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巻 頭 言

厚生労働省社会保険審査会委員

高原亮治

いささか、大袈裟な切口であるが、現今の医療経済学の課題にどのようなものがあるか考えてみた。医

療経済学が医療という領域を素材にした、経済学教科書の定食的展開(医療を例にとって、標準的な経済

学を展開しただけのもの)であっては寂しい限りだし、医療行為の経済学的分析というものの、わが国の

診療報酬や薬価基準を無批判に分析したものでは、経済学以前としてお引き取り願うより仕方がなかろう。

よくいわれることだが、ある領域に学会ができ、専門学術雑誌が公刊され、大学(院)でそういった名称、

の講座・コ}スができることによってその領域は安定すると同時に活力を失うという事態もしばしばみら

れる。医療経済学も学会が成立しジャーナルや学術大会が開催されるようになるのは慶賀に堪えない事態

であると同時に、“安値安定"で活力を失っては困る。国民皆保険は先人の筆舌に尽くしがたい努力の継

続によって成立したわが国の誇るべき制度であるが、個々の部分をみると経済学としては奇妙としか云い

ようのないところもあり、その代表的なものはいわゆる点数を無批判に費用として扱うことであるが、一

方、たとえば糖尿病の医療コストとか、公的病院の医療費シェアといった集積した単位であつかった場合、

それなりに経済学的分析になじむ対象となるともいえるのであって、どの程度の集積した単位で経済分析

を行うのがよいか、わが国の医療経済学のひとつの課題であろう。やむを得ないこととは思うが、診療報

酬点数表という、仮想的な擬似価格に医療関係者が興味を集中させすぎるということも、医療経済学にと

ってありがた迷惑な話である。その点では栄光に満ちた中央社会保険医療協議会がここ最近までかろうじ

て維持していた、社会保険医療費の総枠の決定に参画すらできなくなったことは時代を象徴している。事

実診療報酬の総枠が財政当局や政治の影響を受けないで、中医協で決定されていた、ということは実は歴

史的にもなかったのではないかとも思われるのだが、現在のように、医療側にも支払い側にも公式には相

談もなく枠が“天の声"として示され、委員会ではもっともらしく個別医療行為の医学的エピデンス云々

が議論されるという現状は、隔世の思いというべきであろうか。医療費を支払者、医療供給者、公益で決

定するという方式は19世紀プロシャのハルトマン紛争の帰結であったのだが、歴史性が正統性を保証する

わけでもなかろうということなのか。

話しは一転する。医療経済学会は、医療経済研究機構の全面的な支援なくては成立できなかったことは

あきらかであるが、この機構の多大な研究業績の一例で、喫緊の重要性をもっているのは、わが国の医療

費統計として、厚生労働省の公認国民医療費を補正して、 OECDベースで比較可能な保健支出を推計す

るシステムを完成させ、また医療セクターの国民経済計算を明らかにしたことであろう。(かつて、旧厚

生省統計調査部は国民総医療費という指標を公表していたが中断した)この業績によって医療という産業
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セクターのわが国の国民経済における位置が明らかになったことである。 2007年の米大統領経済報告は、

その中心の一つに、労働生産性をおいており、労働生産性の国際的優劣が経済秩序を左右するという認識

がみられる。 ColinClarkが明らかにしたように、経済構造は経済の高度化につれ、その生産や雇用を 3次

産業に移行するといわれているが、こと今後の世界経済の帰趨にかかわる、サービス産業については、予

備的結果において日本は米国に較べて低い(製造業については日本が圧倒している)とされているようで

ある。われわれは、就中わが国の医療の生産性に興味をそそられるところであるが、すなおに前掲の医療

経済研究機構の業績にしたがって比較をおこなえば、日本が高い生産性を有しているとも読めるのであっ

て、ぜひこの点について本学会の当該領域の専門家に分析してもらいたいものである。マクロレベルの医

療経済学にはこのような貢献を望みたいので、あって、官房学的財政計算だけであっては経世済民、正存の

理法の学と称する資格はないであろう。
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特別寄稿

介護保険と介護市場をめぐる政策の展開

田中 滋*

抄録

2000年以降のわが国高齢者ケアについては、介護サービス市場の発達と、その“推進エンジン"の機能を担う介護保険
制度が、要介護者・要支援者および家族の生活(の少なくとも一定部分)を支えてきた。本稿では、政策研究を志向する
次世代の研究者に材料を提供する目的で、介護保険と介護市場をめぐる政策展開のうち、筆者がかかわったいくつかの論

点をめぐる議論を整理した。
はじめに主な分析概念を説明した後、介護市場創造の過程を説明する。次いで、医療との「財の性質」の遣いから見た

介護保険給付と介護報酬を論ずる。そこでは成功報酬と現金給付論にも触れている。続いて、家事援助と施設食住費を例
に、介護サービスと保険給付対象の区分に関する進展が示される。さらに、介護情報公表制度の意味を説く。
最後に、この主題に関する今後の展望として、 (1)高齢者ケアの長期化と認知症の増大、 (2)介護労働市場の変化、 (3)

施設対在宅の対比:高齢者住宅の整備、 (4)地域包括ケアの4点について意見を述べる o

キーワード:介護サービス、介護保険、準市場、市場創造、介護サービス市場の基盤整備、介護報酬、保険給付範囲、現
金給付、地域包括

1.はじめに

(1)本稿の趣旨

2000年以降のわが国高齢者ケアについては、介

護サービス市場の発達と、その“推進エンジン"

の機能を担う介護保険制度が、要介護者・要支援

者およぴ家族の生活(の少なくとも一定部分)を

支えてきた。本稿では、政策研究を志向する次世

代の研究者に材料を提供する目的で、介護保険を

めぐる政策展開注lのうち、筆者がかかわったいく

つかの論点をめぐる議論を整理していく。主な公

表資料に関しては、

-高齢者介護・自立支援システム研究会報告書

* 慶慮義塾大学大学院経営管理研究科教授

(1994) 

・社会保険福祉審議会介護給付費部会と同審議

会老人保健福祉部会・介護給付費部会合阿部

会などの資料ならびに議事要旨(1999・.2000)

・高齢者介護研究会報告書 (2003)

-社会保障審議会介護給費分科会と同分科会介

護保険施設の在り方に関する委員会の資料な

らびに議事録 (2001・2007)

・同審議会介護部会の資料ならびに議事録

(2003酬2004)

・介護保険料の在り方等に関する検討会などの

資料ならびに議事録 (2007)

-シルバーサービス振興会における介護情報公

表関係の委員会議事録 (2002・2006)

などを読み直した。また個人的な資料としては、.

1990年代前半から現在にいたるまで筆者が加わっ
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た上記の各種委員会等、そのための準備会や勉強

会、さらにそのための打ち合わせ等におけるメモ

を見返した。たとえば、高齢者介護研究会の報告

書作成過程では100回を超える書き直しが行なわ

れている。

(2)介護保険と介護市場の略史

1990年代前半から、先進的な人々が各地で「介

護の社会化」を説き注2、あるいは実行しはじめた。

それらの努力は…保守派による「介護の社会化は

“日本の古き良き"家族制度を崩壊させるJとい

った非現実的な反対論などのために起きた好余曲

折を経て…1990年代後半に、介護保険法の制定

(1997)と、数々のサブシステム、サブ・サブシ

ステム構築へと結実していった。その問、保険財

政、保険給付形態(現金・現物)、介護報酬の性

格(成功報酬論を含む)、要介護認定、ケアマネ

ジメント、提供主体にかかわる規制等々をめぐっ

てもさまざまな議論が行なわれた注30

同じ時期、サービス提供量確保を目的とした基

盤整備政策が着実に進められたことも忘れてはな

らない。 2000年4月の介護保険制度開始と同時に、

新たに創造された市場において介護サ}ピスが大

きな不足なく授受できた理由は、そこに至る準備

の努力の成果なのである。その後、介護サ}ピス

が行き渡るに連れ、「要介護者の生活に役立つサ

ービスjと「介護保険が給付すべきサービス」が

…多くは重なるものの…異なる集合であることが

意識されるようになった。

介護分野の今後の展開にとっては、①介護の長

期化と認知症への対応、②高齢者ケアが議論され

るようになってから初めて経済好況に直面した変

化の下、介護労働市場で起きている逼迫状態、③

「施設対在宅」の対比論を越えた高齢期にふさわ

しい住宅の整備、④地域包括ケア体制の構築など

が、とりわけ大きな課題と考える制。

2.ニーズの発見と充足の方法

過去には(一部の先進的な人々を除き)意識さ

れていなかったニーズ、が急速に増大している実態

が社会的に広く認識され、かっその状況を放置し

ではならないとの意見が多数を占め、しかしその

ニーズに応える手段の提供が充分で、はないと判断

される場合、どのような対応がありえるだろうか。

そうした充たされぬニーズ拡大に対し、国際的に、

もしくは囲内に認識されるようになった代表例と

して、地球環境問題、わが国の少子化傾向、そし

て1990年代後半以降の日本における高齢者介護問

題があげられる。

ニーズに対する対応策として公共財が用いられ

るなら政府による提供しかありえない断。一方、

本稿の主題である介護サービスの財としての性質

は、基本的に非競合性・非排除性・外部性を伴わ

ず、私的財に分類される。この点、伝染力が強く

擢患後の生命健康リスクが高いタイプの感染症に

対する診療、および一部の公衆衛生サービスのよ

うな公共財を含み、モラルハザード発生の可能性

が相対的に小さい急性期医療を中核とする医療分

野と、介護分野とは'性質が異なっている。

できる限り急いで社会的対応が求められる私的

財の普及に関しては、大別して2つの政策手段が

考えられる。もちろん両者は並行して進められで

もよい。第一は公的に提供体制を構築する選択で

ある。それについても、公的セクターが自ら提供

主体となるケースと、提供責任は公的セクターが

負うものの提供体制の建設に要する資本資金に関

しては(部分的にせよ)民間の力を用いるケ}ス

の双方が、時代環境により適宜選ばれてきた。前

者に関しては公立特別養護老人ホームや公立保育

園の建設、後者では特定郵便局や社会福祉法人制

度の発足時の姿が典型例である。第二は当該財貨

サービスの需給が行われるはずの市場の創造を目



指し、そのためになされる基盤整備に力を注ぐ選

択である。

1990年代、介護ニーズ増大への認識の広まりと

共に、第一の選択の一つの案として、北欧型の

「公費財源+公務員ヘルパー」による対応を主張

する意見も唱えられた。しかし、①成熟した地方

自治を前提とし、政府と市民の関係が上下という

より相互補完的である実態に見られるように、わ

が国とまったく異なる北欧型の社会システムの一

部のみを切り出して導入することの無理、②それ

までの日本の措置制度において明らかであった公

費財源の使いにくさ(後述)、③当時の公務員ヘ

ルパ}および社協ヘルパーの賃金の高さから計算

される莫大なコスト、④同じく当時の公務員ヘル

パー等は主に平日昼間のみの労働しか受け持たな

い事例が多かった、等々を理由にこの選択肢は早

くに消えていった。

一方、第二の選択、すなわち市場創造案に関し

ては、既存の年金保険制度内の付加給付、既存の

健康保険制度内の追加的給付、独立の保険制度創

設の3つが検討された注6。年金制度拡大は現金給

付がもっ問題点、健康保険制度は医療と介護の

「財としての性質の違いJ(やはり共に後述)ゆえ

に採択されなかった。その結果、最終的にわが国

は独立の保険制度を構築する選択を行なった。言

うまでもなく、介護保険等の社会保障制度がもっ

根本的な機能は「分配の公正」であるが、本稿で

は市場創造の基盤としての側面に着目している。

3 .介護保険と準市場

(1)自立支援という理念

わが国の公的介護保険は、経済的弱者にかぎっ

た保護を目的とする制度ではない。要介護認定プ

ロセスを経て、介護サービスもしくは介護予防サ

ービスが必要な状態と客観的に判定された住民の

介護保険と介護市場をめぐる政策の展開 7 

尊厳ある自立を、本人ないし家族の経済的状態に

よらず、社会的連帯の仕組み=介護保険制度を通

じて支援することが基本理念である(高額介護サ

ービス費や施設入居者に対する補足給付など、一

部ではあるものの本人ないし家族の経済力注7が影

響する場合が存在する)。

介護保険以前には、一般論で記述すれば以下の

ような事態が珍しくなかった(より柔軟で利用者

志向だった地域も存在していたことは承知してい

るが)。旧来の社会福祉制度の「お世話にな

るJ=措置を受けるためには、ケアの必要性に加

えて、通常は本人・配偶者・子の所得と資産が乏

しい状態を明らかにしなくてはならなかった。時

にはそれ以外の親族との関係のあり方まで尋ねら

れる場合もあった。特別養護老人ホームなどの施

設利用についても、行政権限による措置決定を待

たねばならず、もし“貧しさの程度ゆえに"入居

が認められたとしても、基本的に行き先は自分で

は選べなかった。

サ}ピス提供者の側も、措置制度の下では、詳

細に規定された業務をその通り果たすしかなく、

利用者の便宜を図って規定を超えたサービスを提

供しようとすれば、大体のところ当局に「指導」

され、時によっては支給金額を減らされてしまう

ケースさえ見られた。また、「経済的弱者を選ん

で救済している以上、会計上利益が発生すれば召

し上げるJ扱いとなっていた。

他方、 1999年、国際高齢者年にあたり、国際連

合は「自立、参加、ケア、自己実現、尊厳Jの五

原則を高齢者のために提示した。この五原則は、

高齢者のみならず、普遍的な人権思想の根幹とし

て住民すべてにあまねく保障されるべき未来志向

の目標概念であり、「弱者保護」から「社会的連

帯」への福祉思想の大きな前進であった。わが国

介護保険制度もこの原則と通底する理念をもっ。

そして、日本の介護分野において自立支援の理念
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を実際のサービス利用につなげて実現させるため

の中心的仕掛けは、介護保険が支える介護サ}ピ

ス市場の創設、正確には「準市場方式の活用」で

あった。

ただし、介護療養病床や訪問看護など、医療サ

ービス市場からの移行分も含まれていた点は留意

すべきである。

(2)介護分野における準市場の性質:参入制

限

介護に関する準市場とは、「自由な選択に基づ

く需給出会いの場」と、「社会保険制度の本質的

な性格に由来する公的介入Jの組み合わせを指す。

公的介入は具体的には、①サ}ピス利用代金の定

率補助(=介護保険給付)と、②保険給付単位お

よび単価の公定制作介護報酬)…の 2つが代表

である。なお、 9割という保険給付率も介護報酬

公定も、どちらも厳密に表せば「原則としてjが

正しい。前者については高額介護サービス費等が

適用されるし、後者については福祉用具貸与およ

び購入費ならびに住宅改修費の支給があてはまら

ない(居宅介護系サービスに対する報酬の上限規

定については後述)。すなわち、準市場の活用と

は、社会の限りある資源が、公的配分と私的配分

の双方の利点が組み合わさって活かされることを

期待した社会の選択を意味している。

「準」がつく以上、一般の市場より経営の意思

決定に対する制限が強い。その違いの代表例は参

入制限である。介護施設と居住系サービスに関し

ては、地域ごとに参入量に上限(いわゆる参酌標

準)が設けられ、また介護療養病床についてはカ

テゴリとしての廃止と転換推進が決まるなど、介

護保険給付対象サービスに対し…時に後から…制

限が課せられる。これは、主にサービスの質の保

証を目的とした参入資格制限…こちらは居宅系に

も等しく謀せられる…とは別のタイプの規制であ

る。

参入上限規制が行われる主な理由は、「社会連

帯の精神に則って徴収された2号保険料が原資の

半分を構成し、保険財政に投入される国費と合わ

せ、全国ベースで配分される資金である以上、保

険者はその資金が効率的かつ効果的に使用される

よう制度を運営する責任を有する」ためと説明で

きる。また介護分野では、財の性質から「公的保

険による費用保障の導入と提供体制整備に伴い、

ニーズでなくウォンツに基づく需要が喚起される

可能性が医療より高い」との認識(詳しくは後述)

もその背景にある。介護保険導入後、措置という

所得制約による配分がなくなったため、施設、特

に特別養護老人ホームへの需要が急増した事態が

典型である。

医療分野でも 1990年以降、地域医療計画による

病床数規制がなされてきた。ただし、急性期医療

については、待ち行列状態でないかぎり、提供者

数が増えても、新たな脳出血、心臓発作、がん患

者が発生する可能性は低い。医学的判断に基づく

ニーズが需要の源に存在する急性期医療の特徴と

言えよう。もちろん、新技術で疾病の早期発見が

進んだり、これまで受療を諦めていた患者が新た

な治療法の導入によって医療機関を利用したりす

る変化は当然発生するが、それらは医師誘発需要

やモラルハザードではない。

最低限の質の担保、サービス種目による経営母

体に関する規制、および施設と居住系に対する参

入制限の下ではあるが、提供側の市場参入意思決

定は経営者としての判断に委ねられている。利用

者が事業者を選択できる仕組みと合わせ、「利用

者に選ばれ続けなければ事業者は収入が得られな

いJ、だから「選ばれるように努力する」インセ

ンテイブが働く(はずの)市場メカニズムの長所

に対しての期待が込められている。

質の保証は、地域密着型事業者割については市



町村、それ以外の一般事業者については都道府県

による指定が基礎的な役割を担う。また経営母体

規制としては、医療機関および、介護福祉施設につ

いて自治体以外の開設者に関し、法人種別に制限

がある。ただし、医療機関および社会福祉法人闘

の設立は、一連の手続きが必要であるものの、旧

来の公益法人の設立注10に比べれば難しくない。他

方、居宅介護系と特定施設については母体に関す

る制限がなく、営利企業にも市場が開放された。

なお、基本的に市場メカニズムは性善説に基づ

いており、そうして整備された基盤を悪用した供

給者・需要者は事後的にペナルティを与える方が

普通である注九

(3)市場の創造

基盤整備を通じて目指された市場創造の方法に

関し、需給両サイドに分けてもう少し掘り下げて

みよう。

需要側については、介護保険料納付の見返りと

しての「住民の権利性」を具体化する購買力の付

与が根本と言ってよい。権利性は次のような具体

的根拠をもっ。介護保険制度は、利用者の自立支

援を主目的とし、世代関連帯の仕組みを明示的に

組み込んだ社会保険である。そこで「高齢者への

施し」とはまったく違う性格とすることはもちろ

ん、世帯別ではなく個人別に「高齢者も連帯に加

わる」仕組みが導入された。具体的には、これま

で健康保険においては被扶養者として保険料支払

いがなかった人、また生活保護受給者も含め、 65

歳以上の年齢層の(原則)全員が介護では保険料

を負担するよう定められた。 1号被保険者も、 2号

被保険者と全国の1人あたり平均値では同額の保

険料を負担する注12。そしてI号保険料は、市町村

議会で議決される住民主権の姿が徹底されてい

る。

不幸にして介護ニーズの発生に直面した被保険
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者に対し、要介護認定プロセスを経て介護サービ

スの必要性が客観的に担保されるかぎり、利用期

間に上限なく価格のごく低い割合(上述のように

原則1割)を負担すれば介護保険給付サービスを

購入できる。居宅の場合、購入サービスの選定や

契約に際し、代理人としてのケアマネジャーによ

る支援の利用に関しては自己負担がない。保険給

付によって、要介護者および家族がサービス利用

に必要な支払い能力の枯渇に対し持つかもしれな

い不安感を小さくし、また居宅介護支援を通じて

市場への不慣れからくる利用抑制を減じ、ニ}ズ

を需要に転化しやすくすることが目的である。

他方、供給側については、介護に要する費用の

(原則)9割保障による需要創造を見て、提供意欲

を具体的な供給に転化させることが目的である。

介護にかかわるサービスの多くが、後述する財の

性質や保険理論を超えて、初期には保険給付対象

とされた理由は、まさに市場創造が主目的だから

に他ならない。

加えて、市場機能を活かすためには、需給両サ

イドが介護サービスの効果、“期待品質水準"と

“値ごろ感"、そして利用方法等を理解し、介護市

場における取引に対して信頼感をもつように、単

なる保険給付を超えたさまざまな基盤整備に努め

る必要があった。提供量の確保と利用方法の標準

化がその中核である。そのための努力は、ゴ}ル

ドプラン、新ゴ}ルドプラン、ゴールドプラン21

等による提供体制整備、各種の指定基準制定、老

人クラブ等を通じた普及啓発活動など多岐にわた

る。ケアマネジメント機能もこの観点から見れば、

最重要の市場基盤と読み直すことも可能である。

提供量の増加を表す印象的な数値をいくつか以

下に掲げておく。いずれも 1989年と 2006年の比

較を示す。

-訪問看護ステ}ション (0→_5，5110ヶ所)、

・居宅介護支援事業所 (0→2.7万ヶ所)、
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-認知症対応型共同生活介護=認知症高齢者グ

ル}プホーム (0→11.5万人分)、

-通所介護+通所リハビリテーション(1，000ケ

所→2.6万ヶ所)、

-生活介護短期入所+療養介護短期入所 (4，000

人分→28万人分)、

-介護福祉施設=特別養護老人ホーム(16万人

分→39万人分)、

-介護老人保健施設 (2.8万床→28万床)

いずれの値も、わが国が短期間に行なった資本

投下の大きさを表している注130

4.保険給付と介護報酬

(1)給付上限:医療との「財の性質」の違い

わが国の医療保険には原則として給付上限額が

存在しないが、介護保険制度では要介護度別に月

額の給付上限額が設定されている。その理由は、

サービスの「最適」量の有無にかかわる。

医療における治療の中核部分は、「患者には必

要だが健康人には不要もしくは害悪となる恐れが

強い介入」と考えられる。そして、「効果を生む

質・量の闘値=最適な水準Jと定義すれば、最適

水準より一定幅以上少ない医療では一般に目的を

果たせないし、最適量を一定幅以上超えるとほと

んどのケースでかえって患者に危険である。手術

の範囲なり、抗がん剤の一週間の投与量なりは、

診断に基づいて医学的に決まり、患者の好みによ

って量を増加するなどといった事態はありえない

し、患者の経済力が乏しいからといって必要量以

下ですませるような治療もあってはならない。つ

まり、ニーズ(と確率)に応じた介入策が客観的

に決定される(はずである)。

もっと極端な例を持ち出せば、健康人が手術や

抗がん荊等の侵襲性の高い治療手段を求めること

は常識では考えられない。それらは健康人にとっ

ては無意味どころか危険なだけでなく、「嬉しく

ないJI欲しくない」財貨サービスだからである。

さらに、二週間以内程度の急性期医療の途中では、

生活的側面はそれなりに大切とはいえ、治療目的

にとっては副次的な要素にとどまるだろう。

そうした医療の「財としての性質Jを受け、医

療保険の世界では、本質的に「時の医学から見て

客観的なエピデンスに基づく最適な医療」を給付

する理論的組み立てに(少なくとも建前上は)な

っている。

ところが介護は、本質的には、生活を支援する

サービスである。生活にかかわる以上、その中に

は、介護とは無関係な人も楽しみに，思ったり、あ

りがたいと感じたりするサービスが含まれる。典

型例としては家事援助(生活能力にかかわるリハ

ビリテ}ションの側面を除く)があげられる。ま

た「外出支援サービスの助けを得て、求めるとき

に自分が目指す場所に出かけたい」などの気持ち

に代表される社会参加にかかわる高次のニーズに

ついては、客観的な最適量という概念を想定しに

くい。したがって、介護分野のサービスに対する

社会的支援は、相対的にモラルハザードを発生さ

せやすい。

言い換えれば、「客観的に判定しうるニーズを

社会的に支援するJにとどめることがなかなか難

しく、主観的欲求(ウォンツ)が生む需要もあわ

せて増やしてしまう恐れが強い。それに伴う費用

をすべて社会の共同負担に期待するには重すぎ、

納税者・被保険者の合意を得られるとは思えな

い。ゆえに、「人権を守るに足るサービス量jを

できるかぎり科学的に要介護度別に求め、それぞ

れに対応する給付上限金額を月ごとに設定する注14

方式が採用されたのである。

なお、人がもっ高次ニーズ充足の重要さも指摘

しておく。何らかの形での社会参加は尊厳の維持

のためにもっとも大切な要素であり、それを可能



なかぎり充たせる地域の工夫が望まれる。社会参

加支援策は社会保障制度を超えてよい。 NPOやボ

ランテイア、地域コミュニテイや友人が行うこと

は大いに奨励すべきである。

(2)報酬の骨格

急性期医療に対する診療報酬は、 MDCに基づ

く診断コ}ド、保険請求上の治療コード、あるい

は退院時サマリー等に照らして、診療行為別定額

(=俗に言う「出来高払いJ) にせよ、診断群別1

件当たり (DRG/PPS)ないしわが国の1日当たり

包括払い (DPC)にせよ、支払われるべき診療報

酬が事後的に定まる。これは、診療開始前には必

要な費用が確定しえないためである。したがって、

個々の患者への給付額について、事前に月額等で

上限を設ける診療報酬は(療養病床への報酬や慢

性疾患等の指導管理科などを除き)なじまない。

これに対し、介護報酬の根本的な性格としては、

医療と違って事後的に額が決まるのではなく、サ

ービス利用以前に支払い金額が分かる、サービス

種目毎の時間当たり包括払いが採用された。

介護報酬の中でも、居宅の医療系サービス(通

所リハビリテーションや訪問看護など)および施

設サービスにかかわる保険給付は公定単価による

授受しかできない。他方、居宅の介護系サービス

(通所介護や訪問介護など)には、介護報酬単価

を上限とする自由価格制を導入した(事実上ほと

んど割引価格は存在していないが)。他方、福祉

用具の貸与はまったくの自由価格制がとられてい

る注九福祉用具の購入および住宅改修は、要介護

度別の月額給付上限とは別に、一定額(用具は年

10万円、住宅は原則一回かぎり 20万円の9割)ま

で保険給付がなされるが、価格は市場に委ねられ

る。上限を超えた分は自己負担となり、逆に上限

未満の場合は実額の9割が給付される。

このように介護報酬に3つの性格が混在してい
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る背景には、「利用者ないし家族が介護サービス

の質を一応は理解できる」という判断が存在する。

なお、介護報酬は、事業所ないし事業者の標準的

規模、標準的稼働率、さらには標準的な経営能力、

および利用者の標準的処遇困難度などを前提とし

て定められている。したがって、標準より下には

ずれた規模、稼働率、経営能力等の場合、長期の

存続に足る収支差額を得られない可能性が高い。

当然、逆も真である。もし小規模や低稼働率とな

る理由が離島などやむを得ぬ事情なら、加算や補

助金が救済手段となる。しかしもし赤字の理由が

経営上の判断の結果なら、それは事業者の責任で

ある。ただし…後述するが…労働市場の逼迫によ

る賃金上昇にいかに対応するかは、実のところ制

度の中に答えが用意されていない。

(3)成功報酬

成功報酬をめぐる論議も交わされた。成功報酬

は医療にはない概念である。医療の世界には、患

者が治ると特別に医師や看護師にボーナスが保険

制度から支給される支払い方式は存在しない。と

ころがなぜか、介護保険には成功報酬を入れるよ

う国会で付帯決議がなされた経緯がある。とはい

え実際のところ、「何をもって成功と考えるか」

「誰が成功させたのかjにかかわる客観的基準の

設定は事実上困難である。要介護度の改善理由が、

本人の意欲か、家族の努力か、ヘルパーの熱意か、

看護師の力か、あるいはケアプランが良かったか

らか、もし正確にそれぞれの貢献度を測定しよう

とすれば、モニタリングに要する費用はサービス

提供費用と同じぐらいかかるかもしれない。

そうした実務的難しさに加え、「そもそも介護

に携わる人々は成功報酬がなければ働かないとは

思わないJrどの分野にせよ、専門職の誇りは成

功報酬云々とは違う方向なのではないかJr専門

職は利益以外のインセンティブでも競争に立ち向
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かうJ1競争は効率的資源配分にとってとても役

に立つ手段だが、それを所得動機だけに訴える必

要はない。プロとしての誇りをめぐる競争こそ良

い成果を生む刺激である」などの理由により、成

功報酬は導入されなかった注160

(4)現金給付と現物給付

①現金給付の否定

介護保険制度のもっとも危ない陥し穴は現金給

付であった。しかし、保険設立時には現金給付論

も有力な案として検討された歴史がある。われわ

れは次のような否定論でこれを打破してきた。

要介護度別に受け取る額が多くなる現金給付方

式だと、ドイツ連邦共和国が公的介護保険を導入

した際の歴史 (1995)が示すように、必ず判定を

めぐって「もっと重いのではないか」との申し立

てを多数引き起こす。また、要介護度調査に対す

る回答・対応を歪めるかもしれない。仮にうそを

つかない正直な人が多かったとしても、判定の結

果が現金給付に結びつくようだと、訪問調査員や

認定審査会が住宅や家庭状況などによって客観性

を失い、温情主義的な判断を下す「瞬き」の源と

なる可能性もある。政治家に介入の機会を与える

ことも、他の現金給付制度の経験から明らかに予

測された。

さらに、「現金給付をすれば済む」制度だと、

自治体の介護基盤整備努力に水を差す悪い影響も

懸念された。介護保険給付額のうち、自治体が自

分で集める義務はI号保険料と市町村負担分だけ

にとどまる。残り、つまり財源の2/3以上は、全

国ベースでプールされた2号保険料と、国・都道

府県負担からなる。サービス基盤整備に力を注が

ずに、要介護度に応じた現金、それも大部分は外

からくる資金を給付し、それで責任が果たせたと

みなすような制度にしてはならなかった。また、

東京都などで1990年代に行われていた要介護高齢

者に現金給付する試みからは、その現金が介護サ

ービス購入に使われる保証がないことが分かつて

いた。

ましてや家族への現金給付はもっと悪い結果を

生む可能性が高いと考えられた。家族への現金給

付は、給付対象ではない親族などが、「もらった

人の責任」という態度をとる原因となってきた。

要介護者の配偶者、子供、嫁、孫、兄弟などの中

で、現金を給付された人がそれ以外から冷たくさ

れるのである。以上のいくつかの理由からわかる

ように、現金給付方式は、制度の公正さをゆるが

す誤った方向であるとの意見が多数を占めた。

②現金給付代理受領

ところで、介護保険では、意外に思える、もし

くは解釈に混乱を引き起こすかもしれないが、制

度の理論構成上は現金給付保険として設計され

た。その理由は、「混合介護J、つまり保険外サ}

ピスとの組み合わせを可能とする設計が求められ

たためである。

急性期医療の世界では、先述のように、時の医

学から見て最適な診療を、介入結果をみながら組

み合わせていく一連の行為に応じて結果として報

酬額が定まる。つまり、まだ診断のついていない

個々の患者への給付額に対し、診療開始前に月額

上限を設ける設計は不可能である。したがって、

保険制度からの支給は「療養の給付」が基本とな

る。また、混合診療は、医学的根拠を伴わぬ危険

な組み合わせを避けるために、先進医療のように

一定のエピデンスに基づく場合のみ許される。

これに対し、同じく先述した財の性質上、基本

的に効果・効用がサービス量に比例する介護で

は、主観的満足感が表にでてしまうので、モラル

ハザードを防止するために給付の上限額を設定せ

ざるをえない。他方、やはり財の性質から、給付

上限額を超えた場合、自費によるサービス回数上



乗せを禁止する意義は薄い。また、配食や話し相

手、それから楽しみのための外出支援等の横だし

サービスを組み合わせることも結構である。つま

り、混合介護は社会正義に反しないし、一般に安

全性の問題も伴わない。ゆえに、制度の理論構成

上は、 i(人権を守るに足るサ}ピスに要する)費

用の給付」、すなわち「現金給付」との設計が必

要だったのである。

ただし原則として事業者が保険給付金を代理受

領するので、利用者本人に現金を支給する仕組み

にはなっていない。その意味では、利用者側から

見れば現物給付の形態となっている。理由は先述

の通りである。保険者側にとっての給付の性格と

異なる、興味深い組み立てと言えよう。

5 .介護サービスと保険給付対象の区分

(1)家事援助

介護保険制度のスタート当初、需給両側が市場

取引に慣れるまでの聞は、多少のモラルハザード

が想定されるにせよ、ともかくも市場創設・育成

が優先された。したがって、「加齢によって心身

が弱った人の自立を支援する多様なサービス」と

「介護保険が給付すべきサ}ピスJの区別があま

りつけられていなかった。さらに、施設サービス

には社会福祉制度の延長としての色彩が強い部分

が残っていたために、施設利用に対し、(全額で

はないが)食住費も含む保険給付がなされていた。

初期に論議が展開された代表例が家事援助であ

った。「家事援助は公的保険給付対象からはずす

べきだ」との意見が、介護保険に対し'懐疑的だっ

た保守派と、積極的に保険設立を推進してきた自

立支援派の双方から唱えられた。保守派は、「高

齢者のための家事は家族が責任をもつべきだ。だ

から家事分野への介護保険給付は丈切な家族機能

を放棄させかねない」と説いた。これに対し自立

介護保険と介護市場をめぐる政策の展開 13 

支援派の一部は、「家事援助はお年よりの生活を

支え、かつ家族機能を支援する大切なサービスだ

が、(保険事故状態=要介護状態の人だけが望む

サービスではないので)保険給付には本来なじま

ないJと判断した。かくして両者が…論拠は違う

ものの…表面上は同じ主張を行う場面も見られ

た。

他方、保険制度開始直後には、身体介護と当時

の「家事援助」に対する介護報酬単価が著しく違

ったことから、本来はケアプランの中で身体介護

を選ぶべき状態の要介護者が、単に1割自己負担

額が少ないとの理由で、家事援助あるいは折衷型

を選択する事例が多数生じてしまった。その結果、

①身体介護ニーズが充たされず自立支援の目的が

果たしづらい、②ヘルパーが家事援助もしくは

(当初存在した)折衷型の料金で実際は身体介護

サービスを要求される、③事業者の収益が予定を

下まわってしまったなどの事態が起きた。ただし、

原因の一部は、身体介護や巡回型のサービスが家

事援助とどう違うかを利用者に実感させられなか

った事業者、顧客獲得を急ぐあまり…本来は身体

介護サービス提供を志向しながら…短期的判断で

家事援助・折衷型を引き受けた事業者、そして利

用者本人・家族およびケアマネジャーの経験の乏

しさにも求められる。

(2)施設食住費

保険導入後3年以上経過した頃、一応のところ

市場が成立し、需給両側がその使い方に習熟した

とみなされた後は、介護保険が受け持つ役割の純

化が政策課題として意識されるようになった。要

支援者に対する福祉用具レンタルの一部、介護施

設における食住費が典型である。

こうした変化は次のようにまとめられる。高齢

期を支えるためのたくさんの要素のうち、主要な

ものは、「どの地域にいようと、どういうかたち
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の人生をすごそうと、すべての高齢者には高齢期

に適した住まいが求められるJI年齢の上昇によ

って増大していく一定の確率で介護サービスが必

要となるJI多くの高齢者は何らかの医療ニーズ

をもっ」、そして年齢によらず「食事は必須JI権

利擁護ニーズに直面する人もいる」のように整理

できる。この切り分けは、住んでいる場所…施設

か在宅か居住系か…ではなく、求められるサービ

スの機能を示している。

心身が弱くなった要介護者が暮らしていくため

に必要なサ}ピスはさまざまな種類があるにして

も、そのうちどこを介護保険が担当し、どこがあ

る程度自己負担を求める部分で、何を医療保険が

担当するか、さらに社会福祉制度に期待される固

有の役割は何か、何が自治体に課される社会福祉

以外の責務か、またコミュニテイのインフォーマ

ルセクターが果たしうる貢献は何かについての議

論が進められた。

住まいと食事は、年齢、健康度合い、所得等を

問わず誰もが必要とする。ゆえに本質的に保険事

故とみなされる対象ではない。他方、自分で食物

や水分をうまく摂取できなくなったり、口腔内清

潔保持が適切に行えなくなったりする事態、ある

いは排世をコントロールできなくなる状態等は保

険事故である。介護市場が安定的に機能し始めた

との判断の下、前者(誰もが必要なサービス)へ

の対応と、後者(要介護者のみが必要とするサー

ビス)への対応との区分が行われた。要介護であ

ろうとなかろうと生きていく上で必要な事柄…居

住にかかわる諸コストを支払い、食事ないし食材

を購入する等…と、介護、医療を機能別に分け、

どこが保険事故の概念に合うかが改めて問われた

と言ってよい。

その結果、「要介護者・要支援者にとって必要

なサービスJが、すなわち「介護保険給付対象と

すべきサービス」とはかぎらないとの理解が…反

対者はいたものの…主流となっていった。

なお介護保険の改革に際し、「中重度者の重視J

が説かれた理由は、保険の原理に立てば、カタス

トロフィックな状態、つまり重い保険事故状態に

なるからこそ助けの手、支援の手を伸ばさなけれ

ばならないからなのである。これは軽度者の切り

捨てだと攻撃される場面も見られたがそうではな

い。軽度者へのサービスも大切だと考えることは

正しい。ただし、その財源、ないし提供主体とし

ては介護保険の外側にも求めていかざるを得な

い。なぜなら、介護保険制度も国全体の財政の制

約を受け、またI号被保険者、 2号被保険者とも保

険料上昇には限りがあり、さらに後期高齢者に関

しては、新設の高齢者医療制度にかかわる保険料

負担も考慮しなければならないためである。

6 .介護サービス情報の公表

市場が機能するために不可欠な要素は情報であ

ることは言うまでもない。 4年にわたる準備期間

を経て、 2006年から実際に始まった「介護サービ

ス情報の公表J制度は、サービスの質を判断する

材料として、すべての介護事業所に対し、サ}ピ

ス区分ごとに共通化された項目群について取り組

みの有無を聞い、都道府県の責任でデータを公表

する画期的な仕組みと言える注170

介護サービス情報の公表は次のように理解でき

る。この仕組みでの訪問調査は、第三者評価のよ

うに事業所を評価するのではなく、事業所が「イ

エス」と言っていることを確認できる材料…これ

も事前に定められている…が存在するかどうかを

見てくるだけにとどまる。例えば、「利用者の権

利擁護の仕組みがありますかりという質問に対

して、事業所が「イエス」と答えたとしよう。訪

問調査員も調査規定にしたがって事業所が示すエ

ピデンスを確認すれば、その答えが虚偽のものだ



ったとしても、それは「イエス」であると公表さ

れる。

第三者評価では評価者が評価の責任をもっ。し

かし、介護の公表情報に関する責任は、開示主体

である介護事業所だけがもっ。いわば事業所の正

直さを試しているのである。もし、「この事業所

は『イエス』と書き、訪問調査員も『確認した』

と記しているけれども、そんな事実はほとんどな

い、嘘だ」という声が、利用者や家族から、ある

いは、内部告発者からあがった場合は、重いペナ

ルティが課せられる。制度上の制裁だけではない。

現代経済社会では「嘘をつく」態度こそ、一番悪

い「罪Jに…法律的にではなく経済的信用の著し

い低下という形で…問われる。

倒産するかどうかは別として、経営に失敗した

場合のペナルティは、代表取締役(営利企業)や

理事長(非営利組織)等の幹部層辞任など職務上

の事柄にとどまり、刑法的な罰、行政処分や倫理

的ペナルティは課せられない。しかし、嘘をつく

と、重大さによっては刑事罰と行政処分も、業界

での信用喪失も覚悟しなければならない。かつて

銀行が金融庁に対して嘘の報告を行った例があっ

た。それが明るみに出た結果、担当役員は逮捕さ

れ、銀行自体の存続も危うくなったことは記憶に

新しい。それと銀行が何らかの経営判断を誤って

業績が悪化したケースとは全く別の話である。介

護事業者も、虚偽の申告に対しては、指定取り消

し等の罰のみならず、顧客、地域、そして他の介

護事業者から見放される事態が予想される。

このように情報公表もまた、市場基盤整備の大

切な一環である。

7.令後の展望

(1)高齢者ケアの長期化と認知症

2003年の高齢者介護研究会の頃から、高齢者介

介護保険と介護市場をめぐる政策の展開 15 

護サービスについて、以前とは違う形で捉える必

要性が広く認識されるようになった。この変化は、

要介護認定、要介護度の変化、および介護報酬請

求などをめぐる膨大なデータの集積を主な理由と

する注九

第1の必要性は、高齢者ケアの長期化に対する

備えを構築することである。 2000年以前には、重

い要介護状態になってから高齢者が…しばしばほ

とんど外部サービスを受けずに放置されていると

ころを…「見つかり」、祷創の手当てからケアが

始まるモデル(要は「寝たきり老人モデルJ)が

珍しくなかった。これに対し、軽度の要介護状態

から開始される長期ケアのあり方は異なってい

る。後者の場合、利用者の状態像は時間経過と共

に、人によって違うさまざまな過程を経るからで

ある。

そこでまず、(高齢者介護研究会報告書流の表

現を用いれば)I 1人ひとりの高齢者が生きる時

の流れの中Jで、生活を支える機能の何が欠けて

いるのかを見きわめる。その上で、当該高齢者の

自立支援に向けて何を補えばよいのかを、連続的

な視点に立って考えるアプローチが求められる。

「人生の最終段階にある方々のお世話をする」の

ではなく、「高齢者の尊厳ある自立Jをサポート

する介護モデルに他ならない。

介護モデルを変化させる必要性の第 2の理由

は、要介護認定者の 6割以上が何らかの認知症状

を伴うという冷徹な事実の発見である。認知症に

かかわる本源的な障害原因、あるいはその進展要

因の除去・軽減については、医学・薬学等の進歩

を待つしかないだろう。ただし、介護サービスの

環境が悪かったり、アセスメントやケアプランが

不十分だったり、痴呆に対する家族の理解が不足

していたりなど、間違った介護の提供形態によっ

て起こる「見かけ上の障害」、つまり高齢者の行

動障害は減らすことができるとの理解も広まっ
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た。

認知症にかかわるニーズについては、既存の介

護市場サービスだけによる対応は不可能であり、

コミュニティがもっさまざまな機能との組み合わ

せが不可欠である。

(2)労働市場の変化

介護の社会化、そして保険制度発足と介護市場

創設にいたる議論は、経済環境を遡って冷静に判

断すれば、長期にわたる不況の下でなされてきた

ことが分かる。その問、労働市場は常に有効求人

倍率が1以下の状態であった。ところが、介護政

策関係者は、その事実をあまり意識してこなかっ

たように思える。

これに対し、 2005年以降のわが国経済の好況化

と共に、新規雇用が難しくなり、介護専門学校の

入試倍率が低下し、さらに一部では人材流出さえ

問題となっている。医師や看護師のように、一般

の労働市場とは分断された専門職が中核を占める

医療サービス分野とは異なり、介護分野は一般労

働市場の逼迫の影響を直接受けてしまう。介護分

野で働く人の総数はまだ増えているものの、この

点に関しては、マクロ経済の変化に対応した政策

の検討が欠かせない。人材獲得について、個々の

組織はそれぞれの努力を行うにしても、国全体で

の施策が必要な状況と思われる。

(3) r施設対在宅」の対比論を超えて:高齢

者住宅の整備

介護保険発足時には、施設対在宅の対比が強調

された上で、在宅サービスの重視がうたわれた。

理由は在宅サービスがまだあまり発達していなか

ったからに他ならない。つまり、「在宅重視Jと

唱えることによって、在宅サービスを何とか伸ば

そうとしたとの理解が正しい。その結果と言って

よいと考えるが、自治体と事業者の努力、および

利用者側の成熟によって在宅サ}ピス市場は急速

に成長した。

これとは別に、制度施行後の年数経過に伴い、

在宅対施設の二分法とは違った視点で要介護高齢

者の生活を考える方向が関係者の聞に広まってい

った。先述のように、住んでいる場所が施設か在

宅か居住系かではなく、サービスの機能区分で分

ける視点である。

これまで、施設では、安心感とバリアフリーの

建物と介護サービスがセットになって…主に施設

入居者・通所者に対し…提供されてきた。そうし

た施設の持つ機能を分類して個別に洗い出した上

でそれを再構築し、施設の内部にとどまらず、で

きる限り地域に展開することも施設に期待される

役割と大きくなっていく。

「介護療養病床廃止」も、この文脈で捉えると

分かりやすい。「病床」は医療ニ}ズに対応する

もので、終の棲家に対応する機能は「住まい」と

呼ぶべきだろう。最末期の 3日間だけは入院させ

たいなどの家族の希望は否定しにくいかもしれな

いが、要介護を主な理由として、人生の終わりの

2年間を病院・病床なる名前の、生活に関する規

制の強いところで暮らす過ごし方は、 QOL上やは

り問題と思われる。

介護療養病床が…医療機能の存在による安心感

は別として…本質的に住まいと介護サービスを提

供しているなら、居住系サービスにふさわしい名

前に変更するか、在宅復帰のプロセスである介護

老人保健施設に変更するかの選択になる注九また

在宅生活を支援する機能も今後拡大する役割であ

ろう。「病床廃止」は、このような変化に応じ、

当該施設が果たしてきた機能にふさわしい名称に

変える進化であって、決して今まで行ってきたサ

ービスが間違っていたとか、必要ないと言われた

のではない。機能区分を明確にし、介護付きの終

の棲家サービスを提供してきた多くの良心的な療



養病床が移行期間にその機能にふさわしい名前に

転換する。本当の意味では、療養病床の廃止でも

再編成でもなく、果たしてきた機能と名前を一致

させようとした試みと理解すべきである。

高齢者にとって…実のところすべての人々にと

って…暮らしの基本は「住まい」に他ならない。

ただし、住まいにかかわるコストは、いかなるタ

イプの建物(既存の「施設」を含む)に住もうと、

経済的弱者に対する支援は別として、原則自己負

担であることは言うまでもない。ただし、心身が

弱まった方に対しては、できるかぎり街の中心部

に近づけたユニヴア}サルデザインの集住型の住

まいが好ましい以上、(入居後の家賃等の支払い

は居住者に求めて当然としても)その供給・整備

は公的に推し進める必要がある。介護市場に加え、

高齢者住宅市場の整備加速を図らなくてはならな

しミ注200

(4)地域包括ケア

今後の基本コンセプトは地域包括ケアとなって

いく。かつては一人の要介護者に対して一人のケ

アマネジャーと何人かのサービス提供者が接する

スタイルが主であったのに対して、今後は地域単

位で、切れ目なく連続的、かつ包括的なケアおよ

び医療の体制を作らなければ長寿社会を維持する

ことはできない。地域包括ケアの中心は、個別の

ケアマネジメントを超えた地域のケアマネジメン

ト体制である。

どのようなタイプの住み方を選ぽうと、ニーズ

もしくは需要に応じて、①配食を代表とする生活

支援、②医療、③保健・予防(認知症等の「早め

の発見と早めの対応J)、④社会福祉・権利擁護な

どのサ}ピス提供が暮らしを支えるよう、地域包

括型のケアマネジメントが切れ目なく展開されな

ければならない。在宅主治医とケアマネジャーの

連携を基礎におく多職種協働がその鍵と言えよ

介護保険と介護市場をめぐる政策の展開 17 

う。なおそこでは、①から③の一定割合は介護保

険と医療保険の給付、③と④の一定割合は公費が

支援し、いずれも住まいとは切り離されて“外付

け"で利用できる姿が望まれる。そして、以上を

基盤とするさまざまな形の社会参加が人間に尊厳

もたらすのである。

自治体は、介護保険法以前には措置権者+ (一

部では)サ}ピス提供者としての機能が基本であ

った。法制定以後は保険者としての責務、そして

提供者を指導・監査する業務が追加された。地域

包括ケア体制が成長するためには、介護保険事業

者のみならず、さまざまな地域資源をコーデイネ

ートするという新しい市場基盤の視点を持つこと

が期待される。

注
1 政策研究の意味合いを深く理解するためには、権

丈善一慶慮義塾大学教授による一連の著作がもっと

も知的なレベルでヒントを与えてくれる。『再分配

政策の政治経済学(1)日本の社会保障と医療j(慶

麿義塾大学出版会2005)、『医療年金問題の考え

方一再分配政策の政治経済学 (3)J (同2006)など。

2 大熊由紀子国際医療大学大学院教授が設けている

ホームページ『ゆき.えにしネット』に詳しい。特

にその中の『物語・介護保険jhttu:/ /www.vuki-

enishi.com/は、人に焦点をあてつつ歴史を記述し

た貴重な記録である。

3 r保険者を誰にするかJr被保険者の範囲をどうす

るかJについても議論されたが、本稿の主題である

市場創造とは直接には関係しないので本稿では取り

上げない。

4 財源の見通しは介護保険制度の持続可能性にとっ

てはきわめて重大な課題だが、ひとつ前の注と同様、

市場創造とは直接は関係しないので取り上げない。

5 談合問題のような市場取引の不公正さを監視・摘

発し、市場による資源の効率的配分を助ける役割を

担う公正取引委員会の機能強化や、複雑化する一方

の金融システムの監督を行う金融監督庁の設立など

は公共サービス拡大例である。

6 r規制を撤廃し、自由な市場メカニズムが活きる
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ようにすれば高齢者介護ニーズに合わせた市場がで

きるはずだ」といった、いつの時代にも存在する現

実離れした市場経済原理論を言う向きもなかったわ

けではない。ただし、もともと介護サービスは、医

療と違い、業務独占も名称、独占も存在しなかった

(現在、介護保険指定事業者となるには資格が必要

であるが)にもかかわらず、市場が発達しなかった。

最大の理由は(ありもしない)“規制"ではなく、

「生涯にわたる支出金額が不確定ゆえにニーズが需

要に転化されなかったこと」だとの共通の理解に基

づき、社会保障制度による支援策が必須と思われた

ので、自由市場論は検討の対象にはなりえなかった。

7 哲学としては個人保険制度であるはずの介護保険

給付に、家族の経済力が影響する点に関する議論に

ついてはhttn://www.mhlw.2"o.in/shin2"iI2007/ 

03/s0319・8.htmlを参照。

8 地域密着型サービスは、①「従来にない新しいサ

ービス類型」、すなわち小規模多機能型居宅介護と

夜間対応型訪問介護、②これまで主として大規模・

広域型となっているサービスについて小規模の類型

を設け、効率的かっ効果的な運営を確保する観点か

ら基準の設定等が必要なもの、③すでに存在したサ

}ピスであるが、実態等を踏まえ、都道府県から市

町村(保険者)が事業所指定ならびに一部では地域

の実情に応じた報酬および基準の設定を可能とする

もの(認知症対応型共同生活介護と同通所介護)に

分けられる。目的は保険者機能の強化の一環と考え

られる。保険財源を効率的かっ効果的に使用する責

任をもつべきだからである。

9 2006年以降、社会福祉法人改革の議論も急速に

進展し始めた。社会福祉法人経営研究会編『社会福

祉法人経営の現状と課題一新たな時代における福祉

経営の確立に向けての基礎作業.1 (全国社会福祉協

議会出版部2006)に全体像がまとめられている。

10 2006年5月に成立し、 6月に公布された「一般社

団法人及ぴ一般財団法人に関する法律」、「公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」およ

び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及

び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

の施行 (2008年)以前の状態を指す。

11 事前にすべての制度悪用を取り締まることは実態

上不可能に近いとはいえ、介護サービス市場では、

提供体制の整備を急いだためもあり、また厚生労働

省が市場メカニズムにおける営利事業者の志向に慣

れていないがゆえの問題も起きてしまった。そのよ

うな事業者の発見や摘発が続き、厚生労働省として

も適正化プログラムに取り組まなければならない事

態にいたったばかりか、それ以上の不祥事が続発す

る現実はまことに残念としか表しょうがない。

12 個々の保険料は、 1号2号それぞれ別個にグルー

プ内での被保険者ごとの経済力を反映する。なお1

号保険料について、場合によってやはり家族の経済

力が影響し、その経済力の指標として住民税納付の

有無が採用されている点をめぐる議論も、注7と同

様にhttn・//www.mhlw.2"o.in/shin2"I12007/03/sθ319-

位皿lなどを参照。

13 介護サーピスの量だけではなく、質の改善と技術

革新も積極的に行なわれてきた。特にユニットケア

の推進は施設サービスのコンセプトを大きく変えた

と言ってよい。ユニットケアの普及に文字通り命を

捧げた優れた研究者を回顧した記録集『対話:外山

義魂の器を求めて.1 (いっと編集室却03)は忘れ

がたい。他にも厚生官僚と自治体関係者をはじめ沢

山の方々の努力を列記すべきだが、紙幅の都合上、

そうした尊敬すべき人々の中から「すでに故人とな

られたJ、との選択条件で限定し、 1990年代に巡回

型訪問介護サービスを開発した榎本憲一氏の名を挙

げておきたい。

14 短期入所については月を超えて計算する例外があ

った。

15 福祉用具貸与市場の現状と課題に関しては、テク

ノエイド協会『福祉用具貸与の実態に関する委員会

報告書Jが詳しい。

16 筆者は「要介護度改善の際はご本人に花束を贈る

ことがもっともおしゃれでよい」と分科会で発言し

たが、もちろん無視された。

17 シルパーサービス振興会内の介護サービス情報公

表支援センターのページで具体的な解説を見ること

ができる。 http://www.espa-shiencenter.org/

18 厚生労働省による作業は責務上当然だが、研究者

サイドでは池田省三龍谷大学教授が主導したデータ

蓄積と分析の意義は大きい。

19 老人福祉法が改正されれば、介護福祉施設も転換

先の候補に加えられるだろう。

20 高齢者住宅論に関しては、故滝上宗次郎氏のよる



『やっぱり『終のすみか』は有料老人ホームJ(講談

社2006)を推奨。氏が日経ヘルスケア21別冊「拡

大するシニアリビングマーケット2巻 (2006)に寄

せた貴重な論稿は、まさに白鳥の歌となってしまっ

た。
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Evolution of Policies regarding Public Long圃 termCare 

lrisurance and the Long-term Care Service Market: 1990-2007 

Shigeru Tanaka * 

Abs仕act

In Japan， the deve10pment of a 10ng-term care service market has supported the企agilee1der1y and their 

families since 2000. The public 10ng-term care insurance system has performed the ro1e of a "promotion engine" to 

deve10p the service indus仕y.. 

Several issues wi也 respectto the evo1ution of government policies regarding 10ng-term care insurance and the 

service market are discussed in t1由 paper.The issues were chosen among those which 1 took some responsibility 

when they were discussed in government committees and councils. The purpose of exp1aining these issues is to 

offer resources to researchers of the next generation who p1阻 tostudy these policies. 

First 1 exp1ain a coup1e of analytic too1s. Then 1回lkabout the process of the care market creation using these 

too1s. Next 1 discuss nursing care insurance benefits for the e1der1y and the insurance payment to the 10ng-term 

care service providers. A di妊erenceof "characteristics of the goods" as compared with medical care services from 

the view point of economics is one very important point to understand .. 

With the deve10pment of the market， the extent of insurance coverage， i.e. what services should be covered and 

what should be paid only by outゃf-pocketpayment became the critical issue. Housekeeping support and the food 

and housing costs for nursing home residents are examp1es of such controversy. 

Then 1 mention the importance of the new information disclosure system imposed on 10ng-term care service 

providers since 2006. 

Finally， 1 give an opinion about four key points for the釦tureof the 10ng-term care system in our country: (1) 

pro10ngation of the企agileperiod for se凶orcitizens at the end of出eir旺eand the rapid1y growing number of 

e1der1y with demen由， (2) changes in the care 1abor market， (3) the current 1ack of barrier-free housing for the 

e1derly， and (4) comprehensive care systems in each 10cal community. 

[key wordsJ Long-term care， Public 10ng-term care insurance， Quasi-market， Market creation， Infras仕uc加re

improvement for 10ng-term care market， Remuneration for 10ng-term care services， Limits of 

insurance bene五ts，Benefits in cash， Comprehensive care in a community 

* Professor， Graduate School of Business Administration， Keio University 
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論文

在宅サービス 何が足りないのか?
一家族介護者の介護負担感の分析-

岸田研作*1 谷垣静子*2

抄録

目的:現在の在宅サービスが対応できていない介護負担感を測定し、今後整備すべき在宅サービスや施設への公平な入

所基準について検討する。

対象と方法:対象は、中国地方の 2つの市に在住する要介護者がいる 725の同居世帯である。介護負担の要因には様々

なものが考えられるが、特定の介護負担要因に対応したサービスが適切に消費できていれば、その介護負担要因は介護負

担として顕在化しないはずである。例えば、夜間介護の必要性があっても、夜間介護に対応したサービスがあれば、夜間

介護が必要な要介護者を介護している介護者と夜間介護が必要でない要介護者を介護している介護者の介護負担に差はな

いはずである。そこで、主介護者の介護負担感尺度を、様々な介護負担の要因に回帰した。介護負担感の指標としては、

日本語版Zarit介護負担感尺度を用いた。
結果:以下の数値は、介護負担感尺度の点数である。在宅サービスが対応できていない介護負担要因は、要介護者の不適

応行動が激しい場合に事業者側の都合でショートステイの利用を手控えている (14.9)、夜間介護(7.1)、要介護者と主介護者

の関係が良くないこと (5.4-15.8)、介護者の自覚症状数(1つに付き2.3)、家事負担(4.6)があった。要介護者の容態の急

変可能性が大きいこと (9.4)は負担感を増加させるが、医療体制の整備は負担感を抑制した(・7.6)。身体障害が軽く痴呆が

重い場合と身体障害が重く痴呆が軽い場合に、介護負担感が高かった。盲Ij介護者が1人増えると負担感は1.7下がった。

考察:現在の在宅サービスが対応できていない介護負担感の要因は多様であり、それらに対応した新しいサービスやサ

ービス提供のあり方の工夫が望まれる。本稿の推定結果より状態像別の家族介護者の介護負担感が計算できる。それは、

超過需要状態にある特別養護老人ホームへの公平な入所基準として利用できる。

キーワード:介護負担感、特別養護老人ホーム、介護保険

1 .はじめに

介護保険が作られた目的には様々なものがある

が、その 1つに、在宅介護を担う家族の介護負担

の軽減がある~これは、次の 2つの理由により、

非常に重要な政策課題であると考えられる。第 1

に、これまでわが国では圧倒的に介護サービスが

不足し、家族介護者の負担は、しばしば「介護地

* 1 岡山大学大学院社会文化科学研究科准教授

*2 鳥取大学医学部保健学科教授

獄」と称されるほど過酷なものとなっていた。こ

の問題はマスコミでも大きく取り上げられ、深刻

な社会問題となっていた。第 2に、現在重度の要

介護者が在宅介護を継続するには家族による介護

が不可欠で、あり、介護保険のサービスはその補完

という位置づけになっている。従って、家族介護

者に対する過重な介護負担は在宅介護を破綻させ

ると考えられる。在宅介護から施設介護へのシフ

トは介護費用を増大させるだけでなく、在宅での

生活を願う要介護者本人の希望にも反する。

現在、都市部を中心に施設サービス、特に、特
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別養護老人ホームは超過需要の状態であり、措置

制度の時代と同様多くの待機者が存在する。厚生

労働省2)によると、 2004年11月時点の全国の待機

者数は33万8千人にのぼる。それに対して、国や

自治体は次の 2つの方針を打ち出している。第 1

の方針は、在宅介護の継続を促進するために、在

宅サービスの基盤整備を進めることである。しか

し、介護保険発足後 5年間で在宅サ}ピスの消費

総額は 2倍以上に増え、財政の圧迫要因となって

いる。また、介護保険導入前後で家族介護者の介護

負担感に差が無いという結果が報告されている九

したがって、今後限られた財源の中で効率的に在

宅サービスの基盤整備を行うには、現在の在宅サ

ービスが対応できていない介護負担要因を明らか

にする必要がある。第2の方針は、必要性の高い

者から優先的に特別養護老人ホームに入所させる

ことである。自治体の多くは、入所の必要性の基

準として、要介護者の重症度や介護者の健康状態

によって設定された点数を用いている。しかし、

どのような項目に対してどのような点数付けを行

うべきかについての客観的な根拠は示されておら

ず、自治体によって点数の付け方が異なる 4.5)。現

在の在宅サービスが対応できていない介護負担の

大きさを測定できれば、それは、入所の必要性の

基準として用いることができるだろう。

本稿の目的は、現在の在宅サービスが対応でき

ていない介護負担要因とその大きさを明らかにす

ることである。なお、本稿で在宅サ}ピスという

言葉を使う場合、配食サービスなどの介護保険対

象外のサービスも含むが、施設的な性格が強い痴

呆対応型共同生活介護や特定施設入所者生活介護

は除くものとする。

2 .研究方法

(1) データ

データは、我々が行った独自調査である。調査

は、 2004年8月から 10月にかけて行った。調査母

体は、 2004年4月時点に介護保険の在宅サービス

を利用していた世帯であり、在宅の入所申請世帯

から無作為抽出された423世帯と非入所申請世帯

から無作為抽出された1.089世帯からなる(計

1，512)。調査票は、世帯票とケアマネジャー票か

らなる。世帯票については、世帯を担当するケア

マネジャーが訪問対面調査を行い、単身世帯の回

答者は要介護者本人、同居世帯の回答者は主介護

者である。ケアマネジャー票は、世帯の介護状況

に対するケアマネジャーの判断や要介護者の重症

度をケアマネジャー自身が記入する。調査母体の

抽出及びケアマネジャ}が所属するサ}ピス事業

者に依頼する調査票の割り振りは、両市の介護保

険課が行った。回収された調査票は 1，012通

(66.9%)であった。本稿で用いるのは、そのうち

の、分析に必要な変数の欠損値があるものを除く

725の同居世帯分である。調査協力が得られたケ

アマネジャーが所属する事業所に対しては、調査

1件につき 2，100円の謝金を支払った。筆者らが

回収された調査票を入手した時点で、被保険者番

号や氏名などの個人を特定できる情報はすべて消

去されるように調査設計を行った。従って、個人

のプライバシーを侵害する恐れは無い。以下、介

護者とは要介護者の家族である主介護者を指すも

のとする。

(2)方法

介護負担の要因には、認知症による不適応行動

や介護者自身の健康問題、夜間の介護など様々な

ものが考えられる。しかし、介護負担の要因に対

応したサ}ピスが適切に消費できていれば、介護

負担の要因は介護負担として顕在化しないはずで

ある。その場合、特定の介護負担要因を抱える介

護者と抱えない介護者では介護負担に差が生じな

いはずである。例えば、夜間介護が必要な要介護
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者を抱える世帯が夜間介護に対応したサービスを

充分適切に消費できているならば、その世帯の介

護者と夜間介護が必要でない要介護者の介護者の

負担に差はないはずである。逆に言えば、介護者

間で介護負担に差がある場合、それは特定の介護

負担要因に対応するサービスが存在しないこと

や、適切なサ}ピスの消費が何らかの要因で阻害

されていることが原因となっている可能性が考え

られる。例えば、現在の介護サービスが夜間介護

の負担を軽減するというニーズに充分答えられて

いないとすると、夜間介護をしている介護者は、

夜間介護をしていない介護者よりも負担が高くな

るだろう。また、自己負担があるので低所得者ほ

ど介護負担を軽減するのに必要なサービスの利用

を手控えるならば、世帯の貧富により介護者の負

担に差が生じると考えられる。我々は、介護者の

介護負担の指標を、介護負担に影響すると考えら

れる様々な個人・世帯属性に回帰する。もし、現

在の在宅サービスが、あらゆる介護負担の要因に

充分対応できているならば、すべての説明変数の

係数は Oとなるはずである。逆に、有意に Oで無

い係数を持つ変数が存在すれば、それは現在の在

宅サ}ピスが対応できていない介護負担要因や適

切なサービスが充分に消費されるのを阻害する要

因を反映していると考えられる。

介護負担の指標としては、 Zaritの介護負担感尺

度日本語版を用いる。 Zarit・他 6)は、介護負担を、

「親族を介護した結果、介護者が情緒的、身体的

健康、社会生活および経済状態に関して被った被

害の程度Jと定義した。そして、彼らがこの定義

に基づいて作成した介護負担感尺度6)は、現在欧

米でもっとも広く用いられているものの 1つであ

る。負担感尺度は、介護者に介護負担感について

尋ねる22問の質問を行い、 5段階得点として得ら

れたそれらの回答の合計得点で、ある。 Arai・他7)

は、その日本語版を作成し、妥当性と信頼性を検

証した。質問文は、表1に示している。推定式は、

以下のとおりである。

y=β0+ s lXl +β2X2 +β3X3 + s 4X4 +μ 

Yは日本語版Z訂 it介護負担感尺度であり、介護

がもたらす負効用である。説明変数の定義は、表

2に示している。若干の例外はあるものの、介護

保険のサ}ピスは公定の均一価格なので、価格は

説明変数に含まれない。 Xlは、要介護者の重症度

をあらわす変数群であり、以下の 2種類について

それぞれ推定を行う。 1つは、障害老人の日常生

活自立度(以下、障害自立度)と痴呆老人の日常

生活自立度(以下、痴呆自立度)の組み合わせ、

夜間介護の必要性、容態の急変可能性である。も

う1つは、要介護度である。日常生活自立度の定

義は、論文末の付論に示している。 X2は介護の状

況、 X3は主介護者の属性である。 X4は、在宅サー

ピス利用の制約要因である。予算制約をあらわす

変数として介護保険料段階を用いる。その他の制

約要因として、要介護者の意向又は事業者側の都

合でサービス利用が阻害されている場合、ケアプ

ランが不適切な場合を考慮した。認知症が重度で

ある場合、要介護者を短期間預かつてくれるショ

}トステイは、介護者の疲労の回復に役立つと考

えられる。従って、ショートステイの利用が手控

えられることによる介護負担感は、要介護者の痴

呆自立度によって異なる可能性が考えられる。そ

こで、痴呆自立度E以上ダミーとショートステ

イ・ダミーの交差項も用いる。事業者側の都合で、

ショ}トステイ以外のサービスを一括したのは、

ショートステイ以外では事業者側の都合でサービ

ス利用を手控えている世帯がほとんどなかったか

らである。 μは撹乱項である。推定は、標本抽出

倍率で重み付けをした最小二乗法で行う。
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表 Zarit介護負担感尺度日本語版

それぞれの聞いに対して、「思わないJ(0)、 「たまに思うJ(I)、 「時々 思うJ(2)、 「よく思うJ(3)、 「いつ

も思うJ(4)のうち一つを選択。問22については、「全く負担ではないJ(0)、 「多少負担に思うJ(I)、 「世間並

みの負担だと思うJ(2)、 「かなり負担だと思うJ(3)、 「非常に大きな負担であるJ(4)のうち一つを選択。

1 介護を受けている方は、必要以上に世話を求めてくると思いますか

2 介護のために自分の時間が十分にとれないと思いますか

3 介護のほかに、家事や仕事などもこなしていかねばならず「ストレスだな」と思うことがありますか

4 介護を受けている方の行動に対し、困っていると思うことがありますか

5 介護を受けている人のそばにいると腹が立つことがありますか

6 介護があるので、家族や友人と付き合いづらくなっていると思いますか

7 介護を受けている方が将来どうなるのか不安になることがありますか

8 介護を受けている人は、あなたに頼っていると思いますか

9 介護を受けている人のそばにいると、気が休まらないと思いますか

10 介護のために、体調を崩したと思ったことがありますか

11 介護があるので、自分のプライパシーを保つことができないと思いますか

12 介護があるので、自分の社会参加の機会が減ったと思うことがありますか

13 介護を受けている方が家にいるので、友達を自宅によびたくてもよべないと思うことがありますか

14 介護を受けている人は「あなただけが頼り」というふうにみえますか

15 いまの暮らしを考えれば、介護にかける金銭的な余裕がないと思うことがありますか

16 介護にこれ以上の時聞を割けないと思うことがありますか

17 介護が始まって以来、自分の思いどおりの生活ができなくなったと思うことがありますか

18 介護をだれかに任せてしまいたいと思うことがありますか

19 介護を受けている方に対して、どうしていいかわからないと思うことがありますか

20 自分は今以上にもっと頑張って介護をするべきだと思うことがありますか

21 本当は自分はもっとうまく介護ができるのになあと思うことがありますか

22 全体を通してみると、介護をするということは、どれくらい自分の負担になっていると思いますか

3. 結果

(1)記述統計

表 3.1は、日常生活自立度と要介護度の分布を

示している。 63.0%の要介護者に、日常生活に支

障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難

(痴呆自立度のランクがE以上)がみられた。

表 3.2は、日常生活自立度と要介護度以外の変

数の記述統計である。 Zarit介護負担感尺度の点数

は、 32.3:!:17.7点(平均点±標準偏差)であった。

表には示していないが、 Cronbachα係数は0.93で

あり、高い信頼性(内的整合性)を示した削

45.8%の介護者が夜間の介護をしていた。容態

が急変する可能性が非常にある介護者は15.9%で

あった。そのうちすぐに医師や看護師にみてもら

える体制が整っているものは、 57.2%であった。

副介護者数は平均1.0人であった。 12.8%の介護者

が複数の者を介護していた。

介護者の平均年齢は62.8歳で、男性は19.4%で

あった。介護者は、平均的に2.4個の自覚症状が

あった。要介護者との関係は、「良いJ(48.1%)、

「どちらかといえば良いJ(30.3%)、「どちらとも

えないJ(16.1%)、「どちらともいえない又は良く
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表2 説明変数の定義

要介護者の重症度 X1 

夜間介護 「夜間は介護が必要ですか。」という質問に対して、「はい」と答えた場合は 1、「いいえ」

と答えた場合は0。

容態急変 容態の急変可能性が「非常にある」場合にl、それ以外は0。

介護の状況 x2 

急診体制整備

副介護者数

複数介護

介護期間

介護者の属性 X3

性別

年齢

自覚症状数

家事負担

要介護者との関係

A市在住

容態の急変可能性が非常にある場合に医師や看護師がすぐに診てくれる体制が整ってい

れば 1、それ以外の場合は0。

日常的に主介護者の介護を手伝ってくれる家族の数。

「現在複数の方を、介護しておられますか」という質問に対して、「はいjと答えた場合

に1、「いいえ」と答えた場合に0。

i2年未満」の場合を基準とし、 i3-5年前」、 i6-10年前」、 ilO年以上前Jについて、そ

れぞれ該当する時のみIを示すダミー変数。

主介護者が男性の場合は1、女性の場合は0。

主介護者の年齢の実数値。

自覚症状の種類は、体がだるい、眠れない、いらいらする、頭痛、動停、食欲不振、肩

こり、腰痛、手足の関節痛、その他の10種類。

「日常的な家庭の家事は、主にあなたが行っていますか?Jという質問に対して「ほとん

どそうだ」と答えた場合はしそれ以外の場合は0。

「ご本人との関係は、うまくいっていますか。」という質問に対して、「良い」を基準とし

て、「どちらかといえば良いJ、「どちらともいえないj、「どちらかといえば良くない」又

は「良くない」について、それぞれ該当する時のみ1を取るダミー変数。

居住地がA市の場合に1、B市の場合に0。

サービス利用の阻害要因 X4 

介護保険料段階 介護保険料段階ごとのダミー変数。第 1段階世帯数は少ないので、第 1段階と第2段階は、

同一カテゴリー。

本人サーピス拒否 「ご本人が望まないため、利用回数を控えたり、利用していないサービスはありますか。」

という質問を行い、 1訪問介護、 2.訪問入浴介護、 3.訪問看護、 4.訪問リハビリ、 5.通所

介護、 6.通所リハビリ、 7.ショートステイをあげ、該当するものすべてを選択してもら

った。変数は各サービスについて定義され、該当する場合に1、該当しない場合に0。シ

ョートステイについては、痴呆自立度E以上との交差項も用いる。

事業者サービス拒否 「事業者側の都合で、利用回数を控えたり、利用していないサービスはありますか。」と

いう質問を行い、1.訪問介護、 2. 訪問入浴介護、 3.訪問看護、 4.訪問リハビリ、 5.通所

介護、 6.通所リハビリ、 7.ショートステイをあげ、該当するものすべてを選択してもら

った。変数はショートステイとそれ以外のサービスについて定義され、該当する場合に1、

該当しない場合に0。サービス提供側の都合の例として、訪問介護(休日・早朝・夜間の

派遣ができない)、通所介護(重度の方の受け入れ困難)、ショートステイ(必要なとき

に必要なだけ使えない)をあげた。ショートステイについては、痴呆自立度E以上との

交差項も用いる。

ケアプラン不適切 調査世帯を担当し、ケアプランを立てたケアマネジャー自身による評価。「現在このご家

庭では適切なケアプランが立てられていると思いますか」という質問に対し、「あまりで

きていない」又は「できていない」の場合に l、「充分出来ているJ又は「概ねできてい

るJの場合は0。
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表3.1 記述統計 n=725 

日常生活自立度の分布(%)

痴呆自立度

なしor1 E E 

J 9.4 5.0 1.8 

A 18.5 14.9 8.6 

B 6.6 7.4 8.0 
度 C 2.5 3.0 3.9 

ないJ(5.4%)であった。 73.9%がほとんどの家事

を負担していた。 39.7%がA市在住者で、あった。

要介護者の意向で利用を手控えている在宅サー

ビスではシヨ}トステイが19.7%と最も多かっ

た。そのうち痴呆自立度がH以上のものは31.5%

であった。事業者側の都合で利用を手控えている

サービス(ショートステイ以外)がある主介護者

は4.3%であった。事業者側の都合でショートス

テイの利用を手控えている主介護者は4.7%であ

り、そのうち痴呆自立度E以上の者は36.2%であ

った。ケアプランの作成が不適切であると答えた

ケアマネは、 18.2%であった。

図1は本稿で用いた世帯の要介護度ごとの在宅

要介護度の分布(%)

要支援 5.0 

lVorM 要介護度1 21.7 

0.8 要介護度2 21.2 

1.9 要介護度3 18.1 

2.1 要介護度4 16.8 

5.7 要介護度5 17.2 

サービスの消費額を示している。要介護度が高く

なるほど、在宅サービスの消費額が多くなる傾向

が観察された。

(2)重回帰分析の結果

表4に推定結果を示している。要介護者の重症

度以外の係数は、重症度の変数として日常生活自

立度を用いた場合も要介護度を用いた場合もほと

んど同じであった。従って、重症度以外の変数の

結果は、日常生活自立度を用いた場合のみ示して

いる。以下、有意であるとは、少なくとも 5%水

準で有意で、あることを示す。

日常生活自立度を用いた場合、自由度修正済み

図1 要介護度別・受給者 1人当たり在宅サービス消費額

(千円)

250 

200 
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50 

。
要支援等 要介護I 要介護2

出所:本稿で用いた独自調査(同居世帯分)

225 

要介護3 要介護4 要介護5
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表3.2 記述統計 n=725 

平均値 標準偏差 最小値 最大値

介護負担感 32.3 17.69 O 88.0 

要介護者の重症度 X1 

夜間介護(有り=1) 0.458 0.499 。 1 

容態急変(可能性大=1) 0.159 0.366 O 1 

介護の状況 X2 

急診体制整備(整っている=1) 0.091 0.288 O I 

副介護者数 1.0 1.125 。 13 

複数介護(有り=1) 0.128 0.335 。 1 

介護期間 2年未満 0.303 0.460 O 1 

3-5年前 0.401 0.491 O 1 

6-10年前 0.217 0.412 。 I 

11年以上前 0.079 0.269 。 1 

介護者の属性 X3 

性別(男性=1) 0.194 0.396 O 1 

年齢 62.8 12.20 27 98 

自覚症状数 2.4 1.892 O 10 

要介護者との関係 良い 0.481 0.500 O 1 

どちらかといえば良い 0.303 0.460 。 1 

どちらともいえない 0.161 0.368 。 1 

どちらかといえば良くない又は良くない 0.054 0.226 。 1 

家事負担ダミー(ほとんど=1) 0.739 0.439 。 1 

A市在住 (A市在住=1) 0.397 0.490 。 1 

サービス利周囲害要因 X4 

介護保険料の段階 1司2 0.377 0.485 O 1 

3 0.461 0.499 O 1 

4 0.105 0.307 O 1 

5 0.058 0.234 。 1 

要介護者の意向で利用手控えているサービス(有り=1)

訪問介護 0.072 0.258 O 1 

訪問入浴 0.058 0.234 O 1 

訪問リハビリ 0.058 0.234 。 1 

通所介護 0.098 0.297 。 1 

通所リハビリ 0.098 0.297 。 1 

ショートステイ 0.197 0.398 O 1 

ショートステイ×痴呆自立度E以上 0.062 0.241 O I 

事業者の都合で利用手控えているサービス(有り=1)

ショートステイ以外 0.043 0.202 O 1 

ショートステイ 0.047 0.212 。 1 

ショートステイ×痴呆自立度E以上 0.017 0.128 。 1 

ケアプラン不適切(不適切=1) 0.182 0.386 。 I 
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表 4.1 回帰分析の結果 n=725 

決定係数 0.49 

F検定等計量 20.1 

Pro b > F 0.000 

[要介護者の重症度]

日常生活自立度を用いた場合

痴呆自立度

なしor1 E E 

基準
15.1 11.5 

障 [O.OO1J [0.007J 

害 A 
4.2 7.9 9.1 

自
[0.102J [0.003J [O.Ol1J 

5.8 5.8 6.4 
立 B 

[0.067J [0.083J [0.063J 
度 10.2 11.2 6.4 

C 
[0.016J [0.026J [0.217J 

括弧内はp~直

決定係数は0.49であった。痴呆自立度と障害自立

度が(皿， J)、(NorM， J)、(町orM，A)の組は、

標本数が少なかったので係数が等しいという制約

をかけて推定した。制約が不適切であるという帰

無仮説はWald検定により棄却された。障害が軽

く痴呆が重い場合と障害が重く痴呆が軽い場合

は、それ以外の場合よりも介護負担感が高かった。

要介護度を用いた場合、自由度修正済み決定係数

は0.48で、あった。要介護度の係数は、必ずしも重

症度が高いほど大きくなる傾向は見られず、最重

度の要介護度5の係数は有意で、なかった。

夜間介護、容態急変可能性が正、急診体制整備、

副介護者数が負で有意で、あった。複数介護は有意

でなかった。夜間介護がある場合、介護負担感は

7.1点高かった。要介護者の容態が急変する可能性

が非常に高いと介護負担感が9.4点高かった。し

かし、その場合でも医師や看護士がすぐに診てく

れる場合は、介護負担感は1.8点 (=9.4ー 7.6)で

あった。副介護者が 1人増えるごとに介護負担感

は1.7点低くなった。

要介護度を用いた場合

係数 p値

NorM 要支援 基準

11.5 要介護度1 3.5 0.283 

[0.007J 要介護度2 6.8 0.042 

11.5 要介護度3 9.2 0.015 

[0.007J 要介護度4 9.5 0.020 

16.9 要介護度5 6.9 0.109 

[0.028J 

4.8 

[0.332J 

介護者の性別や年齢は有意でなかった。自覚症

状数、要介護者との関係、家事負担が正で有意で

あった。介護者は、平均で2.4個の自覚症状を持

っていた。従って、平均的な主介護者は、健康状

態が良くないことが原因で5.5点の介護負担を感

じていることになる。要介護者との関係が悪くな

るにつれ係数は大きくなった。関係が良い場合に

比べて、「どちらかといえば良い」は5.4点、「ど

ちらともいえない」は10.4点、「どちらかといえ

ば良くない又は具くない」は15.8点介護負担感が

高かった。 A市ダミーは負で有意であり、 A市在

住者はB市在住者に比べて介護負担感が3.8点低か

った。

介護保険料段階はすべて有意でなかった。要介

護者の意向で利用を手控えているサービスは、す

べて有意でなかった。事業者側の都合で利用を手

控えているサービスは、ショートステイと痴呆自

立度E以上ダミーとの交差項だけが有意で、介護負

担が14.9点高かった。ケアプラン不適切は有意で

なかった。
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表4.2 回帰分析の結果(つづき)* 1 

変数名 係数 p~直

夜間介護(有り=1) 7.1 0.000 

容態急変(可能性大=1) 9.4 0.004 

基準:容態が急変する可能性大 急診体制整備(整っている=1) -7.6 0.034 

副介護者数 -1.7 0.000 

複数介護(有り=1) 2.2 0.259 

介護期間 3-5年前 4.4 0.003 

基準:2年以内 6 -10年前 2.6 0.136 

11年以上前 5.9 0.015 

性別(男性=1) 3.3 0.123 

年齢 0.1 0.359 

自覚症状数 2.3 0.000 

要介護者との関係 どちらかといえば良い 5.4 0.000 

基準:良い どちらともいえない 10.4 0.000 

どちらかといえば良くない 15.8 0.000 

又は良くない

家事負担(ほとんど=1) 4.6 0.002 

A市在住 -3.8 0.000 

介護保険料段階 第1段階又は第 2段階 -2.9 0.200 

基準:第5段階 第3段階 0.3 0.899 

第4段階 -2.5 0.331 

要介護者の意向で利用手控え 訪問介護 -3.2 0.230 

ているサービス(有り=1) 訪問入浴 ー0.2 0.964 

訪問リハビリ 1.6 0.687 

通所介護 -2.1 0.328 

通所リハビリ 0.6 0.782 

ショートステイ 2.9 0.227 

ショートステイ×痴呆自立度E以上 ー0.6 0.872 

事業者の都合で利用手控え ショートステイ以外 1.1 0.679 

ているサービス(有り=1) ショートステイ -0.7 0.020 

ショートステイ x痴呆自立度E以上 14.9 0.020 

ケアプラン不適切(不適切=1) 2.3 0.126 

定数項 4.1 0.359 

*1 要介護者の重症度として日常生活自立度を用いた場合の推定結果

4.考察

要介護度が高い世帯ほど多くのサービスを消費

するという結果が報告されている九同様の傾向

が、本稿でも確認された(図1)。これらは、要

介護世帯が介護負担を軽減するために、介護負担

に応じて在宅サービスを消費していることを示し

ていると考えられる。介護負担の要因に応じて適

切なサービスが充分に活費できていれば、介護負

担の要因は介護負担として顕在化せず、特定の介

護負担要因を抱える介護者と抱えない介護者では

介護負担感に差が生じないはずで、ある。従って、

介護者間で介護負担感lこ差がある場合、それは特

定の介護負担要因に対応するサービスが存在しな
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いことや、適切なサービスの消費が何らかの要因

で阻害されていることが原因となっていると考え

られる。我々は、主介護者の介護負担感の指標を、

介護負担に影響すると考えられる様々な個人・世

帯属性に回帰した。もし、現在の在宅サ}ピスが、

あらゆる介護負担の要因に充分対応できているな

らば、すべての説明変数の係数は0となるはずで

ある。逆に、有意に0で無い係数を持つ変数が存

在すれば、それは現在の在宅サービスが対応でき

ていない介護負担要因や適切なサービスが充分に

消費されるのを血書する要因を反映していると考

えられる。以下では、それぞれの変数について考

察を行う。

(1)各変数の解釈

①要介護者の重症度

障害が軽く痴呆が重い場合と障害が重く痴呆が

軽い場合に、介護負担感が高い傾向が見られた。

障害が軽く痴呆が重い場合に介護負担感が高いの

は、要介護者の不適応行動(排個、暴言、汚物い

じり等)が原因であると考えられる。在宅サービ

スには、ショートステイやデイサ}ピスのように

要介護者を預かってもらうことで、介護者が一定

期間あるいは日中の数時間介護労働から完全に解

放され、休息を取れるサービスがある。しかし、

要介護者の重症度が高い場合、介護者が要介護者

と過ごす時間は長くならざるをえず、不適応行動

がもたらす強いストレスに長時間さらされると考

えられる。諸外国の先行研究でも不適応行動が強

いストレスをもたらすことが報告されている 1札口)。

本稿の結果は、不適応行動をもたらすような重度

の痴呆に対応した新しいサービスの必要性を示し

ている。障害が最重度の場合、痴呆が軽いほど介

護負担感は高かった。このことは、障害が重い場

合は痴呆が重くても介護負担感をもたらすような

不適応行動が少なく、むしろ認知症が軽く介護者

に自分の意思を明確に伝えることができる者のほ

うが、介護に関する要求が多くなり介護負担感を

高めている可能性が考えられる。

措置制度の時代を対象とした研究でも、夜間の

介護が主介護者の介護負担を増加させることが報

告されている 12~1410 介護保険のサービスには、夜

間の訪問介護も存在する。しかし、夜間介護があ

る場合、 7.1点も介護負担感が高かった。これは、

現在の夜間の訪問介護が夜間介護の負担を充分軽

減できていないことを示していると考えられる。

原因としては、要介護者世帯が、夜中に他人が家

に入ってくるのに抵抗を感じて十分な量のサービ

スを利用していない可能性が考えられるが、本稿

の結果からは明らかな結論は得られない。

要介護度を用いた推定では、要介護度5ダミー

が有意でなかった。理由として、要介護認定にお

いて不適応行動が充分考慮されていない可能性が

考えられる。

②介護の状況

容態が急変する可能性が非常にある場合、負担

感は9.4点高かった。これは、急変時に家族だけ

で適切な対応ができるか分からないことが、介護

者にとって大きなストレスになっていることを示

していると考えられる。しかし、急変時の医療体

制が整っていることは、介護負担感を大きく軽減

する。従って、急変可能性のある要介護者を抱え

る要介護世帯に対する医療体制の整備の充実が一

層望まれる。

副介護者数が多いほど介護負担が低かった。こ

のことは、家族による介護には、現在の在宅サー

ビスでは補えない要素があることを示していると

考えられる。

2人以上を介護している場合の介護負担感は、

1人だけしか介護していない場合と変わらなかっ

た。家族による介護は、在宅サービスと非代替的
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な要素もあると考えられるだけに、この変数の係

数は正で有意であると予想された。予想外の結果

を得た理由は不明である。

③主介護者の属性

健康状態が悪いことが、介護負担感が高いこと

と関連することが報告されている 12.は 1トヘ本稿

の結果は、介護保険になっても在宅サービスが、

主介護者の健康状態の悪化による介護負担の増大

に充分対応できていないことを示している。本稿

で取り上げた自覚症状の多くは、高齢者の場合、

慢性的に継続し、完治しない場合も多いと考えら

れる。従って、介護者の健康相談や健康診断など

を積極的に行うことにより、健康状態悪化の予兆

の早期発見や悪化の予防を行うことが重要である

と考えられる。

要介護者との関係を尋ねる質問はプライパシー

に深く関わるので、回答者が正直に回答するかに

ついては懸念がもたれるが、要介護者との関係が

悪くなるほど、顕著に介護負担感が大きくなった。

介護者と要介護者の関係は、不適応行動による影

響を受けている可能性が考えられる。その場合、

家族会による心理的サポートや家族介護者向けの

認知症介護教育が、介護負担感の軽減に役立つ可

能性が考えられる路)。

現在同居世帯に対する家事援助の提供は制限さ

れている。しかし、介護者がほとんどの家事を担

うことは、介護負担を増加させた。従って、介護

負担を軽減するために、同居家族がいる場合の家

事援助の制限を藤和する余地が考えられる。

A市ダミーは、本調査で取り上げられていない

介護負担の要因で、 A市とB市で異なるものの影

響を一括してあらわしている。その具体的な内容

としては、住者の気質の違いや自治体の独自サー

ビスの利用環境主どが孝之ら;f1..る。

④介護保険の在宅サービスの利用を阻害する要因

清水谷・野口19)は、介護負担の指標として介護

時間を用いて分析を行った。そして、介護保険の

自己負担が介護サービスの消費を抑制し、長時間

介護が解消されていないことを示した。しかし、

介護負担の指標として介護時間を用いることには

問題があると考えられる。介護と家事の時間区分

は暖昧であり、同じ介護時間であっても「見守り」

と身体介護など、労働密度が大きく異なる場合が

あるからだ。さらに、調査対象者が答える介護時

間と観察者が計測した介護時間には大きな誰離が

見られるという報告もある却)。本稿では、より適

切な介護負担の尺度としてZaritの尺度を用いた。

結果は、介護保険料段階ダミーがすべて有意で、な

かった。このことは、介護負担を抑制するのに必

要なサ}ピスの消費を自己負担が抑制していない

ことを示していると考えられる。

ショートステイ以外のサービスでは、要介護者

の意向や事業者側の都合でサービス利用が手控え

られでも介護負担感には影響しなかった。このこ

とは、特定のサ}ピスの利用が制限されても他の

サービスで代替できることを反映していると考え

られる。しかし、痴呆自立度がE以上の場合に事

業者側の都合でショートステイの利用が制限を受

けると、介護負担感は14.9点も高くなった。交差

ダミーが1となる標本数が12しかないので係数の

大きさの信頼性には留意が必要であるが、ショー

トステイが不適応行動による介護負担感を抑制す

るのに有効で、あるとともに、それが充分使えない

場合は介護負担感が非常に高くなる可能性を示唆

していると考えられる。

適切な種類のサービスが存在し、事業者による

提供体制が整っていたとしても、適切な在宅サー

ビスが供給されるには、適切なケアプランが不可

欠であるq 適切なケアプランがどのようなもので

あるかについての客観的な基準が無いため、本稿
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では、ケアマネジャーの自己評価を用いた。係数

は有意ではなかったが、自己評価は、自分に厳し

く謙虚な者ほど低くなるというバイアスがあると

考えられるため、解釈には注意が必要で、ある。ケ

アプランの適切さが介護負担感に与える影響につ

いては、今後より客観的な基準に基づいた研究が

望まれる。

(2) 特養の入所基準

介護保険では利用者がサービスを選択する権利

を認められたが、限りある資源を有効かっ公平に

使うための基準として要介護度が設けられた。要

介護度は要介護者本人の状態のみによって決ま

り、在宅サービスでは要介護度に応じて 1割負担

でサービスが消費できる額に上限が設けられた。

しかし、現実には 1割負担の上限まで在宅サービ

スを使うケースはそれほど多いとはいえず、限度

額の設定が資源分配に与える影響は限定的であ

る。介護給費費実態調査によると、限度額に占め

る消費額の割合は、すべての要介護度で50%前後

である。現在、介護保険における資源分配の基準

として最も求められているのは、超過需要状態に

ある特別養護老人ホ}ムの入居基準であると考え

られる。厚生労働省は、 2002年各都道府県に対し、

必要性の高い者から優先的に入居させるべきこと

を通知した2九必要性の基準としては、要介護者

本人の状態のみならず、要介護度では考慮されて

いない介護をする家族の状態もあげられている。

多くの自治体は、入所の緊急J性の基準として、要

介護者の重症度や介護者の健康状態によって設定

された点数を用いている。しかし、どのような項

目に対してどのような点数付けを行うべきかにつ

いての客観的な根拠は示されておらず、自治体に

よって点数付けの規則が異なる 4.九要介護度の基

準を決める際には、全国社会福祉協議会による大

規模なタイムスタデイが行われ、基準の妥当性に

ついて様々な議論が行われた忽)。それと比べると、

現在要介護度よりも重要性が高いと考えられる入

居基準の客観的な根拠について全く調査・研究が

行われていないのは驚くべきことであるといえよ

う。重度の要介護者が在宅介護を継続するには家

族による介護が不可欠であり、介護保険のサービ

スはその補完という位置づけになっている。従っ

て、本稿で推定した在宅サービスが対応できてな

い介護負担の大きさを入居の優先順位として用い

ることには妥当性があると考えられる。実際の運

用にあたっては、本稿の結果に基づく点数化され

た基準は、要介護判定における 1次判定のように

用い、数量化しにくい個別の事'1育については医

療・福祉の専門家が考慮して入所の優先順位を決

めることが望ましいと考えられる。

(3) 本稿の問題点

本稿の問題点としては、次の 2点があげられる。

第1に、対象が中園地方の 2市に限定されている

ことである。今後、より代表性のある標本による

分析が望まれる。第 2に、同時決定バイアスの有

無についての統計的検証ができていないことであ

る。要介護者の重症度は、介護負担感と介護サー

ビス利用の双方の決定要因であると考えられる。

したがって、介護負担感を従属変数とした推定式

にサービス利用の有無を説明変数として用いるこ

とは、説明変数で調整できていない重症度(以下、

観察されない重症度)と説明変数が相関し、推定

結果にバイアスが生じる可能性が考えられる 2九

そのため、観察されない重症度が高い者ほどサー

ビスを利用するならば、サービス利用が介護負担

感を押し上げるという推定結果さえ得られる可能

性がある注九本稿で、は同時決定バイアスを避ける

ため、サービス利用の有無を説明変数として直接

用いなかった。代わりに、サービス利用の制約要

因が介護負担感に与える影響を調べることを試み
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た。しかし、事業者都合や要介護者本人の意向に

よってサービス利用が制限されているか否かをあ

らわす変数は、制約要因そのものではないので、

本稿の結果が同時決定バイアスを免れているとは

言い難い注九例えば、観察されない重症度が高い

世帯ほどショートステイの利用希望が多いため、

ショートステイの空きが見つからないことが多い

可能性が考えられる。同時決定バイアスに対応し

た推定に拘泥することは、場合によっては政策的

に重要な分析を放棄することにつながりかねな

い。しかし、バイアスの有無が検証できていない

場合刷、結果の解釈には一定の留意が必要である

ことは言うまでも無く、今後に課題を残す。

付論:日常生活自立判定度

痴呆老人の日常生活自立度判定基準

rl何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及
|ぴ社会的にほぼ自立している。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意

III思疎通の困難さが多少見られでも、誰か治宝注意

していれば自立できる。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意

ml思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要

とする。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意

NI思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必

要とする。

記事長崎両恥扇動詞ある雨量信訪瓦
疾患が見られ、専門医療を必要とする。

(平成5年10月2焔日 老健第135号厚生省老人保健福祉

局長通知)

樟害老人の日常生i活舌自立度(寝たきり度)判定基準

:il…一一を?一一るωが 一一一一は出肌削山…ま剖抑捌山一lほ即附悶ま引批悶lぽ同ま拍自して; 力 i出出するE

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なし

には外出しない。

BI屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベ
|ッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

cl一日中ベッド上で過ごし、排世、食事、着替え
』において介助を要する。

(平成3年11月18日 老健第102-2号厚生省大臣官房老人

保健福祉部長通知)

注
1 Zaritの介護負担感尺度は古典的テスト理論8) に

基づいているため、尺度の信頼性が特定の標本で確

認されでも、異なる標本に適用する場合には改めて

信頼性を確認する必要がある。

2 Kumamoto'他却は、構造方程式モデリングを用

いて、在宅サービスの利用が家族介護者の介護負担

を下げるという結果を報告している。しかし、構造

方程式モデリングは、観察されない交絡変数が存在

しないことを仮定している盟)。そのため本稿の指摘

する同時決定バイアスを克服しているわけではな

u、。
3 地域の高齢者人口当りショートステイ定員数など

を説明変数として用いる方が適切であると考えられ

るが、我々が対象としたのは2つの市であるため地

域変数は利用できなかった。

4 副介護者数、自覚症状数、家事負担、要介護者と

の関係、などの係数も、サービス利用について本文

中で触れたのと同様の理由で、同時決定バイアスが

ある可能性は否めない。
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What's Needed in at-home Services? 

-An Analysis of Family Care Burden -

Kensaku Kishida * 1， Shizuko Tanigaki * 2 

Abstract 

Objective : The aim of this paper is to estirnate farnily care burden that is not lessened by the present at-home 

services to clari品Tat-home services to be supplied in the future and to get the impartial standard of nursing 

home placement 

Methods : Our subjects are 725 families that include the impaired elderly and at least another person in two cities in 

Chugoku Prefecture. There could be many causes for care burden. However， if the farnily can use enough care 

services to meet each burden cause， the causes won't result in care burden. For e玄ample，if a farnily， including 

an impaired elderly person who needs night care， can use enough service to meet night care， there should be 

no difference in the care burden between caregivers whose impaired relatives need night care and those whose 

impaired relatives do not So， we regressed the measure of care burden on various care burden causes. We 

used the Japanese version of the Zarit Caregiver Burden Interview (ZBI) as the measure of care burden. 

Results : The following numbers are ZBI scores. The care burden causes社mtis not lessened enough by the present 

at-home services were restricted usage of short-stay in the cases where behavioral problem was severe (14.9)， 

night care (7.1)， bad relationships between the caregivers and the impaired elderly (5.4 -15.8)， caregiver's 

self-symptoms (2.3 per one) ， housekeeping (4.6). Those who very由民lyget worse suddenly increased the ZBI 

scor田 by9.4 points. Bur if the preparation for a doctor's visit for such emergencies was completed， the score 

was 1.8. The scores were higher in the cases where either dementia or physical disability was severe. Sub 

caregivers decreased the scores by 1.7 per person. 

Conclusion : The care burden causes that couldn't be dealt with the present at帽homeservices were various. The 

new services that could deal with those causes are needed. We can calculate family care burdens by each 

status and use them as the impartial standard of nursing home placement. 

[key wordsJ care burden， nursing home， long-term care insurance 

* 1 Graduate Schoo! of Humanities and Socia! Sciences， Okayama University 
* 2 Schoo! of Health Sciences， Facu!ty of Medicine， Tottori University 
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論文

公立病院に対する繰入金と

医療サービスの水平的公平性

熊谷成将*

抄録

この論文の目的は、水平的公平性の観点から、医療サービスに対するニーズ、医療サービスの利用と公立病院に対する
繰入れの関係を明らかにすることである。公立病院に対する繰入れが社会階層に対して不公平である場合、その資源配分
は是正されるべきである。

住民の健康状態を表す変数と公立病院のデータをマッチングし、公立病院に対する繰入れを分析した。実証分析の主な
結果は次の三点である。第一に、外来医療サービスは低所得者に対して有利であったが、負担金は高所得者に対して有利
に繰り入れられていた。第二に、脳血管疾患の入院患者に対して公立病院に対する負担金はほぼ完全に水平的公平であっ
た。住所地以外の病院への入院が可能な患者に対して有利な形で負担金が繰入れられていた。第三に、規制当局(市町村)

が公立病院に対して病床数比の入院患者数を若干引き上げるよう指導し、公立病院が医業収益を改善できれば、負担金の
繰入率(医業収益比)を引き下げることができるかもしれない。
他方、理論的見地から公立病院の医師の分布が患者の受診件数に対応していなければ、医師の分布に従った負担金の繰

入れは効率的でないとの結論を得た。

キーワード:医療ニーズ、公立病院、集中曲娘、水平的公平性、負担金

1 .はじめに

老人医療費の増加によって勤労世代の医療保険

料や税の負担が上昇することが懸念されており、

世代聞の負担の不公平を拡大させないような公的

医療保険制度の運営が求められている。世代間の

みならず、世代内においても勤労世代の所得の不

平等化が進んでいる日本で、限られた医療資源の

配分を適切に行うために、公平性の観点から医療

資源の配分を分析することは重要である。これま

で、わが国においては、必要度に応じた医療資源

* 近畿大学経済学部准教授

の分布と現実の分布の差や、医療サービスの利用

の必要度と実際に購入した医療サービスの量の差

に着目するなどして、医療資源の配分が歪んで、い

ないかが議論されてきた。前者については主に、

人口や患者数で基準化された病床数、医療従事者

数と医療機器数の分布が検討されてきた。中でも、

平均在院日数の長さと正の相闘がある点で問題視

される病床数についての研究例は多い。医療資源

の地域偏在の解消を目的とする医療計画が1986年

8月に施行されてから20年を経過したが、これま

での研究によって病床数が適正に配置されていな

いことが明らかになっている(高木 1996，福田・

長谷川 1999，泉田 2003)九後者の医療サービスの

利用については、医療サービスの利用者や供給者
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が、その差を数値化することが難しい医療サービ

スの公平性や医療サ}ビスのアクセスの公平性に

関する研究が行われている(遠藤・駒村 1999，遠

藤・篠崎 2003，本多・大日 2003，Ohkusa and 

Honda 2003)。

上述の研究では、医療資源配分の歪みと関連付

けて医療保険政策や病床規制の在り方が議論され

ている。しかしながら、医療ニ}ズ、医療サービ

ス供給体制と医療機関への公費投入の在り方を関

連付けた研究はまだなされていないように思われ

る。本稿では水平的公平性の観点から、医療ニー

ズ、医療サービスの利用と公立病院への繰入れを

関連付けた分析を行う。医療ニーズや医療サービ

スの利用に対して公立病院への繰入れが不公平で、

ある場合、その資源配分の歪みを是正する必要が

ある。また、繰入金に依存した公立病院の経営を

改善するために、医療サ}ピスの供給をどのよう

に改めるべきかを考察する。もし、公立病院に対

する繰入れが、一部の社会階層に対して有利な形

で行われているのであれば、その状況を改善する

ことは、医療資源配分の在り方を検討するうえで

重要な意義をもっといえよう。公立病院への繰入

れが、公立病院の経営を支えるのみならず、医療

サービス供給体制の歪みを縮小し、患者の健康状

態の改善に寄与するのであれば、なおさらのこと

である。

本稿の構成は次の通りである。 2節において、

医療資源の分布と医療サービスの公平性に関する

研究と、公立病院への繰入金と公立病院の実証分

析に関する研究を要約する。 3節で実証分析に用

いるデータが、 4節で実証分析の手法と分析の結

果が提示される。最後に、結論と本研究を通して

明らかになった課題を述べる。 Appendixにおい

て、患者の流入率とパレート最適な繰入率の関係

を議論する。

2.既存研究

(1)医療資源の分布と医療サービスの公平性

医療資源の分布に関する研究例を概観する。こ

れまでの研究によって、医療資源が適正に配置さ

れていないことが明らかになっており、中でも平

均在院日数の長さと正の相闘がある病床数に関す

る研究例は多い。高木 (1996)は病床過剰地域に

おける新規参入が病床の売買によって行われてい

る点を、福田・長谷川(1999)は、 1980年代の老

人医療拡大期において病床数が拡大し、 1988年の

病床規制直前において民間病院の増床幅が大きか

ったことを明らかにした。一般病床増加の要因と

医療計画の効果を分析した泉田 (2003)は、人口

あたり病床数が多い地域において中小病院数の比

率が高いことを見出しており、 200床未満の病院

の総病院に占める比率と人口当たりの病床数の相

関係数は0.51である。彼は、駆け込み増床以後、

公的医療機関の病床数が増加している点を指摘

し、病床過疎地域において病院の開設や病床拡大

を行っていると類推している。また、医療計画は

無医地区の解消に有効で、ない点や、人口あたり病

床数の増大によって競争環境が厳しくなり、患者

に対するサービスを医療機関が選別する可能性が

あることを論じている。

Ogasawara， Nambu and Sakurai (2004)は、

北海道における放射線医療サービスにおける医療

従事者(医師、放射親技師)と画像診断機器の分

布の歪みを、ロ}レンツ曲線とジニ係数によって

計測した九人口で基準化された地域集中化ジニ

係数を用いた分析を通じて、画像診断機器は北海

道全域でほぼ均一に分布しているものの、放射線

科医の分布が不均一であることを見出した。道内

において医療従事者がほぼ均一に分布している理

由として、彼らは医療機関および医師の聞におけ

る役割分担が不明瞭である点を指摘している。ま

た、医療従事者と放射線機器の双方に対して、外



来患者数で基準化された地域集中化ジニ係数の方

が、人口で基準化された同指数よりも大きい傾向

を明らかにしている。これらの結果は、医療機関

へのアクセスやリスク構造の地域差を考慮した形

で医療資源の配分がなされていない可能性を示唆

しているのかもしれない。

医療サービスの公平性もしくは医療サ}ピスの

アクセスの公平性に関する研究は以下に要約され

る九遠藤・篠崎 (2003)は、個人にとって医療

保険料や税の負担は埋没費用のようなものである

から、医療サービスのアクセスに直接的に影響を

与えるのは自己負担額の大きさであるとし、全国

消費実態調査のデータによる実証分析を行った。

彼らは、医療費自己負担額の所得に対する比率

(支出比率)を算出し、外来・入院の別に支出比

率とアクセスの公平性を分析した結果、 1997年の

改正は入院において低所得者の医療費を相対的に

増加させたと論じている。

本多・大日 (2003) とOhkusaand Honda 

(2003)は、医療サービスの利用必要度と実際に

購入した医療サーピスの量の差に着目し、医療サ

ービスの公平性を需要面から通時的に分析した点

に特徴がある。本多・大日 (2003)は、 3時点の

『国民生活基礎調査jを用い、外来受診の必要度、

外来受診の有無と所得水準を関連づけた分析を行

っている。患者の年齢、性別、健康の自己評価、

自覚症状数を用いて外来受診の必要度を求め、所

得階層ごとの外来受診と外来受診の必要度との差

から、 1995年において高所得階層に有利な形で外

来受診の不公平性が存在したことを指摘してい

る。この不公平性が解消した理由として、 1997年

の被用者保険の被保険者本人の自己負担率引き上

げによって、実際の受診が抑制された可能性を挙

』デている。

彼らの研究も遠藤・篠崎 (2003) と同様、医療

サービスの公平性と医療保険政策を関連付けた点
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で意義のある研究だが、医療サービスの必要度と

医療サ}ピス供給体制の関係は分析されていな

い。これまでの研究では、医療資源の配分の歪み

と関連付けて医療保険政策や病床規制の在り方が

議論されている。また、医療機関が受け取る金額

のうち、患者が負担した税の効果に関する研究は

これまでなされていないように思われる九

(2)公立病院への繰入金と公立病院の実証分析

わが国の公的医療機関には、経済採算性の低い

領域での医療サービスを提供するために、固と地

方自治体から財源が補填されている。この医業外

の収益である補助金収入が、医療機関の行動にど

のような影響を与えているかは、これまで明らか

にされていないと思われる九

公的医療機関は基本的には政策医療を担い、一

般医療を担う民間医療機関とは機能分化が行われ

ているとされてきたが、現実にはそのような機能

分化は明確に行われておらず、我が国の医療サー

ビス市場では民間医療機関と公的医療機関とは競

合関係にある。それにも関わらず、公的医療機関

に対しては課税免除や国・地方公共団体からの補

助金支給といった財政面における優遇措置が施さ

れている。このような政府による公的医療機関へ

の財政補助は、高度先進医療や地域医療といった、

その採算性の低さから民間医療機関では過少供給

となる可能性がある領域での医療サービス生産の

役割を、公的医療機関が担っているという理由に

より正当化される九

地域社会における難治性疾患の治療活動のため

には高度先進医療の発展が不可欠であろうし、ま

た医療サービスの地域間格差の是正に関しては、

全ての国民に対してナショナルミニマムの医療水

準が確保されるべきというコンセンサスがあると

考えられる。このような理由により、公的医療機

関への財源補填が是認されるとして、補助金収入
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という医業外の収益が、医療機関の行動に対し実

際にどのような影響を与えているのかという疑問

が生じる。地方公共団体が経営する事業が有する

病院(公立病院あるいは自治体病院)には、医療

法により一律独立採算制が定められている。よっ

て、地方政府から財源補填が行われるから各医療

機関が経営効率を無視した行動をとるとは一概に

考えにくい。公立病院への財源補填を分析するに

際し、制度上の観点から次のような留意すべき点

がある。不採算地区病院は、その立地条件から独

立採算が困難であり、特別な財政補助が必要な病

院であるとみなされている九それゆえ、同地区

の病院は、特別交付税額の支給対象に含められて

いる 8)。

このような点を念頭に置き、不採算地区病院と

不採算地区以外の病院を区分した研究例は多い。

西村 (1976)は、公立病院における医療サービス

の質と利潤最大化行動を検証し、病床数が100床

未満の病院では当該行動仮説が成立していること

を確認した。知野(1993)は、要素費用の上昇が

病院に医業収益を引き上げるような医療内容の調

整を促していることを見出した。その結果に基づ

いて、病院による誘発需要を病院への補助金によ

って抑制できるであろうとしている。知野・中泉

(1995)は、知野(1993)で提起された公立病院

表 1 公立病院に対する補助金の効果

の行動仮説を不採算地区病院とそれ以外の病院に

分けて検証し、前者において医療内容の調整がよ

り行われやすいことを明らかにした(表1)。

これらの研究の延長線上に位置して、熊谷・佐

野 (2003)は、公立病院への財源補填が不採算地

区病院と不採算地区以外の病院に与える影響が一

致しない点に着目し、医業外の収益が公的医療機

関の経営行動に及ぼす影響を実証的に分析した。

彼らは、 1998年度から2000年度までの市町村立病

院のデータを用い、不採算地区以外の公立病院に

おいて入院患者の医療需要に応じる形で病院設備

の拡充が行われていないことを指摘した九

一方、病院行動を特定化して医療サービスの公

平性を分析した研究は存在しない10)。これまでに、

医業収益に占める繰入金の比率(=繰入率)と病

床数の関係、例えば病床数に対する最適な繰入率

が経済理論を用いて説明されていなしミ。それゆえ、

病床数や繰入率の水準によって公立病院の行動が

大きく異なると仮定し、サンプルを区分すること

は妥当で、ないかもしれない。以上より、本稿では

病院行動のモデルを特定化せずに、医療サ}ピス

の利用と公立病院への繰入れを関連付け、公立病

院に対する繰入れが一部の社会階層に対して有利

な形で行われているかを考察する。

知野・中泉 (1995) 熊谷・佐野 (2003)

医業収益
補助金を基準化する変数 医師数 外来患者数

(不採算地区)

回帰方程式の被説明変数

1日あたり医業収益

一床あたり固定資産

(対前年度変化分)
+ 

患者あたり検査件数

知野・中泉 (1995)の補助金は他会計補助金と他会計負担金の合計(病床数100床以下の病院)。
熊谷・佐野 (2003)は一般会計からの繰入金の結果を表中に記載。

医業収益

(不採算地区以外)

+ 

」一一一一

国庫補助金対医業収益(病院に対する国庫補助金及び都道府県補助金)のー床あたり固定資産に対する効果はマイナスである。



3.データ

公立病院に関するデータの多くは、『地方公営

企業年鑑jによる。このデータ集から、地方公営

企業法が適用される公立病院の属性ごとの情報を

得ることができる。同年鑑には各年度のデータが

収められているが、本稿では 1999年度の市町村

立病院のデータを用いる。医療ニーズを表す健康

リスク変数などマッチングするデ}タとの整合性

を確保するためであるω。データの出所と記述統

計は表2に要約されている。

他会計からの補助金と他会計からの負担金の合

計は、公立病院の医業外収益のうち収益的収入の

表2 データの出所と記述統計

変数の定義 単位 標本数 中位値

614 0.016 

614 0.062 

614 144 

人 608 12 

608 0.026 

人 614 372 

人 608 30.17 

人 613 112 

人 613 0.815 

% 614 81.6 

100万円 614 26731 

615 7564 

100万円 614 3.57 

615 50.85 

615 44.79 

615 52.68 

615 56.48 

615 49.24 

」6 % 615 21.7 

注) 1.著者作成 2.市町村単位
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ほとんどを占める。補助金は研究研修費、災害復

旧費など医業費補助の目的で交付され、負担金は

へき地医療や不採算地区病院における収益的支出

目的のために他会計から繰り入れられている。他

会計からの補助金が医業収益に占める比率(=補

助金比率)と、他会計からの負担金が医業収益に

占める比率(=負担金比率)について、両者の中

位値の合計は0.078、平均値のそれが0.138である

ことから、両者の合計は概ね医業収益の10%程度

であることが分かる。補助金の変動係数は2.71と

負担金の2倍以上であり、補助金の投入状況は負

担金に比べてばらつきが大きい。負担金の変動係

数の大きさは公立病院の医師数のシェア(二次医

平均値 標準偏差 変動係数 出所

0.031 0.084 2.71 地方公営企業経営研究会編

『地方公営企業年鑑J
0.107 0.126 1.18 向上 1 

215.22 189.81 0.88 向上

21.94 24.01 1.09 同上

0.051 0.063 1.24 向上

565.79 498.52 0.88 向上

36.34 30.56 0.84 向上 1 

177.83 168.6 0.95 向上

0.776 0.149 0.19 向上 1 

77.55 14.98 0.19 向上

232900 666173 2.86 総務省自治税務局 2 

「市町村税課税状況等の調j

57963 160899 2.78 総務省自治行政局 2 

「住民基本台帳人口要覧」

3.61 0.88 0.24 分母、分子とも上記と同様 1， 2 

51.67 10.97 0.21 医療経済研究機構(200~ 2 

47.05 9.39 0.20 向上 2 

53.34 5.09 0.10 向上 2 

56.76 4.66 0.08 向上 2 

49.52 6.45 0.13 同上 2 

21.91 6.33 0.29 総務省統計局編『国勢調査j 1，_2 
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療圏の医師数比)のそれと同程度である。へき地

での診療には開設時にかかる費用や医療機関への

アクセスの悪さなど経済的制約がある。これらが

反映された医師の地理的分布と関連付けて、他会

計から負担金が繰入れられていたことが推察され

る12)。患者の所得と医療ニーズの分布を概観する。

所得水準を表す変数として、世帯あたりの課税対

象所得(=課税対象所得/世帯数)を算出した。

この世帯数には課税世帯と非課税世帯が含まれて

いる。世帯あたり課税対象所得の中位値は357万

円、平均値は361万円、変動係数は0.24であり、

分布に大きな歪みがなく、患者数や医師数と比べ

て相対的にばらつきが小さい。

公立病院が立地する地域における平均的な医療

ニーズを表す変数として、医療経済研究機構

(2002)の自治体分類結果表に所収の健康リスク

変数を用いる。同変数は10変数(後期高齢者比率、

高齢女性比率、平均寿命(性別)、標準化死亡比

(同)、脳血管死亡率(同)、死亡率(問、年齢未

調整))の主成分分析によって求められた合成変

量の第二主成分である。第二主成分は、合成変量

のうち分散が最も大きい第一主成分と無相関であ

る。主成分得点から見出された健康リスク(第二

主成分)の特徴は、男女とも標準化死亡比(年齢

調整済み)が高いことである。健康リスク変数は、

1993年から 1998年のデータを用いて作成された合

成変量であり、この時点以降の情報を利用できな

いという欠点はあるが、同変数を用いることによ

って、公立病院が立地する地域の医療ニーズと医

療サービスを直接的に関連付けて水平的公平性の

観点から分析することが可能となる。同変数の平

均値は51.67、変動係数は0.21であり、ぱらつきが

小さい。図 1から、医療ニ}ズ(健康リスク)は

所得水準にほぼ比例していることを読み取ること

ができる。

健康リスク変数と本稿で用いるデータとの相関

関係を求めたところ、次のようであった。健康リ

スクと高齢化率の相関係数が・0.129、健康リスク

と世帯あたり課税対象所得が・0.245、世帯あたり

課税対象所得と高齢化率が・0.619。これらより、

所得水準が低い階層において高齢化率が相対的に

高いことと、健康リスクが高くなることによって

所得水準が緩やかに低下する傾向があることが分

かるが、長寿に対して健康リスクがどの程度の影

響を与えるかは不明である。

4.実証分析

(1)公立病院に対する医業外収益の医療費自

己負担への影響

医療サービスは必需性が高く、所得弾力性が低

い低所得者ほど医療ニーズが高いことから、医療

需要と所得には負の相関がある(遠藤・駒村

1999)。一般に、医療保険が存在しない場合の医

療費自己負担額は逆進性が高いが、公的医療保険

が介入することによって患者が直面する自己負担

額が軽減され、自己負担と所得の関係が変化する

と考えられる。同様に、公立病院の医業外収益の

うち収益的収入を構成する、他会計からの補助金

図1 所得と医療ニーズの分布

健康リスクの
累積相対比率

1.0 

0.9ト

O.lf---~-

0.0 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

世帯当たり課税対象所得の累積相対比率



と他会計からの負担金は、不採算医療にかかる患

者の総負担を軽減せしめるという意味で、逆進性

を低下させる役割、すなわち低所得者の医療費負

担を軽減させる役割を担っていると考えることが

できる。以下では、医療ニーズ、医療サービスの

利用と関連付けて公立病院に対する繰入金の在り

方を考察する。

(2)医業外収益の累進性・逆進性

医療ニ}ズに対する医療サービスの利用と公立

病院に対する繰入金の累進性・逆進性を判断する

指標としてHlwv(Wagstaff and van Doorslaer 

2000)を用いる。同指数の概念図が図 2に表され

ている。社会階層(本研究では世帯あたり課税対

象所得)の累積相対比率を水平軸に昇順で並べ、

垂直軸には社会階層に対応するよう、医療ニーズ、

医療サービスの利用と繰入金の累積相対比率を表

している。医療サービス変数は、医師数で基準化

した外来患者数(1日平均)と病床数で基準化し

た入院患者数(1日平均)である。

集中度指数 (Ca，Cb)はそれぞれ集中度曲線と

45度娘に囲まれた領域の面積の 2倍であり、

図2 Hlwvの概念図

医療ニーズ、医療サービス、

繰入金の累積相対比率

1.0 

0.9 f..一一一一一一一
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社会階層の累積相対比率
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HIwv= Ca-Cbと算出される。医療サ}ピスの集

中度指数をCa，医療ニーズのそれをCbとすると、

Hlwvは医療ニーズに対する医療サービスの不公

平の程度を表す。

医療ニーズと医療サービスのデータを用いて集

中曲線を描いたとき、図2のように医療サービス

の集中曲線が医療ニーズ、の集中曲線より下側(右

下方)にあれば、 Hlwvは正値であり、医療サー

ビスは高所得者に対して有利で、ある。このとき、

低所得者にとって医療サービスは水平的に不公平

である。同様に、公立病院に対する負担金比率の

集中曲線が、医療ニーズの集中曲線より下側にあ

れば、医療ニーズに対する負担金は低所得者にと

って不利な形で繰入れられていると判断できる。

医療ニーズに対する医療サービスと繰入金の

Hlwvは表3に要約されている。病床数比入院患

者数(1日平均)のHIwvは・0.015とほぼゼロであ

るが、医師数比外来患者数(1日平均)のそれは

・0.212であり、外来サービスは逆進的である。す

なわち、外来サービスは低所得者に対して有利な

形で水平的に不公平である。一方、負担金比率と

補助金比率のHlwvはそれぞれ0.436、0.591と大き

な正値であり、高所得者に対して有利な形で水平

的に不公平である。

脳血管疾患は精神分裂病・分裂病型患者に次い

で入院患者数が多い傷病であり、総入院患者数に

対する比率は15%(=208.5/1401.3， 1999年10月の

『患者調査.J)である。脳血管疾患の入院患者

(614施設・所在地別、 1999年10月)に医療ニー

ズを代表させた場合の水平的公平性を分析する 1310

脳血管疾患の患者数と公立病院のデータをマッチ

ングした分析の結果が表4に要約されている(脳

血管疾患の患者数の記述統計は表 4の下部を参

照)。所得が高い階層において脳血管疾患の患者

数だ拍主主的巳多P主主主昆出さ血友 f集中度指数

が0.396)。医療サービスのHlwvは外来、入院と
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表3 医療ニーズ、医療サービスと繰入金の累進性・逆進性(標本数 607)

垂直軸 Ca， Cb HIwv 

1 医療ニーズ (健康リスク) -0.023 Ca，Cb 

2 外来患者数(1日平均)/医師数 -0.235 2，1 -0.212 

3 入院患者数(1日平均)/病床数 -0.038 3，1 -0.015 

4 公立病院への「補助金/医業収益J 0.568 4，1 0.591 

5 公立病院への「負担金/医業収益J 0.413 5，1 0.436 

表4 医療ニーズ、医療サービスと繰入金の累進性・逆進性 (標本数 606)

垂直軸 Ca，Cb Hlwv 

1 医療ニーズ (脳血管疾患の患者数) 0.396 Ca， Cb 

2 外来患者数(1日平均)/医師数 -0.235 2，1 -0.631 

3 入院患者数(1日平均)/病床数 -0.038 3，1 -0.434 

4 公立病院への「補助金/医業収益J 0.568 4，1 0.172 

5 公立病院への「負担金/医業収益J 0.413 5，1 0.017 

注)脳血管疾患の患者数(千人)
病院の推計入院患者数(施設所在地)二次医療圏x傷病分類別の循環器系疾患内
脳血管疾患(国際基本分類番号 160-I69)の患者数

平均値 0.74中位値 0.5最大値 7.3最小値0標準偏差 0.87全国計 208.5
患者数が3000人を上回っている二次医療圏は次の通り。
北九州 3ム京都・乙訓 3ふ福岡・糸島 3.9、名古屋 4.0、大阪市 4.2入札幌 7.3

も逆進的であるが、負担金比率はほぼ完全に公平

である (Hlwvが0.017)。脳血管疾患の患者数が

都市部に多いことから、住所地以外の病院への入

院が可能な患者に対して有利な形で、負担金が繰

入れられていたと推論できょう。脳血管疾患に医

療ニーズを代表させた場合、負担金比率の公平性

はほぼ達成されていたが、負担金比率が高い病院

の多くは北海道など医療費が相対的に高い地域に

ある。それゆえ、公平性の観点からだけでなく、

公立病院への負担金の在り方を効率性の観点から

も検討する必要があろう。

(3)負担金比率と補助金比率

不採算地区の立地条件を考慮すると、低所得者

に対しである程度有利な形で外来医療サービスが

供給されていることを許容できる(不採算地区の

定義は注7を参照)。一方、負担金は高所得者に対

して有利に配分されていることが前節で明らかに

なった。このような負担金の配分の歪みを是正し、

負担金に依存した公立病院の経営を改善するため

に、入院医療サービスの供給と負担金比率を直接

的に関連付けて議論すべきである。以下では、入

院サービスと負担金比率、入院サービスと補助金

比率の関係を在宅介護サービスと関連付けて分析

する。入院医療サービス、介護サービスの供給と

社会的入院が不可分の関係にあるからである。こ

こで、社会的入院とは、自宅や介護施設で暮らせ

ると思われる高齢者が、世帯の都合や介護力の不

足により、病院において入院療養を続ける状態を

表している。

分析対象の一部の市町村立病院に対して負担金

と補助金が繰り入れられていない。他会計からの

負担金が繰り入れられていない病院数は6、他会

計からの補助金が繰り入れられていない病院数は



34である。これらを念頭に置いて、 Censored

estimationによる回帰分析を行った。この推定方

法の概要は次の通りである。(1)式のような潜在

変数を考慮した回帰方程式を考える。

Y;*=X'i s +σ'ei (1) 

ここでσはスケールパラメーターであり、 Censored

regression modelの中で推定される。負担金と補

助金が繰り入れられていない病院は被説明変数が

Oであるから、回帰方程式の被説明変数は (2)式

のように区分されねばならない。

I 0 がれ=0

Yi= 1 Y';σYi>O 
(2) 

(1)式と (2) 式より、パラメータ~ß と σ は (3) 式

の対数尤度関数を最大化することによって推定さ

れる 14)0 (3)式のf(・)と F(・)はそれぞれ誤差項

むの密度関数と累積分布関数であり、 1(・)は括

弧内の条件が真の場合1、それ以外の場合0をとる

indicator関数で、ある。 (3)式の最大化に際し、誤

差項 eiの分布を二通り(標準正規分布とロジステ

ィック分布)想定した。推定の結果、ロジスティ

ック分布 (E(e)=O，v;訂 (ε)=π13)が採択された。

I(s，か会ル0)'log {問手)}

は(九>0)叫σl.f(与引]
(3) 

表5に、病床数比入院患者数(I日平均)と介

護サービス変数を説明変数に用いた回帰方程式の

推定結果が表されている。介護サービス変数は医

療経済研究機構 (2002) による。 3種類の在宅介

護サービス(日帰り介護、訪問介護、短期入所生

活介護)の利用率に対し、各々のT得点を求め、

そ匙らの合計値を在宅介護?ァピA五塞度として

いる。 T得点は各変数の累積相対度数を用いて算
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出される標準化得点である。家族の介護力には家

族世帯人員数が考慮されている。施設介護サービ

ス充実度を表す変数を説明変数に用いる回帰分析

も行ったが、同変数は統計的に有意で、なかった。

負担金比率を被説明変数とする回帰方程式にお

いて、病床数比入院患者数 (1日平均)はI次、 2

次の項とも統計的に有意で、ある。推定された係数

値から、病床数比入院患者数が0.923のとき負担

金比率が最低となる。病床数比入院患者数の中位

値が0.815であることから、規制当局(市町村)

が公立病院に対して、平均的には病床数比で入院

患者数を若干引き上げるよう指導するべきであろ

う。その結果として、公立病院の医業収益が改善

すれば負担金比率を引き下げることができるかも

しれないω。ただし、増加する入院医療費を賄う

ために、地方自治体が医療保険料や税の負担の在

り方を患者の流入率と関連付けて検討する必要が

ある (Appendixを参照)。家族の介護力の充実も

負担金比率を下落させる要因である。しかしなが

ら、短期に世帯人員を増加させ、家族の介護力を

充実させることは難しい。在宅介護サービス充実

度は統計的にプラスに有意であり、在宅介護の充

実は負担金比率を押し上げるという結果である

が、介護保険制度導入後のデータを用いて在宅介

護サービスと負担金比率の関係を再検討する必要

があろう。

補助金比率を被説明変数とする回帰方程式にお

いて、在宅介護サービス充実度は統計的にマイナ

スに有意であり、在宅介護の充実は補助金比率を

押し下げるという結果である。病床数比入院患者

数 (1日平均)は1次、 2次の項とも統計的に有意

である。補助金比率の最低点は、病床数比入院患

者数が0.787のときであり、病床数比入院患者数

の中位値0.815よりも小さい。この結果は、病床

数比λ入位里費墾空空!主主げ7ご医業J!X益Jを改善Lて
も、平均的には補助金比率を引き下げることがで
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表5 回帰分析の推定結果 (Censoredestimation. Logistic distribution) 

被説明変数 他会計からの負担金/医業収益 他会計からの補助金/医業収益

説明変数 係数値 z統計量 係数値 z統計量

定数項 0.734 3.66 0.487 11.19 

1日平均入院患者数/病床数 -1.505 -2.93 -1.157 -10.60 

(I日平均入院患者数/病床数)2 0.815 2.48 0.735 9.94 

在宅介護サービス充実度 0.001 2.22 -0.001 -2.86 

家族の介護力 -0.001 -2.63 0.000 1.77 

Dum214 凶0.227 -6.52 0.956 23.81 

Dum230 1.275 174.43 -0.004 -0.10 

スケールパラメーター (σ) 0.048 19.61 0.028 37.12 

自由度調整済み決定係数 0.373 0.358 

回帰の標準誤差 0.099 0.067 

検閲された標本数 6 34 

総標本数 612 612 

注)Dum214:市原市国保市民病院(千葉県)=1，その他=0である。
Dum230:世田谷区梅が丘病院(東京都)=1，その他=0である。

きないことを示唆していると考えることができ

る。変動係数の大きさから読み取れるように、補

助金の投入状況は負担金の投入状況に比べてばら

つきが大きい。それゆえ、補助金の在り方を考察

する際、負担金と同じ枠組みを適用することは妥

当でないと思われる。

5.おわりに

勤労世代の世代内で所得の不平等化が進む日本

において、医療資源の配分を適切に行うために、

公平性の観点から医療機関に対する医療資源配分

を分析することは重要である。本稿では水平的公

平性の観点から、医療サービスに対するニーズ、

医療サービスの利用と公立病院に対する繰入れの

関係を分析した。実証分析の主な結果は次の通り

である。第一に、健康リスク変数に医療ニーズを

代表させた場合、外来医療サービスは低所得者に

対して有利であったが、負担金と補助金は高所得

者に対して有利に繰入れられていた。従って、他

会計からの負担金と補助金は、外来サービスの不

採算医療にかかる患者の総負担を軽減させている

かもしれないが、総じて低所得者に対して不利な

形で繰入れられていたと考えることができる。第

二に、施設所在地別の脳血管疾患入院患者に医療

ニーズを代表させた場合、公立病院に対する負担

金はほぼ完全に水平的公平であった。住所地以外

の病院への入院が可能な患者に対して有利な形で

負担金が繰入れられていたと考えられる。第三に、

規制当局(市町村)が公立痛院に対して指導的立場

の役割を担い、病床数比の入院患者数を若干引き

上げることによって医業収益を改善できれば、負

担金比率を引き下げることができるかもしれない。

他方、負担金の変動係数の大きさは公立病院の

医師数のシェア(二次医療圏の医師数比)のそれ

と同程度であった。しかしながら、地域における

公立病院の医師の分布が患者の受診件数や医療ニ

ーズに対応していなければ、医師の分布に従った

負担金の繰入れは効率的でないと思われる

(Appendixを参照)。



本研究を通して明らかになった課題を列挙す

る。第一に、病院行動と公立病院への繰入金の関

係である。公立病院への繰入金によって公立病院

の誘発需要が抑制されているかなど、病院行動と

関連付けて負担金や補助金の在り方を検討できな

かった。病院の立地や公立病院の行動モデルの違

いによってサンプルを区分しなかったためであ

る。第二に、在宅介護サービスと負担金の関係で

ある。本稿で用いたデータは介護保険制度導入前

のものであったため、介護保険制度導入後のデー

タを用いて、在宅介護サービスと負担金の関係を

再考する必要があろう。第三に、公立病院が立地

する地域の医療ニーズ、と医療サービスを直接的に

関連付けて分析した場合に見落とされる医療ニー

ズについてである。自治体の境界を越えて受診す

る患者の医療ニーズを考慮に加えるのであれば、

健康リスク変数は合成変量ではなく、医療圏の特

徴を表す疾病を用いるべきかもしれない。脳血管

疾患のような疾病を健康リスク変数として用いる

ことにより、自治体内における医療ニーズに対す

る医療資源配分の歪みが見出された場合、より広

い範囲において医療供給体制をどのように変える

べきかを議論することが可能となろう。

Appendix患者の流出入とパレート最適な繰入率

患者(代表的個人)は患者の住所地もしくは住

所地以外の公立病院で受診するとする。第t公立

病院が得る医業収益のうち、医療保険料から支払

われる分をZi、患者の窓口負担をOi、医業費用をCi、

地方自治体からの医業外収益(ここでは他会計か

らの操入金)をSi、その財源である税を会とすると、

Ci=Zi+Oi+Si， i=1， 2，…，n (Al) 
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益の医業費用に占める割合)として

Si=ViCi， i=1， 2，…，n (A2) 

患者の予算制約式は、 ωi+Oiを可処分所得として

yi=ωi+Zi+Oi+ti， i=1， 2，…，m (A3) 

患者の住所所在地に立地する公立病院の医業費用

をCi、住所地以外に立地する公立病院の医業費用

をαとすると、患者は患者の住所地もしくは住所

地以外の公立病院で受診するから、

Ci=Ci+φエα，Osφs1
i*j 

(A4) 

以上より、公立病院が提供する医療サービスの受

給に関する患者の効用最大化問題を以下のように

表すことができる。

Max Ui=u(ωi， Ci) 
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効用関数と (A3)式より 1階の条件を解いて (A5)

式を得る。

θUi aUi 
(1-Vi)一一=一一

θWi ac (A5) 

(A4)式と (A5)式よりパレート最適な条件は、

~__， au  au， 
U!+ <ÞL.U!=u~， U!=ーー U~=~~~ ， φ=と~ (A6) 完1vc vw， vc -- ac/ρθwj'''' 1・Vi

(A6)式より病院数がn(i=1=βのとき最適な繰入率

(ず)は

V*= .)竺主主-
l+(n-l)φ (A7) 

(A7)式を用いて数値例を計算する。ある地域

の代表的個人は、住所地の病院に加えて住所地以

外の病院からも医療サ}ピスを購入すると仮定す

ここで分析の簡単化のため、おを一括税とし、地 る。患者の住所地と住所地以外の公立病院の合計

左自治体が公立競院に対L主医業費恩企宜主蛤 数が2であL二生理地且:婚の豊里空の塁壁"t:-~

を繰入れると仮定する。仰を繰入率(=医業外収 ス購入割合が当該病院の5%であるとき、 n=2，φ
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=0.05であり、 (A7)式よりず=0.048である。

(A7)式を住所地以外の受診率φについて解く

と、悦2において生土>0が成り立つ。dφ 

この結果は、 (A2)式と (A4)式より、住所地

以外からの受診者が増えた(患者の流入率が高く

なった)公立病院に対する繰入率を引き上げて良

いことを意味する。逆に、パレート効率性の観点

から、患者の流出率が高い地域の公立病院に対す

る繰入金は不適当であると考えることができるω。

熊谷 (2006) は、地域における公立病院の医師の

シェアに比例する形で、公立病院に対して他会計

から負担金が繰入れられていたことを見出した

が、上述の分析より、地域における公立病院の医

師の分布が患者の受診件数に対応していなけれ

ば、医師の分布に従った負担金の繰入れは効率的

でないと考えられる。
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注
1 医療計画は、病院病床の適正配置を図るための医

療圏と必要病床数を定める「必要的記載事項」と医

療従事者の確保など「任意的記載事項」から構成さ

れている。

2 Horev， Irena and Mukamel (2004)はジニ係数を

用い、米国における30年間の医師数、病床数の分

布を所得と関連付けて分析した。医療サービスの不

平等度を考察した結果、人口で基準化した指標は医

療資源の有用性を決定する変数として十分ではない

と論じている。

3 山田 (2004a，2004b)は、医療サービスの公平性

もしくは医療サービスのアクセスの公平性に関する

近年の研究を以下のように大別した。(1)医療サー

ビスの給付額自体に注目した研究(遠藤・駒村

1999)、(2)医療サービスの自己負担額に注目した

研究(遠藤・篠崎 2003)、(3)医療サービス利用の

必要度と実際の利用の差に注目した研究(本多・大

日2003)。
4 Zweifel and Breyer (1997)は、病院側の意向に

左右されない外生的な変数に依存する収入を医業外

収益であるとしている。彼らの理論モデルでは次の

4点が想定されている。第1は、患者のタイプが一

種類のみであることである(期間あたり症例数=患

者数 (x))。第2は、医療サービスの質 (Q)は患

者当たり医療サービス量に依存することである。こ

の関数は原点に対して凹で、 Qが最高水準となる点

y (=y/X， Yは医療・看護サービス量(診療日数を

含む))まで増加し、その後減少する。第3は、病

床Zの管理・維持や医療サービスYの生産に用いら

れる生産要素の価格が一定であることである。生産

要素価格が一定でかつZとYが所与の時、費用を最

小化する要素投入量はL* (Y， Z)、K*(Y， Z)で

一意に決定される。第4は、病院が必ずしも技術効

率的に要素資源を用いていないことである。

5 田中(1996)は、医療機関の費用曲娘を想定し、

固定費や変動費の補助といった医療機関支援策が病

院の費用構造に与える影響を分析した。シミュレー

ションの結果、病院に対して固定費を補助すること

によって、病院が医療サ}ピス生産量を無理に拡大

せずに、目標とする利潤を得ることができることを

見出した。

6 ここで「公的医療機関」とは、都道府県、市町村

その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院、診

療所をいう。厚生労働大臣が定める者とは、一部事

務組合等地方公共団体の組合、国民健康保険団体連

合会、普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会

福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、

社会福祉法人北海道社会事業協会を指す。

7 I不採算地区病院」とは、(1)所有病床数が100



床未満又は1日平均入院患者数が100人未満、 (2)

前年度における 1日平均外来患者数が200人未満、

(3)当該病院の所在する市町村内に他に一般病院が

存在しないか又は、所在市町村の面積が300km2以

上で他の一般病院数が1に限られる、といった条件

が満たされている病院を指す。

8 毎年度、地方財政計画に計上される「病院事業に

対する一般会計からの繰出金(病院事業繰出金)J

の所要額の一部について、普通交付税及ぴ特別交付

税により財政措置が講じられる。特別交付税に対し

ては、普通交付税において補足されなかった特別な

財政需要がある地方公共団体に対して交付される税

であるという規定がある。

9 熊谷・佐野 (2003)の回帰分析の結果は次の通り。

救急病院の告示ダミーは負に有意であり、救急病院

の方がそれ以外の病院よりも固定資産を拡張してい

ない。待機医師の確保など救急医療の供給体制を維

持するために、救急告示病院は支給された補助金を

非固定資産の整備に使用している可能性がある。 1

日平均外来患者数は、不採算地区以外の病院のみ正

で有意であり、同地区の病院が患者数の増加に伴い

設備の充実を行っていることがわかる。不採算地区

病院において常勤医師の一ヶ月平均給与の回帰係数

は負値である。他方、熊谷・佐野 (2003)は、病床

数がある程度整備されれば、病院は病床以外の固定

資産を拡充しようとしたと推察している。回帰分析

の結果より、 1床当たり固定資産が病床数に関して

最小となる水準は、不採算地区病院で約70床、そ

れ以外の病院で約2175床と算出されており、不採

算地区病院のうち70床を超える病院は約3割、それ

以外の病院で病床を2175床以上有する病院はOであ

る。よって、ほとんどの公立病院においては、 1床

当たり固定資産は病床数の増加に伴い減少するとい

う傾向が当てはまるとしている。知野(1993)は、

医療資源の要素費用の上昇は病院に医療収入を引き

上げるような医療内容の調整を促すとしており、回

帰係数は正値であると予想されたが、推定結果は逆

の符号であった。知野(1993)と推定結果が異なる

理由は、要素費用の代理変数が異なることに起因す

ると思われる。知野 (1993)では要素費用の代理変

数として病院当たり職員給与を採用している。

10 病院行動を特定化して医療サービスの効率性を分

析した研究は多く、病院の費用関数の推定を通して、
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医療サービスの効率性を分析できる。そのような研

究の代表例としてBlankand Merkies (2004)を挙

げることができる。山田 (1998)は3形式の病院行

動モデルすなわち、非営利企業、労働者経営企業、

経営者経営企業を紹介した。非営利企業は生産量最

大化あるいは質・量を最大化するよう行動し、労働

者経営企業は医師一人あたり平均所得を最大化し、

経営者経営企業は出資者かつ経営者である医師の所

得を最大化するよう行動する。

11 後述する回帰分析において、説明変数が被説明変

数の先決変数となるようマッチングした。

12 小林 (1994)は、医師は診療所を開設するにあた

って、個々の患者の通院時聞が都市部よりもずっと

長くなる人口の疎らな地域を進んで、選ぽうとはしな

いだろう、としている。熊谷 (2006)は、公立病院

の医師数のシェア(二次医療圏の医師数比)にほぼ

比例する形で負担金が繰り入れられていたのに対

し、医師数のシェアが大きい地区に有利な形で補助

金が投入されていたことを明らかにした。不採算地

域における経済的制約に起因する医師の偏在を念頭

に置くと、医師数など供給側の変数に依存した繰入

れは適当でないと思われる。他方、医業収益改善の

ために医師給与を削減することによって医師の地理

的分布の偏りが大きくなるかもしれない。負担金比

率と医師給与の相関係数は0.414、補助金比率と医

師給与の相関係数は0.049であった。

13 この変数は3年ごとに作成である。公立病院が立

地する地域と異なる地域の住民の医療ニーズをカバ

ーしているため、公立病院が立地する地域の医療ニ

ーズに限定して医療サービスの水平的公平性を分析

することができない。福岡県内において、都市部に

ある病院への脳血管疾患患者の流入率は高い。

14 (3)式に対応する尤度関数を

山)=耳{1-F( x:; )}則σ1ブ(与!)} 

と表すことができる。

ここで、具はyi=Oの観測値、 jlはYi>Oの観測値

をそれぞれ掛け合わせることを意味している。

15 病床数比入院患者数に代えて、病床利用率を用い

た場合の係数値は-0.0036で統計的に有意であった。

16 財源が税であるため、自治体の境界を超えて受診

する患者に対応した繰入金の分配は容易ではない。
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複数の自治体で一括に徴収した税を二次医療圏の範

囲で取りまとめ、地方自治体からの医業外収益(こ

こでは他会計からの操入金)として複数の公立病院

に分配するという仕組みを構築しなければ、パレー

ト効率的な資源配分を行うことができないと思われ

る。このような再分配を行う場合、循環器手術など

高度な手術や長期の入院を余儀なくされる疾婦に対

する患者の流入率が高い地域の存在を念頭に置くべ

きであろう。また、上述の効用最大化問題に、民間

病院での受診を追加的に考慮することによって、都

市部における繰入金の在り方を検討することが可能

になると思われる。
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Municipal Subsidies for Public Hospitals and 

Horizontal Equity in Health Care 

N arimasa Kumagai *， Doctor of Economics 

Abstract 

The purpose of this paper is to investigate the relationship among出eneed for health care， the amount of 

health care service provided， and the money transfers to ]apanese public hospitals from the viewpoint of horizontal 

equity. The current allocation system should be revised if horizontal inequity regarding money transfers to public 

hospitals exists， because individuals with the same need for health care should receive出esame amount of health 

care and the same amount of money transfers to public hospitals， irrespective of the dis凶butionof income. 

For this analysis， we used a dataset combining the variables concerning residents' health status and the data 

of public hospitals. The major findings can be summarized as follows. First， outpatient care services had a prかpoor

distribution effect in regard to the need for health care， but municipal subsidies had a pro-rich distribution effect in 

regard to need. Second， municipal subsidies were almost a horizontal equity for inpatients with cerebrovascular 

diseases; the subsidies were distributed so as to favor those who could be admitted to public hospitals located 

outside of their location of residence. Finally， public hospitals can gain revenue by increasing the utilization of beds 

under the direction of local govemme叫 allowingfor a reduction in municipal subsidies. 

From a theoretical point of view， we concluded that the money transfers to public hospitals are not e血cient

when their amount depends on a distribution of physicians which does not correspond to the number of doctor 

consultations. 

[key wordsJ concen仕ationcurve， horizontal equity， municipal subsidy， need for health care， public hospital 
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総括

医療経済学は医療改革に

どのように貢献できるか
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スタンフォード大学医療政策センター非常勤研究員

(著書・研究 r改革jのための医療経済学

最初に総括(医療費高騰の犯人探し・予防医療は効率が良いか?・公的皆保険か民間保険か?・日本の

医療経済学への期待)を説明してポイントを整理し、その後、 4つのトピックについて詳細をお話しします。

総括 1.医療費高騰の犯人探し

医療政策でしばしば問題になるのが医療費高騰です。この医療費高騰の犯人探しという問題について、

小物格の犯人を追い回しでも政策上の医療費抑制のメリットは軽微で、あることに、異論はないかと思いま

す。欧米の一連の研究によると、日本でしばしば指摘されています人口の高齢化、医療保険の普及、国民

所得の増大は、実はいずれも「小物格」であると示唆されています。米国の実証研究によれば、医療費上

昇率の半分ないしそれ以上に寄与する最大の黒幕としては、『医療技術の進歩』が有力とされています。有

力と言いますのも、実ははっきりこれを結論づけるようなエピデンス・根拠が無いためです。別な言い方

をすれば、医療費上昇率の半分以上を占める犯人を特定できていないことを示した、有名な実証研究につ

いて後で詳しく説明します。

また、医療費高騰の議論をする際に最初に考慮すべき点は、急性期医療費と長期介護医療費という 2つ

のタイプを区別することだと考えています。実際にこれら 2つのタイプの医療費を厳密に区別するのは容

易ではないのですが、理論的にも予想されるだけでなく、実証研究でも、医療費高騰に寄与する要因の影

響度の大きさは、これら 2つのタイプで明らかな違いが示されています。また、日本に限りませんが、無

償の介護、家族介護の経済的価値は、通常医療費の計算に含まれていません。この計算方法により、長期

介護コストは過小評価される傾向がありますので、やはり急性期医療費と長期介護医療費は可能な限り区

別すべきであると考えています。更に留意すべき点を挙げると、日本の医療政策に具体的な提言を行うた

めには、日本国内の個票データを分析する必要があることです。個票データとは、個人を 1単位とする分

析が可能であるデータを意味します。このようなデータを大規模かっ頻回に収集し、分析を行わない限り、

具体的な政策立案は非常に難しいと思います。今回、紹介する研究のうち、分析単位が国家であるマクロ

分析、とりわけ国際比較というのは相対的な情報、または今後行うべきミクロ研究のテーマを示唆するに
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過ぎない点を強調したいと思います。

このテ}マの最後に、仮に過去の医療費の動向を詳細に説明できるモデルがあり、それと同じモデルを

f吏ったとしても医療費の将来推計というのは非常に難しいこともお話します。

総括2.予防医療は効率が良いか?

日本での通説に反し、二次予防に含まれる検診(スクリーニング)は、実は治療よりも効率の悪いもの

が多いという実証研究を紹介します。効率はどのような期間において測るかに因って、結論がしばしば変

化します。例えば5年という期間において効率が良い医療であっても、より長期である20年間の医療費を

増大させる可能性があります。例としては禁煙指導、高齢者の健康促進などがあり、これらについて具体

的なエピデンスをご紹介します。

また、費用対効果分析は日本でも大変ポピュラーになりましたが、特定の条件下で配分効率を改善する

ことが本来の目的で、コスト削減とは理論上まったく無縁であることは、意外と知られていないようです。

総括3.公的皆保険か民間保険か?

(1)公的部門が大きな役割を担う皆保険制度か、 (2)民間保険が主たる役割を担い、公的部門の役割を

最小にする医療保険制度か、という 2つの保険制度改革案については、米国でも長らく論争が続いていま

す。数多くある効率改善を図る基準の中で、論争収束のために私が最も重要と考える 5つの基準は以下の

通りです。

①医療保険のリスク分散機能を通じた効率の改善、②金銭的・人的資源を浪費する「政府の規制」を減

らすことを通じた効率の改善、③医療保険の給付対象決定を通じた効率の改善、④医療費に占める事務経

費の最小化(実際の医療に使われる費用の最大化)を通じた効率の改善、⑤病院(診療所)間の競争を通

じた効率の改善。

これら 5つの効率の基準のうち民間営利企業導入によって改善したものは、私の知る限り、米国を含め

た諸外国の例ではありません。もちろん他のいくつかの効率の基準に関しては、改善した例もあります。

しかし、社会全体の経済厚生に与えた負の影響がより深刻であるという点で、上記5つの効率の基準につい

て注目しました。

公的皆保険制度か、民間保険制度か、どちらを選択するかという政策上の問題についても、まず理念を

選択する必要があります。仮に社会が「最低限の医療を政府が保障する」という理念を選択した場合、た

とえ医療保険(市場)の民営化を推進しでも、政府は「規制の義務」からは解放されません。場合によっ

ては民営化すればするほど規制の必要が増えるという、ある種のパラドックスが起こることは強調し過ぎ

ることがない程重要な点です。

総括4.日本の医療経済学への期待

意外に思われるかも知れませんが、「理念、価値観」に関する問題は、医療政策・経済学とは切っても切

れない関係です。まず理念を明らかにしない限り、「複数Jの選択肢から選ぶということが、事実上不可能

である政策上の問題が多くあるからです。更に強調したい点は、政策は誤る可能性が非常に高いというこ
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とを前提にした、政策のチェックアンドバランス機構やインフラの整備が重要であるということです。具

体的な例としては、 1960年代に米国のジョンソン大統領が、全ての政府事業予算額の 1%を、お手盛り評

価ではない中立的な第三者評価に使うことを義務化しました。この 1%枠を日本でも制度化できれば、医

療費が概算で30兆円ですから、その 1%に当る3000億円をかけて、果たして医療政策が、本来の目的通り

に機能しているかを評価できることになります。仮にこの額に相当する政策評価予算が、日本で将来的に

確保できれば、米国の様に「政策産業jが生まれる可能性が十分にあると思います。

米国では、政府だけでなく非営利組織 (NPO)や、民間慈善財団などの組織も盛んに医療政策研究を行

ったり、研究費を支援しています。しかし、残念ながら日本の場合は、政府以外の組織において活発な医

療政策研究が行われていません。その理由の 1つは、税控除の制限が米国に比べて非常に厳しいのが一因

で、一般の市民からNPOや財団への寄付金が非常に少ないことです。この問題については、今後税控除の

法整備が必要かと思います。

先にも申し上げましたが、具体的な政策提言に繋がる実証研究を今後蓄積していくためには、先ず政府

による個票データの収集・公開が必要になります。しかし、そのためのデータ収集には計画から収集まで

少なくとも 5年程度の時間と、最低で、も 100億円単位の費用がかかると考えてよいかと思います。そして、

データを収集・公開する際の中立性・個人情報の保護を確保するためにも、政府による個票データの収

集・公聞が前提条件として大変重要になります。

1 .医療費高騰の犯人探し

以下のパイチヤ}ト(図1)は、ハーバード大学のニユ}ハウス教授の研究で、どのような要因が医療

費上昇に寄与しているかを表しています。インフレーション(物価上昇率)を補正した後、 1940年から

1990年までの50年間に増加した医療費の上昇率を 10 0として、医療費上昇に寄与している要因ごとの寄

与率を示しています。なおこれらの数値はニューハウス教授の許可を得て、追加の前提条件の下に計算し

たものです。この計算方法の詳細に興味のある方は拙著を参照して下さい。

全人口に占める65歳以上の割合、すなわち人口の高齢化が医療費上昇に寄与した割合は、この研究では

わずか4%となっています。米国でも 1964年に高齢者・低所得者に対する公的医療保険制度が成立し、そ

60% 

図1 米国に於11る『総』医療費上昇の 5 つの要因(l 940~1990年)

4% 

.人口の高齢化

.医療保険制度の普及

麗所得の上昇

7% 協医師供給数(ほぼ0%)

0% 図医療分野と他の産業分野との生産性上昇格差

口その他の要因(医療技術の進歩が有力)

Newhouse lP[1992Jの資料を基に筆者が仮定と計算を加えて作成



58 医療経済研究 Vo1.19 No.l 2007 

れ以前から65歳未満の人口においても民間の医療保険が普及していました。医療保険の普及という要因が、

自己負担軽減を通じて医療費を上昇させたことは十分予想でき、その寄与度は約17%でした。また、所得

の上昇による医療費の増大は 7%でした。医師の供給数の影響に関しては、実はほぼゼロという結果にな

りました。仮に、医療分野が他の産業分野と比べて経時的に生産性の上昇が低かった場合、相対的に医療

コストが上がっていきます。しかし、医療分野全体の生産性を 1つの数字で表すのは技術的に非常に難し

く、ニユ}ハウス教授の「予想」では約12%となっています。その他の要因に、実証分析に基づかない

「予想」値であるこの12%を含めると、説明のつかない部分が70%近くもあります。この70%のうち、医

療技術の進歩がかなり大きな割合を占めているのではないかとニューハウス教授は推測しています。

医療技術の進歩も生産性上昇格差と同じで、 30年前に比べて高血圧の治療がどう変わったかを 1つ数値

に換算するのは非常に困難であり、ましてや医療全体の技術進歩を 1つの数値で測ることは限りなく不可

能です。したがって、医療技術の進歩に因る医療費上昇への寄与度も、正確には測れていません。

次に「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン」に掲載された研究を紹介します。研究対

象は米国の65歳以上の公的皆保険であるメデイケアの加入者です。非常に興味深い 3つの結果を紹介しま

す。 1つ目は、高額な医療費を要する病弱(高齢)者は早期に死亡するという結果です。そして 2つ目、

仮に健康で、あっても医療費は65歳以降の期間で、死亡直前に上昇・集中するという結果です。最後に、こ

れら 2つの結果から、 65歳以降の生涯医療費は健康で、あっても、病弱であっても、すなわち、健康状態に

因らずあまり変化しないという 3つ目の結果が導かれました。

表 1は1996年のデータを分析した結果の一部です。この研究では65歳から死亡時 (70、80、90、100歳)

までの総医療費、急性期医療費、施設介護費、在宅介護費を死亡時の年齢別に計算しています。

米国のメデイケアは、日本の公的医療保険と同じで、給付対象の大部分は急性期医療サービスです。施

設・在宅介護サービスもメデイケアの給付対象に含まれますが、給付が極めて限定的ですので、データも

限られています。従って、表 1の4つの医療費の項目の中では、急性期医療費が最も信頼性が高いと思わ

れます。

この表の 3列目にあるように、比較し易くするため、 65歳から15年間生きて80歳で亡くなったグループ

の15年間の急性期医療費を 100とします。 70歳で亡くなったグループの、 5年間の急性期医療費は、 80歳

で死亡したグル}プに比べて 3分の lの期間しか生きておられないので、総医療費も3分の1かと思うと、

表 1 高齢化の影響米国の個人データ研究 (Spillmanand Lubitz 2000) 

死亡時年齢
総医療費

急性期

(医療費支出期間) 医療費

70 (5 yrs) 55.2% 64.1% 

80 (15 yrs) 100 100 

90 (25 yrs) 149.1 % 115.2% 

100 (35 yrs) 226.8% 116% 

Ave.65+ 104.2% 93.3% 
」

65歳から死亡時までの医療費 inUS in 1996 
80歳で死亡が基準=100%(列・縦)
寿命が延長しても、生涯『急性期』医療費は殆ど同じ

施設介護 在宅介護

-費用 -費用

25.9% 41.1% 

100 100 

287% 224.7% 

726% 420.7% 

151.8% 128.3% 
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実は64%になります。この64%という値は70歳で亡くなったグル}プの方が病弱で、生存期聞から単純

計算した 3分の lの値の約 2倍に相当する医療費を使ったことを示しています。しかし、 70歳という早い

時期に亡くなられていますので、 80歳で亡くなられる健康なグループよりも、死亡時までの総医療費は相

対的に低くなります。更に興味深いのは、 100歳まで生きたグループの医療費です。 65歳から 100歳までの

35年間で、使った急J性期医療費は、 80歳まで生きられて15年間で、使った急性期医療費に比べて、わずか16%

しか増えていません。 100歳で亡くなる方というのは非常に健康なので、毎年の医療費はかなり低いので

すが、長期間生存する上、死亡直前に医療費が集中・上昇する結果、死亡時までの総医療費は他のグルー

プと近い額になります。

次に、急性期医療費と異なる長期介護医療費の決定要因について、私がスタンフオ}ド大学で、行った研

究を紹介します。この研究では、先進諸国15カ国の1970年から2000年までの、長期介護医療費の増加要因

のマクロ分析(分析単位=国家)を行いました。結果のうち介護医療費の伸び率の非常に大きな決定要因

として示唆された、家族介護者・配偶者の有無について説明します。

家族介護者、とりわけ配偶者の有無を近似的に測定するために、寿命延長の速度について男性と女性の

差に注目しました。男性と女性を比べますと、日本に限らず世界的に男性よりも女性のほうが長生きし、

通常、毎年わずかずつ寿命が延長しています。この寿命延長のスピ}ドにも男女差があり、女性の方が速

く、男女差が大きくなる程、女性が配偶者に先立たれる確率が高くなります。この近似を用い、配偶者の

有無による影響を数値化したところ、非常に大きな寄与度が認められました。具体的には、米国では1980

年代に施設介護費の伸び率が1970年代に比べて150ポイント低下しましたが、その 3分の lに寄与したの

が配偶者の有無でした。米国に限らず他のヨーロッパ諸国についても過去の変化率のかなり大きな部分が

配偶者の有無で説明可能でした。図 1で急、性期医療費の上昇のうち約30%しか、経済モデルを用いても説

明できなかったのに比べると、施設介護費というのはかなり多くの部分、 50-80%を説明が可能でした。

日本の医療費分析研究については、最初に小椋先生と鈴木先生の研究をご紹介します(“Concentration

and Persistence of Health Care Costs for the Aged"， NBER， 2001)。この日本の個票データを使った厳密な

研究では、日本の高齢者の中で高額医療費を使う上位 5%を抽出しました。そして、この最も医療費がか

かった高齢者グループのうち80%を、長期入院 (90日以上)の患者が占めていました。また、長期入院の

患者数が、都道府県ないし市町村における医療費の地域格差の主因の 1つであると、この研究は指摘して

います。

次の、二木先生が「日本の医療費J(医学書院1995年)と「現代日本医療の実証分析J(医学書院1990年)

に発表した実証研究においても、欧米での実証研究と同様に、人口の高齢化が医療費増加に与えた影響は

実は小さいという結果が得られています。

将来的な医療費推計について簡単に説明すると、一般にマクロデータよりも個人(ミクロ)デ}タを用

いた推計のほうが、より精度の高い推計が可能になると考えられています。リスク・アジャストメントと

呼ばれる分析手法の中でも精度の高いモデルを用い、なおかつ大規模で、詳細データがあれば、 1年「前」

の医療費の個人間の差(ぱらつき)のうち60から80%まで説明可能です。ただし、同じモデルを使っても

l年[後J を予想するとなると 3 説明'"f'き~のは20%以下になります。通説で、~i" 年齢と巳う要因i1三医

療費の個人間の差(ぱらつき)のかなりの割合を説明できるのではないかと考えられています。しかし、
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実際にはモデルの説明変数として年齢と性別という 2つの要因(変数)を加えてもばらつきの 5%以下し

か説明できない場合が多いのです。この 5%以下という数値は、高齢化が医療費増加に直接大きな影響を

与えて「いなしリことを示唆していると考えられます。精度の高いモデルを用いても 1年後の医療費で予

想できるのが20%以下ですから、 10年後の予想値は極めて低くなりますので、長期的な政策立案に使える

とは考えられません。

別のタイプの将来の医療費推計の手法としては、国家(マクロ)デ}タでの推計 (10年単位)がありま

す。例えば、過去30年の日本の医療費を基に、これから30年後の医療費を予想するということですが、こ

れも実はかなり予測困難です。

先進諸国の多くでは総医療費のうち急性期医療費の割合が80%以上を占めています。日本の場合、厳密

に測定すればこの急性期医療費の割合は、他の諸異国より低くなるでしょう。過去の研究では、医療費上

昇率の全てを100%とすると、経済モデルで説明できた寄与率は、総医療費で30%以下、先ほど紹介した

長期介護医療費のモデルでも50-80%です。しかし、これらはいずれも「過去」の医療費上昇の寄与率を

説明しているだけであって、「将来jを予測するというのは非常に困難です。配偶者の有無によって過去の

介護医療費の変化率の多くが説明できましたが、この配偶者の有無という 1つの要因だけをとっても将来

推計が非常に難しいのです。個人レベルで考えてもらうと分かると思いますが、高齢者の夫婦が暮らして

いて、来年どちらかが病気になるかを予想する、さらに一緒に同居している成人した子供が来年転勤にな

るかどうかを予想する事は容易ではありません。しかし、このような要因を考慮しない限り、正確な医療

費の将来推計というのは期待できないのです。

2 .予防医療は効率が良いか?

表2は、ハーバード大学の研究者グループによる費用対効果分析の結果の一部です。

インフルエンザの予防接種は、最も費用対効果が高い医療の 1つで、 1人の人間の寿命を 1年延長する

ために約 1万4000円かかります。それに比べて白血病患者の感染予防のための免疫グロプリン投与は、同

表 2 Tengs Sによる費用対効果分析 (CEA)の結果(一部のみ抜粋)

小分類 医療介入の種類
指標:(CER) 1年寿命を延長

優先順位
するための追加的費用

1次
全住民対象のインフルエンザ予防接種 $140 (1万4千円) 1 

予防医療

2次 強度の頭痛患者へのCTスキャン $4，800 (48万円) 4 

予防医療 乳癌スクリーニング

(Mammography) 

(i) 50歳の女性に 1回のみ施行 (i) $ 810 (8万1千円) 0)2 

(ii) 55-64歳の女性に毎年施行 (ii) $ 1，100，000 (1千百万円) (ii) 7 

3次 乳癌治療(閉経前の女性、外科手術後の化学療法) $ 18，000 (180万円) 6 

予防医療 白血病患者の感染予防のための経静脈から免疫グロ $ 7，100，000 (7億1千万円) 8 

プリン投与

通貨は1993年現在の米ドル(1ドル100円)で概算
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じ1年間の寿命延長に約7億円かかります。もちろん 1人の患者の投与に 7億円かかる訳ではないのです

が、免疫グロプリンによって寿命が1年延びる確率が0.1ポイントとしか上がらなければ、一人当たりの投

与の額が70万円でも費用対効果比 (CER)の値は1000倍の 7億円になってしまいます。

さらに興味深いのが、乳がんのスクリーニングです。全く同じスクリーニングでも、実施する頻度によ

って経済効率が著しく変わります。 50歳の女性に 1回のみ施行しますと、乳がんで死亡する女性 1人の寿

命を1年延長するために 8万円しかかかりません。スクリ}ニングの頻度を 2倍3倍に増やしても、早期

発見できる患者さんの数は、頻度と同じ割合で増えていきません。例えば、スクリーニングの頻度(回数)

を2倍にを増やしても、早期発見できる患者さんというのは1.5倍以下にしか増えません。頻度を 3倍にし

ても 3倍からははるかに低い、通常 2倍以下の患者さんしか見つかりません。その結果、乳がんで死亡す

る女性 1人の寿命を1年延長するための費用対効果比は、 l回のみ施行で8万円であったのに比べて、 55

歳以上の女性に毎年施行すると約1000万円にもなります。

費用対効果分析は日本でも大変ポピュラーですが、いくつか留意点があります。 1つ目は、方法論的に

はいまだ未確立である点です。逆に言えば未確立である分、今後研究の余地があるということで方法論上

の研究が大変盛んです。留意すべき 2つ目の点は、費用対効果分析は理論上、コスト削減とはまったく無

関係であり、事前に厳密に決められた総医療費のもとで配分効率 (allocativee伍ciency)を改善する可能

性があるに過ぎません。

効率のよい予防医療も、その視点をより長い期間に注目すると逆の結果が出ることがあり、これについ

ても欧米諸国で様々な研究が行われております。興味深い例としては、禁煙指導を行うと、短期的には喫

煙量が減るのに伴い肺がんになる確率が減り、肺がんの治療費・医療費の削減効果があります。しかし、

長期的には肺がんに擢らなくとも、別の病気に擢ることになり、禁煙のお陰で長生きして死ぬまでの聞に

使う、生涯総医療費が増加してしまうという、パラドックスが生じ得ることを欧米の一連の実証研究が示

唆しています。つまり、医療費を削減し財政負担を軽減するためには、たばこを「奨励」する方が良いと

いう、皮肉な研究結果とも言えます。

図2は別の例で、米国の65歳以上の高齢者を対象とした研究です。健康で、長生きすると、実は生涯医療

費が上昇してしまう可能性があることを示しています。 70歳時の健康状態(5段階の自己評価)が、平均

余命と総医療費に与える影響を見てみましょう。

横軸は主観的な健康状態を表し、 5は『とても良いJ、 1は『悪い』ことを示しています。棒グラフは、

70歳時の平均余命、すなわちあと何年生きられるか、を表しています。主観的な評価ですが、自分はとて

も健康であると思っているグループは約14年間 (84歳まで)生きられ、自分の健康状態が悪いというグル

}プに比べて、平均して約4.5年長生きしています。これは通説・直感と矛盾しません。次に、死亡時まで

の1年当たり平均医療費ですが、主観的に健康状態が『とても良い』グループと健康状態の『悪い』グル

ープを比較しますと、健康状態が悪いグループは約50%余計に医療費を使っていることも驚く結果ではあ

りません。しかし、平均余命で比べると後者のグループの方が平均として早死にしています。その結果、

苑亡するまでの総医療費を比較すT五と、直感に瓦τ2主うですが、後者の健塵状態旦艶ヅJレープの方主

低く(前者のグループの97%)なります。仮に高齢者に対して健康推進事業を実施し健康状態が改善する
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図2 健康で長生きすると、総(生涯)医療費が上昇する可能性

米国における70歳時の健康状態(5段階自己評価)の平均余命と総医療費に対する影響
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Lubitsらの研究 [2003Jのデータを基に筆者が作成

と、死亡時までの総医療が最初の97%に比べ102%(5ポイント)または100%(3ポイント)まで上昇し

てしまう可能性をこの研究(図 2)は示唆しています。したがって、高齢者に対する予防促進がただちに

医療費削減につながるかどうかは、日本においても慎重に分析する必要があります。

3.公的皆保険か民間保険か?

制度的な問題を論じる前に、その背景として先ず、主要先進諸国 (G7)における総医療費の部門別内訳

を説明します(図 3)。

主要先進諸国 (G7)における総医療費部門別内訳図3
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米国の総医療費は突出しており、対GDP比で約15%です。日本と英国がかなり低くて約 8%です。この

総医療費を私的部門と公的部門に分けて見ると、米国は民間医療が主体との通説から想像し難い程、公的

部門がかなり大きいことが分かります。 GDP比で見ると 6.8%ですから米国の公的部門は、日本の公的部門

より大きいのです。また、米国の公的部門は6.8%よりも遥かに大きいという別の試算もあります。米国で

は民間の医療保険に支払う掛け金は税控除の対象になります。つまり、政府にしてみれば民間医療保険の

控除分の税収が減ってしまいます。したがって、その税控除になっている分を加えると、ある研究の計算

では、米国の公的部門の医療費というのはカナダの10%に近くなり、米国においても公的部門の医療費は、

非常に大きな割合を占めていることがわかります。しかし、米国の公的部門が対象にしている人口比は、

かなり小さいのです。日本は公的医療費はGDPの6.5%ですが、皆保険ということで全人口の100%を網羅

しています。一方、米国の場合、人口の約25%しか公的部門が医療費をカパ}していません。その25%の

内訳としては、皆保険の対象者にあたる65歳以上(メデイケア加入者)が約15%、低所得者が対象の福祉

プログラム(メデイケイド加入者)が約10%となっています。米国の全人口の25%が、対GDP比で日本

の全人口100%と同じぐらいの医療費を使っていることがわかります。

図4は、より詳しい日本と米国の総医療費・公的部門医療費の推移です。

図4 日本・米国の総医療費・公的部門医療費の推移 (1985年，....，2004年) [%GDP] 
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(資料)OECD Health Date 2006を基に筆者が図表を作成

公的部門の医療費の対GDP比は、 1990年頃まで米国よりも日本の方が若干高かったのですが、それ以降

は米国が殆どの期間で上回っています。

次に、公的部門が主体である皆保険制度か、民間保険が主体になる保険制度かという政策上の選択肢を

議論する際に必要な 2つの概念についてお話します。最初の概念は危険選択と呼ばれるもので、民間保険

会社が医療費が低いと予想される健康な人のみに加入を認め、更に、加入を認めた後でも一旦病気になる

と、加入者全保険から締め出す傾向を意味しま"Ìo~倒えばミ痛気ーにな~-::::>-た個人に芝ほ掛金を突然大幅広一日!I

き上げて、民間保険から離れざるを得ない状況にするというケ}スが、米国では数多く起こっています。



64 医療経済研究 Vo1.19 No.l 2007 

もう 1つの重要な概念は逆選択と呼ばれ、任意保険では病弱な人ほど保険に加入し、強制加入でも選択肢

があれば保険対象領域の広い(支払いの寛大な)保険に加入する傾向を意味します。保険会社が、加入希

望者の健康状態を詳細に「事前審査」した上で、保険料を設定すれば、この逆選択の問題は「ある程度」

緩和されます。しかし、このような事前審査は、上述の危険選択につながりますので、現在、米国では民

間保険加入時に事前審査を行い、それを理由に加入を拒否することは法律で厳しく制限されています。し

かし、このように事前審査による情報が制限され、仮に病弱な人ばかりが加入し、保険料収入以上の医療

費を支払うことになれば民間保険会社は破産してしまい、保険市場が崩壊、すなわち無くなる可能性が出

てきます。

次に、医療費の偏在についても、常に考慮すべき問題であると考えます。保険加入者を医療費の最も高

額な人から順番に並べると、加入者の上位 1%を占める重症・病弱な加入者が、全加入者の医療費の30%

を使い、同様に上位10%で、全医療費の70%を使っていることを米国の一連の研究が報告しています。ハー

バード大学のシャオ教授によると、この医療費偏在の分布は非常に普遍性が高く、医療技術、所得水準が

異なる園、例えば中国でもほとんど同じような分布を示しているようです。

それでは、医療費の偏在がなぜ問題になるのでしょうか。仮に民間保険会社が、危険選択によって利潤

の最大化を目指すとします。民間保険会社が利潤を最大化するのは当然の企業行動であり、これ自体を非

難するということは筋違いかと思います。しかし、米国の例が示すように、民間保険会社から加入(支払

い)を拒絶され、高額な医療費のため破産した人は、公的医療制度(社会福祉制度)に全面的に依存せざ

るを得ません。これは最悪のシナリオですが、仮に全国民の 1%だけが社会福祉制度に入っているとして

も、その医療費が国民全体の医療費の30%という巨額になる可能性があります。全国民の99%が民間保険

会社に保険料を支払っているにも関わらず、全国民医療費の30%を、保険料収入がゼロである公的制度が

支払うことは不可能です。従って、大幅な増税を通じて国民が負担せざるを得なくなります。

日本と米国の医療保険制度は異なると言われていますが、高齢者に関しては日米両国は非常に似ている

と思います。なぜなら両国は共に公的皆保険があり、窓口での自己負担率も、他のヨ}ロッパ諸国に比べ

て高い負担率になっており、給付対象の範囲も似ています。したがって、仮に日本が米国から何か学ぶと

いう場合、高齢者対象の皆保険制度であるメデイケアが最もよい先行事例になると思います。

1980年代以降、 65歳未満を対象とする民間の医療保険分野では、マネージドケアと呼ばれる民間営利保

険会社が急速に加入者を増やしました。その当時の研究では、民間保険市場において医療費が大幅に削減

できると示唆されたので、公的部門に同様なコスト削減を期待して試験的に民間保険会社を一部に導入し

ました。その結果、典型的な危険選択が起こりました。民間営利保険会社が一人当たりの医療費の低い健

康な高齢者のみを対象にした勧誘・宣伝を行い、民間保険会社のプランに加入させようとしました。この

民間営利保険会社による危険選択が生んだメデイケアの損失額が、約 2兆4000億円 (1997年)という莫大

な額に上ったと、米国の連邦政府の報告書が推定しています。

なぜこのような莫大な損失額が生じたのでしょうか?民間営利保険会社を導入した地域の高齢者は、民

間営利保険会社の保険プランないし、従来のメデイケア・プランのいずれかに加入する選択肢がありまし

た。保険者であるメデイケアからの支払額は、これらの 2つのプランの加入者の健康状態が同じという前

提で決められました。しかし、民間営利保険会社が一人当たりの医療費の低い健康な高齢者のみを対象に
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した勧誘・宣伝を行い、民間保険会社のプランに加入させようとしました。この様な危険選択の結果、民

間営利保険会社の保険プラン加入者が、従来のメデイケア・プラン加入者よりも健康であれば、先の前提

条件に基づく支払額では、民間営利保険会社に対して「払い過ぎJになります。この「払い過ぎ」た額が

2兆4000億円と「推定jされました。「推定Jと表現したのは、民間営利保険会社が、保険プラン加入者

の健康状態についてのデータを政府に提出することを拒否したため、正確な損失額が計算できなかったか

らです。民間営利保険会社を導入した後、従来のメデイケア・プラン加入者の健康状態が、不自然なほど

悪化した事実を基に、政府がこの損失額を推定しました。この莫大な額の医療費の過払いは、メデイケア

の収入源である保険料と一般税の「無駄遣い」とも言えます。

公的皆保険制度と民間保険を効率の点から比較します。具体的には、米国メデイケアの先例から、公的

皆保険制度に民間営利保険会社のプランを部分的に導入する場合、次の 5つの効率の基準が改善したか否

かを慎重に評価すべきであると、私は考えています。なぜなら、米国を含めた諸外国の先例では、これら

5つの効率の基準においては、民間営利保険を導入する「以前のJ公的皆保険制度の方が効率が高いこと

が示唆されたからです。これら 5つの基準とは、①医療保険のリスク分散機能を通じた効率の改善、②医

療費に占める事務経費の最小化(実際の医療に使われる費用の最大化)を通じた効率の改善、③金銭的・

人的資源を浪費する「政府の規制Jを減らすことを通じた効率の改善、④医療保険の給付対象決定を通じ

た効率の改善、⑤病院(診療所)聞の競争を通じた効率の改善です。

①の医療保険のリスク分散機能を通じた効率については、一般にリスクプール(保険加入者)が大きいほ

ど医療費予測が容易になり、保険の負担と受益の差額を小さくでき、リスク分散機能を改善できます。危

険選択と逆選択が原因で保険市場から民間保険会社だけでなく政府までも退出し、保険市場が崩壊する可

能性が無いという意味では、強制加入で複数の保険プランの選択肢がない皆保険制度において、この 1つ

目の効率が最大化されます。

②の医療費に占める事務経費の最小化(実際の医療に使われる費用の最大化)という効率基準において

も、過去の実績から、公的保険の方が高い効率を持つといえます。この事務経費の割合は、米国の公的医

療保険制度で 3%以下、カナダの公的皆保険では 5%であることと比較すると、米国民間保険会社の約

15%という非効率ぶりは際立つています。もっとも、民間保険会社が事務経費に総医療費の約15%を使っ

ていても、総医療費が低ければ、この高い事務経費の割合は正当化できます。しかし、これだけ高い事務

経費を使う上、総医療費、個々のサービスに対する医療費、個々の患者に対する医療費は、民間保険会社

の方が、一般に公的保険よりも高いため、事務経費の高い割合を効率のよいマネージメントの費用として

正当化することはできないでしょう。更に非効率な例である、公的保険を民営化したフィリピンでは、総

医療費の約30%を事務経費に費やしています。

社会が最低限の医療は政府が保障すべきとの理念を選択する限り、医療保険(市場)を民営化した後も、

より一層強力かっ複雑な規制を政府が行う必要があるということをプリンストン大学のラインハルト教授

が指摘しています (HealthA旺'airs1999)。この民営化した後の規制というのはかなり複雑で、米国の例の

ように数千の保険プランの全てが、最低限レベルの給付を行っているか、保険の支払いが契約通り行われ

ているかを政府が評価するだけで、膨大な事務コストがかかり、このコストを税金で払わなければなりま

せん。この民営化に伴う膨大な事務コストは、公的皆保険下ではゼロです。社会が最低限の医療は政府が
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保障すべきとの理念を選択する限り、医療費によって破産した家族を福祉制度で支える必要がありますの

で、公的皆保険制度を 100%民営化しでも、福祉制度による医療への政府の関与はなくなりません。これら

の理由に因り③の金銭的・人的資源を浪費する「政府の規制Jを減らすことを通じた効率においても、通

説に反し、公的皆保険制度の方が効率が高いと考えられるのです。

4.日本の医療経済学への期待

日本における政策研究を通じて国際貢献ができる 1つ目の領域は、医療費高騰の最大の要因の 1っと考

えられている新規の医療技術を、どこまで保険給付の対象範囲にするかという問題です。この問題につい

ては、他の諸国も非常に悩んでおり、現在最もポピュラ}な対策は費用対効果分析です。英国は、 G7諸

国の中で日本と並んで、医療費が最低レベルですが、実は国際的な医療政策への影響が絶大です。一例を挙

げると、新規の医療技術が開発されるたびに、既存の医療技術との比較を含めて費用対効果分析を行い、

その分析結果を無料でウェブサイト上に公開しています。この英国のウェプサイトには 1日何千件という

アクセスが世界中の固からあり、新しい技術をその国で導入する際の参考資料にしていますので、国際的

影響力は非常に大きいと言えます。日本においても同様な研究とその研究成果の公表は可能です。更に、

費用対効果分析の範囲内であれ、別の経済学的分析方法であれ、独創的な基準・対策を日本が政策として

実行し、望ましい効果をあげることができれば、国際的なレベルでも医療制度改革への貢献ができるかと

思います。

国際貢献ができる 2つ目の領域は高齢者長期介護と小児です。実は研究大国の米国でも、高齢者長期介

護と小児の領域で、の実証分析が遅れています。先ほど申し上げましたように、米国で公的皆保険制度があ

るのは高齢者のみですが、日本のように長期介護を給付対象とする介護保険は、皆保険としてはありませ

ん。それ故、日本が現在実施している介護保険と医療保険のデータをリンクさせれば、更に可能であれば

長期間の追跡研究を行えば、研究大国である米国にも真似のできない研究も可能ですので、国際的な貢献

ができるかと思います。

また、発症率が非常に低い先天性疾患、いわゆる奇病・難病と呼ばれている疾患患者の治療費が非常に

高額であることが、近年米国では注目を集めています。しかし、米国は小児の実証研究用のデータが非常

に不足しております。従って、この領域での日本の医療経済学からの実証研究があれば、国際的なインパ

クトが大きいと考えられます。

次に日本の医療経済学への期待として、日本の医療改革への貢献について申し上げます。理念や価値観

には正解が存在しないことを明らかにした上で、個々の理念に基づく複数の政策の選択肢を提示すること

が期待されます。例えば最低限の医療を政府が保障すべきかどうか。これはエコノミストが決められる問

題ではないこと、また、国民がこれを決めない限り、ある意味選択肢の幅が狭まらないことをエコノミス

トは明らかにすべきです。

政府が最低限の医療を保障すべきとの選択を国民がする場合、政府支出をどの程度医療に割くべきかと

いう問題があります。対GDP比で8%、10%にするか、 12%にするかについても実証研究があります。し

かし、これらの実証研究をもとに何%のGDP比が、現在の日本にとって最適かどうかという問題に結論を

下すのは技術的に非常に難しいかと思います。従って、この比率も理念によって決めるしかない問題であ
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ると、エコノミストは国民に明らかにすべきかと思います。国民が対GDP比で10%ないし 8%と決めた中

で、配分効率をより高めるために費用対効果分析等を医療経済学は行っていくべきでしょう。

5 .結語

最後になりますが、抜本的制度改革の為に具体的な政策提言は何かという質問をよく受けます。しかし、

このような質問に答えるには時期早尚であると思います。政策提言をする前に、政策のチェックアンドバ

ランス機構や政策インフラの整備から始めるべきかと思います。すなわち具体的な政策提言を行う為に必

要なデータも、データを分析する研究者も少な過ぎる日本の現状をまず改善すべきです。個票レベルのデ

ータの収集・公開・共有については、政府だけでなく、日本の研究者たち自身も、大変閉鎖的です。公的

科学研究費を用いて収集した「公共財産Jともいえるデ}タが、収集した民間の研究者グループによって

「私物化Jされている例が多いのは深刻な問題です。この現状を改めるため、研究費を授与する立場にある

政府は早急に、収集後に直ちにデータを公開・共有できるようなルールを作成すべきでしょう。政策志向

の実証分析に従事できる研究者の育成も 5年、 10年という単位の期間が必要です。

米国に比べて絶対的に少ない日本の医療政策分野の研究費を大幅に増やせれば、この現状を最も効果的

に改善し得ると思います。日本でも今後質の高い実証研究を十分蓄積することができれば、米国や英国の

ような医療経済の実証研究に基づく具体的な政策提言ができると思います。
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特i別シンポジウム

医療費高騰の真の原因は何か?

小椋 正立(法政大学大学院エイジング総合研究所教授)

私も Yoo先生の rr改革jのための医療経済学』という本のほとんどの部分については、賛成でございま

す。そのことを最初に申し上げておきたいと思います。

ただ、この本の中で、Yoo先生が医療費の増大の要因は何かということを扱っていらっしゃる第4章につ

いてだけは、残念ながらあまり賛成できません。この第4章については、医療経済学でも、どちらかと言

えば、経済学のウエイトが大きい研究者には、抵抗を感じる部分が多いのではないで、しょうか。この部分

の著述は、他の部分に比べると少し慎重さが欠けていて、そのことがこの本の全体のテーマを読者に理解

してもらうのには、かえってマイナスになっているように感じました。

以下、私にとっては、それが具体的にどの部分だったのかをご説明させていただきたいと思いますが、

それを抽象的にまとめると次のような 4点になろうかと思います。

まず第 1点は、基本的にYoo先生が依拠されている研究結果の普遍性についての問題点です。先ほど

Yoo先生は、シャオ先生のいろんな国際比較の研究成果をご説明されましたが、私はそれについて少し考

えていただきたいところがあると思います。

第2点は、技術的な点ですが、とくに計量経済学の手法は、最近は非常に精散になってきているので、

1990年代の前半にされた研究は、非常に高名な研究者が行ったものも含めて、現代の水準から見るといろ

いろ問題がある、ということをお話したいと思います。

第3点は、政策の果たす役割、あるいは政府の果たす役割についての欧米の考え方と、日本の政策観と

は少し違うのではないだろうかということをお話したいと思います。

第4点は、こうした国際比較研究から、政策的なインプリケーションを出すことについては、非常に慎

重であるべきだ、ということをお話したいと思います。もちろん、先ほどYoo先生も、具体的な政策提言

というのはそんなに簡単にするものではない、とおっしゃってるわけですから、そのことを改めて確認し

てみたいと思います。

医療費高騰の5つの要因

Yoo先生の基本的なご主張は、国際的な医療経済学者の聞では、医療費高騰の犯人捜しはもうすでに終
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わっている、という点です。ここでニューハウス先生や、ルーピッツ先生などの研究結果を引用されてい

ます。さらに一般的に医療費高騰の原因としてよく挙げられる次のような要因は、実は小物の犯人にしか

すぎない、ということを主張されています。その第 l番目が人口の高齢化、第2番目が医療保険制度、そ

れから第3番目が所得、第4番目が医師供給数の増加、第5番目がいわゆる生産性格差です。最後の点は、

医療は他の分野に比べると生産性を上げることが難しいため、この生産性の格差が価格上昇に反映されて

しまう、というものです。

国際的な医療経済学者が、医療費の増大はこれらの要因に基づくものでないかということで、いろいろ

分析をしてみたけれども、結局、これらはさほど大きな要因とは認められなかった。それで結局、消去法

によって、何が一番大きな要因かというと、どうも医療技術の進歩らしい、と言っておられるわけです。

この議論については、まず、こういう医療経済学者がどのような分析によってこういう結論を得たか、

ということを説明する必要があろうと思います。具体的には、アメリカを始めとして、先進国の一人当た

り医療費を被説明変数として、それを各国の 5つの要因のデータを用いて、線形の回帰式を推計をすると

いうケースが多いのです。人口の高齢化の係数がどれぐらいで、保険制度の普及率や給付率(の上昇)の係

数がどれぐらい、あるいは医師数(の増加)の係数がどれぐらい、所得(の増加)の係数がどれぐらい、と

言う結果が得られますから、それに各要因の変化量を掛け合わせて、それぞれの要因の寄与度を計算する

わけです。この他にも、統計的な要因分解という方法もありますが、結果的には線形推計とほとんど変わ

りません。

据計式が日本に良く当てはまっているか?

こうして得られた式は統計学的には、国際的なパネルデータにもっとも良く当てはまることは間違いな

いわけです。しかし、この中で、われわれが一番関心があるのは日本です。日本についてこの式がどれぐ

らいよく当てはまるのか、ということと、その式が先進国全体にどれくらい良く当てはまっているか、と

いうこととは別の問題です。つまりその式は、先進国全体のいわば平均の経験にはよく当てはまるかもし

れないが、ひょっとしたら日本はその先進国の経験の中では外れ値かもしれない、という可能性もあるわ

けです。こうした先進国全体の経験式に基づいて日本についての結論を出すためには、まずその式が日本

に良く当てはまった式であることを確かめなければならないわけです。

政策ショックlま誤差なのか?

例えば、日本では1960年代以降の医療費だけを見ましでも、 1973年の終わりぐらいに例の老人医療の無

料化政策が導入され、その後 3年ぐらい老人医療が非常に速い速度で上昇した。あっと言う聞に、たぶん

3年ぐらいの聞に、実質で見ても老人医療費は 2倍ぐらいに増加した。こうした日本の医療を決めた1970

年代の半ばのごく短い期間のエピソードは、 1940年から 1990年という超長期の期間を対象とした要因分解

のどれに相当しているのでしょうか?常識的には、老人医療の無料化というのは保険制度の変更ですから、

この間の医療費の増加要因は医療保険となるはずです。しかし、上に述べたような計量手法で超長期の国

際比較統計を処理すると、重要な政策変更は単なる誤差として処理されている可能性が非常に高い。しか

も、もし政策ショックによって一旦ある年の日本の医療費の水準が上がってしまうと、たとえそのあとの
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伸びが緩やかであっても、その後も日本の医療費の水準は上がったままになる。したがって、現実には、

その後しばらく医療費を押さえ込もうという制度改正が行われることになる。つまり日本の医療費は決し

て先進国の平均の周りを毎年、ランダムに動いてきたわけではない。もちろんパネルデータとして日本の

固有の誤差を前提とした推計もありますが、政策ショックの定式化については、計量経済学の多変量時系

列分析でようやく実用化され始めたばかりですが、医療経済学でどの程度、応用できるかはまだ未知数で

す。

普遍的な法則性に対する疑問

また、先ほどYoo先生がルーピッツ教授の研究を引用されて、生涯医療費にはあまり個人差がない、つ

まりどれぐらい丈夫だとかどれぐらい病弱かということに左右されない、というお話しをされました。ル

ーピッツ教授によれば、個人差があるのは介護費用の部分だということです。介護費用については、とく

に日本でも、 10年、 20年寝たきりで介護を受ける人も居れば、あっという聞に亡くなる方もいますから、

個人差が非常に大きいというのはその通りだと思います。ただ、現状では、実際に日本の医療費から、介

護的な要因というのを完全に抜き去るというのは、ほとんど不可能に近い。そうすると、介護要因によっ

てconfoundされている日本のデータを用いて分析する時に、犯人捜しは終わったという結論になるのかど

うか。この点だけでも、私は非常に慎重で、あるべきだと思います。

さらに、実はルーピッツ教授たちの結果がどれくらい普遍的かどうかについて、日本のデータを見てき

た私は強い疑問を持っています。このような結論はやはりアメリカ特有のものではないのか、という気が

します。アメリカの医療制度は基本的には私的な保険市場がベ}スになっているわけです。すると、当然、

保険リスクの高い人、つまり医療リスクの高い人には給付が小さいはずです。反対に医療リクスの小さい

人には給付が厚いはずです。このために統計的に見て、生涯医療費一定というような結果が出やすいので

はないか。日本のように皆保険で、しかもどんな方でも亡くなるまで、ずっと給付をし続けなければならな

い国のデ}タを分析すれば、そのような結果が得られないはずだ、とさえ思います。つまり、健康の度合

いと生涯医療費の関係は単純な線形の関係ではないと思いますが、無関係だとは言えないだろうと思いま

す。

医療費の説明式の残差と按術進歩の寄与とは異なる

また、こうした研究から技術進歩が医療費高騰の最大の要因だと主張するとすれば、その主張そのもの

にも論理的な欠陥がある。つまり、ある方法を推計してみた。そして解っている要因については寄与度が

小さい、と言っても、その式の説明力そのものが、先ほどYoo先生からもお話がありましたが、実は非常

に小さい。本来は、そこからある特定の結論を断言できるような式ではない。それでは、医療技術につい

て、考えられるベストの推計をしてみたらどうなるか?私たちは医療経済研究機構が出来て間もなく、機

構の研究プロジ、エクトとして、医療技術の波及が、医療費にどのような影響を及ぼしたか、ということを

さまざまな方法で推計してみました。医療費の範囲を狭く取れば取るほど、そして時期を短く取れば取る

ほど、そうした技術革新の影響は大きく出ますが、日本の保険医療費全体で、しかも 10年くらいのターム

で見ると、やっぱりそんなに大きなものではない。そうすると本当に医療技術の進歩がそんなに大きな貢
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献をしたと言えるのかどうか。例えば90年代の初めぐらいにやったデ}タですけど、だいたい医療費全体

でだいたい年率 2%ぐらいの自然増。これは慶応の池上先生とご一緒にやらせていただいた研究ですけれ

ども、まあ、そんなもんだと。したがって、とてもその当時の総医療費の増加の割合からいくと、やはり

小さいものというのがあります。

技術進歩も経済的拡インセンティブに依存する

それからもう 1つ、技術進歩と医療保険要因をどうやって区別するのかについても理念的な問題があり

ます。公的な医療保険経済の中では、医療技術といっても医療現場に導入されるかどうかは、それがどれ

ぐらいの経済インセンテイブを伴っているか、ということにかかっているわけです。そうすると、それは

やはり先ほど言ったような所得要因であるとか、あるいは保険要因であるとか、そういうところと結びつ

かざるを得ない。また、医師がどういう行動をとるのかということも、それと結びつかざるを得ない。最

近、デフュージョン(技術伝播)に関する実証研究が医療にもありますが、やはり教育制度、保険制度、

政策というものと非常に深く結びついているという結果が挙がってきています。私たちのグループも、過

去にCTとかMRIの普及とか、新薬や抗生物質の使用について、実は経済的なインセンテイブが大きな役

割を果たしたことを確かめた研究をしております。最近では白内障の日帰り手術が爆発的に増えています

が、やはり日本の医療制度というのはそういう医療経済の政策変数に非常によく反応する、というのが私

の実感です。

規制経済の政策効果

最初に申し上げましたけれども、アメリカは私的な医療保険をベースにした医療制度と考えられる。新

しい医療技術が導入されるかどうかもやっぱりマーケットテストで決まる。つまり、医療保険の競争の中

で、新しい医療技術の給付を認めるかどうかがいわば消費者によって決められることになる。そのような

医療保険がたくさんあれば、結果的にその技術が採択されることになる。もちろん、新しい技術の安全性

とか有効性の確認は政府が行わなければならないが、しかし市場ベースの世界と規制ベースの世界とでは、

医療費を決定するメカニズムというかレジームが違う。したがって分析もやはり違うはずだと私は思って

います。

政策と途上国へのインプリケーション

それから、医療費高騰の犯人捜しは終わった。高齢化は大した要因ではない、と断言するとする。する

と、本当にこれからの超高齢化社会で、日本では医療技術の導入をコントロ}ルしさえすれば医療費の高

騰はあまり心配しなくていいのかどうか。あるいは、自己負担を10%から20%、場合によっては30%に

上げてきましたけれども、そういうことは本当に不必要だ、ったのか。こうした政策評価について、私はこ

うした宣言がミスリーデイングな結果になるのではないかと思います。

また、中国とか韓国とか、これから何十年か後に、急速に高齢化していくことが解っています。韓国も

中国も、そういう中で医療制度、とくに高齢者のための医療制度、あるいは介護制度を整備していかなけ

ればならない。そういうときに、高齢化とか医療保険の在り方とか、自己負担率等はあまり問題ではない、
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と断言することにも、やはり非常に問題だと思います。

科学的拡知見

これまでの研究結果について、慎重な解釈が必要だと言うことを申し上げてきました。その最大の原因

は、現在のいろんな先端的な分野の研究に用いられるデータに比べると、医療経済学者が用いることがで

きる現実のデータはやっぱり非常に「汚い」ことに尽きるわけです。いろんなものが混ざっている。しか

も現実の制度というのは非常に複雑で、ある。とても単純な回帰計算に合うような制度ではないわけですね。

こういうことをやると何点、こういう条件の下では何点、こういう人がやると何点。そういう条件付きの

ステートメントがいっぱいある。それから去年がどうだったから、今年はいくらというのもある。それの

中でどうやれば明確な結論が出せるのか。というと、それはデータをクリーンにするしかないわけなんで

すね。そのためには何が必要かというと、やっぱり大量に、非常に統御された条件の中でデータをそろえ

ていく。それに基づいて科学的な分析をして、研究者が競争をして、結果を出していくというのが私は必

要なことだろうと。その点についてはYoo先生に大賛成です。ちょっと言葉が足りないところもあったか

もしれませんが、コメントをさせていただきました。ご清聴、ありがとうございました。
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井伊雅子(一橋大学国際・公共政策大学院教授)

私に与えられたテ}マは消費者の視点ということですけれども、 Yoo先生のご著書を拝読いたしまして、

先ほど小椋先生も強調されましたけれども、医療制度というのはその国の歴史や文化などに非常に依存し

たものですので、国際比較をしながら日本の医療制度を分析していく上での問題点、疑問点というものを

いくつか感じましたので、そうした点を提示しながらコメントをしていきたいと思います。

まず、医療費高騰化の要因については、高齢化、医療保険、こうしたものが取り上げられています。し

かし医療技術の進歩が人口の高齢化に寄与した面というのも多くあると思います。 Yoo先生が大物、小物

と分けたこの医療技術の進歩の分析、貢献度というのは、正確に測るのがむずかしいのではないかと。ま

た、医師数ですが、医師の役割の違いも考慮に入れるべきではないか。日本のお医者さんたちがよく忙し

すぎると言われていますが、日本の国以外では普通医者がするまでもないこと、看護師やら事務職がする

ことを、日本では医師がやっている。卑近な例では、今ちょうど入試の季節ですが、センター入試の監督

をするとか、そういうことも入るかもしれません。看護師に関しても普通であれば看護だけで、介護士の

役割であるとか、本来は看護師がやらないような仕事も看護師がやるなど、日本の場合、役割分担がはっ

きりしていませんので、数だけで議論するというのは、日本の分析をするときに適切でない場合があるか

もしれません。医療技術に関して、これは大物の要因なのか小物の要因なのかというのは別の議論としま

しでも、いずれにしても今後医療技術が医療費の高騰化に与える影響というのは大きくなると思います。

そのときに医療技術の適正な導入をどう考えるか。先ほど小椋先生がアメリカではマーケットメカニズム

によってある程度入口のところでスクリーニングがあるというお話をされましたが、高価な医療機器の購

入というのは政府が管理をし、資金の大部分を負担するのは、例えばカナダでは州政府、フランスは中央

政府というように政府が管理をしている。アメリカでもヘルスシステムエージェンシ}というところが技

術の導入に関して認可をしていると聞いております。日本ではCTやMRIなどを、医療機関がそうした高

額の技術を持つことによって質が高いという宣伝にもなるということで、競って入れている。例えばPET

などを医療犠闘が競って入れ、これから乏のようまことが原因で撤退しまはればまらまU 医療機関まども

増えてくると思いますし、医療技術の適正な導入に関しては政府がある程度管理をすることは必要なので
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はないかと思います。

そもそも適正コストとは何かと考えたときに、 Yoo先生の著書の中で、は医療経済の所期の主要テーマと

して、コストを抑制するための有効な解決方法は何かということが議論になっていたと指摘されています

が、日本の病院経営というのはかなりコストを抑制しつくしてきた歴史があるのではないかと思います。

では自治体病院はどうなのかといった場合に、公務員制度の下でのいろいろな人事的な非効率性などはあ

ったかもしれませんが、もしかしたら自治体病院の病院経営というのが適正コストなのかもしれない。た

だ、これはデータに基づいて議論をしなければいけないわけです。データがない限り、その適正コストと

いうのはなかなか議論できないのではないか。ただ開業医に関しては本来の任務であるプライマリケアを

f旦っていない、ちょっと気をつけなければいけない言い方かもしれませんが、もしかしたら看護師にもで

きるようなスクリーニング程度しか担っていない場合もあるのではないか。いずれにしても、プライマリ

ケアを担っていないという非効率性が、日本の場合にはあるように思います。

日本の社会保障の支出が対GDP比で欧州諸国より低いという指摘、これはよくされることですが、一方

で日本人はあまり税金を払っていない、所得税をあまり払っていない人が多いとか、消費税が低いといっ

た議論、課税最低限が欧米諸国と比較して高いといった、そういった議論もしなければ、支出だけで議論

していると片落ちになってしまうのではないかと思われます。

医療分野の生産性について議論をする点ですけれども、一般的に医療分野はアウトプットをどう計測す

るかというのがむずかしいので、医療分野の生産性というのは非常に計測がむずかしいのです。とくに日

本の場合には公定料金で医療価格というのは決まっており、自由に価格設定ができない下で生産性を議論

する意味は、私はあまりないと，思っております。

それから死亡直前に集中する急性期医療費は削減可能かどうか。先ほどYoo先生の16ページ目の資料の

ところにも具体的な数字が出てきますが、メデイケアの加入者全員を、 l人あたり年間医療費の高い順に

並べると、上位8%の加入者が年間医療費の65%を使っているのです。この少数の人が多くの医療費を使

うというのは保険の原理から言えばまったく正しいことで、保険というのはまさにこういうためにある。

たまたま大きな事故にあってしまったとか、大病をした場合に高額の医療費というのは賄えませんから、

これは保険の役割として正しいものであります。一方、学芸大の鈴木先生がされた、日本の111の組合健

保のデータを使った分析によると、日本とアメリカと比べて大きく違う点があると。それは米国に比べて

医療費分布の持続性が高い。つまりこの 8%の加入者がアメリカの場合には次の年、その次の年と入れ替

わっているのですが、日本の場合には上位の数%の人がずっと持続している。とくにこの傾向が高齢者ほ

ど高い。そうなると、日本の場合は保険機能、保険原理が働いていないということが言えるので、そこが

この議論に関しての日米の大きな違いであると思います。

あと、ホスピスによる医療費削減効果はあまりないというのが、 Yoo先生の著書の中で、指摘されていま

すが、日本でもこういう研究をしたら、たぶんないで、あろうと。それは日本では相対的にホスピスの費用

が高い。人件費がかかるからですけれども、一方で手術の費用が不当に安いという私の主観的な意見も入

っているのですが、ホスピスの費用が相対的に高いので、日本でホスピスによる医療費削減効果というも

のを分析したら、アメリカとは違った意味で削減効果というのは少なく出てくると思います。

そもそも医療費は削減しなければいけないのかどうか。ただ、このときに医療であれば何でも予算を増
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やせばいいとか、費用を増やせばいいとなりますと、たぶん医療分野は第二の公共事業というような批判

をされてしまいますし、先ほどYoo先生や小椋先生から指摘があったような、データに基づいて、どこに

足りないのか、どこにはある程度十分医療費があるのかといったことを議論しなければならないと思いま

す。

本来、日本の社会保障の基本理念とは何でしょうか。イギリスの場合は社会全体の公正、ドイツの社会

保険制度は社会の連帯である、とYoo先生が著書の中で指摘されています。日本では社会保障の基本理念

は何か、これを議論しないで医療改革を議論しても空間りをしてしまうと思います。役所流にいうと国民

皆保険なのだと思いますが、皆保険というのは矛盾した言い方で、どういう世の中でも保険料を払えない

人というのはいますので、皆保険というのは論理的で、はない言い方なのではないかと 4思います。英語では

ユニバーサルインシュランスですが、ユニパ}サルとなれば財源は税金ですので、そのあたりがなかなか

日本の社会保障の基本理念をはっきり打ち出しにくいところではないでしょうか。

次に、病院や診療所聞の競争を通じた効率の改善というのはほとんどないと、 Yoo先生の著書の中でア

メリカの研究を主に引用されながら議論されています。ここで、日本語でいう競争と、経済学、これは英

語のコンペティションもそういう意味で使われていると思いますが、日本では実は違う概念で使われてい

るところに、いろいろな混乱を生み出していると思うのです。日本語で競争というと、漢字からそうなの

ですが、勝負、優劣を互いに競い争うというようなイメージがあるのですが、経済学で英語のコンペティ

ションというのは単なる優劣の競い合いではなくて、フェアで平等なルールの下で他人が獲得しようとす

るものを同時に獲得する行為や行動であるというふうに定義をされています。そう考えるとアメリカの場

合はある程度技術の標準化が達成された環境の中での競争がされていると思うのですが、日本では医療の

標準化というものがされていないところで競い合っている。高くて質のよい医療、安くて質の劣る医療。

もしかしたら高くても質の劣る医療というのも入ってくるかもしれませんし、安くて質の高い医療という

のも入ってくるかもしれない。土壌が異なる中で競争を通じた効率の改善というのは、議論できないと思

っております。

あと、イコ}ルフッテイングの問題が日本は非常に大きく、同じ地域に国立病院、国立大学病院、民間

病院、補助金は受けていないけど税金を払わないですむ赤十字であるとか済生会。あとはあらゆる官庁と

はもうしませんが、逓信病院であるとか、 NTT病院であるとか、警察病院であるとか、いろいろな設立母

体の病院が混在している。そうしたイコールフッテイングのされていないところでの競争というのは、や

はりあまり議論しても意味がないのではないかと思います。

入院日数を減らすことによって総入院支出の抑制はされていないということが、 Yoo先生の本の中で、指

摘されていますが、そもそも入院日数というのは減らすべきなのか。総入院支出を抑制するために入院日

数を減らすのではないと思います。効率的、効果的に資源を集中して投下した結果、在院日数が短縮され

るというのが、たぶん順序ではないでしょうか。

民間の非営利組織 (NPO)の役割強化ということが指摘されていて、これはとても大切な視点で、寄付

金の税控除を、 Yoo先生が政策として提言されています。しかし、そもそも日本人は税金を支払っている

人が少ないので、今の税体系の下ではどの程度効果があるのかなというのが私ぬ意見主す。

診療報酬の一律カットがコスト上昇になる理由、これはまったく同意でして、コスト抑制に役に立たな
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いばかりか、資源の浪費とコスト上昇につながる医師誘発需要の可能性がある、という先生の指摘に賛成

です。それでは、その代わりにどのような制度が必要なのかと考えたときに、私はやはり免責制度の導入

の是非というのは議論するべきであると思います。免責制度を導入しないで済めばそれに越したことはな

いわけですが、これから社会保障の財源として消費税率を上げるということが必ず政策的な議論になって

くると思います。そのときに一律に全員に課せられる税金と、自分の行動を変えることによって自分の支

出をある程度コントロ}ルすることができる免責制と比べた場合に、例えば月に1000円までは全額を支払

って、 1000円以上の医療費に関しては公的な保険が適用されて今まで通り 2割、 3割の保険料を払う。そ

うすることによって例えば消費税が15%に上がるところが10%で済む。あなたはどちらの政策を選びます

かというような、政策の選択肢を提示するということは必要なのではないかと思っております。

まとめとして、そもそも総医療費を抑制する必要があるのかどうか。これはデータに基づいて議論をし

なければならないと思います。もしこの中にマスコミ関係者の方がいらしたらぜひお願いしたいことです

が、レセプトの電子化や定額制の導入といったときに、必ず医療費抑制の手段というように書かれるので

すが、もちろん、結果としてはそうなるのかもしれませんが、レセプトを電子化するとか定額制を導入す

るということは、医療の質に見合った診療報酬、医療報酬の体系を作るために実際不可欠ですので、その

医療の質の向上のためにも不可欠だということを最初に持ってこないで、ただ抑制、抑制というような意

味で言われますと、こうした政策というのは非常に否定的に取られてしまうと思います。最低限の医療と

いうのは政府が保障す〈きであると思います。他の国を見た場合、 GDPのせめて10%ぐらいの産業にはな

るべきではないかなと、私は個人的には，思っております。あと、医療扶助、生活保護の問題は、今格差社

会といわれて、格差の問題の中で非常に大きな議論になっていますが、このあたりは非常に日本独自の問

題ですが、やはり避けては通れない話ではないかと思います。

以上、私のコメントです。
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特別シンポジウム

健康づくりの経済効果

~健康づくりは医療費を高めるのか?~

松田 晋哉(産業医科大学公衆衛生学教室教授)

健康づくりの経済効果、健康づくりは医療費を高めるのか・低めるのかということを、経済学者でない

私が話をしなければいけないということで、何かちょっとつらいものがあります。一応、今、少しこれに

関連する仕事をしていますので、考えているところを話してみたいと思います。でも、 1人の先生に対し

て3人で責めるというのが、本当にこれが公平なイコールフッテイングなのかと、何かちょっと違和感も

覚えています(笑)。でも、一応立場上少し反論をしなければいけないということですので、あえてお話を

させていただきたいと思います。

これは北九州市の国民健康保険の支出増加の要因分析の結果です。非常に稚拙な分析ですけれども、こ

れは何をやっているかというと、北九州市の高齢者医療費の伸びを 100%として、これを被保険者数の伸

びと 1人あたり医療費の伸びに分解していきます。そうすると、実は被保険者数の伸びの寄与率が110%、

1人あたり医療費の寄与率はマイナス 10%となります。これは10年というスパンで、やっても同じような結

果が出てきています。ただ一方で、こちらのほうの 1日あたり費用額というのを見てみると、確かに 1日

あたり費用額は増えています。この結果をどのように考えるかということですが、高齢者が増えるという

ことと、医療技術の進歩ということを分けて考えるというのは、あまり適切ではないかと考えています。

要するに高齢者が増えるということは、医療を必要とする人が増えるということを意味しています。しか

も社会の成熟化に伴ってより高度な医療を要求する人たちが増えているというふうに考えるのが妥当では

ないかなというふうに考えています。

さて、私に与えられたテーマは健康づくりが医療費や介護給付費の適正化に有効なのかというものです。

これに関しては、私自身今までいろいろな分析をしています。老人保健法の諸事業のデータ分析をやって

みますと、健診で異常を見つければ見つけるほど、確かに医療費は高くなってしまいます。これはどうい

うことかというと、今日は製薬メーカーの方がいっぱいいらっしゃるのでしゃべりにくいのですが、健診

で見つかる病気、高脂血症、高血圧、高血糖などの生活習慣病は、実はいま製薬メ}カーが一生懸命新薬

一 堂開発している賛象車皐空空。?なわちラ旦?ければ見つけるほど高い新薬が使われてしまうという傾向

があるのは否めないだろうと思います。その過程には適切な、いわゆる生活習慣病に対する、まずはその
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生活習慣の改善からという、井伊先生の言葉でいうと、それはプライマリケアということなのかもしれま

せんけれども、そういうのがない状態で薬を中心として医療が行われてきたということに 1つは問題があ

るように思います。

ただ、このことは単純に医療費の額を比較するべき問題ではないだろうと思っています。もし仮にこの

健診というものがなかった場合にどのくらいの医療費がかかったのかという、いわゆるプレディクション

モデルによる予想医療費がなければ議論が出来ないだろうと思います。アメリカではこの目的でACGとか

CRGが開発されています。健診がなかった場合にどのぐらい医療費がかかったであろうか、それを推計し

た上でその効果を評価するということをやはりやらなければいけないだろうと思います。

あともう 1つの視点は、健康づくりの目的というのは本当に直接的な医療費の適正化だけなのかという

問題があるだろうと思います。人生の後半において最も重要なものは何なのかということと、日本人にと

って働くということの意味は何なのかということを考えることが必要です。厚生労働省の推計はいつもオ

ーバーエステイメーションだという話がありましたけれども、ただ傾向としてはやはり間違っていないだ

ろうと思います。すなわち将来的に人口の 3割を占めるに過ぎない高齢者が約 7割の医療費を消費すると

いう傾向はかなり妥当性のある予測だろうと思います。ではこの問題を解決する特効薬は何でしょうか。

これは簡単で、高齢者の定義を変えてしまうことです。具体的には、 65歳以上から75歳以上に変えるとい

うことです。私はこれは日本では可能だろうと思います。私の大学は定年が65歳ですけれども、 65歳で辞

めていく臨床の先生方、まだまだ臨床できます。そうすると、このような力のある先生たちが65歳になっ

たからといって、もう患者を診ないということが本当に正しいことなのでしょうか。そうではないと思い

ます。日本の前期高齢者というのは十分働けると思います。すなわち、日本をエイジレス社会にして、年

齢差別をやめるということが高齢社会における社会保障を考える上で重要だろうと思います。

これは慶膳大学の清家先生の研究成果です。高齢者が労働を継続できる条件を 3つ指摘されています。

第一は専門的機能を持っていることです。これは営業職とか接客とかそういうことを含めてです。それか

ら第二に職住近接であること。最後に健康で、あることです。軽い高血圧は持っているかもしれないけれど

も、仕事を続けるには支障がないレベルの健康度です。そう考えてくると、この年齢に関係なく、自己実

現をしつづけることができる社会を作っていくことが重要になります。それを可能にするためには健康で、

あることが必要で、あり、ここに健康づくりの意味があるのではないかと考えます。要するに年齢に関係な

く働くことができる環境を整備することで、社会保障の支出だけでなくて、その収支という観点で適正化

を図るということをやらなければいけないだろうというふうに思います。

私は、日本の高齢者というのは諸外国に比べて十分生産的であり得るだろうというふうに考えています。

今回このような特定健診・特定保健事業というのを導入するわけで、私も実はこのプログラムづくりの

研究のお手伝いをしています。平成20年から40歳以上の国民がメタボリツクシンドロームを対象とした健

診を受けるという、そういうしくみが導入されます。それによって、あるリスクが高い人たちに対しては

標準的な保健指導が導入される。ただ、このプログラムで一番大事なこと、これは強調しておきたいと思

うのですけれども、これを契機として電子レセプトが一般化されるということです。国レベルで健診から

含めて、医療費の分析もやらないといけませんので、要するにレセプトが標準される。それが電子的に整

理される。要するにYoo先生が主張されている医療費のいろんな分析をできるためのしくみができるとい
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うことになります。日本は国民皆保険ですので、国一本でこういうデータベースが出てくるしくみが作れ

るということは、仮にこの事業が失敗したとしても非常に大きな財産が残せるのではないかと考えていま

す。

さて、今回、メタボリツクシンドロ}ム対策をこのような形で、やっていくわけですが、この特定健診に

対してはいろいろな批判があります。例えば大阪大学教授で、前の社会保険庁の長官である堤先生はこう

いう批判をされています。健康という個人の価値観に強く関係するものを医療費適正化という経済的動機

で律していいのか。これはいけないだろうと私は思います。ただし、日本の社会保険というのは基本的に

やはり社会連帯をベースにしたしくみだろうと思います。したがって、保険料を払うということの見返り

としてサービスを受けることができる。でも、それは払ったからいくら使ってもいいかという、モラルハ

ザードの問題もあります。やはり、適切な利用といいますか、慎ましい利用というのも考えなければいけ

ないでしょう。健康づくりに励むということは実はその社会連帯の lつの表現方法ではないかなというふ

うに私自身は考えているわけです。

次の健康づくりに励まないものは「穀つぶしという差別を受ける」という話はなかなか微妙な問題です。

私は、個人レベルではそうはならないだろうと思っているんですけれども、ただ保険者レベルではあり得

ると考えています。これは実際介護保険で起こりました。介護保険で市町村合併のときに、あそこと一緒

になると保険料が高くなるからいやだということが実際に起こりました。今、国民健康保険、市町村の合

併で国保の保険料の問題が起こっていますけれども、そういう問題は確かにあり得るのかもしれません。

そもそも健康づくりが医療費適正化に有効であるという証拠はあるのかという批判もあります。大規模

なものではやはりないというのが現状だろうと思います。これに対しては私達社会医学をやっている人間

の怠慢だと言われたら、その通りだと思います。ただ、実は私の所属する産業医科大学は産業医をたくさ

ん養成していますので、そこの企業のデータを使っていろんな分析をしています。実際に 7万人規模の従

業員の20年レベルでのデータというのが5つぐらいの企業で取れますので。そうするとだいたい35万人の

20年分のデータが分析できます。これはある大企業の数万人規模のデータを示したものです。この企業で

担当の産業医の先生が何をやっているかというと、実は彼は放射線科医なのですが、 CT1枚撮って、実際

内臓脂肪を測っています。その実際の内臓脂肪の面積と、この 4つの疾患の数を調べてみると、確かに内

臓脂肪極場えると疾患は増えていきます。これは42歳男性で境界型糖尿病の事例です。この人にこのCT

を見せて、あなたの現在の状況はこうですよという説明を具体的に行っています。彼の開発したプログラ

ムではCTで内臓脂肪が赤く写るようになっています。彼はこれをアカハラと呼んでいるようです。これ

をもとに彼らは何をやっているかというと、対象者にこの写真を返すんですね。返して、自分の家の一番

目立つところに貼りなさいと指導をします。だいたいみんなトイレに貼ります。座ったら毎回見られるわ

けです。そして、次に何をやらせるかというと、朝と晩必ず体重計に乗りなさいという指導をします。ま

た、太った場合には何が起こったのか、必ずメモを取るように指示をします。そうすることによって、要

するにどういうことをやると太っちゃうのか、どういうことをすると痩せることができるのかということ

を自分自身で自覚することで、行動変容を起こさせるわけです。これはかなり良い成果が出ているようで

す。

このような介入をすることである程度、オーバーウェイトに関する医療費の削減というのが理論的には
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可能で、はないで、しょうか。

これは私達が健診正常者を 5年間追跡した結果ですけれども、太るだけで確かにいろんな疾患が出てき

ます。これは全社連のデータですが、異常項目の数と、その10年後の医療費を比較してみると、異常のな

かった人に対して、 4項目とも異常のあった人は3.2倍の医療費を平均で使っています。

私自身はオーバーウェイトへの介入というのは、それなりに医療費適正化に効果があると考えています。

とくにこの40代、 50代という中年期と前期高齢者に関しては効果があると考えています。実際、アメリカ

のCDC自体も 2003年で、いわゆる肥満関連メデイカルコストというのが750億ドルであるという、こうい

うデータを出しています。その半分を税金でやっているという話です。この部分に対して少し介入すると

いうことができるだけで、ある程度医療費の適正化ということはできるのではないかという印象を持って

います。ただ、そのためには医療費適正化の効果を評価するために、やはり医療費のACGのようなプレデ

ィクションツールが必要です。日本にはまだこのツールはありません。ただし、これはそんなに大した話

じゃなくて、橋本先生が研究されている分野ですけれども、日本の場合レセプトデータがありますので、

それが電子化されればプレディクションモデルのためのツールができるだろうと考えています。そういう

ものを用いて、介入の効果ということをこれから検証していくということが私たちに課せられた使命じゃ

ないかなというふうに考えています。

その上で、デイジーズマネジメントの日本版プログラムの効果を検証していくことが必要だろうと思い

ます。そして、その結果に基づいて、今日 Yoo先生が提示された問題意識に対して答えていくということ

が、私たちに課せられた使命じゃないかなと考えています。そういう意味で、Yoo先生のいろんな疑問に対

して十分に回答できるだけのエピデンスを今は持つでいませんけれども、それに答えるための社会実験を

これからやっていくというのが今の日本の状況ではないかなというふうに考えております。以上でござい

ます。
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総合ディスカッション※

医療費高騰の要因に関する実証研究の結果としてYoo先生が取り上げた、「高齢化が医療費に及ぼす影響

は少ない」と「医療技術の進歩が医療費増大の主要因である」いう 2つの命題について、小椋先生の問題

提起を経てやり取りが行われた。年齢・性別構造の変化で表現される「高齢化Jと医療費の関係をマクロ

に見れば、 4~5%程度しか医療費増大を説明できないていないことについては、制度の異なる国家聞の

マクロデータをプ}ルして解析した古いタイプの研究の限界が指摘された。一方で、現象としては高齢者

医療費が若年者に比して高額で、年々総医療費にしめる比率も高まっていることが確認されている。この

一見した矛盾を整合的に捉えるには、個人の健康状態・疾病擢患の有無など疾病構造を考慮したミクロレ

ベルでの検討が不可欠である。高齢になるにつれて疾病擢患率も自然と高くなる。また医療制度のおかげ

で疾病をコントロールし、高齢になっても快適で、生産的な余命を送ることができるようになり、寿命の延

長・高齢化に寄与している。最近のデューク大学の研究者らの研究によれば、 10年前に比べて同じ年齢で

高齢者の健康状態は良くなってきているが、スタンフオ}ド大学の同様の研究では45歳では逆に健康状態

の悪化がここ 10年で見られているという。近年のより進んだ個票データを用いた解析では、疾病構造やそ

の変化の影響を考慮することで、医療費推計の説明力も向上している。そうしたものをすべてコントロー

ルした後では、「純粋の高齢化」というものの影響を検討してもあまり意味がないだろうということで両先

生は一致を見た。一方、技術進歩による医療費増大影響については、人口構造や疾病構造で説明できない

残差としてしか技術影響を捉えられていない問題があり、直接の証明がなされていない点についても一致

が見られた。その上で、医療技術の進歩をどう数値化するかが課題であり、今後冠動脈バイパス術など数

量が確保できている個別の医療技術について、経時的に医療費への影響を検討していくことが必要である

とYoo先生は答えた。

次に井伊先生の問題提起を踏まえて、 Yoo先生はまず「日本の社会保障支出の対GDP比が欧州に比べて

低いこと」を指摘されたうえで、日本で現在議論されている社会保障の担い手として公・政府か、民聞か

という 2者択一論議について、第3の選択肢として非営利組織 (NPO)を検討することの必要性を主張さ

れた。井伊先生も、北欧が「高福祉高負担」、米国が「低福祉低負担」であるのに対して、日本は「高福祉

※本稿は特別シンポジウムにて行われたパネルデイスカッションを要約したものです。
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低負担」に近い社会であることを認識することが必要であり、どのような社会を目指すのかについて合意

形成が必要であることを主張された。またNPOについては、それを育成していくのに、現状の寄付行為に

対する税控除に変わる仕組みも検討する必要があるとコメントされた。

松田先生が、医療技術と高齢化の影響を峻別することは困難ではないかと指摘したことについて、 Yoo

先生もそれを認めたうえで、これまでの欧米の長期医療費推計研究では、高齢者の健康状態、または医療

の技術水準が今後も一定であるという強い仮定をおいたものであること、その前提条件が現実的ではない

ことに触れられた。日本の平均寿命が現在世界一長いのは、戦争などの自然選択によるバイアスの影響を

受けている可能性もあり、今後平均寿命が今の水準を保てるかという見方は楽観的かもしれないとコメン

トされた。次に健康づくりによる医療・介護給付の適正化の可能性について、血清コレステロール値のコ

ントロールによる医療費影響を検討したスタンフォード大学とロチェスター大学の 2つの研究で相反する

結果が出ている ζ とに触れられ、予防的給付が医療給付に与える影響を厳密に明らかにすることの困難さ

を指摘された。肥満の影響については、若年者では健康弊害が明らかにされているが、高齢者ではむしろ

骨折の予防など健康保持的な結果が日米ともに得られていることが確認された。その上で、松田先生は長

寿で知られる沖縄県などでは30-50代の肥満者割合が囲内で最も高く、これらの世代が高齢化していく過

程で日本の平均寿命が現行水準を保つには、若年者に対する早期予防的介入が必要であると主張された。

さらにこうした若年世代で問題となるワーキングプアなどの非正規就労者・非就労者や無保険者などの社

会格差の影響に触れられ、単に特定健診などにとどまらない、ソ}シャルマーケテイング的な取り組みの

必要性についても述べられた。

その前提として松田先生は、 Yoo先生がご著書で強調されていた理念論の重要性について、フランスに

おけるシラク・パラジ、ュール論争を例に挙げて触れられた。市場経済主義か連帯主義かなど、理念論を議

論できる素地が国民の聞に初等教育の過程などを通じて出来上がっていたことについて紹介され、日本で

も同様の社会的仕組みを作ることが必要と主張された。これを受けてYoo先生も、理念論に基づく選択が

必要であり、もし民営化がよいというのであれば、そもそも医療について公的関与のあり方や効率化をめ

ぐる議論をするまでもないことになってしまうと述べられた。

コメントが一巡したところで、小椋先生から松田先生に対して、職場における特定健診制度が、職場に

おける差別などにつながる可能性はないかという危倶が示された。これについて松田先生は、現行の労働

安全衛生法に基づく健診はすでに生活習慣病健診化しており、その過程でそうした傾向は見られていない

ことから楽観的見方を示されたが、今後非正規雇用者の比率が高まるなか、問題化する可能性があること

について否定されなかった。

以上の議論を受けて、政策的提言が科学的エピデンスをベースにしてなされるべきであり、そのために

医療経済学的な実証分析が重要な役割を果たすであろうということ、そしてそのためには正確なデータへ

のアクセスが保証されなくてはならない点で4先生が一致していることがまず総括された。そのうえで、
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日米の現状についてパネラーからの意見を求めた。米国の現状についてYoo先生は、大規模・代表性の高

いデータが複数米国には存在し、しかも研究者に対して研究目的使用が聞かれており、コスト的にも、技

術的にもサポートが充実していてアクセスが確保されていることを紹介され、日本もその点を見習う必要

があると述べられた。これに対して小椋先生は、日本の指定・承認統計ほか公的統計の個票レベルでの目

的外使用は、アクセスがごく一部の研究者に限られ、手続きなども煩雑で、時間がかかることについて自身

の経験をもとに紹介され、こうした使用申請のあり方について見直しが必要であることを主張された。デ

ータをより広く開示し、科学者間での相互検証に耐えるような仕組みが、研究・分析の科学性・質の担保

に必要で、あることでパネラーは意見が一致していた。さらに井伊先生は、医療の質に見合った医療費体系

を構築していく上で、データ開示による幅広い分析が不可欠で、あり、医療費抑制の手段としてのみデータ

を用いることは望ましくないと述べられた。松田先生は、日本の医療機関レベルでは情報化は世界的にも

進んでおり、全国レベルでひとたび標準化の枠組みさえできれば、大規模・詳細な全国データを構築でき

る可能性が高いことを指摘し、そのための組織作りが早急に求められると主張された。またそうしたデー

タを学術的研究だけでなく、政策的研究を通じて積極的に社会還元していく姿勢が、研究者側には求めら

れていると加えられた。

その後会場からの質問にYoo先生が答えられた。最初の質問は医療費増大要因として高齢化・技術進歩

ほか、独立して捉えることはできないのではないか、技術進歩が根底にあって、それが寿命の延長、受診

機会の増大などに波及しているのではないか、というものであった。これについてYoo先生は、すでに小

椋先生のコメントでも指摘された内因性の問題であり、これを克服できる十分な統計モデルは現存しない

ことから、むしろ教訓として、高齢化・技術進歩とターゲットをしぽって極端な政策を行えるだけの強い

エピデンスはないということを伝えるのが意図であったと述べられた。次に、健診後指導が現状では不備

であるために、予防的介入による医療費適正化は困難で、はないか、また死亡前医療費について、末期医療

のあり方についてコメントを求める質問が出された。これについて、 Yoo先生もスクリーニングと治療の

聞をつなぐリエゾンがそれぞれ予防介入の費用対効果に与える影響を検討してみる価値はあるとコメント

された。また死亡前医療については、これまでにも死亡確率の高い患者を予測することで医療費の適正化

を図ろうとする試みはあったものの、 ICU入院患者を対象にして膨大な数の変数を含んだミクロデ}タで

さえ、予測は困難であったことから、治療打ち切りを予測式で決定することは困難で、あると述べられた。

訴訟不安なども死亡前医療の過剰集中の要因となっていると考えられることから、治療方針のガイドライ

ンなどが国レベルで示されるのは一つの選択になると述べられた。
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『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」、「研究ノート」、「研究資料」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、学を問わず意見交換、学術討論の場を提供する。

原稿種別:(I) I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) I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) I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聞いません。

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J、「研究資料」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日以上を経過しで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 。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」としての基準に満たない場合は「研究ノート」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-)ルレ E.mailki匙kansl泌1試i@i也he叩pひ凶.j

(送付 先) 干 10白5-0∞00閃3 東京都港区西新橋I冒る5-11 第1日1東i洋羊海事ピル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』執筆要領

1.原稿の書式

(1) 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ページ目)にまとめてください。

表紙(1ベ}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l名と所属・肩書、住所、電話番号、ファックス番号、メール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、ダブルスペース)で作成の上、添付してください。また
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は原則として小文字にて記載)
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2) Organisation for Economics Co-operation and Development. A System of Hea1th 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
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Japanese Journal of Health Economics and Policy Guidelines for Authors 

1. Authors to ]apanese ]ournal of Health 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 noti宜cationhas 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 health care policy， 

which shall become an academic basis for policy design and its evaluation. 
(2) The ]ournal shall offer opportunities 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 health 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 objectives， method， result and 
discussion. 

(2) "Research notes": Concise notes on original and/or small-scale research 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 efforts 

(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 “Writi 

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 0伍ceof the Japanese Journal of Health Economics and Policy 
Institute for Health Economics and Policy 
No.ll Toyo Kaiji Building 2F， 1-5-11 Nishi-shinbashi， Minato-ku， Tokyo 105・0003JAPAN 
Tel: (81) 3-3506司8529/Fax: (81) 3-3506-8528 
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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 a自liation/title，and the date of submission， and 
acknowledgment must be clearly indicated on the cover page. The name， affiliation/title， address， 
telephone number， fax number， and e-mail address of one author should also 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 fi.gures/tables and abstracts) 

3. An abstract (about 1，000 characters in Japanese or about 400 words [double-spaced] in English) should 
be prepared and attached to the article. Up to 10 Japanese and 10 English keywords 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") should be 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 superscript next 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. 
(1) J ournal articles 

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

(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旺'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) 
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2007年6月吉日

会員各位

医療経済学会第2固研究大会のご案内

日時:2007年7月21日 (土)9 : 30・16: 40 

会場:学習院大学 目白キャンパス 創立百周年記念会館

干 171・8588 東京都豊島区目白1・5・1

1. 学会ホームページについて

医療経済学会 第2回研究大会を開催するにあた

り、学会のホームページに詳細を掲載しており

ます。

学会ホームページと Eメールアドレスは下記の

とおりです。

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

http://ihep.jp 

E-mail: gakkai@ihep.jp 

2. 参加受付

受付は学習院大学創立百周年記念会館 3階エ

レベーターホールにて、午前 9時より開始いた

します。大会参加料は(1)会員 5，000円、 (2) 

学生会員 3，000円、 (3)非会員10，000円です。

<振込先>

みずほ銀行新橋支庖 みずほ普通預金

口座番号:2418647 

口座名称:医療経済学会 第2回研究大会

3. 参加申し込み

別添の出欠票にご記入の上、学会事務局にご提

出ください。

4. 会場内での留意点

①会場内でのお尋ね・お呼び出し等は「受付」

でお申し付けください。

②会場内への飲食物の持ち込み・喫煙はご遠慮

ください。喫煙は建物外に設置された所定の

喫煙場所にてお願いします。

③会場内では携帯電話の電源をオフまたはマナ

ーモードにしてください。

5. 駐車場について

駐車場は用意しておりませんので、公共交通機

関をご利用ください。

6. 昼食について

昼食は用意しておりませんので、各自で準備お

願いします。

7. お問い合わせ先

医療経済学会事務局

干105・0003 東京都港区西新橋1-5-11

第11東洋海事ピル 2F

FAX: 03-3506-8528 

E-mail: gakkai@ihep.jp 

URL : http://www.ihep.jp 

担当:阿波野、山本、渡辺

8. 学習院大学目白キャンパス

.JR山手繰目白駅(徒歩3分)

-正面よりお入り頂き、すぐ右手の建物が会場

となる「創立百周年記念会館」です。
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プログラム

創立百周年記念会館 3階:小講堂 (A会場)

.一般潰題・

9:30-11:30 

座長慶鷹義塾大学医学部池上直己

• (A-1)老人医療費における集中と持続性友び終末期医療費

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

• (A-2)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

・(A-3)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

.総会.
12 : 30-12 : 50 

.基調講演.

12 : 50-13 : 50 

.医癒と介護

.一般演題.

14 : 00-16 : 40 

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福祉人口問題研究所府川哲夫

学習院大学経済学部南部鶴彦

座長一橋大学国際・公共政策大学院井伊雅子

・(A-4)The Impact of a Diagnosis-related Group-based Prospective Payment Experiment: The Experience of Shanghai 

大阪大学大学院経済学部張佳楽

指定討論者東京医科歯科大学医歯学部川淵孝一

• (A-5)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

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

• (A-6)病院の社会的責任活動報告の一環としての医療安全コスト計算書の開発

• (A-7)わが国病院市場の競争形態に関する研究

日本福祉大学福祉経営学部橋口徹

指定討論者京都大学大学院医学研究科今中雄一

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をもたらすか一

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
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プログラム

創立百周年記念会館 3 階:第 1~第 2 会議室 (B会場)

。一般演題.

9 : 30-11 : 30 

• (B-1)国民健康保険料の水平的不平等性

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

• (B-2)社会経済的階層による健康格差と老人保健制度の効果

神戸大学大学院経済学研究科菅万里

指定討論者国立長寿医療センター増原宏明

・(B-3)戦後日本の医療制度形成過程に関する史的考察ーGHQによる医療制度改革

.一般演題.

14 : 00-16 : 40 

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

• (B-4)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

国立社会保障・人口問題研究所泉田伸行

指定討論者岡山大学経済学部岸田研作

• (B-5)介護老人保健施設における入所者の移動に関する分析

• (B-6)介護職員が働き続けるには何が必要か?

国際医療福祉大学/医療経済研究機構今野広紀

指定討論者国立長寿医療センタ}増原宏明

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

• (B-7)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伸行
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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 (C会場)

4・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 

• (C-1)回復期リハビリテーションにおける多属性憧康効用値の変化と 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

・(C・2)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

• (C-3)病院麻酔科の社会医療法人化など

.一般演題.

14 : 00-16 : 40 

医療経済研究機構満武巨裕

指定討論者慶鷹義塾大学大学院経営管理研究科田中滋

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

座長慶鷹義塾大学大学院経営管理研究科田中滋
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指定討論者東京大学大学院医学系研究科橋本英樹

• (C・5)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}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

• (C-6)特定健診・特定保健指導は医療政策となるか?

• (C・7)禁煙意志と時間・危険選好率

東海大学医学部大櫛陽一

指定討論者厚生労働省保険局高原亮治

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



医療経済学会第2固研究大会および総会

出欠票

医療経済学会 第 2回研究大会および総会につきまして以下にご記入いただき、

FAXまたは E-メールにて、必ずご返信ください。
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ll.総会

7月21日研究大会当日、総会(12: 30 -12 : 50)を開催致します。

93 





95 

[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。
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*学生会員を希望される方は、学生証コピーの添付をお願い致します。

[今後の活動]

研究大会の開催(毎年 7月開催)

学会誌「医療経済研究jの発行など

[学会年会費]

普通会員:年10，000円、 学生会員:年5，000円

[入会の申し込みおよびお間合せは下記へ]

医療経済研究機構内 医療経済学会事務局

TEL03-3506-8529 FAX 03-3506-8528 
http://www.ihep.jp 
E-mail: gakkai@ihep.jp 
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