法で

自己負担額から算出する。

同様の問題意識で分析した研究としては遠藤・

駒村 (1999)挙げられる。彼らは「所得再分配調

査」を用いて(公的)医療保険制度の所得再分配

機能を検討するため、「所得Jと「所得+保険給

付一保険料」について各々のジニ係数を算出して

比較している。ジニ係数は値が小さいほど平等で

あることを示す指標なので、後者の方のジニ係数

が小さければ医療保険制度は医療サービスの購買

力を公平化させていることになる。

彼らの分析手法に従えば介護保険料についても

考慮しなくてはならない。しかし、「国民生活基

表 9 介護ニーズ、サービス利用(額)、保険給付額と所得階級(単位:円/月額)

所得五分位
a)等価所得 b)介護ニーズI c)介護サービス d)保険給付額

(d) / (a) 
[シェア] [シェア] 利用[シェア] [シェア]

I 62，258 [6J 205，281 [19J 76，574 [17J 64，877 [17J 1.04 

II 130，761 [12J 203，885 [19J 85，471 [18J 73，688 [19J 0.56 

III 186，858 [17J 218，705 [21] 93，130 [20J 78，493 [20J 0.42 

IV 253，589 [23J 211，625 [20J 97，087 [21J 81，858 [21J 0.32 

V 478，681 [43J 223，018 [21J 111，089 [24J 93，074 [24J 0.19 

計 215，003 [100J 211，690 [100J 91，847 [100J 77，773 [1ooJ 0.36 

注)厚生労働省『平成13年国民生活基礎調査・介護票 (N= 3，674).1に基づく筆者ら推計結果。計算はすべて母集団を反映
するよう Weight付けされている。所得五分位は世・帯総所得を世帯人員数の0.5乗で割った等価総所得に基づく。
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礎調査」の介護票では介護保険料注目を推計するこ

とが困難なので、ここでは介護保険による保険給

付額(=介護サービス利用量一自己負担額)の再

分配機能のみに着目する。具体的には、 r(等価)

所得」と r(等価)所得+保険給付額」の各々の

ジニ係数を計算・比較し、後者の方のジニ係数が

小さくなっていれば介護保険制度により公平性が

向上したと判断する。

前段として表9は所得五分位ごとに(等価)所

得、介護ニーズ1(支給限度額)、介護サ}ピス利

用量、保険給付額をシェア(完全平等なら各五分

位で20%ずつの値になる)とともに記したもので

ある。所得五分位ごとの保険給付額のシェアは介

護ニ}ズ1(支給限度額)のシェアとほぼ等しい。

高所得者の方で保険給付額がやや多くなる傾向が

あるが、保険給付額の所得五分位間での差は等価

所得の差より大幅に小さいため、 r(等価)所得+
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保険給付額」の分布は r(等価)所得」の分布よ

り公平となっている注へまた表9では r(等価)

所得Jと比較した「保険給付額」の大きさが、所

得の低い方ではるかに大きくなっていることがわ

かる。たとえば、第I所得五分位では要介護者は

平均すると r(等価)所得」にほぼ匹敵(=1.04 

倍)する「保険給付額」を受給している。第E所

得五分位でも要介護者は平均すると r(等価)所

得」の半分強(=0.56)の大きさの「保険給付額」

を受給している。

表8に戻ると、 r(等価)所得」のジニ係数 (G)

は38.2%、r(等価)所得+保険給付額」のジニ係

数 (Gc)は29.9%であり、介護保険制度が介護サ

ービスの購買力を平準化させていることがわか

る。図3は r(等価)所得Jと r(等価)所得+保

険給付額」の各々のローレンツ曲線を表したもの

である。 2本のローレンツ曲線は交差することな

く、 r(等価)所得」のローレンツ曲繰の方が明ら

かに外側 (45度線からより右下方に離れた位置)

にあることを視覚的に読みとることができる。

前項の分析では介護サービス利用量は逆進性を

示し、所得に対する介護サービス利用量の比率は

むしろ低所得者の方で高くなっていたが、それは

介護保険制度による所得再分配機能に負うところ

が大きいことが明らかになった。

本節の分析結果は以下のようにまとめられる。

i)介護ニ}ズに対する介護サービス利用によ

る充足という点では所得階層聞の格差はきわ

めて小さく、ほほ公平だといえる。

ii)ただし介護ニーズおよびサ}ピス利用量の

対所得比率は、両方とも低所得者の方で高く

なっている。これは所得分布と比較して、介

護ニーズおよびサービス利用量の分布が平等

であることに起因する。

出)介護保険制度による保険給付額は低所得者の
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介護サービスの購買力を大幅に高めている。そ

の為、所得階層間での介護サービス利用におけ

る格差は所得格差を反映することなく、介護ニ

ーズは比較的公平に充足されている。

4 .おわりに

介護保険制度が発足して2年目において、要介

護者のうち介護保険を利用した人は所得階級およ

び(要支援を除き)要介護度に関わりなく 7割程

度であった。そのうち2割強が支給限度額を超え

て介護サービスを利用していた。また支給限度を

超過してサービスを利用する要因を分析すること

で要介護度別の支給限度額の妥当性を検討した。

その結果、要介護度1の支給限度額は高すぎるこ

と、要介護度判定に認知症のレベルが(平成13年

度時点においては)適正に評価されていないこと

が分かつた。

前者に関しては平成18年度の介護報酬改定では

要支援や要介護 lの軽い要介護度認定者が急増し

たことを背景に、要支援(支給限度額6150単位)

を要支援1 (支給限度額4970単位)と要支援2

(支給限度額10400単位)に分け、同時に介護予防

の概念を導入した。しかし要介護 1の支給限度額

はそのままである O 本稿の分析結果は要介護度I

の支給限度額について再検討の余地がある可能性

を示唆している。後者については平成14年に認知

症をより反映するように要介護認定ソフトの改定

が行われており、その正当性を裏付けている。

また、介護ニ}ズに対する介護サービスの充足

について所得階層間で格差があるかどうかを検証

したところ、高所得者の方で低所得者よりやや充

足していたものの、その差はきわめて小さく、介

護サービスの充足は所得階層間で公平だといえ

る。また、介護保険制度の再分配機能について分

析した結果、所得に占める介護保険給付額の比率

は低所得者の方で高くなるように配分されてお

り、保険給付を通じた強力な再分配機能により介

護サ}ビスの公平な利用が促進されていることが

明らかになった。しかし、介護ニ}ズおよび介護

サ}ピス利用量の対所得比率は低所得者の方で高

くなっており、自己負担率が所得によらず一律で

あることの妥当性について検討する必要性が示唆

された。

注
1 塚原 (2005)では、平成13年に訪問面接法によ

る独自調査を行い確保した約450サンプルを用いて

分析している。

2 この所得の影響に関しては大日 (2002)や清水

谷・野口 (2004)による居宅介護サービスが者修財

かどうかをめぐる分析が関連しているが、筆者らが

知る限り統ーした見解は得られていない。

3 等価所得とは、世帯に働く規模の経済性を調整し

た所得のことである。世帯内で所得が平等に分配さ

れていることを仮定している。たとえば400万円の

世帯所得がある世帯員数4人の世帯では各世帯員が

各々に等価所得200万円(=400万円+';4)を得て

いるものとする。この世帯人員の平方根で除する等

価所得の計算方法は、経済協力開発機構 (OECD)

やルクセンブルグ所得研究機構 (Luxembourg

Income Study)によって提案されているものであ

る。

4 この順序は表2a)で示した要介護度別の対限度

額利用率が1以上の比率の順位、すなわち要介護4

(23%)、要介護 3 (21%)、要介護 2 (19%)、要介

護5 (17%)、要支援(14%)、要介護 1 (12%) と

かなり異なる。それはクロス集計では要介護者の所

得の影響が除かれていないためと考えられる。

5 要介護5の場合には要介護認定等基準時間は110

分以上となっており、実際には上限がないが、要介

護度聞の刻みが20分ずっとなっているので仮の上

限として130分を設定した。

6 なお、要支援の場合には、ホ}ムヘルプが中心と

なり、高度な介護技術を要しないことから1分あた

りの支給限度額が他の要介護度と比較して相対的に

かなり低くなっていることは問題ない。実際、表2

で見たように、要支援者の介護サービス利用率は、



要介護者と比べて明らかに低く、支給限度額の設定

が低いとはいえない。

7 なお、著しい精神症状、問題行動、重篤な身体疾

患(認知症5)については係数の符合は正であるが

有意で、はなかった。これは、ここまで認知症が進行

すると、多くの人は病院や介護施設に入院・入所し

ているため、居宅の要介護者を対象としている「国

民生活基礎調査」では十分なサンプルが得られなか

ったためだと考えられる。

8 介護サ}ピス利用者の大半は後期高齢者であるの

で、 40-74歳から後期高齢者への世代間移転が存

在していることになる。

9 山田 (2004)に掲載された図表に基づき、原著者

の許可を得た上、筆者らが独自に推計した。

10 実際には介護保険制度は現物給付であるから保険

給付は利用者ではなく介護報酬としてサービス提供

者に支払われるが、利用者はその分自分の所得を減

らさないですむという意味において利用者に対する

給付とみなすことが可能で、ある。

11 これらの情報は所得票では把握できるが、介護票

に回答している世帯は所得票には回答していないの

で、マッチングさせることは不可能である。また本

稿で用いた介護票のデータでは世帯所得は取れる

が、要介護者本人の所得をそこから識別することは

できない。そのため介護保険料をそこから推計する

こともできない。

12 多くの自治体では低所得者に対して介護保険の自

己負担の補助を行っているため、実際は低所得者の

介護サ}ピス利用量および保険給付額はより大きい

可能性がある。その場合、低所得者への再分配効果

はより大きいことになる。
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附表:基礎集計

Mean Std. Dev. 

支給限度額超過(被説明変数) 0.158 [0.364J 
施設定員率 0.033 [0.007J 
世帯員数 3.353 [1.804J 
年齢 81.773 [7.588J 
要介護者本人女性 0.680 [0.467J 
世帯人員調整済所得(月額・万円) 20.042 [14.80J 
要介護1(要支援が基準) 0.285 [0.452J 
要介護2 0.204 [0.403J 

要介護3 0.135 [0.341] 
要介護4 0.107 [0.309J 
要介護5 0.111 [0.314J 
要介護期間(月数) 48.527 [54.43J 
歩行自立 0.291 [0.454J 
移乗自立 0.373 [0.484J 
食事摂取自立 0.626 [0.484J 
鴨下自立 0.732 [0.443J 
排便の後始末自立 0.531 [0.499J 
便意有り 0.699 [0.459J 
一般家庭用浴槽の出入り自立 0.315 [0.465J 
ズボンの着脱自立 0.461 [0.499J 

洗顔自立 0.618 [0.486J 
俳佃無し 0.840 [0.367J 
認知症1:ほほ生活自立 0.029 [0.167J 
認知症2:見守りにより自立可 0.054 [0.226J 
認知症3:介護必要 0.060 [0.237J 
認知症4:常時介護必要 0.060 [0.238J 
認知症5:著しい精神症状・問題行動・重篤な身体疾患) 0.011 [0.106J 

主な介護者:要介護者の配偶者(その他の親族が基準) 0.255 [0.436J 
主な介護者:事業者 0.085 [0.280J 
要介護者のための専用室有り 0.633 [0.482J 
介護時間1:ほとんど終日(必要な時に手をかす程度が基準) 0.222 [0.416J 
介護時間2:半日程度 0.090 [0.286J 
介護時間3:2~3時間程度 0.110 [0.313J 

事業者密度1:訪問介護 53.428 [12.80J 
事業者密度2:訪問入浴介護 12.120 [5.035J 
事業者密度3:訪問看護ステーション 21.390 [5.804J 

事業者密度4:通所介護 48.502 [11.74J 
事業者密度5:通所リハビリテーション 28.064 [12.47J 

事業者密度6:短期入所生活介護 23.908 [7.052J 
事業者密度7:短期入所療養介護 29.466 [14.37J 

事業者密度8:痴呆対応型共同生活介護 10.984 [6.666J 
事業者密度9:福祉用具貸与 17.264 [4.947J 

事業者密度10:居宅介護支援事業 92.162 [20.12J 

N 3674 

注)厚生労働省『平成13年国民生活基礎調査・介護票 (N= 3，674) jに基づく筆者ら推計結果。
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The Equity ofthe Long-term Care Insurance in Japan 

Hisao Endo * 1， Atsuhiro Yamada * 2 

Abstract 

The long-term care (L TC) insurance was introduced in却ωasthe element of旺thsocial insurance. Seven 

years have passed after the introduction， but little attention has been paid for the distributional aspects of the LTC 

insurance. In出spaper， we investigated the equity of access to the L TC， controlling for the need for the L TC and 

especially focusing on whether the system favors high-income groups. 

L TC is not necessarily as vital a service as health care. A certain portion of L TC services constitute light 

housekeeping services， and the policy makers have concerned about a possibility of these being overused， 

particularly by people from higher-income groups. 

The L TC insurance system has increased people's ability to purchase services， since requires a co-payment of 

only 10% subject to a cap on overall cost which is， itse!f， determined by the needs of the person concerned. 

However， for people with low incomes， this co-payment might be stil1 expensive and might reduce their demand for 

L TC services. 

In our analysis， we used the micro da阻 setthe “Comprehensive Survey of the Living Condition of the People 

on Health and We!fare (2001)" that was collected by the Ministry of Health， Labor， and Welfare. This captured 

about 3，500 people entitled to the LTC services. Based on probit model and concentration curve analysis of the data， 

we have three :findings: 

1. The gap between “needs" and “actual usage" of the L TC is quite small between the income groups， and it 

means that the L TC insurance achieves a horizontal equity of access care services. 

2. Although the “need" or“actual usage" as a percentage of income is higher for people with lower incomes 

than for people with higher incomes， as a whole， L TC insurance succeeded in boos出gthe ab出tyof low-income 

people to purchase or access care services. This is because， when account is taken of in-kind assistance as cash 

transfers， it contributed to an equalization of the income dis凶butionamong older disabled people. 

3. The upper limit of the L TC service provision is appropriately designed in terms of excess usage， except the 

limit for care required level1. For those who are entitled to care required level 1， the limit is too high. Additionally， 

excess usage was observed amongst the people with cognitive impairment， and it would be desirable to take 

account of their special needs， when the limit was set 

[key wordsJ Long-term Care Insurance， income inequality， equity of access， co-payment， out-of-pocket expense， 

ADL limitation， concentration curve， Gini coe伍cient，Kakwani index， low income group 

* 1 Faculty of Economics， Gakushuin University 
* 2 Faculty of Economics， Keio University 
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|研究ノート|

開業医の地位継承に関する実証分析

オミ二
7IS木 剛志*1 松浦 司*2

抄録

本稿の目的は、開業医において親子聞で医師の地位継承が行われているという仮説と、子どもに医師という地位を継承
してほしいという期待について、本人が開業医であるという地位属性に影響を受けているという仮説を検証することにあ
る。その結果、以下のことが示された。 1つめの仮説に関しては、父親が開業医かつ本人が長男であるとき、それ以外の
場合と比較すると開業医となる確率が高くなることが示された。

2つめの仮説に関しては、本人が開業医であると自分の息子を医師にしたいと期待する確率を上昇させるが、自分の娘
に対しては医師にしたいと期待する確率を上昇させる効果は確認されなかった。

キーワード:医師の就業選択、開業医、勤務医、事業継承

1圃はじめに

コストの低さと高い医療水準は、日本の医療が

世界に誇るべきことであり、それはOECDの報告

を見ても明らかである注l。一方で医療界に存在す

る問題として、医師の地位継承が親子間で行われ

ることが多く、社会階層変動が圏定的であるとい

う指摘もある。それにもかかわらず、医師の出自

や社会階層の観点からの分析はほとんどないのが

現状である。つまり、社会的に高い地位と経済的

に恵まれた環境にある医師たちが、その恵まれた

社会的・経済的状況を自らの才能のみで獲得した

のか、出自が強く影響を果していたのか、さらに

は自分が獲得した医師という地位を、自分の子ど

もにも継承しようとする強いインセンティブは存

*1 甲南大学経済学部准教授
*2 京都大学大学院経済学研究科博士課程

在するのかについての実証研究は、わが国ではほ

とんどなされていない。

ただし、医師に限定せずに一般的な社会的・経

済的地位の継承に関する先行研究は、社会学や教

育学で数多く見られる。有名な例としては、ブル

デュー(1970)8)であり、日本においてはSSM調

査による研究である注2。これらの研究では、親の

階層と子どもの階層に相関があるのか、またその

相関はどのような要因に規定されているのかとい

うことを、教育の機会均等や文化資本の違いなど

に注目して分析を行っている。しかしながら、医

師という職業に対象を限定して行った分析は筆者

らが知りうる限りほとんど存在しない。

筆者たちが知りうる実証研究としては、真野他

(2004) 3)が存在するだけである。ただし、真野他

(2004) 3)では、医学部学生に対するアンケ}ト調

査に基づき、医学部学生が将来開業を志向するか

否かについて、開業医の父をもっ因子が強く影響
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を与えているかという「親→本人Jの階層の継承

についてのみの検証を行っているのであり、「本

人→子どもJのインセンティブについての検証

(親→本人→子どもという 3世代にわたる検証)

は行っていなしミ。さらに、以下のいくつかの点で、

十分な分析とはいえないと考えられる。

第一に、医学部生を調査対象者としたため、本

人が開業医になっていない段階で開業医志向を尋

ねているので、期待は期待のままで実現しない可

能性もある。第二に、標本自体が、愛知県の特定

の国立大学3校と私立大学 1校の学生218名(国立

80名、私立138名)から構成されており、標本数の

少なさと地域性の偏在は否めない。ただ、得られ

た結論である「開業医の父を持つ医学部生は開業

志向が強い」という点は興味深いものである。医

学部卒業後の医師のキャリア形成をいくつかの資

料と取材等に基づいて明らかにした猪飼 (2000)1) 

でも、医局は将来勤務医になるか開業医になるか

にかかわらず、無差別に同様の研修を受けられる

ように関連病院への医師の派遣などのロ}テーシ

ョンを組むことを明らかにしつつも、開業医の親

を持つ医師のローテーションについては、将来開

業することを前提に一定程度の考慮を行っている

ことを明らかにしている。本稿は、全国規模の医

師調査に基づき、わが国で開業医という地位継承

が階層の固定化として、現実のものとなっている

か否かを検証した研究である。

医師のなかで、特に開業医に注目したのは、次

の理由による。開業医と勤務医を比較すると、開

業医の所得は勤務医と比較して非常に高い。例え

ば、八代・伊藤 (2003)5) によると、勤務医の税引

き前平均年収は1，213万円であるのに対して、開

業医の税引き前平均年収は2，070万円であるとさ

れている。先行研究から、開業医の年収が勤務医

と比較して、相対的に高いことが分かつた。もし

年収の多い開業医において階層固定化があるとす

れば、階層固定化の問題は顕著であろう。そこで、

本稿は開業医に焦点を当てることにする。

調査は(株)インテージを通じて、同社のネッ

ト調査に登録された全国の医師に対して行った。

本稿から得られた主要な結論としては、 2点を挙

げることができる。第 1は、開業医の子どもであ

って、さらに長男であれば、開業医となる確率は

有意に高まるということである。つまり、開業医

の親は子どもに後を継がせる際に選別を行ってい

るか、あるいは子どもが生まれ順に応じた対応を

していると考えられる。第 2は、医師が自分の子

どもに医師になってほしいという期待の有無につ

いては、本人や本人の親(本人の親にとって見れ

ば、子どもは孫に当たる)の属性が影響を与える

ということである。以上の結果は、優秀な人材が

集中する医学的にあっても、現実は開業医の継承

という形で、本人の学力や運や勤勉さ以外の出自

が大きく影響していることを示している O 特に、

本人の出自は開業医の地位継承という点で大きな

影響を行使しているということである。本稿から

得られた結論は、今後の医療経済学だけでなく、

社会階層や親子間での地位変動に関する研究にも

貢献しうるものであると考える。

2 .データの説明

本稿で用いる調査データは、(株)インテージ

に登録された全国の医師会員に対して、 2006年2

月7日-2月22日の期間で独自に行ったネット調

査注4によるものである。有効625人(アクセス数

954人)、回収率65.5%である。医師回答者の都道

府県別および診療科別分布と、それに対応した形

で右の列には厚生労働省「平成14年 医師・歯科

医師・薬剤師調査」により、全国の医師分布を併

記したのが、表1である。地域別に見ると、一部

の偏りがあるものの、くまなく全国に分散してい
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表1 医師回答者と全国の医師の都道府県別および診療科別分布

都道府県 人数 % 
平成14年(2002)
医師等調査(%)

北海道 41 6.6 4.5 

青森県 7 1.1 1.0 

岩手県 6 1.0 0.9 

秋田県 7 1.1 0.8 

宮城県 6 1.0 1.7 

山形県 4 0.6 0.9 

福島県 6 1.0 1.4 

東呆都 84 13.4 12.4 

埼玉県 15 2.4 3.4 

千葉県 17 2.7 3.4 
神奈川県 41 6.6 5.6 

茨城県 10 1.6 1.6 

栃木県 6 1.0 1.5 

群馬県 6 1.0 1.6 

愛知県 44 7.0 4.9 

岐阜県 14 2.2 1.4 

静岡県 7 1.1 2.5 

二重県 9 1.4 1.3 

石川県 5 0.8 1.1 
富山県 7 1.1 0.9 

新潟県 5 0.8 1.6 

福井県 8 1.3 0.6 

山梨県 3 0.5 0.7 

長野県 9 1.4 1.6 

大阪府 43 6.9 7.9 

京都府 36 5.8 2.7 

兵庫県 53 8.5 4.3 

奈良県 11 1.8 1.1 

和歌山県 12 1.9 1.0 

滋賀県 8 1.3 1.0 

広島県 9 1.4 2.6 

山口県 0.2 1.3 

岡山県 9 1.4 1.9 

鳥取県 2 0.3 0.6 

島根県 6 1.0 0.7 

徳島県 3 0.5 0.8 

両知県 2 0.3 0.8 

愛媛県 7 1.1 1.3 

香川県 3 0.5 1.0 

福岡県 25 4.0 5.0 

長崎県 3 0.5 1.4 

熊本県 5 0.8 1.8 

宮崎県 5 0.8 0.9 

佐賀県 3 0.5 0.7 

大分県 3 0.5 1.1 
鹿児島県 5 0.8 1.5 

沖縄県 4 0.6 1.0 

全体 625 100.0 100.0 

診療科 人数 % 
平成14年 (2002)
医師等調査(%)

内科 302 48.3 40.3 

小児科 20 3.2 5.8 

外科 74 11.8 10.0 

整形外科 22 3.5 7.4 
産婦人科 14 2.2 5.0 

泌尿器科 16 2.6 2.4 

皮膚科 52 8.3 3.1 

胸部外科 6 1.0 1.4 

脳神経外科 2 0.3 2.5 

精神科 5 0.8 4.9 

眼科 10 1.6 5.0 

耳鼻咽喉科 18 2.9 3.7 

放射線科 3 0.5 1.9 

麻酔科 28 4.5 2.4 

美容外科 。 0.0 0.1 

形成外科 2 0.3 0.7 

歯科 4 0.6 

その他 47 7.5 3.5 

全体 625 100.0 100.0 

(注)全国医師調査の診療科分類を「内科Jのように括弧で示

しそれと対応させた診療科を示すと次のようになる。

「内科J:内科、心療内科、呼吸器科、消化器科(胃腸科)、

循環器科、アレルギ}科、リウマチ科、神経内

科。

「小児科J 小児科。

「外科J 外科、小鬼外科、こう門科。

「整形外科J 整形外科。

「産婦人科J 産婦人科、産科、婦人科。

「泌尿器科J 泌尿器科。

「皮膚科J 皮膚科。

「胸部外科J 呼吸器外科、心臓血管外科。

「脳神経外科J 脳神経外科。

「精神科J 精神科、神経科。

「眼科J 眼科。

「耳鼻咽喉科J 耳鼻咽喉科、気管食道科。

「放射線科J 放射操科。

「麻酔科J 麻酔科。

「美容外科J 美容外科。

「形成外科J 形成外科。

「その他J リハビリテーション科、全科、その他、不詳。

出所:全国医師調査と厚生労働省「平成14年 医師・歯科医師・薬剤師調査」から、筆者ら作成。
(注)厚生労働省「平成14年 医師・歯科医師・薬剤師調査」の診療科分類を全国医師調査の診療科分類にあわせて分類集計した。
分類には甲南大学経済学部後藤講師の助言を頂いた。記して感謝したい。
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る。また、診療科別にみると皮膚科や麻酔科でや

や多いという感があるものの、ほほ現状の医師の

診療科分布に近いと考えられる。アンケートでは、

回答医師本人の性別・年齢・診療科や職歴、兄弟

姉妹関係など本人についての属性情報だけでな

く、両親および配偶者の職業と学歴、子どもの教

育投資など幅広く質問している。

3 .注目すべき事実

今回の調査は、特定の期間内に回答した全国の

医師により構成されたデータである。そのような

データの性質上、性別や診療科や地域性など実際

の医師の分布にほぼ近いものになると想像され

る。実際、性別では 9割以上が男性であり、診療

科や地域性についても現実のものにほぼ近い状態

となった。今回のデ}タで注目すべき事実が明ら

かになった。それは、医師の職業継承の高さが示

唆されるということと、今回の調査に対する医師

回答者は長子が比較的高い比率であることが示唆

されるということである。

まず、親子間で医師の継承の比率が高いことに

ついて論じていきたい。本稿で用いるデータの回

答サンプル625のうち父親が医師であるのは160

であった。つまり、回答サンプルの医師のうちの

25%以上が医師である父親を持つということであ

る。この数値が高いものであるかどうかの解釈は

慎重を要するであろう。他の職業と比較して多い

のかどうかという点や仮に高い値であるとして

も、どのような理由で親と同じ職業につく確率が

高まったかという説明が必要である。医療という

職業上の特殊性のみならず、医師と同じ程度の社

会的地位をもっ職業を父子の職業継承度合いを比

較するのに選出するのは困難と考えられる。

そこで、医師の人口構成と日本全体の人口構成

を比較した上で、職業継承の高さを示唆する歴史

的経緯を指摘することに留めたい。医師の人口ピ

ラミッドはどのようになっているのだろうか。日

本全体の人口ピラミッドと医師のそれを比較する

ために、厚生労働省の医師・歯科医師・薬剤師調

査のデータを用いて、医師の人口ピラミッドを書

いたのが図 1である甘九図 1-1を見ると、男性医

師のピラミッドには2つの人口のこぶあることが

わかる。 1つ目は70歳代後半であり、 2つ目は40

歳代である。 70代後半の世代は 1945~1949 (昭

和 20~24) 年に 18歳を迎えており、戦前戦中に

多数作られた医学専門部制の最後の卒業生の世代

と一致する。医師が平均して30歳から 35歳まで

の聞に子どもを持っとすれば、 70代の後半の世代

と40代の世代は親子の世代であるともいえる。つ

まり、戦前戦中に多数設置された医学専門の卒業

生の子どもたちが18歳を迎えるころの 1970年代

半ばころから、無医大県解消を目的に多くの医学

部が誕生したのである。その結果、 1970(昭和45)

年には、全国の医学部の入学定員の総計は4，500

人程度であったのが1984(昭和59)年には最大の

8，280人となった。その後、徐々に医学部の入学定

員は減らされ、 2004(平成16)年には、ピークの

約l割減の7，625人となっている。したがって、現

在40代の医師は医学部定員のもっとも多かった昭

和50年代に入学しておりもっとも数の多い年代と

いえる。こうした歴史的経緯は、医師の職業継承

の高さを示唆する事実として挙げられるであろ

つ。

さらに、図 1-2が示すように、本稿で使用した

データをみると、年齢は27歳から 78歳まで幅広

く存在しており、平均年齢は約45歳であるが、 40

代が中心であることが分かる。この結果は 2つの

観点で意味がある。第 lに、先ほど述べたように、

本稿で用いたデ}タは40代の医師が多い集計デー

タと整合的である。第 2に、 40代あたりの層が開

業医となるか勤務医を続けるかの選択に直面する
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と考えられる。そのため、 40代が中心であること

は、本稿の仮説を検証するときに適切であると考

次に長子が多いことについて論じたい。表2は、

父親の職業別に回答者本人の長子・非長子の別と

開業医・非開業医の別のクロス集計結果を示したえる。

図1-1 日本の人口構成と医師の人口ピラミッド
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査J(2004)から、筆者ら作成。

図1-2 回答者の年齢分布
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表 2 回答者本人の長子・非長子の別と開業医・非開業医の別のクロス集計結果

全体 開業医 非開業医 計 % 父医師 開業医 非開業医

長子 171 80 251 40.2 長子 44 

非長子 292 82 374 59.8 非長子 51 

計 463 162 625 100.0 計 95 

% 74.1 25.9 100.0 % 59.4 

出所:全国医師調査より、筆者ら作成。

表3 回答者の父親の職業別兄弟姉妹数の分布表

全体 1人 2人 3人 4人

合計人数 80 312 177 36 

% 12.8 49.9 28.3 5.8 

父医師 I人 2人 3人 4人

合計人数 17 74 52 11 

% 10.6 46.3 32.5 6.9 

父非医師 I人 2人 3人 4人

合計人数 63 238 125 25 

% 13.5 51.2 26.9 5.4 

ものである。一番左の表が全体の集計結果であり、

真ん中の表は父親が医師の場合のみの結果であ

り、一番右の表は父親が非医師の場合の結果であ

る。これを見ると、父親が医師でない場合では長

子でない標本が63%おり、多数であることがわか

る。逆に言えば、回答者には長子が多いが、これ

は父親が医師である場合、約半数が長子であるこ

とが影響しているといえる。表3は「医師回答者

の父親の職業別兄弟姉妹数の分布表」である。こ

れを見れば、兄弟姉妹数は 12人Jの場合が一番

多くて全体の約半数であり、 13人」の場合が次に

続いて、全体の28%である。一番上の表が全体の

場合、真ん中は父親が医師の場合、一番下は父親

が非医師の場合であるが、この兄弟姉妹数の分布

比率はそれほどかわらない。これは2人(あるい

は3人)兄弟であるにもかかわらず、表 2から回

35 

30 

65 

40.6 

5人

10 

1.6 

5人

4 

2.5 

5人

6 

1.3 

計 % 父非医師 開業医 非開業医 計 % 

79 49.4 長子 127 45 172 37.0 

81 50.6 非長子 241 52 293 63.0 

160 100.0 計 368 97 465 100.0 

100.0 % 79.1 20.9 100.0 

6人 7人 8人 9人 合計人数

5 3 1 625 

0.8 0.5 0.2 0.2 100.0 

6人 7人 8人 9人 合計人数

1 O 。 160 

0.6 0.6 0.0 0.0 100.0 

6人 7人 8人 9人 合計人数

4 2 1 1 465 

0.9 0.4 0.2 0.2 100.0 

答者は長子が比較的多いことは注目に値する。今

回の医師回答者で長子が比較的高い比率であった

ことに対する解釈は慎重にしなければならない

が、長子が親から積極的に教育投資を受けること

を示した以下のような先行研究がある。

Sandra Black， et (2005) 8)ではスウェーデンに

おける 1986年から2000年までの期間で16歳から

74歳までの大規模なデ}タを用いた結果、長子が

他の兄弟姉妹に比べて在学時の成績がよく、第3

子と比べると在学時という同じ段階で比較する

と、 1年程度進んでいることを明らかにした。さ

らに、大人になるまでを追跡調査した結果、特に

女性についてはその影響は著しく、生まれ順が後

になれば、所得や社会的地位は低くなる傾向が強

まり、 10歳代で母親になる確率は高まることを明

らかにしている。これは限られた資源を子どもに



配分するに際して、親が生まれ順によって子ども

を区別し、長子により多くの時間やお金をかける

ことが影響していると考えられる。

本稿の主たる目的は、開業医の地位継承が日本

では実在するのか否かを実証分析により明らかに

することである。その準備段階として、医師にな

るのは父親が医師であることや長子であることが

示唆されることを示した。次に医師がどのような

要因によって開業医を選択するかそれ以外の勤務

形態(例えば、勤務医)を選択するかを論じてい

きたい。次節以降に行う実証分析でも、きょうだ

いの生まれ順は、開業医の地位継承の実証分析で

も大きな比重を占める。しかしながら、日本の現

状では生まれの順序と同様に性差も重要な地位継

承の要因であると考えられる。そこで、本稿では

長子ではなく、性差も考慮して長男であることを

地位継承の重要な要因であるという仮説を立てて

検証したい注 o

4.モデルについて

本稿の目的は、開業医では親子間で医師という

地位を継承しているのかどうかを検証することで

ある。

医療機関を継承する場合制には設備代や暖簾代

など、それまでのカルテ蓄積などへの投資を抑制

することが可能になるなどの意味で、開業医の子

どもは開業しやすい削と考えられる。逆に、新た

に開業する場合には初期費用が少なくなく、埋没

費用が相当かかることが考えられるので、開業医

の子どもが親から事業を継承して開業するのは、

合理的な行動と考えられる。

そこで、 2つの仮説を提示し、実証分析を行い

たい。 2つの仮説とは、開業医において親子間で

医師の地位継承が行われているという仮説(以下

では仮説 1とする)の検証と、子どもに医師とい
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う地位を継承してほしいという期待について、本

人が開業医であるという地位属性に影響を受けて

いるという仮説(以下では仮説2とする)である。

次に、モデルの説明を行いたい。仮説 1の検証

のため、本人が開業医であることがどのような要

因によって規定されているかを分析する。そこで

開業医であることを lとして、開業医でないこと

をOとして、プロピット分析を行った。これらを

性別、年齢、結婚しているか、長男であるか、父

親が開業しているか、母親が開業しているか、父

親が開業医で自分が長男であるか、自分の診療科

などの説明変数によって推定する。

変数の定義は、以下の通りである。開業医に関

しては、本稿が用いるデ}タの主要な勤務形態に

関する選択肢は r1.大学病院勤務医、 2.大学

病院以外の病院勤務医、 3.病院開業医、 4.診

療所勤務医、 5.診療所開業医、 6.行政機関、

7.研究機関(大学)、 8.研究機関(大学以外)、

9.製薬会社、 10.製薬会社以外の民間企業、 11.

その他」であり、このうち 3.病院開業医、 5.

診療所開業医を 1注10、それ以外を Oとして開業医

ダミ}を設定する O また、説明変数の診療科ダミ

}は、一般的に開業医が多い眼科、歯科、耳鼻科

を1として、それ以外を 0としたダミ}変数を用

いている。さらに、地域ダミーとして、関東を基

準に北海道、東北、北陸、中部、近畿、四国、九

州でコントロールして、大都市(東京23区、政令

指定都市、人口100万人以上都市)と中都市(人

口100万人未満の県庁所在都市)を Oとして、そ

の他の地域を lとした都市規模ダミ}や、都道府

県別の10万人あたりの医師数を説明変数に加え

。
た

仮説2の検証方法について論述したい。仮説2

の趣旨は子どもが医師になってほしいと思う人の

属性を検証することにある。息子がいる親と娘が

いる親に対して、自分の息子(娘)を医師になら
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せたいかどうかという質問を行っている。本稿で

使用するデータでは、回収された625人のうち、

息子がいるという医師が396人、娘がいるという

医師が385人存在する。記述統計量については、

後述する。設問は「子どもを医師にならせたい/

あるいは医師になって欲しいと思われたか」で、

これに対して f1.ならせたい/ならせたかった、

2.まあならせたい/まあならせたかった、 3.どち

らともいえない、 4.あまりならせたくない/あま

りならせたくなかった、 5.ならせたくない/なら

せたくなかった」という五段階で回答をする形式

であるため、順序を逆にして、ならせたいと思う

人を 5として、以下ならせたくないと思う人を 1

とするように変換した。このことにより、数字が

高い方が子どもに対して医師になって欲しいと思

うということを意味する。説明変数には、結婚ダ

ミー、年齢、年齢の二乗、長男(本人)ダミー、

本人開業医ダミー、父親が開業医ダミ}、母親が

開業医ダミー、父親開業医と本人長男の交差項、

ゆとりダミー、子どもの人数を用いて順序プロピ

ット分析を行った。

5 .実証分析1

表4・1は記述統計量、表4-3は相関行列であ

る。また、ほとんどの人が結婚をしており、長男

が7割弱存在する。開業医は全体の約4分の lを

占めており、父親が開業医であり自分も開業医で

ある人は 1割強存在する。相関行列を見ると、開

業医ダミ}と有意に相関があるのは、結婚ダミー、

年齢、父親開業医、診療科ダミ}などである。

仮説 lの分析結果が、表5・lで示されている。

被説明変数が開業をするかどうかという変数に注

目したい。年齢は正に有意で、年齢の二乗項の係

数は統計的に有意に負である。つまり、年齢が高

くなるにつれて開業する確率が有意に高くなる

表4・1 記述統計量1

平均 標準偏差

開業医 0.259 0.439 

男性 0.923 0.266 

年齢 45.037 7.913 

有配偶者 0.909 0.2泡8

長男 0.696 0.460 

父親非開業医師 0.058 0.233 

父親開業医 0.219 0.414 

父親開業医×長男(本人) 0.139 0.346 

母親開業医 0.035 0.184 

診療科ダミー 0.051 0.221 

10万人当たり医師数 205.085 43.085 

北海道 0.066 0.248 

東北 0.058 0.233 

北陸 0.032 0.176 

関東 0.291 0.455 

中部 0.141 0.348 

近畿 0.261 0.439 

四国 0.024 0.153 

中国 0.043 0.203 

九州 0.085 0.279 

サンプルサイズ 625 

が、その確率は逓減していく。父親が開業医であ

ることは正であるが有意ではない。注目すべき点

は、父親開業医×自分が長男であるという交差項

が有意に正となっている点である。さらに、親が

開業医であることや親子の家族関係といった要因

が、子どもの開業医となる確率をどのように変化

させるかについて、表 5-2にて定量的に示した。

最も高くなるのが、父親が開業医で本人が長男で

ある場合である。このときの推定確率は50%近い。

逆に最も低くなるのが、父親が非医師で本人が長

男である場合である。このときの推定確率は20%

弱であり、子どもが長男であるとき父親が開業医

であるときと医師でないときの子どもが開業医と

なる確率は、約30%も異なる。

父親が開業医である場合、長男の自分が病院や

診療所を引き継ぐために医師になり、親もそれを

期待していることが推測される。今まで本人と父
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親との聞における開業医の地位継承について検証

してきた。その結果、父親が開業医で自分が長男

であれば、勤務医等と比較して開業医となる比率

を有意に高めることが分かつた。この結果は、地

域ダミ}でコントロ}ルしない場合も結果はほと

んど変わらない。

表4・2 記述統計量2

子ども医師期待

男性

年齢

有配偶者

長男

父親非開業医師

本人開業医

父親開業医

父親開業医×長男(本人)

母親開業医

診療科ダミー

子ども数

10万人当たり医師数

北海道

東北

北陸

関東

中部

近畿

四国

中国

九州

サンプルサイズ

表ι3 相関行列表

開業医

開業医 1 

男性 0.0472 

年齢 0.3187* 

有配偶者 0.1240* 

長男 -0.0298 

父親医師 0.0262 

父親開業医 0.1985* 

交差項 0.1946地

母親開業医 0.0653 

診療科 0.2271* 

子ども数 -0.0024 

男性

1 

0.1655事

0.2635* 

0.4364* 

-0.0061 

開0.0360

0.1160* 

0.0225 

ー0.0693

0.0611 

注) *は 5%有意であることを示す。

息子

平均

3.376 

0.952 

46.533 

0.990 

0.715 

0.048 

0.293 

0.240 

0.152 

0.020 

0.043 

3.351 

206.849 

0.066 

0.061 

0.043 

0.278 

0.116 

0.278 

0.030 

0.053 

0.076 

標準偏差

1.037 

0.214 

7.227 

0.100 

0.452 

0.214 

0.456 

0.428 

0.359 

0.141 

0.203 

0.851 

42.805 

0.248 

0.239 

0.203 

0.448 

0.321 

0.448 

0.172 

0.224 

0.265 

396 

年齢 有配偶者 長男 父親医師

1 

0.3058* 1 

-0.0246 0.0927* 1 

-0.0376 -0.0171 0.0290 1 

0.0758 -0.0337 闘0.0702 -0.1310* 

0.0730 -0.0171 0.2658* -0.0994* 

0.1056* -0.0300 0.0130 0.0646 

0.0604 0.0232 -0.0359 0.0360 

0.0115 0.0591 0.0344 開0.0008

父親開業医

1 

0.7590* 

0.2556* 

0.0875* 

-0.0208 

平均

3.073 

0.951 

46.914 

0.990 

0.735 

0.039 

0.291 

0.236 

0.153 

0.039 

0.047 

3.392 

207.186 

0.062 

0.065 

0.031 

0.270 

0.148 

0.260 

0.021 

0.057 

0.086 

交差項

1 

0.2242場

0.0324 

-0.0297 

由良

385 

母親開業医

1 

0.0344 

-0.0332 

標準偏差

1.036 

0.217 

7.394 

0.102 

0.442 

0.194 

0.455 

0.425 

0.361 

0.194 

0.211 

0.829 

41.490 

0.242 

0.247 

0.174 

0.445 

0.356 

0.439 

0.143 

0.232 

0.280 

診療科 子ども数

1 

0.0289 l 
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6 .実証分析2

仮説 2として、本人と自分の子どもの地位継承

に焦点を当てる。表4-2が記述統計量である。表

ι1と比較すると、診療科ダミーと結婚ダミ}で

違いが存在するが他の変数に関しては大きな差は

ない。自分に息子がいる場合は結婚しているケー

スが多いため、このような結果は妥当である。そ

れ以外では大きな違いがないことから、自分に息

子がいるかどうかで変数の分布に偏りが生じてい

表5・ Probitによる推定(被説明変数:開業医を 1、それ以外は 0)

(I) 
manage 

男性ダミ} 0.167 0.044 

(0.275) 

年齢 0.255 0.072 

(0.067) 料

年齢(二乗) -0.002 -0.001 

(0.001) ** 

結婚ダミー 0.283 0.072 

(0.294) 

長男ダミー -0.246 白0.072

(0.159) 

父勤務医 0.358 0.114 

(0.234) 

父親開業医 0.209 0.062 

(0.245) 

父親開業医×長男 0.608 0.200 

(0.295) 本

母親開業医 開0.195 -0β51 

(0.315) 

診療科ダミー 1.225 0.444 

(0.246) 帥

10万人当たり医師数 -0.004 -0.001 

(0.002) 

地域ダミー yes 

対数尤度 -289.03 

擬似R_sq 0.191 

サンプルサイズ 625 

注)左側上段は係数であり、下段はrobustな標準誤差で、右側は限界効果である。
注)有意水準:1%制 5%*10%+ 

表5-2 推定確率(1)

父親開業医 父親非開業医師

長男 0.471 0.276 

非長男 0.341 0.369 

注)子どもを医師に「ならせたい/ならせたかった」と考える人の推定確率である。

(2) 

立lanage

0.164 0.044 

(0.274) 

0.251 0.072 

(0.066) 判

旬0.002 -0.001 

(0.001) ** 

0.289 0.075 

(0.296) 

-0.244 -0.073 

(0.158) 

0.394 0.128 

(0.240) * 

0.195 0.059 

(0.240) 

0.632 0.211 

(0.291) * 

-0.185 -0.050 

(0.309) 

1.223 0.446 

(0.249) 柿

0.000 

(0.001) 

0.000 

no 

崎294.11

0.178 

625 

父親非医師

0.190 

0.248 



ることはない。

まず、自分の息子を医師にしたいという意思が

どのような要因に規定されているのかをみていき

たい。その結果は、表6寸 (3)(4)に示されてい

る。本稿で検証する仮説は、開業医という地位属

開業医の地位継承に関する実証分析 179 

性が子どもを医師にしたいという期待に影響する

かということである。そのため注目する変数は、

本人開業医、父親開業医、父親開業医と本人長男

の交差項、母親開業医である往日。本人開業医は有

意に正である。このため、本人が開業医であると

表6-1 自分の息子と娘を医師にさせる期待に関する、順序ブロビ、ットによる推定

(3) 

(息子)

男性ダミー -0.050 

(0.228) 

年齢 0.110 

(0.063) + 

年齢(二乗) -0.001 

(0.001) + 

結婚ダミー 0.883 

(0.770) 

長男ダミー -0.148 

(0.154) 

本人開業医 0.325 

(0.147)本

父勤務医 -0.198 

(0.327) 

父開業医 0.539 

(0.212) • 
父開業医×本人長男 -0.815 

(0.271)紳

母開業医 0.204 

(0.320) 

診療科ダミ} -0.237 

(0.281) 

子ども数 -0.032 

(0.065) 

10万人当たり医師数 -0.005 

(0.002) * 

地域ダミー yes 

cut1 1.119 

cut2 1.645 

cut3 3.130 

cut4 3.836 

対数尤度 -510.93 

擬似R_sq 0.044 

サンプルサイズ 396 

注)上段は係数であり、下段はrobustな標準誤差である。
注)有意水準:1%榊 5%噂 10%+

(4) 

-0.081 

(0.222) 

0.125 

(0.061) • 
司0.001

(0.001) • 
0.816 

(0.841) 

-0.137 

(0.151) 

0.372 

(0.142) *. 

-0.244 

(0.323) 

0.570 

(0.201)榊

制0.825

(0.266)柿

0.114 

(0.343) 

-0.193 

(0.295) 

-0.049 

(0.061) 

-0.002 

(0.001) 

no 

1.917 

2.425 

3.873 

4.558 

-520.68 

0.026 

396 

(5) (6) 

(娘)

-0.189 -0.124 

(0.300) (0.297) 

0.071 0.088 

(0.066) (0.070) 

ー0.001 -0.001 

(0.001) (0.001) 

-0.327 司0.296

(0.810) (0.887) 

0.112 0.068 

(0.169) (0.157) 

0.066 0.135 

(0.136) (0.135) 

-0.023 -0.001 

(0.330) (0.325) 

0.418 0.366 

(0.229) + (0.219) + 

司0.731 -0.633 

(0.282)帥 (0.272) • 

0.822 0.741 

(0.280) 帥 (0.295) • 

0.082 0.077 

(0.253) (0.265) 

ー0.098 -0.130 

(0.069) (0.064) 地

帽0.003 0.000 

(0.002) (0.001) 

yes no 

-0.533 0.191 

0.040 0.750 

1.509 2.173 

2.218 2.861 

-503.80 -513.59 

0.037 0.018 

385 385 
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表6-2 推定確率 (2)自分の息子に対する医師
への期待確率

長男

非長男

日
医
一

4

9

鴻
業
一
日
却

ベ
ノ
開
一

0

0

ド
師
一

回
医
一
お
日

立
事
件

AE--c
一

司

i

可

I

父
鰐
一
0
0

目
師
一

6

2

劃
帯
主
包
一

h
b
q
a

父
郡
一
川
…

ω
注)子どもを医師に「ならせたい/ならせたかった」と考える

人の推定確率である。

子どもを医師にしたいという希望が有意に高ま

る。さらに父親が開業医であるという変数は有意

に正となる。つまり、本人が開業医であることだ

けでなく、父親開業医であるということも子ども

を医師にしたい希望を高める。また、父親開業医

と本人長男の交差項が有意に負となる。そこで、

本人が開業医であるかどうか、自分の親が開業医

であるかどうか、さらに親子の家族関係(長男で

あるか否か)といった要因が、息子に医師になっ

て欲しいと思う確率にどの程度影響しているかに

関する推定確率を求めた。表 6-2は、「子どもを

医師にならせたい/あるいは医師になって欲しい

と思われたかJの質問に対して、「ならせたい」

と回答する確率を示したものである O 最も高いの

は、父親が開業医で本人が非長男のときであり、

約30%である。それ以外の場合では大きな違いは

存在しない。さらに、 10万人当たり医師数が有意

に負となっている。つまり、医師が多い都道府県

に居住している親は、子どもに対して医師になっ

て欲しいと思う確率を低めている。

次に自分の娘を医師にさせたいという希望がど

のような個人属性によって影響されるかを示し

た。それが表6・1(5) (6)である。仮説に関す

る変数は、本人開業医、父親開業医、父親開業医

と本人長男の交差項、母親開業医である。本人開

業医は有意で、はなかった。本人が開業医であると、

自分の息子を医師にしたいと期待する傾向にある

が、自分の娘を医師にしたいという期待を増加さ

表ι3 推定確率 (3)自分の娘に対する医師へ
の期待確率

長男

非長男

目
医
一

0

9

明
業
一

ω
n

ベ
ノ
開
一

0

0

父親非

開業医師

0.144 

0.093 

父親

非医師

0.105 

0.105 

注)子どもを医師に「ならせたい/ならせたかった」と考える
人の推定確率である。

せる効果は確認されなかった。父親開業医ダミー

は有意水準10%で有意に正である注ヘ一方、父親

開業医ダミ}と本人長男という交差項は有意に負

である O そこで、本人が開業医であるかどうか、

自分の親が開業医であるかどうか、さらに親子の

家族関係といった要因が、娘に医師になって欲し

いと思う確率にどの程度影響しているかに関する

推定確率を求めた。表 6-3は、「子どもを医師に

ならせたい/あるいは医師になって欲しいと思わ

れたか」の質問に対して、「ならせたいjと回答

する確率を示したものである。自分の息子に対す

る希望と同様に、本人が非長男で父親が開業医で

あるときに最も高くなり、推定確率は20%を越え

る。それ以外の場合は大きな差は存在せず、 10%

前後となる。

さらに、自分の母親が開業医である場合は、自

分の娘を医師にしたいと思う気持ちが有意に高く

なることが示された。母親が開業医である場合は、

自分の娘を医師にならせたいと思う医師が高くな

る。母親が開業医である場合は、母系継承の意思

があるのかもしれない。ただし、母親が開業医で

あるというサンプルは多くないため、更なる慎重

な検証が今後の課題となる。

7.おわりに

今まで行った実証分析によって、父親から本人

から開業医の地位の継承があり、また、本人から



子どもに対してその地位の継承が行われることを

期待していることが明らかになった。この結論は

2つの解釈が可能である。ひとつには、機会の平

等が必ずしも十分には満たされないことが示され

たという解釈である。日本において、開業医にな

るには、開業医の父親を持ち、かつ長男であるこ

とが統計的には有利であるという結論であった。

さらには、開業医の医師は子どもに同じ職業であ

る医師を期待する確率も高くなるという結果も得

られた。

もうひとつの解釈として、開業医の地位の継承

には一定の合理性があるという解釈である。具体

的には、病院の開業には大きな投資が必要である。

もし、地位の継承が行われなければ、建物や設備

といった物的資本が埋没費用となる。これは社会

的な損失でもある。また、医師という職業の献身

的・非金銭的な使命感を継承させている可能性も

ある。「ノプレス・オブリージュ」という言葉が

あるが、社会的・経済的環境に恵まれた日本の医

師、特にそのなかでも開業医の父をもっ医師が、

その恵まれた地位にふさわしいだけの献身的な貢

献をしてきたのが日本の医療水準の向上に寄与し

てきたという解釈も可能である。本稿は、日本に

おける開業医の地位継承を全国規模の医師のアン

ケート集計データを用いて、医師の社会的・経済

的地位継承メカニズムを実証分析した最初の研究

である。今後、この開業医の地位継承の効果がど

のようなものであるかについて更なる検証が必要

となると思われる。

今後の課題として以下の 3点を挙げたい。第 1

に、本稿では開業医の地位の継承に関して、父親

から本人を経由して子どもに至る 3世代の流れを

実証してきたが、先ほど述べたように、地位継承

が医療にとってどのような意味を持っているのか

を考察する必要がある。第2に、子どもを医師に

ならせたいと期待する人が本人や本人の親の属性
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によって異なることを分析したが、このような期

待を持つ親が、実際に子どもに対してどのような

ことを行っているのかということを検証したい。

単に子どもを医師にしたいと期待するだけなの

か、それとも実際に教育投資を他人と比較して多

く行っているのかということを分析する必要があ

る。第3の課題は、推定手法に関することである。

本稿では、データの制約上内生性を十分に考慮で

きていない。今後、内生性を考慮した研究が必要

となる。これらの分析を通じて、さらに医師の地

位継承の論点を深く掘り下げることが可能となる

と思われる。

注

1 OECD rHealth Data 2002Jによれば、健康達成

度の総合評価については、 1位:日本、 3位:フラ

ンス、 14位:イギリス、 22位:ドイツ、 24位:ア

メリカと先進諸国の中でも高い評価を得ている。

2 SSMは「社会階層と社会移動に関する全国調査」

といい、 1955年に始まり 10年に l度全国的に行わ

れる調査である。浩織な先行研究が存在するので、

全部を網羅することはできない。 1995年SSMに限

定しでも、一次分析である ISSM調査シリーズj

や、佐藤 (2000)2)、盛山他編 (2000)4)などが代表

例としてあげられる。

3 第一に、医学部の偏差値は総じて高いことであり、

第二に、毎年行われる高校生の数学オリンピック優

秀者の多くが医学部に進学することであり、第三に、

私立難関高校からの医学部への進学率が高いことな

どが挙げられる。

4 以降、この調査を「全国医師調査」と呼ぶことに

する。表1、表2、図 lにおける出所もこの調査の

ことをさす。

5 医師資格を得るのは20代後半になることを考慮

して、おおむね全員が医師資格を得ている年代とし

て30歳以上をグラフにした。

6 戦前・戦中には軍医に対する需要が高まったこと

をうけて、全国の医科大学には 4~5年制の医学専

門部が設置された。たとえば、京都大学には1939

(昭和14)年に医学専門部がおかれ、 1952(昭和27)

年に廃止された。
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7 図1は長子の分布であるが、本稿では回答者の 9

割が男性であり、男性サンプルに限定しても分布の

違いは大きくない。

8 医療機関の継承についてのここでの合理的な説明

については、レフリーから適切かつ詳細なアドバイ

スを頂いた。ここに記して感謝の意を示したい。

9 医療法人社団と実質的な相続は密接な関係を持つ

ことについても、開業医の子どもが開業しやすくな

る理由の 1つであるとレフリーからの指摘していた

だいた。

10 病院開業医と診療所開業医の性質は異なることも

考えられる。しかしながら、本データでは病院開業

医のサンプルは9サンプルしか存在しない。このた

め、開業医の詳細な分析は今後の課題としたい。

11 前節の推定結果で述べたように、本人の親の属性

と本人が開業医であるという変数の聞に相闘があ

る。このため、本節のモデルに内生性が生じている

という批判が考えられる。そこで、本人と子ども

(息子や娘)を分析した誘導型であると考え、本人

の親の属性を説明変数として用いないモデルも推定

した。その結果、自分の息子に対する場合、本人が

開業医であるという変数は正に有意となっており、

本稿の推定結果と同様の傾向が確認された。

12 ただし、地域ダミーをコントロ}ルしない場合、

有意とならない。
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The Study of Status Succession of Private 

Medical Doctors in Japan 

Takeshi Mori * 1， Tsukasa Matsuura * 2 

Abstract 

The purpose of this paper is the analysis on the following two 'hypotheses;也e:first one is whether individuals 

whose fathers are private medical practitioners succeed their father's status， and the second one is whether 

individuals who are private medical practitioners have the expectation that they want their child to succeed their 

status. 

The results obtained from the current study can be summarized as follows. The first one is supported 

signi五cantly.Individuals whose fathers are private medical practitioners and individuals who are the eldest son of 

the private medical practitioners訂 esigni五cantlymore likely than others to choose the same medical practitioners 

as their fathers. But the second one is not supported signi宜cantly.Individuals who are private medical practitioners 

have the expectation that they want their sons to follow their footsteps signi五cantly，but do not have the expectation 

出atthey want their daughters to follow their footsteps. 

[key wordsJ Choice of medical doctors， private medical practitioners， hospital doctors， succession of business 

* 1 Faculty of Economics， Konan University 
* 2 Faculty of Economics， Kyoto University 



184 医療経済研究 Vo1.19 No.2 2007 

『医療経済研究j按稿規定

1.本誌は以下の目的にかなう研究の成果物を広く募集します。原稿の種別は下記の通り医療経済・医療政策に

関する「研究論文J、「研究ノートJ、「研究資料Jとします。但し、本誌に投稿する論文等は、いずれも他に

未発表のものに限ります。

なお、投稿後の採否の決定の通知を受けるまで、は他誌への投稿を認めません。

目 的:①医療経済・医療政策研究の発展を図り、医療政策立案及び評価に学術的基盤を与える。

②医療経済・医療政策の分野において調査、研究の発表の場を提供する。

③医療経済・医療政策の分野において産、官、学を間わず意見交換、学術討論の場を提供する。

原稿種別:(1) r研究論文J 理論的または実証的な研究成果を内容とし、独創的な内容をもつもの。実証的

な研究の場合には目的、方法、結論、考察について明確なもの。

(2) r研究ノートJ 独創的な研究の短報または小規模な研究など、研究論文としての基準に達

していないが、新しい知見を含み、学術的に価値の高いもの。

(3) r研究資料J 特色ある資料、調査、実験などの報告や研究手法の改良などに関する報告等

で、将来的な研究に役立つような情報を提供するもの。

(4)本誌は上記のほかに編集委員会が認めたものを掲載する。

2.投稿者の学問、分野を聞いません。また医療経済研究機構または医療経済学会の会員であるか否かを向いません。

3.投稿者は、投稿に際し、本文・図表・抄録を電子メールで送付するとともに、投稿論文の原稿1部を郵送して

ください。なお、原稿は返却いたしません。

また、投稿者は、「研究論文」、「研究資料Jの原稿種別の希望を提示することはできるが、その決定は編集委

員会が行うことと致します。

4.原稿執筆の様式は所定の執筆要領に従ってください。

編集委員会から修正を求められた際には、各指摘事項に個別的に応え、再投稿して下さい。

編集委員会が修正を求めた投稿原稿について、通知日から90日以上を経過しても再投稿されない場合には、

投稿の取り下げとみなします。ただし、事前に通知し、編集委員会が正当な理由として判断した場合はこの

限りではありません。

5.ヒトを対象とした研究である場合には、以下に例示する倫理基準などを参考に適切に行われていることを明

示してください。

0疫学研究に関する倫理指針 0臨床研究に関する倫理指針

6.投稿論文の掲載の採否および、原稿の種別については、査読審査に基づいて、編集委員会にて決定します。そ

の際、「研究論文jとしての基準に満たない場合は「研究ノートJまたは「研究資料」としての掲載が可能で

あるという結果になる場合もあります。

7.採用が決定した論文等の版権は、医療経済研究機構に属するものとします。採用された場合には、あらため

て版権移管の用紙に執筆者全員の署名をいただ、きます。

8.採用された論文の掲載料金は無料です。別刷が必要な場合にはその旨ご連絡ください。実費にて申し受けます。

9.原稿の送り先は以下のとおりです。

(電子メール E-mailkikanshi@ihep.jp 

(送 付先 ) 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

医療経済学会雑誌・医療経済研究機構機関誌『医療経済研究』担当

TEL 03 -3506 -8529 / FAX 03 -3506 -8528 

以 上
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『医療経済研究J執筆要領

1.原稿の書式

(I) A 4版Word入力

(2) 1行40字x36行、横書き入力

(3)匿名で査読を行いますので、著者の属性に係る事項は表紙(1ベ}ジ目)にまとめてください。

表紙(1ページ目)には、題名、著者の氏名および所属・肩書、提出年月日、謝辞を明記してください。また、連

絡先著者 1名と所属・肩書、住所、電話番号、ファックス番号、メ~Jレアドレスを別途記載してください。

本体ページ (2ページ目)以降に本文を掲載し、謝辞を入れずに原稿作成をお願い致します。

2.原稿の長さは 140字x36行J12枚、英文の場合は6000語以内とします。(図表・抄録は除く)

3.抄録は和文(1，000字程度)および英文 (400語程度、ダブルスベ}ス)で作成の上、添付してください。また

論文検索のため、和文・英文各10語以内でキーワードを設定し、末尾に記載してください。(英文キーワード

は原則として小文字にて記載)

4.注)は本文原稿の最後に一括して掲載してください。掲載は、注1)などのナンパ}をふり、注)の番号順に

並べてください。

5.文献記載の様式は以下のとおりとします。

(1)文献は本文の引用箇所の肩に 1) などの番号で示し、本文原稿の最後に一括して引用番号順に記載してくだ

さい。文献の著者が3名までは全員、 4名以上の場合は筆頭者名のみあげ、(筆頭者)，他.としてください。

(2)記載方法は下記の例示に従ってください。

①雑誌の場合

1) Wazana，A. Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a副ft?Journal of American 

Medical Association 2000; 283: 373-380 

2)南部鶴彦，島田直樹.医療機関の薬剤購入における価格弾力性の推定.医療経済研究2000; 7 : 77困
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②単行本の場合

1)井伊雅子，大日康史.第9章 予防行動の分析.医療サービス需要の経済分析.日本経済新聞社.

2002 : 173-194 

2) Organisation for Economics Co-operation and Development. A System of Health Accounts. Paris: 

OECD Publications， 2000. 

③訳本の場合

1) Fuchs，V.， 1991. National health insurance revisited. Health Affairs [Winter]， 7・17.(江見康

一・二木立・権丈善一訳『保健医療政策の将来J勤草書房，1995，245・261)

6. 図表はそれぞれ通し番号を付し、表題を付け、出所を必ず明記してください。また、本文には入れ込まず、

1図、 1表ごとに別紙にまとめ、挿入箇所を本文の右欄外に指定してください。

7.見出しに振る修飾数字・英字等は原則として以下の順序に従ってください。

1. (I)① (a) ア)

以上
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Japanese Journal of Health Economics and Policy Guidelines for Authors 

1. Authors to ]apanese ]ournal of Hea1th Economics and Policy ('“the ]ournal") should keep in mind the 
following purposes of publishing the ]ournal. Monographs and research notes in the area of health 
economics and health care policy are broadly accepted. The ]ournal considers for publication only the 
original papers that have never been published elsewhere in parts or in whole and that may not be 
submitted to other journals until notification has been provided on whether or not the submission will be 
published in this journal. 

Purposes: 
(1) The ]ournal shall intend to develop research in the area of health economics and hea1th care policy， 

which shall become an academic basis for policy design and its evaluation. 
(2) The ]ournal shall 0百'eropportunities to present the achievement of survey and research in the area of 

health economics and policy. 
(3) The ]ournal shall intend to accelerate candid opinion exchange and open academic discussion in the 

area of hea1th economics and health care policy by anyone in the relevant sectors. 

Types of articles: 
(1) "Research papers": Papers presenting theoretical or empirical research results that are original in 

content. For empirical research， papers must clearly state the 0 bjectives， method， result and 
discussion. 

(2) "Research notes": Concise notes on original and/or small開scaleresearch and other articles containing 
new views that are academically valuable but do not reach the standards of research papers 

(3) "Research reports": Reports on distinctive data， surveys， experiments， etc.， as well as reports on 
improvements in research methodology that provide information useful to future research e宜orts

(4) Other articles that have been approved by the Editorial Committee may be published in this journal. 

2. The ]ournal does not restrict authors' areas of interest in research. Authors are not necessarily a member 
of the Institute for Health Economics and Policy. 

3. Authors should send the main text， figures/tables and abstract by e-mail and should also mail a hard copy 
of the article being submitted. Submitted articles will not be returned. Authors may express a preference 
on whether their papers are published as "research papers" or "research reports"， but the final decision on 
the type of articles will be determined by the Editorial Committee. 

4. Authors should follow the “明「

7. Authors should agree that Institute for Health Economics and Policy will retain copyright to manuscripts 
accepted for publication. Therefore， authors of the papers accepted for publication are requested to sign a 
form for copyright transfer. 

8. There is no publication fee for the papers accepted for publication. Extra copies will be provided for 
actual costs to the authors in need. 

9. Articles should be sent to the following address: 
E-mail: kikanshi@ihep.jp 
Attn. Editorial Office of the Japanese Journal of Health Economics and Policy 
Institute for Health Economics and Policy 
No.11 Toyo Kaiji Building 2F， 1・5・11Nishi-shinbashi， Minato-ku， Tokyo 105-0003 JAPAN 
Tel: (81) 3-3506-8529/ Fax: (81) 3-3506-8528 



“Japanese Journal of Health Economics and Policy" Writing Guidelines 

1. Article format 
(1) A4・sizeMicrosoft Word document五le
(2) 36 lines per page 
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(3) Since the review process is done on an anonymous basis， the attributions of author(s) must be 
indicated only on the cover page: 
The title of paper; the author' s name and affiliation/title， and the date of submission， and 
acknowledgment must be clearly indicated on the cover page. The name， a出liation/tit1e，address， 
telephone number， fax number， and e-mail address of one author should a1so be provided separately for 
contact purpose. 
Main text should be written on page 2 and after without acknowledgment. 

2. Articles in Japanese should be no longer than 12 pages (40 characters per line， 36 lines per page) and 
articles in English no longer than 6000 words (not counting figures/tables and abstracts) 

3. An abstract (about 1，000 characters in Japanese or about 400 words [double開spaced]in English) should 
be prepared and attached to the article. Up to 10 Japanese and 10 English keywords should be selected 
for article searches and listed at the end of the abstract (keywords in English should as a rule be in 
lower-case letters). 

4. Numbered endnotes (e.g.， "Note 1ワshouldbe placed together at the end of the main text in numerical 
order. 

5. Bibliographical references should be listed in the following format. 
(1) Bibliographical references should be numbered by superSCI匂tnext to the citations in the main text， 

and all of these references should be listed at the end of the main text in numerical order， with the 
numbers clearly indicated (e.g.， "1) "). Up to three authors may be listed in each bibliographical 
reference; for works with four or more authors， the name of the五rstauthor only should be given， 
followed by "et al." 

(2) The examples below should be referred when listing bibliographical references. 
(I) Journal articles 

1) Wazana， A. Physicians and the pharmaceutica1 industry: is a gift ever just a gift? Journal of 
American Medical Association 2000; 283: 373圃380

(2) Books 
1) Organization for Economics Co-operation and Development. A System of Health Accounts. 

Paris: OECD Publications， 2000. 

(3) Translations 
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) 

6. Figures and tables should be numbered sequentially， captions added， and sources clearly indicated. 
Figures should not be inserted into the main text， but rather each placed in a separate attachment and 
the locations for insertion indicated in the right margin of the main text. 

7 . Roman/ Arabic numerals and letters used for outlines should as a rule follow the order below. 
1. (1) a) 





医療経済学会(報告)

発表演題一覧

The 2nd Annual Conference of the Japan Health 

Economics Association (JHEA) 

1 .日時

2007年(平成19年)7月21日(土)9:30~ 16:40 

2 .会場

学習院大学(目白キャンパス創立百周年記念会館)

〒171・8588東京都豊島区目白1ふl

3 .大会会長

南部鶴彦 (学習院大学経済学部)

4.プログラム委員

プログラム委員長

遠藤久夫(学習院大学経済学部)

プログラム委員

井伊雅子(一橋大学国際・公共政策大学院)

泉田 信行(国立社会保障・人口問題研究所)

橋本英樹(東京大学大学院医学系研究科)

福岡 敬(医療経済研究機構、東京大学大学院医学系研究科)

5 .医療経済学会ホームページアドレス

http://www.ihep.jp/jhea/index.html 
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医療経済学会第2回研究大会プログラム

学習院大学創立百周年記念会館 3階:小講堂

.一般演題@

9:30~11:30 

-老人医療費における集中と持続性及び終末期医療費

座長慶膳義塾大学医学部池上直己

東京学芸大学教育学部鈴木 亘

指定討論者国立社会保障人口問題研究所府川 哲夫

-地域での看取りにおける有床診療所ホスピスの意義と費用対効果から見た課題について

医療法人社団林山朝日診療所梁 勝則

指定討論者慶慮義塾大学医学部池上 直己

• 65歳以上高齢者の死亡前1年間の医療・介護給付費のミクロデータ分析

東京大学大学院医学系研究科堀口 裕正

指定討論者国立社会保障人口問題研究所府川 哲夫

@総会 φ
12:30~ 12:50 

@基調講演@

12:50 ~ 13:50 

-医療と介護 学習院大学経済学部南部 鶴彦

@一般演題@ 座長一橋大学国際・公共政策大学院井伊 雅子

14:00~16:40 

• The Impact of a Diagnosis幽 relatedGroup-based Prospective Payment Experiment 

: The Experience of Shanghai 

大阪大学大学院経済学研究科張 佳楽

指定討論者東京医科歯科大学医歯学部 川部j 孝一

-自治体病院のパネルデータを用いた財務管理効果の検証

-わが国病院市場の競争形態に関する研究

京都大学大学院医学研究科大坪 徹也

指定討論者学習院大学経済学部南部 鶴彦

一我が国の病院市場における競争促進は「価格低下と品質向上Jをもたらすかー

国際医療福祉大学大学院医療福祉政策学河口 洋行

指定討論者学習院大学経済学部遠藤 久夫



プログラム

創立百周年記念会館 3階:第 1--第2会議室

@一般演題@

9:30~ 1l:30 

・国民健康保険料の水平的不平等性

191 

座長学習院大学経済学部遠藤久夫

関西社会経済研究所北浦 義朗

指定討論者一橋大学大学院国際・公共政策大学院井伊 雅子

-社会経済的階層による健康格差と老人保健制度の効果

-戦後日本の医療制度形成過程に関する史的考察

-GHQによる医療制度改革

φ一般演題@

14:00~ 16:40 

・要介護認定データによる要介護度別の身体機能の実態と

要介護度の自然歴への影響要因分析

-介護職員が働き続けるには何が必要か?

神戸大学大学院経済学研究科菅 万理

指定討論者国立長寿医療センタ} 増原宏明

東北大学大学院経済学研究科堀龍 崇

指定討論者立命館大学産業社会学部松田 亮三

座長日本福祉大学社会福祉学部二木 立

国立社会保障・人口問題研究所泉田 信行

指定討論者岡山大学経済学部岸田 研作

岡山大学経済学部岸田 研作

指定討論者国立社会保障・人口問題研究所野口 晴子

-介護給付サービスに供給者誘発需要は存在したか

東京大学大学院医学系研究科橋本 英樹

指定討論者国立社会保障・人口問題研究所 泉田 信行
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フログラム

創立百周年記念会館 4階:第4会議室

φ一般演題@ 座長東京大学大学院医学系研究科小林廉毅

9:30~11:30 

-回復期リハビリテーションにおける多属性健康効用値の変化と

HUI3の有用性について

新潟医療福祉大学医療技術学部能登 真一

指定討論者国際医療福祉大学薬学部池田 俊也

-レセプトデータを利用した医療費適正化政策の有効性評価の試み

医療経済研究機構満武 巨裕

指定討論者慶慮義塾大学大学院経営管理研究科田中 滋

-病院麻酔科の社会医療法人化など

東京都豊島区医師会浅山 健

指定討論者京都大学大学院経済学部西村 周三

@一般演題@ 座長 慶慮義塾大学大学院経営管理研究科 田中 滋

14:00~ 16:40 

• Does Psychological Stress Have Long同 LastingEffects on Health Care Costs? 

法政大学大学院エイジング総合研究所小椋 正立

指定討論者東京大学大学院医学系研究科橋本 英樹

-肥満症治療コストを誰が払うか?

医療ニーズ、政策リードからイノベーションを

ヨーク・ファーマ株式会社長江 敏男

指定討論者京都大学大学院経済学部西村 周三

-特定健診・特定保健指導は医療改革となるか?

東海大学医学部大櫛 陽一

指定討論者社会保険審査会高原 亮治

-禁煙意志と時間・危険選好率

甲南大学経済学部後藤 励

指定討論者法政大学大学院エイジング総合研究所小椋 正立



2007年11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jのご案内

(第一報)

持啓 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びとなりました。つきましては、

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

言己

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}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

II.総会

7月19日研究大会当日、総会を開催致します。

盟. 一般演題募集要項

.一般演題の公募について

敬具

本大会は、報告希望者の報告申し込みのなかから採択された一般報告、プログラム委員会が依頼する特別報

告・招待報告から構成されます。本研究大会では、医療経済学に関する幅広い分野を対象とします。なお、

演題の採否決定については、プログラム委員会にご一任ください。

-申込資格

O一般報告の演者は医療経済学会の会員に限定(会員でない申込者は別途会員登録をお願い致します)

-演題募集期間

募集開始:2007年11月中旬

報告要旨申し込み締切:2008年2月20日(水)

採否公表:2008年4月上旬

参考:採用された方のみ

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こ、提出を

お願い致します)

発表用PowerPointの提出:2008年7月4日(金)



-申込方法

一般報告の報告希望者は、医療経済学会ホームページより別紙の一般報告申込書に必要事項を記入の上、下

記の要領にて記載した報告要旨とともに、 E-mailにてお申し込みください。なお、会員の方には、別途申込

要綱をご案内させて頂きます。

(報告要旨)

O総文字数(著者名・所属・演題名・抄録本文の合計)

図表なしA4版Word1枚、 1行40字x36行:全角1440文字

(図表あり A4版Word1枚、 1行40字x30行:全角 1200文字)

O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、討論準備できるような内容

にすること。

(応募上の留意点)

O発表は、口頭による発表を前提としています。

O指定討論者による討議を予定しておりますので、申込の際に、必ず 2名の希望討論者をご記入ください。

なお、討論者の決定はプログラム委員会が行いますので、ご了解ください。

O指定討論者は学会会員が望ましい。

(1'1旨定討論者選定にあたっては、学会が配布している学会名簿をご参照の上、ご検討ください。)

O一般演題の発表に関しては、原則、共著者を含めて演題数の制限を設けません。

O著者および共著者全員が大学院に在籍する場合、教員 I人の推薦を必要とします。

.プログラム委員<プログラム委員会メンバー表>

大会長 京都大学大学院経済学研究科教授

プログラム委員長 学習院大学経済学部教授

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

一橋大学国際・公共政策大学院教授

国立社会保障・人口問題研究所室長

京都大学大学院医学研究科医療経清学分野教授

立命館大学経済学部教授

東京大学大学院公共健康医学専攻教授

医療経済研究機構研究部長/
東京大学大学院公共健康医学専攻准教授

同志社大学研究開発推進機構専任フエロ}

お問い合わせ先

〒105-0003

東京都港区西新橋1ふ11 第11東洋海事ビル 2F

財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構内

医療経済学会事務局

TEL 03-3506-8529 FAX 03-3506-8528 

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

西村周三

遠藤久夫

井伊雅子

泉田信行

今中雄一

柿原浩明

橋本英樹

福田 敬

安川文朗



[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 言古 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 l
*入会申込書に記載いただいた個人情報は、当学会のご案内・ご連絡にのみ使用致します。

*学生会員を希望される方は、学生証コピーの添付をお願い致します。

[今後の活動]

研究大会の開催(毎年 7月開催)

学会誌「医療経済研究」の発行など

{学会年会費}

普通会員:年10.000円、 学生会員:年5.000円

[入会の申し込みおよびお問合せは下記へ}

医療経済研究機構内 医療経済学会事務局

TEL03-3506-8529 FAX 03-3506-8528 

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

日
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