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巻頭言

医療政策の形成過程と情報公開

西村周三*

医療経済に関わる諸問題のうち、日本を対象に絞った場合、そのほとんどの問題が、厚生労働省の行う

政策と密接に関連している。このため、この分野の各種の調査研究を行うにあたっては、厚生労働省が行

っている、あるいは行ってきた政策や政策形成過程に関する最低限の知識が不可欠となる。このさい、医

療保険制度や介護保険制度といった、国民の関心が集まりやすい分野に関しては、政策や政策形成過程に

関する情報は比較的マスコミで頻繁に報道されるので、この知識も各方面に共有されている。しかし医療

に関する専門的知識を必要とする政策などに関しては、厚生労働行政に関する基礎知識は、必ずしも国民

に広く共有されていないように思う。

この原因のーっとして、厚生労働省の広報活動の質の問題がある。近年ホームページが充実し、各種の

情報が量的にも増え、しかも迅速に公開されるようになっているが、まだまだその質において改善すべき

ことが多い。以下、厚生労働省の情報公開について、利用者の立場から、また医療経済研究推進の立場か

ら私見を述べたい。

まず、何をおいても充実してもらいたいのは、いわゆるホ}ムページにおける「リンク」の充実である。

たとえば、各種の審議会などで委員の意見が開陳され、これが貴重な意見であることが多いが、この意見

のもととなる参考文献へのアクセスが意外に面倒である。特に経済学者が医学研究論文にアクセスしたり、

逆に医学研究者が経済学文献にアクセスしたりするのに不慣れな人たちが多いので、この点を含め、各種

参考資料へのリンクの充実を図ってもらいたい。

第二に、政策形成の最終的な結果は、かなり詳しく公表されているが、形成のプロセスも、もっと公開

されるべきであろう。医療という分野は、素人が考えるよりはるかに、断定的に言えない、不確定なこと

が多い。それでも日々何らかの決定を追られるのであるから、プロセスについての透明性がかなり重要な

役割を果たす。

第三に、今後、医療政策の決定にあたって、次第に疫学データなどに各種データの活用の必要性がます

ます高まることが確実である。しかし、こういったデ}タへのアクセスの容易さは、アメリカと比べて著

しく遅れている。個人情報保護という観点からの配慮が必要であることはいうまでもないが、政策形成に

資するデータベ}スを作成し、これを公開するという積極的な取組が、大いに求められるであろう。

政策形成にあたって、以上のような発想が強まると、医療経済研究もますます盛んとなると思われるの

である。

* 京都大学大学院経済学研究科教授
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論文

生涯医療費の推計
一事後的死亡者の死亡前医療費調整による推計一

今野広紀申

近年、わが国では医療保険制度の抜本的な改革が取り沙汰され、それに伴い、医療保険制度における世代間の公平性の
議論がなされているが、この議論を行うためには、加入者の生涯にわたる医療費支出を把握することが政策的に重要であ
る。本稿では、 2組合健保のレセプトデータを使用し、生涯医療費の推計を試みた。推計に際しては、既になされている
『厚生白書Jでの推計方法の再評価を行うべく、使用データにおいて1人あたり医療費に対して簡易生命表による定常人口
を用いて推計する白書推計方法と、今野 (2003)で行われた生存率と受診率を用いて推計する方法、そして、データ期間
上の生存者と死亡者それぞれについて1人あたり医療費を求め、平均余命の概念から各年齢時点でのその後の医療費支出
を推計する方法の3つを試みた。
その結果、白書同様の推計で約1，400~1 ，580万円、今野 (2003)のそれで約1，691 ~1 ，873万円に対して、第3の推計で

は、約1，390万円と総額で、は減額される結果となった。ただし、最高齢層では直前の年齢層に比べて医療費が増加し、死
亡前医療費が推計に影響を及ぼしていることが明らかとなり、本稿で提示した3つの方法の中で最も現実的な推計方法で
あると考えられる。

キーワード:医療保険制度、レセプトデー夕、生涯医療費、死亡前医療費、平均余命医療費

1 .はじめに

近年、わが国では少子高齢化が急速に進み、そ

れに伴い、各医療保険財政は軒並み赤字が続いて

いる。これを受けて、現在、医療保険制度の抜本

的な改革が政治的課題として大きく取り上げられ

ている。 1961年に国民皆保険制度として成立した

現行の医療保険制度は、保険制度としては「掛け

捨て方式」を採用しており、負担と給付のバラン

スが著しく崩れれば、制度の破綻を生む。このた

め、わが国では段階的な保険料や自己負担割合の

引き上げ、年齢による保険制度の差別化(老人健

康保健制度の設立)を図ることによって、皆保険

* 医療経済研究機構リサーチレジデント

制度を維持してきた背景がある。

しかし、現行制度の限界がみえるいま、年金制

度の議論同様に医療保険制度においても負担と給

付に関する公平性の論議がなされている。負担の

公平性を論じるとき、医療保険加入者が生涯に納

める保険料と医療費支出額は重要な情報となる。

特に、不確実性の高い医療費支出額を事前に把握

しておくことは、今後の医療保険制度を考える上

で有益であろう。

本稿では、 2組合健康保険のレセプトデータか

ら、生涯における医療費支出、すなわち、生涯医

療費の推計を試みる。推計に際しては、既になさ

れている[厚生白書Jでの推計方法の再評価を行

うべく、使用データにおいて l人あたり医療費に

対して簡易生命表による定常人口を用いて推計す

る白書推計方法と、今野 (2003)で行われた生存
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率と受診率を用いて推計する方法、そして、デー

タ期間上の生存者と死亡者それぞれについて l人

あたり医療費を求め、平均余命の概念から各年齢

時点でのその後の医療費支出を推計する方法の 3

つを試みる。

推計をそれぞれ試みる理由は主に 3つある。 l

つは、既に行われている『厚生白書Jでの推計方

法の妥当性を探ることである。簡易生命表におけ

る定常人口を用いる推計方法は、その精度の観点

から再評価が必要である。

2つめには、推計方法として、新たな方法を提

示することである。本稿で示す新たな推計方法は、

詳細な個票デ}タが使用可能であったことが大き

く寄与したものの、より精度の高い結果を求める

必要性と、そのためには必要となるデータが何で

あるかを示すことは、きわめて重要であるといえ

よう。

3つめには、本稿で紹介する新たな推計方法は、

一生涯のスパンのみならず、各年齢時点まで生存

した者がその後に必要となる医療費の推計を可能

にしているため、現在、取り沙汰されている「負

担と給付の公平性Jの議論に対して、 1つの資料

を与えるためである。

以下、本稿では2章で使用データの説明を行う。

3章では白書同様の方法による推計と今野 (2003)

での推計方法の検討を行い、 4章では生存者と死

亡者それぞれをデータ上で区分し、事後的死亡者

の死亡前医療費の実態を示した上で、それらを取

り入れた推計方法を示し、 3つの推計方法を評価

する。そして 5章で結語を与える。

2 .データ

本稿では、 2組合健保におけるレセプトデータ

(医療費支払いデータ)を使用している。データ

の概要については、表1を参照されたい。 2健保

の各デ}タについて、個人ID番号・世帯ID番

号・生年月日・年齢・性別・保険種別・疾病分類

コード (ICD・10) ・診療区分・受診年月・医療機

関コード・決定点数・薬剤一部負担金額・老人保

健一部負担金額・診療実日数・附加給付費 (F1 

のみ)、さらに加入者情報として、続柄・資格取

得日・資格喪失日・資格喪失事由コード・標準報

酬月額(本人のみ)が含まれている。

以下の各節において、これらのデータの中から

分析目的に応じて、データの抽出・加工を行って

おり、個人情報の守秘は十分留意したことを付記

したい。

データの記述統計(保険者別年齢階層別)の概

要は、紙幅の都合上、特徴的な部分の記述に留め

るが、以下の通りである。 WennbergらのSAV

(Small Area Variations)分析が医療費水準の比

較に際して基本的指標とした変動係数による比較

では、加齢に伴い、 2保険者における医療費の変

動係数は小さくなり、特に35・60歳階層では、 2保

険者医療費の変動係数の値は接近する。変動係数

の値が特に大きいのは、 10・24歳階層であり、標本

数の問題はあるものの、一般的な傾向から外れる

ものではない。 Flでは55歳以降の階層、 F2で

は70歳以降の階層から変動係数の値は一貫して減

少し、高齢者の医療費はバラツキが小さいという

ことが改めて確認された控l。

表1 データ概要

保険者

組合健保F1

組合健保F2

属性 期間

単一健保・全国

総合健保・関東

1997-2000年度

1998-2000年度

加入者数

数万人以上

数万人以上
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患者1人あたり医療費をみると、 2保険者とも

65歳以降の年齢階層で医療費が増加し、 75歳以降

の階層ではF2の医療費がF1以上に伸びている

ことが確認された。また図 1が示すように、加入

者1人あたり医療費についても、医療費の推移に

変化がみられるのは65歳以降階層である。全国平

均をベンチマークとすると、 F1は65歳以降の階

層で全国平均を上回る水準で推移するがその議離

の程度は小さい。 F2は75歳以降の階層から全国

平均を大きく上回り、 80・85歳階層では約35万円上

回るが、それ以外の階層について、そのトレンド

が大きく変わることはない。以下、これらのデ}

タを使用し、生涯医療費の推計を行うこととする。

3.生涯医療費の推計

(1)推計の意義

本節では、個人の一生涯における医療費支出、

すなわち、生涯医療費の推計を試みる。この推計

において 1つの基本情報となるのは、 1999年度の

『厚生白書j(当時)である。白書によると、国民

l人が生涯に必要とする医療費は約2，200万円であ

万円

￥120 

￥100 

￥80 

￥60 

￥40 

￥20 

図1 年齢階層別1人あたり医療費

(2保険者と全国)
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.L乙
￥01 .""←Hキ

0.45.9 10・15.20. 25. 30. 3ら40.45.50ド55-60. 65. 70司 75-80-85. 
14 19 24 29 34 39 44 49 54印 64ω7479 84 100 

り (1997年度推計)、 70歳以降で生涯医療費の約

50%を必要とすると報告されている。この推計は、

1997年度年齢階級別 l人あたり医療費を下に、平

成9年度簡易生命表の定常人口を適用して求めら

れていると記載されており、 2001年度推計では同

様の手法で、生涯医療費がえ300万円であることが

確認されている加。

当該推計方法では、同時期に発生した人口10万

人の集団が、次第に医療費を消費しながら集団が

死滅するまでの医療費を推計しており、定義式の

中で時点のずれが生じており、推計の精度として

は再考の余地がある。

生涯に必要とする医療費は、本来、年齢や性別

によって様々なパターンを経て積み上げられると

考えられる。すなわち、若年期・壮年期にほとん

ど医療費がかからず、老年期に多額の医療費を消

費して死亡する者もいれば、幼少期から老年期ま

で少額の医療費を消費し続ける者、或いは、老衰

で死亡するまでほとんど医療費のかからなかった

者もいるだろう。しかし、一般的には、人々は出

生直後には先天的な疾病や不安定な健康状態から

医療費がかかり、青年期には医療費がかかりにく

く、壮年期から老年期にかけて次第に医療費をか

けながら寿命を全うすると考えられる。

ただ、推計にあたって実在の個人が現実に一生

涯で費やす医療費を調査することは不可能であ

る。そこで、本稿では、近似値として統計的に推

計を行う生涯医療費について、白書における推計

方法を含め、複数の方法について検討し、新たな

推計方法を示さんとするものである。

生涯医療費の推計は、近年、盛んに行われてい

る医療保険制度における「負担と給付の公平性J

の議論に対して、重要な情報を与えることになる

ものであり、その意味において、より精度の高い

推計方法とその結果の提示の意義は理解されよう。
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(2)白書の推計方法と今野 (2003)の推

計方法の検討

前述のように、生涯医療費については、 1999年

度の『厚生白書Jで紹介されている。すなわち、

国民l人が生涯に必要とする医療費は約2，200万円

であり (1997年度推計)、この推計は、 1997年度

年齢階級別 l人あたり医療費を下に、平成 9年度

簡易生命表の定常人口を適用して求められてい

る。

この方法は ltを時点tで生存する人口、 zをそ

の医療費とすれば、生涯医療費 (LME)は、

LnlrEt 
LME=Et- ただし、 lo=100，000 

と求めていることになる。これは平均余命の推計

方法に各t時点の医療費を取り入れたもので、 ltは

時点 Oで生まれた総人口から、時点tまでに亡く

なった人口を引いたもの(生残者)に等しい。生

残者とは、出生を同じくする人口集団のうち、出

生してから時点t(t歳)まで生存した者を指し、

死亡による人口の自然減を示すものである。よっ

て、例えば人口10万人の人口集団を想定し、その

うちの生残者の割合は「生残率Jと呼ぶことがで

きる。ここで生残率 (SR)の定義を行うならば、

となる。

(lt -lt+l) 
SR=l一つ7

当該推計方法では、時点tでの定常人口(すな

わち生残者)(lt)と医療費 (Et)を用いて推計し

ている点が特徴である。しかし、時点tでの人口

は生残者であるが、医療費については生残者に加

え、死亡者のそれも含まれているため、分母の人

口に死亡者が含まれていない当該推計方法では、

死亡者込みの場合に比べ、分母が小さくなり、そ

の結果を過大にさせている可能性が生じている。

他方、同様に生涯医療費の推計では今野 (2003)

がある。ここでは、生涯医療費を「平成 9年度4

月に出生し、平均寿命の下に年度内に、同一保険

者に加入し続け一生を遂げる代表的加入者を想定

し、その個人が生涯に必要とする医療費」と定義

をしている。

これは換言すれば、代表的保険加入者の平均生

涯医療費である。代表的加入者は、年度内に平均

的な寿命の下に一生を終えるため、一定の割合で

生存者は減少する。他方で、 100歳まで生き長ら

える者も存在する。そうした個人の医療費を年齢

別に集計することは、加入者が各年齢時点で必要

とする平均医療費を求めることと同値であり、そ

の総和が平均生涯医療費となる。

推計方法は、時点tでの生存者数をれ、患者数

をPt、生存率をStとすれば、生涯医療費 (LME')

は、

文、rEtptSt
LME'=Lo寸「

となる。生存率 (St)は、 it歳に達した者が (t+η)

歳に達するまで生存する確率」削であるので、

「出生してからその年齢まで生存する確率(生残

率)Jとは解釈が異なる。ここに用いられる生存

率削は、各年齢時点で翌年まで生存する期待生存

率である。生存率 (St)を定義すれば、

St=す ただし、ん=附

となり、同一の人口集団を仮定するものではない。

例えば、平成9年度に20歳である加入者は、 21

歳となる翌年まで、生存する確率をそれぞれ持って

いる。したがって、平成9年度に20歳である加入

者の 1人あたり医療費に期待生存率を乗ずること

により、当該加入者が20歳時点で消費する医療費

を求めることができる。これを各年齢について同

様の計算を繰り返し行うことにより、代表的保険

加入者が生涯に必要とする医療費、すなわち

「生涯医療費」が求められるとしている。

当該推計方法では、 1年度の年齢別医療費を仮
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想的に代表的加入者の一生涯とし、受診率と生存

率を乗ずる点が特徴となるが、各年齢時点の生存

率は人口集団として同一でない、出生時点の異な

る生存者たちの「翌年までの生存確率」であるた

め、生存者の割合は定常人口を用いた生残率に比

べて高めに出る特徴を持つ。

また白書の推計方法同様に、時点 tでの人口は

生存者であるが、医療費については死亡者のそれ

も含まれているため、死亡者の含まれていない当

該推計方法では、死亡者込みの場合に比べ、分母

が小さくなり、その結果を過大にさせている可能

性が生じている。

このような問題を踏まえ、次節ではまず、上記

の2つの方法により、実際に白書同様に1997年度

データ (F2は1998年度)での推計結果を紹介する。

(3)推計結果

生涯医療費の推計結果は図 2.図 3に示され

る。ヒストグラムは、各年齢階層時点での医療費

の総額が示されており、横に足し積みした結果が

生涯医療費の総額となる。また、図全体は生涯に

わたる医療費支出パターンを示していると解釈で

きる。

図2・図3をみると、いずれも生涯にわたる医

療費の支出パターンは概ね共通した傾向を持って

いることがわかる。すなわち、出生直後から10歳

未満の小児期には、先天的な疾病や不安定な健康

状態から医療費がかかり、青年期には医療費がか

かりにくくなることから医療費は減少し、壮年期

から老年期にかけて次第に医療費は増加してい

る。

これは直観的に理解できる傾向であるが、いま

1つの特徴的傾向は、 65・69歳階層になって医療費

の増加率が上昇している点である。これは、保険

制度の移行期(老人保健制度への移行)であり、

保険料や自己負担割合の変更の影響が推測される

が、本稿において確定的な判断はできない。

白書における推計方法と今野 (2003)の差異が

特徴的に現われているのは80歳以上の階層での傾

向である。前者は医療費が減少傾向にあるのに対

して、後者は増加傾向にある。これは生残率と生

存率のどちらを推計に用いたかが影響している。

すなわち、生残率は、「ある人口集団中で、同時

出生後、時点tまで生存した者の割合」であるの

に対して、生存率は「人口集団としては同一でな

く、出生時点の異なる生存者たちの、翌年までの

生存確率」であるため、その絶対数は後者の方が

高めに出るのである。特に、高齢者については、

生存率の元となる各年齢時点で現在の生存者数

と、同一人口集団の生残者数では確率的にも絶対

数に差が出やすいといえる断。

なお、白書における推計と、同様の方法によっ

て得られた結果(図2)では、その傾向に違いは

ない。生涯医療費総額は本稿で使用したデータで

は大幅に少額となり、白書のデータによる推計

2，200万円に対して1，400-1，580万円との結果で、あっ

た。他方、今野 (2003)では、 80歳以上の高齢者

の医療費が影響し、 1，691-1，873万円との結果が得

られた。

白書の結果に対して本稿の結果が少額で、あった

ことはサンプル上の問題である。ただ、白書での

推計方法と今野 (2003)のそれで、結果の対比に

おいて、どちらの方法が妥当であるかの評価を行

うには、この年齢階層の医療費に一般的にどのよ

うな内容が含まれ、その結果発生しているかの実

態を明らかにすること先決であろう。すなわち、

高齢者には、事後的死亡者も含め、菓大な医療費

がかかるのか、むしろ医療費は治療上かからない

かであり、次節でこの点は触れることとする。

最後に、推計における限界を指摘しておかなけ

ればならない。今野 (2003)推計にあたり、想定

する代表的加入者が一生涯、同一の保険者に加入
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図2 生涯医療費推計結果(白書推計方法)

圃 F1(総額:約1，580万円)

圏 F2(総額:約1，400万円)

0-4 5-9 10-1415-1920-2425-2930-3435-394044454950-5455-59 60-64 65-69 70-74 75-7980-8485-100 

図3 生涯医療費推計結果(今野(2003)推計方法)

圃 F1(総額:約1，873万円)

圏 F2(総額:約1，691万円)
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し続けること、制度改定や医療費負担割合や保険

料の変更等を考慮せず、平成9年時点に固定して

いる点は現実的でないとの批判があろう注6。しか

し、本節で使用するデータの特性とその目的に鑑

みれば、現時点で代表的加入者の生涯に一定の仮

定を置かざるを得ない。また保険者ごとに推計を
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行うことは、加入者属性の違いを考慮する意味が

あり、結果として、そこで明らかにされた格差に

は副次的意義が少なからずあるものといえよう。

4. r死亡前医療費調整による生涯医療費』

の推計注7

( 1 )死亡前医療費に注目する意義

前節では、生涯医療費の推計にあたり、時点 t

での定常人口 (lt)と年齢別医療費 (Et)を用い

る白書推計と、単年度の年齢別医療費を仮想的に

代表的加入者の一生涯とし、受診率と生存率を乗

ずる今野 (2003)の2つの推計方法とその結果を

示してきたが、そこに現われた特徴的な差異は80

歳以上の高齢者医療費で、あった。

しかし、そもそも高齢者医療費には、他の年齢

層よりも特徴的な医療費がより多く含まれている

ことを忘れてはならない。それは「死亡前医療費」

である。事後的死亡者の医療費は、年齢に違わず

総医療費に含まれていることは当然であるが、確

率的にその割合が高いのは高齢者医療費であり、

その医療費が全体のどの程度の割合を占めている

かは、実はあまり明らかにされていない。

もっとも、ひとが死を迎えることは必然である

ため、死亡者の医療費とは何を意味するかの定義

と、なぜ特別視する意味があるのかを明示するこ

とは必要である。本稿では、死亡者の医療費とは、

「事後的死亡者の死亡前医療費Jを想定している。

ひとが、死期を予見できる可能性は高くはない。

しかし、事後的に死亡者の医療費を遡及した場合、

死亡要因となり得る疾患の治療が進むにつれて、

或いは、死期が近づくにつれて、従来の医療費と

は発生形態の異なる医療費が増加してくると考え

られる。

このとき、可能であるならば、事後的死亡者の、

死亡前の一定期間を「死亡前医療費」とし、生涯

医療費における最後の一定期間の医療費として別

に加えることによって、従来の推計を越えるリア

ルな結果を導き出すことが可能であると考えられ

る。

また、先の2つの推計において、その方法の違

いが結果として高齢者医療費部分に現われたこと

で、どちらの推計が妥当であるか、或いは、後に

示す第3の推計方法が望ましいかを評価する上で

も、その実態把握は必要である。さらに言えば、

死亡前医療費は生涯医療費の一部であり、可能で

あるとしても、それを排除することは生涯医療費

の定義自体を揺るがしかねないものとなろう。

ところが、事後的死亡者が死を迎えるまでの医

療費のかけ方は、個人によって大きく異なるのが

実態である。すなわち、死亡前に可能な限り医療

費を投じることを望む個人も存在すれば、 QOL

(Quality of Life)を重視した緩和的治療を選好す

る個人も存在する。どちらを選択しても、事後的

死亡者の死亡前医療費は、生存者の医療費とは性

質上、その額も大きく変わってくることが予測さ

れる。

そこで次節では、まずデ}タ上、生存者と死亡

者の識別を行い、事後的死亡者の死亡前医療費を

生存者の医療費と対比すべくその実態を示し、

次々節で生涯医療費の推計に取り入れる方法を示

すこととしたい。

(2)事後的死亡者の死亡前医療費削

死亡前医療費に関する分析は、海外では盛んに

行われている。特に、米国の研究結果では、死期

が近づくにつれて死亡前医療費が増加すること

や、加齢に伴い、死亡前医療費が減少することが

明らかにされている削。 1980年代以降、この種の

研究では供給面からの分析が中心となり、そこか

ら導き出される結論は、「天寿を全うし、予後不

良の高齢者に対する高度医療サービスの投入を制
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限することは正当化されるjとさえする風潮をも

たらした注10。しかし、 1990年代に入り、需要面か

らの分析も次第に増え、死亡を間近にした患者の

処遇を広く問う研究が増えるに至った。

わが国では、死亡前医療費に関する分析は少な

い。長寿社会開発センター(1994)では興味深い

結果が報告されており、死亡前医療費が老人医療

費の約20%を占め、その死亡前 l年の医療費は生

存者の約4.1倍であることが報告されている。

本節における分析対象は、 2健保において、加

入者資格喪失事由が「死亡J扱いである加入者と

なる。データ期間は 2健保における使用可能な全

期間(1996-2001年)であり、個人の保険資格喪失

月を「死亡月」と特定し、分析にあたり、そこから

遡及的にデ}タを一括して抽出・集計している注110

また、本稿では「死亡前」期間を 1年とするが、

これは先行研究に倣うというよりも、図 48に示
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されるように、データ上、事後的死亡者の医療費

に変化が見られる時期が死亡前12か月付近であっ

たためである。

事後的死亡者の医療費を 2保険者で一括し、個

人ごとに12か月遡及的に集計した結果は図 48に

示される注12
0 Felder (2000)が指摘するように、

事後的死亡者は死亡時点が近づくにつれて、より

多くの医療費を投じていることがわかる。最も高

額となる死亡1か月前時点での個人平均月医療費

は、約56.8万円 (F1 : 55.1万円、 F2 : 58.6万円)

に達する。また、死亡前 1年間の平均医療費はF

lで361.7万円、 F2は364.3万円であり、これは前

節の今野 (2003)推計における、 85・100歳階層医

療費 (F1 : 317.4万円、 F2 : 311.3万円)以上の

額に相当する。

しかし、これを年齢階層別でみると(図 4b)、

20歳未満の患者の死亡前医療費は突出して高く、

特に死亡 3-4か月前以降の医療費は急増してい

ることがわかる。対照的に、それ以外の年齢層の

患者へ投じられる医療費の変化率は小さく、その

差も小さい。しかし、その中でも高年齢層ほど、

相対的に医療費は低い傾向がみられ、高齢者が死

亡前を迎えるケースでは、治療方法が限定的とな

ることや死亡前に対する考え方によるものだと考

えられる。

ところが、事後的死亡者の中で、その平均医療

費が相対的に低い高齢者も、保険者の総医療費に

占める割合は相当なものとなる。これを示すのが

図5である。これは年間医療費デ}タを生存者と

死亡者に分割し、加入者l人あたり医療費として、

その割合を示したものである注13。これをみると、

高齢者に集中する死亡前医療費 (65歳以上)は、

平均で総医療費の約20%を占めており、 85・100歳

階層では約40%に達していることがわかる。この

ことから、高齢者の医療費デ}タには、その約2

割治、ら 4割もの通常の受診者とは異質な医療費が

表28 死亡前12か月における

月平均医療費・日数

年齢
医療費 (円) 日数

平均値 標準偏差 平均値標準偏差

0・9 475，986 535882.33 9.37 8.5022 

10-19 317，890 549592.63 6.56 7.2738 

20-29 200，510 532831.71 4.45 5.6695 

30-39 194，669 263952.27 4.41 4.0340 

40-49 328，417 402228.30 7.01 6.3061 

50・59 373，518 549357.72 7.72 6.1621 

60-69 295，658 299884.77 6.77 5.8022 

70-79 319，521 349047.76 8.47 7.6021 

80-89 273，255 372091.45 9.53 8.6394 

90- 255，436 343948.18 10.07 9.0575 

表2b 死亡前12か月医療費

死亡までの月数
平均医療費

標準偏差
(円)

11 192，587 49590.86 

10 209，629 47564.83 

9 215，311 53067.98 

8 229，510 63099.85 

7 242，603 64846.65 

6 275，026 49649.98 

5 265，158 56396.44 

4 280，436 66356.34 

3 330，225 70887.65 

2 378，221 72751.83 
431，770 80897.61 

O 546，465 82388.90 

含まれているため、これらを一括して取り扱うこ

とは、結果の精度に大きな影響を与える可能性が

高いといえよう。

それでは実際に、生存者と死亡者の 1人あたり

医療費には、どの程度の差異があるのかを次に示

そう。ここでは、生存者と死亡者それぞれについ

て、以下のような計算を行う。まず、生存者につ

いては、 1年間の生存者の総医療費を、全体の加

入者から死亡者を減じた実質加入者数で除し、さ

らに受診率(患者数/実質加入者)を乗ずる。他

方、死亡者については、死亡前1年間の死亡者の
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図5 生存者・死亡者における年齢階層別
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総医療費を、死亡者で除した。

その結果、死亡者の年間 1人あたり医療費は、

例えば20・24歳階層では、生存者のそれが約4.3万

円に対して、約296.1万円と約68倍に達しているこ

とがわかった。また、 70・74歳階層でも生存者の約

35.4万円に対して、死亡者は約308.7万円と約8.7倍

になっており、年齢にかかわらず、その差はかな

りの額であることがわかる。

一般の患者と、重篤な疾病に躍り死期の迫る患

者とでは、診療行為に大きな違いがあり、結果と

して医療費に差が生じることは当然であるが、本

節の結果から、事後的死亡者の死亡前 l年の医療

費は生存者に対して、全年齢平均で約27.9倍、 70

歳以降でも平均約5.3倍に達することがわかった

(図 6)注14。すなわち、鈴木・鈴木 (2001)が示

すとおり、死亡前医療費は生存者の医療費に比べ

てきわめて大きく、生涯医療費における最後の l

年にかかる医療費としても、その影響は小さくな

いといえる桟へそこでこの結果を踏まえ、次節で

は本節の死亡前医療費を取り入れる第 3の方法

で、生涯医療費の推計を試みることとする。

図6 生存者・死亡者における年齢階層別

1人あたり年間平均医療費
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(3) r死亡前医療費調整による生渡医療費J
の定義と推計方法

前節では、事後的死亡者の死亡前医療費が、通

常の患者の医療費に比べて、少なくとも費用の面

で異質な発生形態をとる実態を明らかにした。そ

こで本節では、これまで示した 2つの推計方法と

は別に、こうした事後的死亡者の死亡前医療費を

取り入れる形での推計を試みる。

生涯医療費を考えるとき、ひとは出生直後から

小児期には、先天的な疾病や不安定な健康状態か

ら医療費がかかり、青年期にはそれが減少し、壮

年期から老年期にかけて次第に医療費が増加する

というその発生の流れは、これまでの推計結果か

らも明らかで、あった。しかし、一般的に死亡者割

合の高い高齢期には、多くの事後的死亡者の医療

費が発生し、かつ、その費用もそれ以前を大きく

上回ることが事実であるとすれば、生涯医療費に

おいても死亡前医療費を調整する必要性は生じて

こよう。

本稿では、「平均余命」の概念を用いて「平均

余命医療費Jと換言可能な「死亡前医療費調整に
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よる生涯医療費」の推計を行う。先に評価をした

通り、これまで示した 2つの推計方法では、いず

れも時点 tで生存する、或いは生残する人口が定

義式に含まれていた。他方で、医療費 (Et)には、

事後的死亡者の死亡前医療費が、特に高齢者につ

いて多くの割合を占めていたことが前節で明らか

にされた。この結果、 EtをL、lltで除す過程で、 lt、

れには事後的死亡者が含まれていないため、その

結果を過大にさせている可能性が拭えなかづた。

しかし、本節ではデータ上、生存者と死亡者の

識別が可能なため、平均余命の概念を用いれば、

O歳時点の加入者のその後に必要となる医療費

(生涯医療費)や、時点 tまで生存した加入者が

その後に必要となる医療費を近似的に推計するこ

とが可能である。

そこでまず、「平均余命」の定義をここで改め

て確認する。

ある年齢tの生存者がその後に生存した平均年

齢をその年齢の平均余命仇とする。特に、 eoを

「平均寿命」と称する。 ltは時点 tで生存する人数

とする。この場合、時点Oから時点T聞で、lo.ll. l2. 

…. lt. …• lT-l. lT. となる人口変化をすると時点 tで

の平均余命山=平 となる。

また平問れ0=写生
と示せる。なお、 ltは時点Oで生まれた総人口から、

時点 tまでに死亡した人数の総数を引いた生残者

に等しい。この定義に基づいて、平均余命医療費

を「ある年齢tの生残者が、その後にかかる平均

的医療費」として、以下のように求める。

いまE1を、時点 tでの生残者の医療費とすれば、

それぞれの時点でEt， Ei … .E1. ….E~の医療費

がかかる。 Efを、時点 tで、の死亡者の医療費とす

れば、各時点でEf，Ei….Ef.….Efの医療費が

かかる。このとき、時点 tに存在する lt人の人々

の「時点 t以降に平均的にかかる医療費 (Ht)J 

は、

: lt+Ada (lt -lt+l) Etfl 
Ht=ムd L ただし、お=100，000

となる。分子第2項の (lt-lt+l)は、死亡者数で

あり、分母は、時点 tでの生残者数と死亡者数の

和lt=仏1+ (lt -lt+1)である。よって、この定義式

によるO歳時の平均余命医療費 (LME")は、

;凶+(ゐ-ll)Ef
=ムd lo l ただし、 lo=100，000

となる。また、このとき時点tごとにかかる平均

医療費支出 (AHt)は

AHt=Ht+l-Ht 

となる。当該推計方法は、生残者・死亡者のl人

あたり医療費をそれぞれ求めている点と、それら

を人口で除す際に、生残者・死亡者の人口を推計

に取り入れている点が特徴である。これによって、

これまでに示した2つの推計方法における問題点

を解消することが可能となる。

また、時点 tに生残する lt人の人々 の「時点 t以

降に平均的にかかる医療費(品)Jを用いること

により、ある年齢時点から、その後に必要となる

医療費を予測することが可能である。

以上を踏まえ、次節ではこの方法によって行っ

た推計の結果を示すこととする。

(4)推計結果

推計結果は図7に示されるが、当該推計におけ

る使用デ}タでは、データ上、死亡者の年齢別標

本数が安定的に確保できないため、 2保険者一括

しての推計となった。生涯医療費と換言可能な

10歳時点での平均余命医療費jは、約1，390万円

となり、先の2つの推計よりも約10・190万円減額

される結果となった。これは、生残者・死亡者双
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方の人口が推計に取り入れているため、前者のみ

の場合に比べ、定義式上、相対的に分母が大きく

なったためであると考えられる。また、今野

(2003)推計と比べてその総額が大きく下がった

ことは、推計に際して使用した人口が同一人口集

団で、あったためである。

結果として、代表的加入者は死亡前 l年の医療

費も含め、平均的に約1.390万円の生涯医療費を必

要とすると解釈できる。図7では、 70歳以降で急

激に平均余命医療費が大きく減少しており、この

時点では多くの医療費を支出するものの、これ以

降の年齢では多くの医療費を必要としないのは、

白書推計方法の場合と同様である。

また、先の 2つの推計結果(図2・図 3)と対

比すべく、平均余命医療費から各年齢階層時点で

の平均医療費支出 (AHt)を求め図 7に示した。

その結果、 85歳以上階層の平均医療費支出が大き

く増加していることがわかった。

これは、当該推計方法では死亡者数を含めない

場合に比べて分母が大きくなり、全体としての医

療費は減少するが、当該年齢階層については、分

母が大きくなる以上に定義式の分子第2項の死亡

者1人あたり医療費が大きくなったために医療費

が増加したと考えられる。 4( 2 )で明らかにし

たように、 85歳以上階層には約40%の事後的死亡

者の死亡前医療費が内在しており、それを踏まえ

れば、当該推計方法は、よりリアルなものである

と解釈できるであろう。

また、本節の推計結果からは、各世代でその後

にかかる医療費を推計することが可能であるが、

0歳入口がその後に必要とする医療費は平均約

1，390万円である一方で、 20歳入口は平均約1，226

万円、 40歳入口は平均約1，105万円、 60歳人口は平

均約885.3万円、 80歳入口は平均約418.7万円であ

った。図7における平均医療費支出では、高齢者

世代で必要とされる医療費はかなり大きいことが

わかる。しかしこれによって、高齢者世代が多く

の費用を必要とするため、応分の負担を担うべき

であるとは必ずしも言えない。なぜなら、この段

階では、高齢者世代がこれまで、行ってきた費用負

担が明らかではなく、また、仮に多額の医療費を

消費するとしても、若年期には医療費支出以上の

図7 平均余命医療費と年齢別平均医療費支出
万円
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保険料を支払ってきた可能性も多分にあるからで

ある。

さらに、高齢者の生涯医療費の高さは、医療費

の高さだけでなく、高齢者世代人口それ自体が既

に減少している要因も考えられる。他方、若年期

世代の生涯医療費の低さは、高齢者世代に到達す

る以前に死亡する者が存在するためであろう。こ

こでもし、世代間の公平性の観点から議論を行う

ならば、若年期に死亡した加入者は高齢期主で生

存の可能』性があったにもかかわらず、その費用負

担をせずに死亡により医療保険から脱退している

と説明することができるだろう。

以上の推計結果によって、生涯医療費と換言可

能な 10歳時点での平均余命医療費」は、約1，390

万円となり、総額としては先の 2つの推計よりも

減額される結果となった。しかしながら、平均医

療費支出を求めると、最高齢階層での医療費は、

直前の年齢層のそれに比べて増加しており、死亡

前医療費の影響を裏付けることとなった。

本稿で示した 3つの推計方法を対比すると、表

4のように示し得ょう。厚生白書同様の推計方法

は、医療費の発生人口(分子)とそれらを除す対

象人口(分母)が一致しておらず、一致している

場合と比べて結果を過大となっている可能性が拭

えなかった。今野 (2003)では、やはり同様の問

題を苧んではいたが、ここではそれとは別に、生

存率を使用しているため、各時点での生存者数の

出生時点が異なり、生残率を用いる場合に比べて、

特に高齢層の医療費に大きな影響が出る結果とな

った。

表3 平均余命医療費推計結果(年齢階層別)

年齢 平均余命医療費 平均医療費支出 年齢 平均余命医療費 平均医療費支出

0-4 ￥13，636，868 ￥620，753 45-49 ￥10，636，537 ￥454，536 

5-9 ￥13，086，845 ￥433，838 50-54 ￥10，115，553 ￥595，570 

10-14 ￥12，734，464 ￥273，309 55-59 ￥9，459，914 ￥702，998 

15-19 ￥12，473，123 ￥234，527 60・64 ￥8，853，336 ￥547，545 
20同24 ￥12，262，111 ￥201，291 65-69 ￥8，261，247 ￥629，750 

25-29 ￥12，049，098 ￥252，548 70-74 ￥7，522，935 ￥1，134，103 
30同34 ￥11，768，486 ￥308，573 75-79 ￥6，051，614 ￥1，849，475 

35・39 ￥11，432，766 ￥380，441 80-84 ￥4，187，247 ￥1，832，148 

40-44 ￥11，051，300 ￥389，360 85-100 ￥1，258，519 ￥3，103，658 

表4 推計方法別の結果と評価

推計方法 結果(総額) 評価

l人あたり医療費と生残率を使用する推計方法。医療費の

厚生白書 1，400・1，580万円 発生人口とそれらを除す対象人口との不一致が結果を過大

にさせている可能性大。

医療費の発生人口とそれらを除す対象人口の不一致が結果

今野 (2003) 1，691・1，873万円
を過大にさせている可能性大。生存率を使用しているため、

人口集団が同一でなく、生残率に比べてその絶対割合が高

め。高齢者層に影響大。

生残者・死亡者の医療費を個別に求め、それらを同一時点

死亡前医療費調整
1，390万円

の生残者・死亡者で除している点で、精度が高い。高齢層

による推計 で多く含まれる死亡前医療費を推計に取り入れている点が

現実的。
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死亡前医療費調整による推計では、生残者・死

亡者の医療費を個別に求め、それらを同一時点の

生残者・死亡者で除している点で精度が高いと評

価できる。特に、事後的死亡者の死亡前医療費を

推計に取り込む方法は、 4( 2 )で看過できない

死亡前医療費が含まれていることが明らかにされ

ており、それを調整することは、国民医療費の正

確な将来推計を行う場合にもきわめて有効な方法

であると言えるだろう。

5.結語

白書による推計と今野 (2003)のそれは、推計

の過程である種の医療費を人口で除しているが、

その過程で医療費を発生させた人口と除す対象と

する人口が一致しない問題点を苧んでいた。また、

生残率と生存率の定義の違いから、この 2つの推

計結果には高齢層に大きな差が出る結果となっ

た。しかしながら、 4( 2 )でみたように、高齢

層では看過できない割合の事後的死亡者の医療費

が総医療費に含まれている現実が明らかにされ、

それらを取り込む推計の必要性が示された。その

意味で、第3の推計方法は、本稿で提示した 3つ

一一一 一ー の方法の中ーで最も現実的な結果を導いたといえよ

本稿では、 2保険者レセプトデータから、生涯

における医療費支出、すなわち、生涯医療費の推

計を試みた。推計に際しては、既になされている

『厚生白書jでの推計方法の再評価を行うべく、

使用データにおいてI人あたり医療費に対して簡

易生命表による定常人口(=生残率)を用いて推

計する白書推計方法と、今野 (2003)で行われた

生存率と受診率を用いて推計する方法、そして、

データ期間上の生存者と死亡者それぞれについて

l人あたり医療費を求め、平均余命の概念から各

年齢時点でのその後の医療費支出を推計する方法

の3つを試みた。

その結果、白書同様の方法による推計では約

1，400-1，580万円、今野 (2003)のそれでは約

1，691-1，873万円となった。事後的死亡者の死亡

前医療費を調整した第3の推計では、生涯医療費

( 0歳時点の平均余命医療費)は約1，390万円と総

額では減額される結果となったものの、最高齢層

では直前の年齢層に比べて医療費が増加し、死亡

前医療費が推計に影響を及ぼしていることが明ら

かとなった。最高齢層で医療費の増加がみられた

ことは、事後的死亡者の死亡前医療費が特に集中

し、同一年齢層総医療費の約40%を占めているた

めで、あった。

つ。

現行制度の限界がみえるいま、医療保険制度に

おいて世代聞における利害調整の論議がなされて

おり、負担の公平性が議論となることは必然であ

る。その際、医療保険加入者が生涯にかかる医療

費支出額を把握することはきわめて有益となる。

本稿で得られた推計結果は、保険料と医療費支出

のバランスされた医療保険制度の構築や、今後の

負担の公平性の議論に示唆を与え得るものと考え

る。
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注

1 例えば、 Flでは25・64歳までの階層では2.47-3.06

であるが、 70・100歳までの階層では1.38・1.79となる。

慢性疾患に代表されるように、高齢であるほど擢

息する特徴的疾病が増加するため、治療行為が類

似し、変動係数の値が小さくなると考えられる。

対照的に若年層では、例えば10-24歳までの階層でF

1 : 3.08-4.73、F2: 3.89・5.32であり、突発的に催患

する疾病が多く、またこの年齢階層でそのような

疾患に擢る場合には重篤な疾病が少なくないため、

患者間での医療費のばらつきが大きくなると考え

られる。

2 厚生労働省保険局調査課への問い合わせで回答

を得ている。

3 簡易生命表による「生命表諸関数の定義Jよ

り。

4 生存率は平成 9年度簡易生命表における定常人

口を適用した。

5 平易な言い方をすれば、例えば80歳個人が81歳

まで生き残る確率と、 O歳個人が81歳まで生き残

る確率を比べれば、前者の方が高い数値が出るこ

ととなる。

6 医療保険制度の枠組みの中に、現在の老健のよ

うな制度が新たに導入される場合、自己負担割合

や保険料の引き上げが行われる場合には、加入者

の受診行動に変化が生じるため、結果として生涯

医療費への影響は否定できない。また、どのよう

な保険グループに加入するかによっても地域性や

保険料等の条件による加入者の受診行動の変化は

考えられる。さらに、厚労省による医療費抑制政

策が今後さらに進められること、すなわち、診療

報酬点数の引き下げによって、医療供給側の行動

変化が生じることも、生涯医療費へ影響を与える

と考えられる。

7 本稿では「死亡者医療費Jと「死亡前医療費J
を同義として扱っている。これは、デ}タ上、前

者は事後的死亡者の死亡前12か月医療費を推計に

利用しているためである。ただし、これらはいず

れも一般的な「終末期医療費jと同義ではないこ

とに留意されたい。なぜなら、本稿の死亡前医療

費には、最終的な死亡病名とは関連性のうすい、

風邪やアレルギ}性鼻炎、歯科治療等の医療費も

含めるためである。

8 死亡前医療費に関する詳細な分析は別稿に譲る。

9 例えば、 Felder(2000). 

10 Callahan (1987)， Scitovsky (1988). 

11 患者の死亡前12か月における医療費、および診

療日数に関する記述統計は表2a . 2 bに示すとお

りである。

12 なお、死亡最終月の医療費は、当該患者が死亡

月の初めや半ばで死亡しているケースがほとんど

であるため、医療費を日割り計算し、 30倍するこ

とで1か月間の医療費とした。(図4a・4b、表2

a. 2 b) 

13 加入者1人あたり医療費は、分母は全体の加入

者となっていることに留意する必要がある。

14 図6では、標本数が安定する30歳以降を示した。

また、死亡前医療費で差異がみられなかったため、

安定的な標本数を確保すべく、 2保険者のデータ

を合算して分析を行っている。図4bも同様である。

15 本稿では、事後的死亡者の死亡前医療費の医療

費全体に与える影響は大きいとする事実に対して、

その是非を問うものではない。
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The Estimation of Lifetime Medical Expenditure 
-Adjusting “Pre心eathMedical Expenditure"圃

Hiroki Konno， M.A. * 

In recent years， reform of National Heal出InsuranceSystem is one of the political issues in 

Japan. The key of this issue is how intergenerational equity is attained， adjusting the drastic 

transition in population structure. In order to argue this theme， it is necessary to have the 

information about “Lifetime Medical E却 enditure"(henceforth， LME) ， 

In this article， 1 had estimated LME by three methods， using medical claim data， which were 

of 2 groups of insurance system. One is the estimation using stationary population (Method 1 )， 

the second is that using survival rate and consu1tation rate (Method 2 )， the third加出抗 adjusting

"Pre-Death Medical E却 enditure"(Method 3 ) . 

As a result， 1 obtained that LME w部 14・15.8millions yen by Method 1 ，組d16.9-18.7 millions 

yen by Method 2 . The resu1t that estimated by Method 3 revealed that Pre-Death Medical 

b中endituremuch affected the estimation of LME. The resu1t of Method 3 was that they needed 

13.9 millions yen as LME， and it was the most real of 3 methods. 

[Key wordsJ national hea1th insurance system， receipt data， lifetime medical expenditure， 

pre-death medical expenditure， medical expenditure of 1出 回 中ectancy

* Research Resident， Institute for Health Economist and Policy 
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製薬企業におけるR&D拠点の対外的 • 
対内的交流とR&D成果への認識

浅川

中村

和宏*1 

洋*2 

本論文では製薬企業のR&D成果をもたらす諸要因を多面的に検討している。特に、 R&D拠点(ラボ)が行う大学や研
究機関やその他企業などとの対外的交流および社内の他のラボとの交流が、ラボのR&D成果にいかなる影響を及ぼすかに
分析の焦点を較った。 R&D成果を多面的にとらえることにより、基礎研究、特許、臨床開発いずれかの目的かにより、こ
うした要因の効果も変わることを明らかにした。たとえばラボの基礎研究成果のためには現地の大学との密度の高い交流
が高い効果を与えることや、臨床という下流活動の成果には社内他ラボとの知識の交換が有効なことが判明した。これら
の結果は、アンケート調査と同時に行ったフィールドワークから得られた定性データからの知見とも照らし合わせて検討
した。

キーワード :R&D成果、認識、対外的交流、対内的交流、コラボレーション、製薬企業

1 .はじめに

本研究の主題は、製薬企業の研究開発 (R&D)

の成果に及ぼす諸要因の実証分析である。とりわ

けR&D拠点(以下、ラボと称する)のもつ社外

および社内との関係性のあり方の与える影響に注

目した実証研究は意外に少ない。我々は、少なく

とも以下の二つの理由から、ラボの有する対外

的・対内的交流のR&D成果に及ぼす影響の重要

性に着目した。第一に、 R&Dのような急進的イ

ノベ}ションを伴う活動においては、すべてを自

社内もしくは自ラボ内でまかなう自前主義は有効

ではなく、特に生命科学・バイオのR&Dのよう

* 1 
* 2 

慶慮義塾大学大学院経営管理研究科教授

慶応義塾大学大学院経営管理研究科助教授

に先行投資が膨大で不確実性の高い分野ほどその

傾向は強い 1)。外部の大学、研究機関、そして製

薬企業、ベンチャー企業などとのR&Dコラボレ

}ションは、もはや不可欠となった 2-4)。第二に、

R&D遂行上重要なナレッジは何も社外にのみあ

るわけではない。社内の他のラボとの交流は、新

たなナレッジの獲得のみならず、社内で活用する

うえでも重要な営みである。新たに獲得した経営

資源と既存のものをいかに有効に組み合わせ、融

合できるかが、企業にとってのイノベ}ション創

造の鍵である 5)。

さらに本研究では、いくつかのラボの属性の影

響をも調べている。すなわち、 R&Dにおける各

ラボの研究 (R)の比率、そして日本企業か欧米

企業かの違いの影響である。こうした諸側面がラ

ボのR&D成果にどのような影響を及ぼすのだろ
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うか。

その際、一口にR&D成果といっても、細かく

見ればその成果のタイプは様々である。そこで、

我々はR&D成果をより多面的にとらえてみた。

すなわち、基礎研究、特許取得、臨床開発の何を

指すかにより、その成果に対する貢献要因も異な

ると考えたからである注10

なおR&D成果に影響を及ぼす要因についての

既存研究に対し、本研究の特徴として以下の3点

が挙げられる。第一に、本研究ではR&D成果を、

成果に対する製薬企業自身の認識に基づいて評価

している。特許による評価の有効性を認識しつつ

も、我々のねらいは成果に対する企業自身の自己

認知を尺度として採用することにより、特許デ}

タの分析のみでは把握しきれない成果の要素を包

括的に取り込むことにある。その意味では特許を

従属変数とする多くの既存研究6)に対する補完的

位置づけといえよう。第二に、本研究では特定の

段階(たとえば臨床開発段階に焦点を当てR&D

プロセスにおける組織能力に着目した桑島 (1999)

など)7)ではなく基礎研究から臨床までの多段階

成果を幅広く扱っている。第三に、 R&D成果へ

与える影響要因も、内的および外的な交流のいず

れかではなく両方を取り上げている。これらの意

味で、本研究は既存研究に対し補完的であると位

置づけられる。

本研究の構成は以下の通りである。第2節では、

理論フレームワークについて述べる。第3節でデ

ータと方法論につき記述した後、第4節で仮説検

証と考察を行う。第5節で、まとめと本研究の限

界について言及する。

2.理論フレームワーク

( 1 )対外的交流のあり方と円&0成果

イノベーション・クラスターにおけるインサイ

ダーのメリットがよく指摘される。シリコンバレ

ーにおけるクラスターのインサイダーは、資金、

人材、および知的資産を獲得しやすい 8)。要素条

件、需要条件、政府の施策、競争環境が整った場

所にある企業ほど競争戦略上有利であるとされる

が9)、イノベ}ション・クラスターの内部ほどそ

うした要件が備わっていると考えられるlヘ外部

研究コミュニティーにおけるインサイダ}となる

ことにより、そこにおける社会的資産 (Social

Capital)を共有し、重要な財的、人的、知的資産

を得ることが可能となるlト 13)。我が国においても

イノベ}ションにおける「場」の重要性も指摘さ

れている100 そして、知的資産などへのアクセス

は特に現地コミュニテイ}におけるネットワーク

への埋め込み (embeddedness)の強度に影響さ

れるという l九海外ラボからのナレッジ吸収時に

はとりわけ現地との対外的リンケージが重視され

る傾向にある16)。よって、以下の仮説が構築され

る。

仮説倣の一定条件の下ず、ラポの対外的

交流はラポのR&D成果に正の影響

を及ぼす。

(2)対内的交流のあり方とR&O成果

外部から獲得した知的資産も、社内でうまく活

用してこそR&D成果につながる。しかし一つの

ラボ内にその知的資産をとどめていてはその価値

も企業全体として十分に発揮されない。社内の他

のラボとの交流によりシーズとニ}ズが結合さ

れ、新たなイノベーションを生む可能性が高まる。

新たな知識の応用可能性を見極めるには、潜在的

ユーザ}との交流は不可欠である1710 あるいは他

のラボとの問での知的資産の組み合わせにより新

たな知の創造が生まれる可能性もある18)。さらに

は、新たな知的資産の源泉はなにも社外に限らず、

社内の他のラボ等から必要な知的資産を獲得する
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こともありうる。またグロ}パルR&D活動にお

いて、海外ラボで獲得したナレッジを社内で活用

するには、なによりも社内の他のラボや他部門と

のリンケージが最も有効であることも確認されて

いるl九これらの理由から、次の仮説が構築され

る。

仮説2:1訟の一定条件の下ず、 ラボの対内的

交流はラボのR&D成果に正の影響

を及ぼす。

3.データと方法論

( 1 )データ

国内外の製薬企業のラポ向けにR&Dの対外

的・対内的コラボレーションがR&D成果にどの

程度効果を及ぼしているかに関するアンケ}ト調

査を2003年度に実施した。内外ラポ合計で62の有

効回答を得た。その内訳は日本企業32、海外企業

それぞれ30で、あった。

サンプル選定方法は次のとおりであった。日本

および欧米の研究開発型製薬企業をそれぞれ売り

上げ規模上位20社ずつ選定し、各社の主要R&D

拠点宛にアンケート調査票を送付した。日本企業

の場合、アンケート調査回答を日本製薬工業協会

参加企業の中から選定し、 20社中18社 (9割)、 55

ヶ所中32ラボの協力を得た(回答率56%)。欧米

企業の場合、 Scrip掲載の世界製薬企業ランキン

グ20)からサンプル(128ラボ)を選定し、 14社

(7割)、 30ラボ (23.4%)の協力を得た。ラボレ

ベルでの回答率は23.4%だが注2、企業レベルでは

7割をカパ}したことになる。アンケート調査票

は圏内の場合、協力企業の研究開発本部を通して

各研究所へ転送してもらった。そして各R&D拠

点内のR&D統括責任者の立場の方に回答を依頼

した。また欧米企業の場合、本国のR&D本部か

ら直接の調査協力を得ていなかったため、こちら

で調べたラボの所在地を元に、直接各ラボの所長

宛に送付した。ここでも国内の場合同様、各R&

D拠点内のR&D統括責任者の立場の方に回答を

依頼した。特に海外の場合、回答率が当初低かっ

たため、インセンティブをつけて数回にわたりア

ンケ}ト票を送付した。

(2)変数の要約

本アンケ}トは上記の仮説を念頭にデザインさ

れた。従属変数と独立変数、およびコントロ}ル

変数を以下要約する削。

①従属変数

本研究では、ラボの内外交流が、「基礎研究」、

「特許」、「臨床開発」というR&D成果にどの程度

貢献するかを調べる。アンケ}ト調査では、従属

変数であるそれぞれのR&D成果に対する回答者

の認識を、 1(最低)から 5 (最大)への 5段階

リッカート尺度にて測定した。その際、我々はラ

ボの対外的交流、対内的交流それぞれに関し、そ

れらのR&D成果への貢献を測定した。したがっ

て、ここでは対外的交流、対内的交流それぞれに

対応した従属変数を用いている。

②独立変数

対外的交流に関しては「現地大学との共同研

究」、「現地大学とのアライアンス」、「外部組織と

の非公式な人的交流」、「外部学会での研究者レベ

ルの交流J、「現地研究機関との共同研究」、「現地

製薬企業との共同研究」という質問項目に関する

デ}タを収集、分析し、 3つの因子に収束した

(Eigenvalue> 1，累積58.0%、主因子法、パリマッ

クス回転)。第一因子は「大学とのコラボレーシ

ョンJ、第二因子は「外部との非公式な人的交流」、

第三因子は「その他機関・企業とのコラボレーシ

ョンjとなった(表1a参照)。
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対内的交流に関しては「社内他ラボからの知識

の吸収J、「社内他ラボへの知識の移転」、「社内他

ラボとの人事ローテーション」、「社内他ラボとの

共同プロジ、ェクトの実施」、「社内他ラボとの聞で

の相互訪問」という質問項目に関するデ}タを収

集、分析し、 2つの因子に収束した (Eigenva1ue>

1，累積65.8%)。第一因子は「社内の知識の交換」、

第二因子は「社内の人的交流」となった(表 1b 

参照)。

なお、「大学とのコラボレ}ションJ、「社内の

知識の交換」については信頼性分析をクリアして

おり、クローンパック αも.70のレベルを超えてい

る(表 1c参照)。その一方、「外部との非公式な

人的交流」、「その他機関・企業とのコラボレーシ

ョン」、「社内の人的交流」に関してはクローンパ

ック αがそれぞれ.62，.59， .57と低く.70に満たず、

尺度の信頼性に問題ないとはいえない。しかし、

デ』タ収集の困難さから、質問項目数を必要最小

限に抑えたこともあり、この点はまさに今後の課

題であろう。

③コントロール変数

以下の項目をコントロール変数とした。

「研究 (R)比率J:ラボの全プロジ、ェクト(研

究および開発)に占める「研究」プロジ、ェクトの

おおよその比率を表す。対外、対内交流のR&D

表1a 対外的交流に関する因子分析

H 

外部との非公式な
人的交流

表1b 対内的交流に関する因子分析

社内他ラボとの共同プロジェクトの

社内他ラボとの間での相互訪問

表1c 独立変数:因子の信頼性分析

構成 クローンパックα 項目
大学とのコラボレーション .72 2 
外部との非公式な人的交流 .62 2 
その他機関・企業とのコラボレーション .59 2 
社内の知識の交換 .76 2 
社内の人的交流 .57 3 

N 

53 
58 
56 
57 
57 

IE 

その他機関・企業との
コラボレーション

項目間相関

.57 

.45 

.42 

.61 

.30 
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成果に与える影響はラボの属性としての研究比率

により影響をうけると判断した。

「本国籍J 本研究では日本企業と欧米企業の

両方を調査対象としている。対外、対内交流の

R&D成果に与える影響はどこの国の企業かによ

り影響をうけると判断した。実際、我々のサンプ

ルでは、日本企業については日本国内の研究所に、

欧米企業に関しては海外の研究所を調査対象とし

ている。そこでダミー変数を作成し、 1=日本企

業、 0=その他(欧米企業)とした。

(3)分析方法論

上記の諸変数をもとに、ここでは2種類の分析

方法を用いた。

順序ロジット (orderedlogit)回帰分析:ここ

での従属変数は順序尺度であるリッカートスケ}

ルであるため、順序ロジット分析を採用した。こ

の手法は多項ロジスティック分析と比してもパラ

メ}ターがより簡素 (parsimonious)なうえ、従

属変数であるR&D成果に対する評価レンジを反

映させることができる21，2九したがって、本稿で

もその慣行にならい、まずこの方法で分析する。

二項ロジスティック (binomia11ogistic)回帰分

析:その一方で、ここでは二項ロジスティック回

帰分析をあわせて行った。これは今回のように従

属変数がカテゴリカル尺度で独立変数が数値デー

タの場合に適した分析法とされる。従属変数の 5

件法リッカートスケールの回答の度数分布状況を

確認の上、概ね成果を挙げている場合 (4と5) 

とそれ以外(1、 2、3)の場合とで区切るのが

対比に最も効果的であると判断し、「大きな成果」

を表わす4と5を括り、カテゴリ -1とした。そ

れ以外の回答(すなわち 5件法リッカートスケー

ルの 1から 3までの回答)をひと括りにし、カテ

ゴリ -0とした。そしてカテゴリー 1への貢献要

因を検討した。ここでの結果と順序ロジット分析

の解と比較検討することにより、方法論の厳密性

(robustness)を高めることに努めた。

(4)フィールドワークによる定性データを

用いたトライアンギュレーション

我々はあわせて日米欧製薬企業へのインタビュ

ー調査を行った。日本の製薬企業7社、米国製薬

企業2社、欧州製薬企業6社の研究開発本部を訪

問し、各社のR&Dの対外的、対内的交流状況と

そのR&D成果への貢献についてインタピ、ユーを

行った。定性調査はより大きなプロジェクトの一

環として行われたが、本論文に関連した部分にお

いては、我々はアンケート調査の設聞をデザイン

する段階で幅広くフイ}ルドワークを行い、設聞

を絞り込んだ。またアンケート分析結果の解釈時

にあらためてフィールド調査に出かけ、我々の実

証結果のリアリテイ}チェックを試みた。つまり、

同一の研究設問に対し別の手法を用いて検討する

トライアンギュレーション23)を可能な限り試み

た。

4.研究結果の概要

( ， )記述統計

表28は変数・因子聞の相関係数を示したもの

である。これからもわかるように、一部の例外を

除き変数・因子聞にほとんど有意な相関関係はみ

られず、多重共線性の問題はない。念のために重

回帰モデルにおいてVIF(value inflation factor) 

の検定を行ったが、すべて1.099以下のレベルに収

まっており、まったく問題はなかった。また、表

2bは因子分析前の各変数の記述統計一覧である。

ここでは、「社内他ラボとの共同プロジ、エクト実

施J(5件法平均4.6，SDO.678)がもっとも高い平

均値を示し、反対に「現地製薬企業との共同研究」

(5件法平均2ぶSD1.32)もっとも低い平均値を示
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していることがわかる。ちなみに、これらの諸項

目における日本企業と欧米企業の回答の平均値の

差を検定したが、 5%水準ではすべての項目につ

いて、両者の間に有意な差はみられなかった。

(2)仮説検証

①対外的交流のR&D成果への影響

対外的交流として「大学とのコラボレーショ

ン」、「外部との非公式な人的交流J、「その他機

関・企業とのコラボレ}ション」の 3因子が抽出

されたが、そのうち「大学とのコラボレーション」

はやはり「基礎研究成果J(pく0.01の水準)およ

び「特許」取得 (p<O.01)にプラスに貢献してい

ることがわかった(表3aを参照)114。ちなみに

この結果は順序ロジット回帰によるものである

が、この傾向は二項ロジスティック回帰分析でも

同様であった(有意水準はそれぞれp<O.l， pく

0.01であった)山(表3bを参照)。このことは予

想通りの結果で、あった。一方で、臨床といったよ

り下流のR&D活動においては、係数は正である

ものの統計的優位水準に達しておらず、大学との

コラボレーションは成果に結びついていないこと

がうかがえる。

また、 JII員序ロジット解析においては「その他機

関・企業とのコラボレ}ションjは基礎研究成果

にはマイナスの影響を及ぼしていたが (pく0.1)， 

それはやはり基礎的科学技術研究は民間企業その

他よりも大学とのコラボレーションが大事である

ことを再確認したものといえる。二項ロジスティ

ック分析においても、「その他機関・企業とのコ

ラボレーションJの基礎的科学技術研究への影響

は統計的に有意でなく注6、「基礎的科学技術研究

は民間企業その他よりも大学とのコラボレーショ

ンが大事」であると厳密性 (robustness)をもっ

表2a 変数および因子間相関係数と記述統計

平均 SD N l 2 3 4 5 6 
1.基礎研究比率 .64 .32 54 1.00 
2.大学とのコラボレ}ション(因子) .00 .93 52 .12 1.00 
3.外部との非公式な人的交流(因子) .00 .85 52 .13 .05 1.00 
4.他機関・企業とのコラボレーション(因子) .00 .84 52 .00 .08 .04 1.00 
5.社内の知識の交換(因子) .00 .96 57 .19 -.16 .35*事 .00 1.00 
6.社内の人的交流(因子) .00 .89 57 .09 .14 -.10 .08 .00 1.00 

有意水準:叫pく0.01;柿 p<0.05;'p<O.l 

表2b 個別変数(因子分析の元データ)の記述統計

因子 個別変数 平均 SD N 

大学とのコラボレーション 現地大学との共同研究 3.37 1.219 57 
現地大学とのアライアンス 3.56 1.058 54 

外部との非公式な人的交流 外部組織との非公式な人的交流 3.97 0.878 58 
外部学会での研究者レベルの交流 4.44 0.794 59 

その他機関・企業とのコラボレーション 現地研究機関との共同研究 2.88 1.24 57 
現地製薬企業との共同研究 2.3 1.32 56 

社内の知識の交流 社内他ラボからの知識の吸収 4.46 0.629 57 
社内他ラボへの知識の移転 4.35 0.876 57 

社内の人的交流 社内他ラボとの人事ロ}テーション 3.3 1.052 57 
社内他ラボとの共同プロジェクトの実施 4.6 0.678 57 
社内他ラボとの間での相互訪問 4.25 0.786 57 
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表38 対外的交流の影響(順序ロジ‘ツ卜回帰分析)

従属変数 基礎研究成果 特許 臨床

R比率 0.817 0.013 -2.337*府申

(1.066) (0.857) (0.911) 

日本/欧米企業 -2.284*** 同0.348 0.691 

(本国籍ダミー) (0.864) (0.568) (0.568) 

大学とのコラボレーション 1.477*料 1.236*指彬 0.284 

(0.442) (0.346) (0却 5)

外部との非公式な人的交流 0.370 0.187 0.602事

(0.413) (0.343) (0.352) 

他機関・企業とのコラボレ}ション -0.818* 0.361 0.152 

(0.419) (0.323) (0.315) 

N 48 48 47 

-2対数尤度 65.078 121.266 133.273 

カイー乗 23.054本** 16.475ホ** 7.494 

自由度 5 5 5 

擬1tJ.R2 (COX & Snell) 0.381 0.291 0.147 

擬似R2 (NagelKerke) 0.454 0.308 0.155 

擬似R2 (McFadden) 0.262 0.120 0.053 

( )内は標準誤差 (s.E.) 
有意水準:附 p<O.Ol;榊 p<0.05;• p<O.l 

表3b対外的交流の影響(二項目ジスティック回帰分析)

従属変数 基礎研究成果 特許 臨床

R比率 0.986 0.289 -1.830' 

(1.659) (1.165) (1.037) 

日本/欧米企業 ー0.194 -0.377 0.856 

(本国籍ダミー) (1.244) (0.710) (0.660) 

大学とのコラボレーション 1.015* 1.397ホ*ホ 0.297 

(0.527) (0.521) (0.353) 

外部との非公式な人的交流 0.981 0.317 0.360 

(0.651) (0.500) (0.422) 

他機関・企業とのコラボレーション -1.035 0.485 0.336 

(0.663) (0.436) (0.367) 

定数項 1.960 -0.278 1.291 * 

(1.202) (0.850) (0.726) 

N 48 48 47 

カイ二乗(オムニパス) 11.304*' 13.743** 5.341 

カイー乗 (H&L検定) 7.971 3.974 10.976 

有意水準 (H&L) 0.436 0.859 0.140 

予測確立(%) 89.6 70.8 66.0 

()内は標準誤差 (S.E.) 
有意水準:附 p<O.Ol;柿p<0.05;場 pく0.1
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ていえるだろう。

「外部との非公式な人的交流」のR&D成果へ及

ぼす影響は、二項ロジスティック分析ではいかな

る種類のR&D活動であっても統計的に有意でな

かった。順序ロジット分析でも臨床成果を除き有

意でなかった。したがって、基礎研究、特許に対

する影響については厳密性 (robustness)が高い

といえよう。臨床成果のみかろうじて有意 (p<

0.1)な正の影響となったが、しかしこのモデル自

体の適合度が有意でなく、予測能力があるとはい

えない。この点はクラスタ}内(あるいは「場J)

における人的交流が社会的資産を構築し知識共有

を促す点に注目したSaxenian24
)やMcEvilyand 

Zaheer25
)などの既存研究とは違った結果を意味

し、大変興味深い。安易な人的ネットワークのみ

では十分条件ではないことを示唆しているとも考

えられる。

以上より、仮説 1は「大学とのコラボレーショ

ン」が基礎研究成果や特許といった上流のR&D

活動の成果に対する影響という状況において支持

されたといえる住70

②対内的交流のR&D成果への影響

次に、対内的交流として「社内の知識の交換」

と「社内の人的交流」が抽出されたわけだが、そ

のR&D成果への影響はどうであろうか(表48、

表4b参照)。第一に、「社内の知識の交換」およ

び「社内の人的交流」がラボの「基礎研究成果」

にプラスに貢献していることが挙げられる(J順序

ロジット分析で各p<O.Ol， pく0.05レベル)制。二

項ロジスティック分析では「社内の人的交流」の

貢献のみが、統計的に有意な正の影響を及ぼして

いた (p<O.Ol)削。つまり、社内の人的交流の貢

献の影響は厳密性 (robustness)が高いといえる。

このことは、基礎研究成果をあげるうえで、単に

既存の形式知の移転のみならず、人的交流を通じ

た知的交流こそ有効であることを意味する。基礎

研究という創造的作業においては、異なる文脈知

を有する複数のラボの研究者同志が人的交流を通

じてブレ}ンストーミングすることにより新たな

知の創造につながるのであろう。この点は知識創

造理論部)からの知見とも一貫している。

第二に、社内における交流は、臨床段階におけ

る成果にもプラスに貢献している。順序ロジット

分析では「社内の知識の交換」、「社内の人的交流」

のいずれも「臨床成果」に与える貢献がプラスで統

計的に有意で、あった(各p<O.Ol，p<0.05の水準)注100

ただ、二項ロジスティック分析では「社内の知

識の交換」の及ぼす正の影響は有意であったが

(p<O.Ol)、「社内の人的交流jの貢献は統計上有

意でなく、影響を与えているとはいえないという

結論を得た加。つまり、前者は厳密性 (robustness) 

が高いといえる。

第三に、「特許」取得のためには、社内交流の

いずれの因子も有効ではないという結果であっ

た加

よって、仮説2については、「基礎研究jおよ

び「臨床J開発における成果に対する貢献に関し

ては対内的交流の影響が確認されたが、そのタイ

プによって影響の有無が異なるといえる。

(3)コントロール変数の分析

両モデルともに、ラボの研究比率およびラボの

親会社の本国籍をコントロールした。その結果、

以下の傾向が見られた(表38'b，表48.bを

参照)。

第一に、研究比率が高いラボほど臨床という下

流活動の成果があがっていない傾向が確認され

た。すなわち、研究比率の高いラボほど基礎研究

成果および、特許取得に比べ臨床成果が下がってい

る(係数は負で統計上有意)。そして第二に、会

社の本国籍別でみると、日本企業の場合欧米企業
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と比べ特に基礎研究成果で劣ることがわかった

(係数は負で統計上有意)。この傾向は特に表48

表4bにおいて顕著で、あったが、表38においても

確認された注13。ただし、対内要因、対外要因で異

なった結論が出たことから、結果の厳密性には検

討の余地が残る。

(4)考察

以上のアンケート調査分析結果から、次のこと

が考えられる。まず、ラボのもつ対外的・対内的

表48 対内的交流の影響 (11慎序ロジ‘ツト回帰分析)

従属変数 基礎研究成果 特許 臨床

R比率 1.745* 2.833*** -3.199*車市

(0.939) (0.944) (1.053) 

日本/欧米企業 -2.699*本* 0.031 0.766 

(本国籍ダミ-) (0.705) (0.548) (0.604) 

社内の知識の交換 0.583ホ* -0.036 0.924本**

(0.293) (0.270) (0泊 2)

社内の人的交流 1.218*** 0.062 0.646** 

(0.325) (0.290) (0.325) 

N 52 51 49 

一2対数尤度 105.466 136.255 110.688 

カイ二乗 31.456*本市 11.136** 19.301帥*

自由度 4 4 4 

擬似R2 (COX & Snell) 0.454 0.196 0.326 

擬似R2 (NagelKerke) 0.489 0.208 0.350 

擬似R2 (McFadden) 0.230 0.076 0.148 

()内は標準誤差 (S.E.) 
有意水準:州pく0.01;•• p<0.05;権 pく0.1

表4b 対内的交流の影響(二項目ジスティック回帰分析)

従属変数 基礎研究成果 特許 臨床

R比率 2.483* 3.403*** -5.520*申

(1.414) (1.162) (2.234) 

日本/欧米企業 -2.952車事* 0.577 2.472** 

(本国籍ダミ-) (1.107) (0.674) (1.191) 

社内の知識の交換 0.207 -0.028 1.927**事

(0.390) (0.338) (0.744) 

社内の人的交流 1.161*** -0.273 0.654 

(0必0) (0.375) (0.472) 

定数項 -0.141 -2.052キ* 4.957地*.

(0.875) (0.818) (1.709) 

N 52 51 49 

カイー乗(オムニパス) 17.896*** 12.514柿 20.124*ホ*

カイ二乗 (H&L検定) 9.079 7.447 5.145 

有意水準 (H&L) 0.336 0.489 0.742 

予測確立(%) 80.8 72.5 79.6 

()内は標準誤差 (S.E.) 
有意水準:判事 p<O.Ol;桝 p<0.05;• p<O.1 
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交流のR&D成果への貢献については、総論的な

議論はあまり意味がなく、 R&D成果を「基礎研

究」、「特許J、「臨床開発Jといった製薬R&Dの

バリューチェーンの流れに沿って区分してはじめ

て何らかの具体的な傾向が認められることが判明

した。さらに、対外的、対内的交流の中身次第で

その影響が異なることも明らかになった。

たとえば第一に、大学とのコラボレーションは

やはり基礎研究や特許取得といったより上流の

R&D活動に寄与する反面、臨床といった下流の

活動にはあまり関係ないことが確認された。すな

わちラボの能力向上に欠かせない最先端知識の獲

得のためには、なによりも知識の宝庫である大学

との関係性の深化こそ有効であることが改めて確

認された。しかし大学との密なリンケージは必ず

しも下流の活動成果には直結しないのも当然であ

ろう。逆に大学以外(たとえば企業など)とのコ

ラボレーションの場合、基礎研究にはマイナスの

効果となることも、直感的に理解できる。ここで

興味深い結果は、「外部との非公式な人的交流j

がR&D成果、とりわけ基礎研究成果や特許取得

に有効性を示さなかったことである。 Saxenian27l

をはじめとして多くの既存文献では通常とりわけ

基礎研究成果向上のために、社外の科学コミュニ

ティーとの非公式な人的ネットワークの重要性を

無条件で認めているが、このような結果は安易な

非公式人脈依存だけでは成果に直結しないことを

警告しているともいえよう。

また、第二に、対内的交流のR&D成果に与え

る影響も認められたが、ここで注目すべき点は基

礎研究成果のためには社内ラボ間の知識の移転に

加え、なによりも、研究者同志の人的交流が必要

であることである。知の創造の場面では、既存の

形式知の共有のみならず、これからの未来知創造

にむけて研究者同志がノウハウをぶつけあい、暗

黙知を融合してこそ効力を発揮するのである。そ

の意味で、前述のとおり、知i龍創造理論からの知

見がここでも確認されたといえよう。

そして第三に、臨床における成果に関しては、社

内における知識の交換の有効性が顕著であった。

すなわち、 R&Dマネジメントにおける上流か

ら下流へのバリューチエ}ンの流れにおいて、新

たな知識を内外から獲得していく必要が大きい基

礎研究の場合は社外・社内の両方との交流が重要

になるのに対し、より下流に位置する臨床におい

ては、もはや社内に内在する化合物をいかに上市

させるかという意味において、社内の知識・情報

の共有が最優先とされるといえよう。

こうした結果は、我々が同時に行ってきたフイ

}ルドワーク調査から得られた発見とも一貫す

る。まず対外的交流の及ぼす効果について、いず

れの企業もR&D自前主義の脆弱さを強く認識し

ていた。そして基礎研究における大学や研究機関

などとのコラボレ}ションがますます重要になる

ため、各社とも研究の外部依存比率を現在のレベ

ルよりもさらに引き上げる必要性を指摘した。こ

れなどはまさに我々の実証分析結果と整合してい

る。その一方、「外部との非公式な人的交流」の

効果も我々のインタビューで、繰り返し出てきた点

であるが、今回の結果ではとりわけ基礎研究制成

果および特許取得においてその有効性が証明され

なかった。それは一見意外な結果ではあったが、

しかし、知的財産権保護の動きの中、単なる人的

交流による知識交換の難しさと、公式な契約に基

づく R&Dコラボレーションの重要性もたびたび

指摘されていたことからすると、納得できる。

次に対内的交流の効果について、我々のインタ

ピュ}調査において、具体的な創薬活動のために

はラボ聞の知識共有の促進の必要性が、繰り返し

指摘された。これは特に昨今大型合併の動きが加

速化している欧州企業の場合t顕著で、あった。彼ら

の場合、大型合併の結果社内に多大な知的資産を
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保有する多くのラボを抱えることになったが、か

ならずしもそれらを有効に活用できていない問題

が課題となっている。 NIH症候群 (Not-Invented-

Here Syndrome)に代表される社内ポリティック

スのため、折角の知的資産が共有・活用されず死

蔵されることが珍しくない。したがって欧州企業

においてはこの社内ラボ聞の知識共有が具体的創

薬のための最優先課題となっている。近年では各

ラボに個別の専門性をむりやり割り振るのではな

く、同一領域の専門性をもっ複数のラボの間でゆ

るやかに形成されるパ}チュアルなセンター・オ

ブ・エクセレンス (COE)の仕組み28)がいくつか

の欧州企業の間で注目され、実際にITツールを介

したラボ聞の密なコミュニケ}ションが行われて

いる。

5.結論

製薬企業のR&D成果をもたらす諸要因を、認

識レベルから多面的に検討することが本論文の目

的であった。なかでも特に注目した点は、社外の

大学や機関との交流ないし社内の他ラボとの交流

が及ぼす影響であった。本研究で明らかにされた

ことは多い。結論として、ラボの有する対外的・

対内的交流のR&D成果への影響に関しては、総

論的に論ずることはあまり意味がなく、より個別

的状況における貢献を論ずる必要が明らかにされ

た。概して、ネットワーク理論やクラスター論で

主張される通り、大学との密度の高い交流が知的

資産の確保を促し基礎研究成果の向上に大きく寄

与すること、その一方で大学以外の機関との交流

や外部との非公式な交流では有意な結果が得られ

なかったことは既存研究とは異なり興味深い。さ

らに社内他ラボとの知的交流もラボの基礎研究段

階および臨床段階における成果の向上に寄与する

ことは確認できた。とりわけR&D成果を多面的

にとらえることにより、基礎研究、特許、臨床開

発のいずれかの目的かによりこうした要因の効果

も変わることを明らかにした。たとえば外部大学

とのコラボレーションは基礎研究成果には貢献す

るが、臨床開発段階では大きな効果が見られない

といったことが再確認できた。こうした結果は、

単にアンケート調査デ}タに基づくのではなく、

定性データからの知見とも照らしあわせで検証し

た。

その反面、本研究では残された課題もある。今

回はもっぱらラボのもつ内外交流がR&D成果に

及ぽす影響を考察したが、その他にもまだ多くの

要因がありうる。たとえばラボの吸収能力29)次第

でR&D成果も大きく左右されるであろうが、今

回はその点を十分にコントロ}ルできなかった。

今後は吸収能力自体をより直接的に測定する必要

がある。また、今回の従属変数であるR&D成果

自体が回答者の認識をベ}スとしているが、今後

は可能な限り特許データなどのより客観的なR&

D成果の指標を入手・分析するべきであろう。最

後に今後の方向としては、分析のレベルを各ラボ

から個人研究者およびプロジェクトレベルまで落

とし、より正確なR&D成果とその要因に関する

因果関係を計測する必要があろう。本論文で紹介

した研究はまさにその始まりの段階といえる。
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注

1 R&D成果としてより下流の製品化も当然考えら

れるが、製薬R&Dの場合基礎研究から製品化にい

たる期間が極めて長く、 R&Dの内外交流部門の内

外交流の製品化への直接効果が測定しがたいと判
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断し、今回はR&D成果から製品化の項目を除外し

た。

2 既に廃止されたラボに送付したり、住所が間違

っていたりしたケースも若干含まれるので、実際

にはより低めの回答率であることを付記しておく。

3 従属変数と独立変数をともに同一データから採

取しておりCommonMethod Biasの存在を認識して

いる。しかしこの種のデータ収集の場合、回答率

の制約からして今回はやむをえない。今後はこう

した制約条件を克服すべくさらに工夫を重ねてい

きたい。

4 当該モデルいずれも適合度指標が統計上有意

(p<O.OI)であった。

5 当該モデルいずれもオムニパス検定において統

計上有意となり、予測不能の帰無仮説を棄却した。

6 その他研究機関にも厳密にはいろいろ種類があ

り、統計上有意に出なかった可能性も否定できな

7 なお、「臨床Jへの貢献に関する順序ロジット、

二項ロジスティックいずれのモデルも予測能力が

統計上有意とはならなかったが、ここでの分析に

は直接関係しない。

8 当該モデルにおける適合度指標は統計上有意で

あり、モデルの予測能力は問題ない。

9 当該モデルのオムニパス検定も統計上有意であ

った。

10 当該モデルの適合度指標は統計上有意で、あった。

11 当該モデルでのオムニパス検定は統計上有意で

あった。

12 I特許」を従属変数とする順序ロジットモデル

での適合度及びロジスティック分析におけるオム

ニパス検定いずれも有意であった。

13 ここでは対外的・対内的要因それぞれのデータ

で結果が異なる点、今後の課題である。
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The Impact of R&D Labs' External and Internal 
Collaboration on Their Perceived R&D Performance : 

The Case of Pharmaceutical Companies 

Kazuhiro Asakawa， Ph. D. *， Hiroshi Nakamura， Ph. D.* 

The irnpact of R&D labs' external and internal collaboration on their perception of their 

R&D perforrnance is exarnined， with our data frorn the Japanese and non-Japanese pharrnaceutical 

firrns. Our focus is on the extent to which R&D labs' collaboration with universities and other local 

institutions， as well部 thatwith other intra帽firrnlabs， would contribute to their R&D perforrnance. 

Our result indicates that the irnpact depends on di宜erenttypes of R&D perforrnance. For exarnple， 

the labs' perforrnance in basic research is enhanced by their intensive research collaboration with 

the local universities， whereas the perforrnance in clinical trial is positively affected by the labs' 

extensive knowledge exchange with other intra-firrn labs. Such findings frorn the questionnaire 

analysis are triangulated and interpreted together with the quali臼tivedata frorn our fieldwork. 

[Key wordsJ R&D perforrnance， perception， external & internal collaboration， pharrnaceutical 

firrns 

* Graduate School of Business Administration， Keio University 
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論文

保健事業と医療支出の関係に関する分析

河野敏鑑事

日本では、ライフスタイルの変化や医療技術の進歩がもたらす疾病構造の変化によって、平均寿命は伸びてきている。
しかし同時に、生活習慣病の増加や、それに伴う生活の質の悪化が引き起こされており、それ自体が大きな問題であると
同時に、財政的な問題を引き起こしてもいる。本稿では、生活の質を向上させ、併せて財政的な問題を解決するための、
1つの手段である健康保険組合の保健事業に注目し、その効果について考察を加えた。その結果、健康保険組合の行う保
健事業は、総じて見れば金銭的な効果も、患者の効用の代理変数と考えられる入院・通院回数に与える効果も有意にある
とは言え、大きくない。しかし、一部の健康保険組合では、十分な効果をあげているとの報告があり、多くの保険者には、
保健事業を改善し、その効果をあげることが求められているといえよう。

キーワード:健康保険組合、保健事業、生活の質、加入者の効用

1 . はじめに

日本人の平均寿命は伸ぴ、高齢化が進展しつつ

ある。人々が長生きする事自体は歓迎するべき事

であるが、多くの人々は単に長生きするだけでな

く、健康的に長生きすることを望んでいる。つま

り、健康的な生活を営むことは、長生きすること

と同じくらい重要なことである。

健康的な生活を営む上で、日本では、生活習慣

病が深刻な問題となってきている。戦後、われわ

れの生活習慣が欧米化し、また、感染症の流行が

抑えられてきたことから、今や、感染症による死

は、全死因の高々10%程度を占めるに過ぎず、死

因の60%程度は、生活習慣病によるもの、つまり、

がん・心臓病・脳卒中などである 1)。生活習慣病

中 東京大学大学院経済学研究科博士制皇・修士(経済学)

は、壮年期の死亡を招くのみならず、寝たきりや

痴ほうの原因となるものであり、生活の質を悪化

させるものである。

高齢化の進展や以上のような疾病構造の変化が

医療費の増大の一因となっており、社会保障制度

改革の議論において、大きな問題とされている。

もっとも、生活の質という観点よりは、財政面か

らの議論が中心となっているようにも見受けられ

る。

生活の質を向上させ、併せて財政的な問題を解

決するには、国民に生活習慣の改善を求め、医療

費の抑制を図るのが望ましいと思われる。実際に、

厚生省は2000年の4月から、「健康日本21Jとい

う我々の生活習慣を改善する運動を始めている。

この運動は、個々の国民に、壮年期の死亡や障害

を防ぎ、生活の質の改善につながるというメリッ

トを与えるだけでなく、人々が健康で長生きする

ことを通じて、病気や障害による社会的な負担を
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軽減し、持続的で活力ある社会を築くことを目的

としている。「健康日本2IJの一環として、公的

な医療保険の保険者の 1つである健康保険組合

は、加入者に対して、健康相談、健康診断、心の

健康づくり、体力づくり、保養所の利用といった

保健事業を無料で提供したり、補助を与えたりし

ている。こうした事業は加入者の疾病に対する予

防行動を促進すると考えられる。

「健康日本2IJに限らず、公的機関の行う活動

は、何らかの根拠に基づいた上で行われ、その成

果が、検証されるべきである。しかしながら、健

康増進のための政策の一つである保健事業が医療

費や健康水準にどういう影響を与えるのかといっ

た研究はほとんどない。本稿の目的は、保健事業

と医療費の関係を明らかにし、政策的な示唆を示

すことにある。

予防行動に関する需要を分析した先行研究とし

て、山田 (2002)2)や井伊・大日 (2001)3)といっ

たものがある。

山田 (2002)は、国民生活基礎調査の個票を用

いて、健康診断の受診行動を分析した論文である。

これによれば、医療保険制度や企業規模の相違が

健康診断の受診行動に大きな影響を与えているこ

とが示されている。

また、井伊・大日 (2001)は、予防行動と加入

医療保険の自己負担率の関係を分析した論文であ

る。これによると、自己負担率は予防行動にほと

んど影響を与えていないと推定されている。また、

二次予防注lに関しては、消費者自身の選択という

より、保険者や企業の影響で決定されていると理

解されている。

これらの先行研究は、個々人の予防行動に着目

し、それがいかなる要因によって決定されている

のかを分析し、消費者本人の意思よりは、環境要

因の方が重要な役割を占めていることを明らかに

した。

一方で、保健事業が医療費に与える影響を考察

したものとして、国民健康保険中央会 (1996)4) 

がある。この報告書は、各市町村が設置している

保健センタ}の設置状況、設置されてからの期間

などが、主に老人医療費にどのような影響を与え

たのかを調査したものである。これによると、保

健センターがある市町村の方が、医療費は低く、

また、その増加も抑制されている。また、設置時

期が古い市町村の方が医療費は低いことやセンタ

ーの機能が多機能である方が、老人医療費が低い

ことが示唆されている。

この報告書は、保健事業と医療費の関係に注目

してはいるが、保健センターの設置や運営にどれ

だけの費用がかけられているか、といった、費用

と効果の対応については、考察されていない。

以上のように、これらの先行研究では、環境要

因を改善するのにはどのようなことが行われ、か

つ、環境要因を変化させることにかかる費用とそ

の効果はどれほどであるのかに関して、ほとんど

触れられていない。

本稿は、個々人の予防行動が医療費にどのよう

な影響を与えるのかを分析しようとするものでは

ない。保険者が加入者の環境要因を変化させるこ

との一つである、保健事業に注目し、それが医療

費や被保険者の効用にどのような影響を与えるの

かを分析する。こうした研究の目的を果たすため、

個々人の行動を記載した個票データではなく、健

康保険組合ごとのデ}タを用いて分析を行った。

本稿の以下の構成は次の通りである。まず、第

2節では、日本の公的な医療保険制度の概説をす

る。第3節ではモデルを提示し、第4節ではデ}

タ及びその記述統計量を示す。第5節では、推定

結果を示し、第6節では、結論と今後の課題を述

Jミる。



2. 日本の公的拡医療保険制度の概要

日本では、昭和三十六年以来、国民皆保険とな

り、一部の例外を除いてすべての国民は、公的な

医療保険制度に加入しなければならないこととな

っている。加入する保険は、被用者であるか否か、

また、勤務する事業所によって定められ、一部の

例外を除けば、選択の余地はない。健康保険は、

船員や大多数の公務員、私立学校教職員を除く、

すべての被用者を対象にした制度である。

健康保険の保険者は、政府または健康保険組合

である。事業主及びその被用者は、厚生労働大臣

の認可があれば、健康保険組合を設立し、自ら健

康保険を運営することができる。なお、単一の事

業者(資本関係のある事業グ、ループを含む)が設

立する場合には700人以上を、同種同業の事業者

が共同で設立する場合には3000人以上を雇用して

いなければ、厚生労働大臣の認可は、実際には得

られないこととなっている 5)。健康保険組合を組

織していない事業所については、政府(社会保険

庁)が、健康保険を運営している。

健康保険組合を含む、公的な医療保険制度の保

険者は、公法人または地方自治体、政府である。

そのため、保険者のほとんどの活動は、法律・政

令・省令などによって規制されている。例えば、

保険が適用となる医療の範囲、自己負担割合、診

療報酬、薬価基準、保険料の計算方法などである。

保険者によっては、財政的な余裕がある場合、法

律で定められた給付に加えて、付加給付を行って

いるケースもある。付加給付の内容は各組合が独

自に定めることができるが、加入者の自己負担な

どを軽減するべきものであって、特別な病室や法

定給付で認められていない医療を給付することは

禁じられている。

以上のように、保険者の機能が制限されている

ことが医療の適正化を妨げ、医療費の増加につな
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がっていると考える人もおり、保険者機能の強化

は、医療制度改革のーっとして議論されている。

そもそも本来の保険者機能とは、財政収支を均

衡させ、ゴーイングコンサーンとして被保険者に

保険を安定的かつ継続的に提供する機能であ

る6)。健康保険組合は保健事業を行い、個々の加

入者の健康状態を維持もしくは増進させること

で、保険給付を抑制することができる。つまり、

保健事業は、社会全体あるいは加入者のためだけ

でなく、健康保険組合自身にも利益をもたらすも

のである。保健事業として何をやり、どれくらい

の費用をかけるのかは、健康保険組合自身が決め

られる。つまり、前述したように制限されている

保険者機能は多いが、保健事業に関しては、かな

り自由に保険者機能を発揮することが出来るとい

える。本稿は保険者機能の強化が医療費に与える

影響に関しでも示唆を与えるものとなるだろう。

3. モデル

本稿では、分析の対象を被保険者(老人的を除

く。以下同じ)に限定する。老人を分析の対象か

ら除外したのは、①老人は老人保健制度の適用を

受けるため、健康保険組合は直接、医療給付を行

わず、老人保健拠出金制度を通じた間接的な関係

しかない。従って若人と老人とでは、保健事業を

行うインセンテイブが異なると考えられること。

②健康保険組合に属する老人の被保険者は 7万人

余りに過ぎず、また、常時雇用されている者であ

るから、老人医療費の分析を行うにしても、標本

数が少ないことやバイアスがかかっていることか

ら、分析の対象としてふさわしくないと考えられ

るからである削。

また、被扶養者(家族)を分析の対象から除い

たのは、その属性に関するデー夕、例えば、年齢

や被保険者との関係などに関するデータが存在し
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ないため、被保険者と同様の分析を行うことが困

難であると考えられるからである。

利用するデータは、平成12年度の各健康保険組

合の組合データで、あって、個々の被保険者の個票

デ}タではない。したがって、各組合のデータを

一人当たりに換算し、代表的個人が存在するとの

仮定を置く。

医療サービスも通常の財と同様に考えると、第

i被保険者の需要関数や支出は、医療サ}ピスの

価格p，所得 S，医療サービスを需要することの

機会費用 C，受けている保健事業h，その他の医

療需要に影響を与える変数zによって決まると考

えられる。また、日本の公的医療保険制度の下で

は、個々の診療行為の報酬や医薬品の価格が定め

られており、診療所や病院にやってくる患者ごと

に異なった価格を提示することは出来ないので、

支出額は、 Exp= e (p， S i， C i， h i， Z i)と書くこ

とができる。

この支出額は、被保険者が、医療機関において

支払う自己負担額に他ならない。分析の対象とし

た平成12年度においては、被保険者については8

割給付、裏を返せば2割負担であったので、第 i

被保険者が医療サ}ピスに対して支出する額のお

おむね4倍が保険者の医療給付額であると考えて

よい。

そこで、本稿では、被保険者一人当たりの医療

給付額 (AVGEXPi)を被説明変数とすることで

被保険者の支出を決定するモデルを推計し、保健

事業が支出に与える影響を考察することとする。

ここで、被保険者一人当たりの医療給付額を、

療養の給付に要した額と療養費の和と定義する。

法律上、現物給付とされているものが前者、現金

給付とされているものが後者であるが、両者の違

いは法律上の違いに過ぎず、本質的な差異はない。

なお、特定療養費は統計上、前者に入れられてい

る。

注意すべき点としては、あくまでも、健康保険

組合のデータを用いているため、労災の適用を受

けたもの、及び、公的保険を用いなかった自由診療

は含まれていないことが挙げられる。

以下、説明変数として用いる変数に関して説明

する。

所得 S として用いる変数は、平均標準報酬月

額 (AVGSMR)である。標準報酬月額は、月給

を30段階近くに区分したものにすぎず、賞与は含

まれていない。また、資本所得は含まれていない

ことに注意が必要である。

医療サービスを需要することの機会費用 C と

して、任意継続被保険者割合 (VOLCON)、特例

退職被保険者割合 (SCRIP)を用いた。彼らは例

外的に健康保険と国民健康保険のどちらにするの

か選択できる人々で、健康保険を選択した人たち

である。

退職などによって被保険者の資格を喪失した場

合であっても、喪失前に継続して二ヶ月以上被保

険者で、あった者は、さらに二年間継続して健康保

険に加入することができる。これらの人々を「任

意継続被保険者」という。

また、健康保険組合によっては、一定期間、組

合の被保険者で、あった者が退職した場合、老人に

なるまで、継続して組合の被保険者となることを

認めている。この制度を用いて健康保険の被保険

者となっている者を「特例退職被保険者Jという。

この制度を導入するには、厚生労働大臣の認可が

必要であり、 70程度の健康保険組合でしか認めら

れていない。

任意適用被保険者は、本来なら国民健康保険に

加入するべき人々であって、被用者ではなく、無

職の者もしくは自営業者である。実際にはほとん

どが無職であると思われるので、被用者に比べて

病院や診療所を訪れる機会費用は低いものと考え

られる。ここでは、すべての被保険者に占めるそ



れぞれの割合を、説明変数とした。なお、特例退

職被保険者の制度を導入していない組合では、定

義上、 SCRIP=Oとなる。

受けている保健事業hiとして、平成12年度の

一人当たり保健事業費 (HAC)を用いた。容易

に推測できるように、今年度、保健事業を行った

からといって、直ちにその効果が現れるとは考え

にくい。従って、医療給付額に影響を与える説明

変数としては、 12年度の保健事業費だけでなく、

前年度、あるいはその前の年度の保健事業費も加

えるべきであろう。しかし、 12年度の保健事業費

が高い組合は、前年度、あるいはその前の年度の

保健事業費も高いケ}スがほとんどであり、説明

変数として追加した場合、多重共線性を生じてし

まう。何年か前の保健事業費を使う方法もあるだ

ろうし、数年間の平均値を用いる方法もあるであ

ろう O どれを用いても結果にはほとんど影響を与

えないため、説明変数としては、 12年度の保健事

業費を被保険者数で、割ったものを用いる。

これ以外の医療支出に影響を与える変数z と

して、平均年齢 (AVGAGE)、女性割合

(WOMEN)、及ぴダミ}変数として総合・連合ダ

ミー (JOINT)、公務員ダミ-(PUBLIC)を加

える。被保険者に占める女性の割合を説明変数と

したのは、男女間で疾病構造に違いがあるからで

ある。なお、組合から給付される出産や育児の手

当金は、医療給付額には、含まれていないので、

出産が男女間での医療給付額の差に影響を与えて

はいないと考えられる。

健康保険組合は、単一・総合・連合の 3種類に

区分されるが、総合・連合組合は、複数の事業主

が共同して設立した組合である。したがって、単

一の事業主の下に設立された組合よりも、事業主

と組合との連携がより難しくなる。また、多数の

小規模の事業所から構成されている場合が多いと

され、組合の活動が単一の組合に比べて非効率に
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なると指摘されている。そこで、総合・連合に区

分される組合に l、単一に区分される組合に0と

いう値を取る総合・連合ダミー変数を設定する。

公務員ダミーとは、公務員で構成される健康保

険組合に 1、それ以外の組合にOという値を取る

ダミー変数である。公務員は、原則として共済組

合に加入することになっている。しかし、地方自

治体が共済組合を設立することを強制される以前

に、いくつかの自治体では職員のために健康保険

組合を設立した。こうした組合は、現在でも存続

することを認められている。

組合が倒産状態に陥り解散した際、非公務員の

場合は、政府管掌健康保険に加入しなければなら

ない。一方で、公務員の場合は共済組合に加入す

る。一般的に、共済組合では付加給付が行われ、

法律で定められた以上の給付が受けられるが、政

府管掌健康保険では、付加給付を受けることがで

きない。つまり、倒産後の被保険者の処遇に以上

のような差が生じるため、公務員で構成される健

康保険組合の方が、効率的に組合を運営しようと

いうインセンテイブが小さいと考えられる。

以上をまとめて、以下のような推計モデルを構

築する。

AVGEXPi=α0+α1 AVGSMRi+α2VOLCONi 

+α3 SCRIPi +α4 HACi+α5AVGAGEi 

+α6WOMENi+α7 JOINTi+αsPUBLICi+εi 

なお、組合によって、被保険者数に大きなばら

つきがある。 28万人を越える被保険者を擁する組

合もあれば、 100人に満たない組合も存在する。

従って、不均一分散を前提とし、被保険者数の平

方根を重みとする加重最小二乗法で推定する。

4. データ

本稿に必要なデータは、すべて組合別のもので

あり、健康保険組合連合会(健保連)から毎年出
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版されている健康保険組合事業年報の平成12年度

版7)を利用した。なお、平均年齢は、この年報に

は記載されていないので、健保連が半年ごとに作

成している健康保険組合の現勢(平成13年3月31

日現在)8)を用いた。

これらのデータは、すべての健康保険組合を網

羅している。本稿においては、原則としてこれら

の組合すべてを分析の対象としたが、1)平成12

年度中に設立、解散、合併などがあった組合に関

しては、データに欠損値があったため、除外した。

2 )平成13年度に解散した組合の一部に関して、

解散に向け12年度中に資産の整理などを行った関

係で、データに異常値がある組合を除外した。以

上の結果として、分析の対象とした組合数は1748

である。記述統計量は表1にまとめられている。

なお、保健事業は大きく、保健指導宣伝、疾病

平均

一人当たり医療給付 96111.13 

年齢 40.46 

総合・連合ダミー 0.19 

公務員ダミ} 0.02 

一人当たり保健事業費 9890.95 

任意継続者割合 0.03 

特例退職者割合 0.26x 10-3 

女性割合 0.25 

標準報酬月額の平均 366160.96 

入院費用 25862.50 

入院外費用 43930.98 

療養費 1234.23 

入院日数 0.99 

通院日数 8.57 

一人当たり保健指導宣伝費 2130.81 

一人当たり疾病予防費 13417.67 

一人当たり体育奨励費 1209.93 

全国の健康保険組合(1748組合)の記述統計量である。

表1

予防、体育奨励に分けられる。保健指導宣伝は、

医師や薬剤師などによるセミナーや医療費の通

知、栄養指導といった活動である。疾病予防は、

人間ドッグゃがん検診、健康診断、健康相談を無

償あるいは少ない自己負担で被保険者に提供する

活動であり、体育奨励は体育館の貸し出しゃフィ

ットネスクラブとの法人契約などによって、加入

者の運動を奨励する活動である。これらの内訳に

関しては、健保連においては公表されていない。

このため、厚生労働省関東信越厚生局より提供さ

れたデータを使用した。関東信越厚生局管内の健

康保険組合で、全国のデータと同様に欠損値・異

常値のある組合を除いた913組合のデータを利用

した。

本稿で用いたデ}タは、老人を除く被保険者本

人のものである。ただし、平均年齢に関しては、

標準偏差 最小 最大

17398.66 38623.88 169342.90 

3.53 24.6 52.6 

0.40 O 

0.15 O 1 

6457.77 355.08 69913.42 

0.03 。 0.65 

0.02 O 0.19 

0.15 0.01 0.95 

68066.90 205641 729635 

8307.96 。 77014 

8468.82 15687 85851 

884.56 83.78 21437.39 

0.34 O 5.78 

1.67 2.95 21.50 

2008.34 。 20995.24 

8012.99 。 81563.12 

2762.65 O 57359.20 

ただし、一人当たり保健指導宣伝費、疾病予防費、体育奨励費は、関東信越厚生局管内の健康保険組合 (913組合)の記述
統計量である。



老人を除いたデータが存在しないため、老人を含

む被保険者の平均年齢である。

5.推定結果

まず、全国のデータを用いた推定結果に関して

検討する。推定結果は表2にまとめられており、

l人当たり保健事業費が1人当たり医療給付額に

与える影響は有意に負である。医療給付費は¥入

院・入院外・歯科・薬剤支給・療養費に分けられ

るが、そのうち、どの項目に対する影響が大きい

のか検討するため、入院・入院外・療養費に関し

て分析を行った。いずれに対しても、 l人当たり

保健事業費が与える影響は有意に負である。ただ

し、入院外の医療給付額に与える影響は、入院や

療養費のそれらに与える影響に比べて大きいこと

がいえる。
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もっとも、有意に負であるとはいえ、係数の絶

対値は大きくても0.12程度、つまり、保健事業費

をl円増やしても医療給付が0.12円程度しか低下

しないので、金銭的な効果は大きいものであると

は言えない。

ただ、金銭的な効果と効用に与える効果とは別

の問題である。支払う金額が少なくなったからと

いって、効用が大きくなったとはいえない。そこ

で、直接計測できない効用の代わりに、入院日数

と入院外日数を被説明変数とした推定も行った。

入院、入院外を問わず、日数に関して、費用と同

じような傾向が見て取れる。入院日数や通院日数

の減少が、どれだけ患者の効用の改善につながる

のかを明示的に示すことは困難であり、今後の研

究課題となるが、少なくとも、患者の効用の増加

と費用の減少には、日数の減少がある程度の役割

を果たしていることは言えよう。

表2 全国の推定結果 N=1748 

医療給付費 入院費用

定数項 -7.34 X 104 -2.83X 104 

(-27必) (-18.96) 

一人当たり保健事業費 -l.u9x 10-1 -4.63 X 10-2 

(幽3.21) (圃2.43)

年齢 3.74x 103 1.42 X 103 

(58.61) (39.78) 

総合・連合ダミー 2.58xW -7.48 X 101 

(7.04) (・0.37)
公務員ダミ} 1.73 x I04 4.34X 103 

(16.52) (7.44) 

任意継続者割合 1.22 X 105 2.52xW 

(10.71) (3.96) 

特例退職者割合 1.75 X 105 6.24x 104 

(22.59) (14必)

女性割合 1.43 X 104 -3.15 X 103 

(12.91) (-5.08) 

標準報酬月額の平均 2.70X 10-2 
ー7.96X 10-3 

(7.21) (-3.81) 

決定係数 0.801 0.621 

F-値 874.690 356.671 

横の列は被説明変数を、縦の行は説明変数をそれぞれ意味する。
それぞれのセルの上段は係数を、下段はt値を意味する。

入院外費用

-3.44x 104 

(ー22.18)

-1.22 X 10-1 

(・6.14)

1.51 X 103 

(40.82) 

8.40x I02 
(3.94) 

1.02 X 104 

(16.76) 

7.91 X 104 

(11.93) 

8.28 X 104 

(18必)

1.22x 104 

(18.88) 

3.21 X 10-2 

(14.77) 

0.731 

589.849 

療養費 入院日数 入院外日数

-4.43 X 102 -9.81 x 10・1 幽7.18

(・1.82) (-15必) (-21.80) 

-1.51 X 10-2 -2.58x 10-6 開1.65x10-5 

(-4.85) (-3.19) (-3.92) 

2.71 X 101 5.50x 10・2 2.93x 10-1 

(4.66) (36.32) (37.28) 

1.61 X 102 -4.04x 10-2 2.13 X 10-1 

(4.82) (-4.64) (4.71) 

1.22x 103 2.22 X 10"1 1.96 
(12.84) (8.95) (15.25) 

4.54x 103 7.37x 10-1 1.14x 101 

(4.36) (2.72) (8.08) 

4.41x W 2.22 1.30x W 

(6.25) (12.08) (13.60) 

8.37 X 102 -6.51 X 10-2 4.32 
(8.28) ( -2.47) (31.55) 

7.57x 10-4 -6.41 x 10平 6.35x 10-6 

(2.22) (-7.23) (13.78) 

0.201 0.578 0.705 

54.523 297.967 519.338 
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以上の分析において問題となるのは、保健事業

にも様々な事業があり、事業ごとに医療費や被保

険者の効用に与える影響が異なると考えられるこ

とである。保健事業は大きく、保健指導宣伝、疾

病予防、体育奨励、その他に分けられる。そこで、

保健指導宣伝費、疾病予防費、体育奨励費のそれ

ぞれが医療費や入院日数、入院外日数にどのよう

な影響を与えるのかを推定するO

ここで、保健指導宣伝費、疾病予防費、体育奨

励費に関するデータは、関東信越厚生局管内の組

合のものしか存在しないため、関東信越のデータ

に限った分析を行う。

推定結果は表3にまとめられている。まず、 1 

人当たり保健事業費が1人当たり医療給付額など

に与える影響は全国の推定結果とほぼ同様であ

り、関東信越のみの分析で、あっても、全国の分析

に比べて、著しく標本に偏りがあるわけではない

ことが分かる。

次に、一人当たりの保健指導宣伝費、疾病予防

費、体育奨励費が、医療給付額や入院・入院外の

日数に与える影響を考察する。これらの保健事業

に要した費用は療養費に対しては有意な影響を及

ほしていない。この点に関しては、全国のデータ

を用いた結果と関東信越のみのデータを用いた結

果が異なる。ただし、全国であれ、関東信越であ

れ、決定係数が低いことに留意すべきであろう。

そして、関東信越のデ}タでは、入院費用及び日

数に関しては、疾病予防費が有意に負の影響を与

えている。また、入院外費用及び日数に関しては、

保健指導宣伝費が有意に負の影響を与えているこ

とが分かる。

このような結果が生じた理由を解明するには、

保健指導宣伝や疾病予防といった事業のさらに細

かい内容に立ち入った研究を行わなくてはなら

ず、今後の課題となろう。ただ、あくまで推測で

あるが、セミナーや医療費の通知といった活動が、

生活習慣の改善などを通じて、入院外のように比

較的軽度の疾病を予防し、あるいは、通院を抑制

する働きを持つ一方、入院を伴うような比較的重

度の疾病には、比較的、効果が薄いことが推測さ

れる。また、健康診断や人間ドッグといった活動

は、疾病の早期発見に寄与するものであり、入院

が必要になる程重症化する前に治療を開始させる

ことで、入院を伴うような比較的重度の疾病を回

避する効果は持つが、通院を促進する働きも持つ

ことから、外来医療を抑制する効果は低いのでは

ないか、と思われる。

6.おわりに

本稿では、健康保険組合のデータに注目し、保

健事業が医療費のみならず、患者にどのような影

響を与えるのかを入院日数や入院外日数といった

代理変数を用いて考察した。その結果、保健事業

は、医療費の削減に対し一定の効果を持つととも

に、入院外日数や入院日数に対する影響を通じて

患者の効用を上昇させる効果もあることが分かつ

た。さらに、入院外日数・入院外費用の削減に対

しては保健指導宣伝費を増やすことが、入院日

数・入院費用の削減に対しては疾病予防費を増や

すことが、効果的であることが分かつた。

しかし、その効果に関しては、金銭的にはさほ

ど大きいものとは言えず、被保険者の効用に対す

る影響も判然としないものがあり、現状では総じ

て保健事業は大きな効果をもたらしているもので

あるとは考えにくい。

本稿において推定した、保健事業費が医療費を

削減する効果は、山田 (2002)といった先行研究

において推定された、健康診断が医療費を削減す

る効果に比べて小さいといえよう。もっとも、保

健事業によって、健康診断といった予防行動を被

保険者に強制できるわけではなく、あくまでも予



表 3 関東信越の推定結果 N=913 

医療給付費 入院費用 入院費用 入院外費用 入院外費用 療養費 療養費 入院日数 入院日数 入院外日数入院外日数

定数項 ー7.854X 104 -3.249 X 104 -3.249 X 104 -3.702 X 104 -3.797 X 104 -5.768x 102 -5.628x 102 -1.190 -1.183 ー7.572 -7.813 

(-24.43) (-18.91) (-19.15) (-20.30) (-20.86) (-2.41) (-2.37) (-17.41) (-17.54) (-17.53) (-18.23) 

一人当たり -9.939 X 10-2 
動3.989X 10-2 -1.072 X 10-1 -6.866 X 10-3 

同 1.935X 10-6 -1.685 X 10-5 

保健事業費 (-2.48) (-1.86) (-4.71) (-2.30) (-2.27) (-3.13) 

一人当たり -7.535 X 10-2 
ー2.743x10-1 

司 1.542x 10・2 -5.319 X 10-6 開7.109X 10-5 

保健指導官伝費 (開0.89) (・3.02) (幽1.30) (-1.58) (-3.32) 

一人当たり -6.859 X 10-2 
司2.150X 10-2 

ー3.864X 10-3 -2.871 X 10-6 6.219x 10-6 

疾病予防費 (-3.62) (・1.06) (-1.46) (・3.81) (1.30) 

一人当たり 1.691 x 10・1 -5.029 X 10-2 -1.149 X 10-2 5.301 X 10-6 -1.303 x 10る

体育奨励費 (2.02) (-0.56) (-0.98) (l.60) (-0.62) 

年齢 3.817 X 103 1.489 X 103 1.496 X 103 l.511 X 103 1.558 X 103 3.488x 101 3.490x 101 5.762 X 10-2 5.767 X 10-2 2.900x 10-1 3.008x 10-1 

(48.84) (35.65) (37.30) (34.09) (36.22) (5.99) (6.22) (34.70) (36.20) (27.62) (29.70) 

総合・連合ダミー 2.356 X 103 -1.456 X 102 
ー7.108x101 4.481 X 102 4.620 X 102 8.515 X 101 9.440 X 101 -4.067 X 10-2 -3.594 X 10-2 2.132x 10-1 2.119x 10-1 

(5.25) (-0.61) (ー0.29) (1.76) (1.77) (2.55) (2.77) (-4.26) (-3.72) (3.53) (3.45) 

公務員ダミー 1.153 X 104 l.426 X 103 1.307 X 103 4.524 X 103 4.206 X 103 3.270 X 102 3.100x 102 4.208x 10-2 3.633 X 10-2 1.127 1.067 
(5.11) (1.18) (1.09) (3.53) (3.27) (1.95) (1.85) (0.88) (0.76) (3.71) (3.53) 

任意継続者割合 7.279 X 104 3.201 X 103 5.134 X 103 4.755 X 104 4.698 X 104 3.021 X 103 3.243 X 103 -2.991 X 10-1 
司 1.873x10-1 3.785 3.352 

(4.96) (0.41) (0.65) (5.71) (5.56) (2.76) (2.94) (-0.96) (-0.60) (1.92) (l.69) 

特例退職者割合 1.628 X 105 5.664 X 104 5.800 X 104 7.926 X 104 7.660 X 104 3.322 X 103 3.312x 103 l.878 l.933 1.241 X 101 1.155 X 101 

(18.92) (12.32) (12.65) (16.24) (15.57) (5.19) (5.16) (10.27) (10.61) (10.73) (9.97) 

女性割合 1.568 X 104 -2.352 X 103 
司2.401X 103 1.384 X 104 1.335 X 104 7.093 X 102 6.886 X 102 -1.313 X 10-2 -l.502 X 10-2 4.828 4.737 

(11.83) (-3.32) (-3.47) (18.41) (17.99) (7.19) (7.11) (-0.47) (・0.55) (27.13) (27.12) 

標準報酬月額 3.404 X 10-2 -4.340 X 10-3 -4.441 X 10-3 3.836 X 10-2 3.515 X 10-2 2.111 X 10-4 1.761 X 10-4 -3.910 X 10-7 -3.845 X 10-7 7.635 X 10-6 6.876x 10-6 

の平均 (7.65) (-l.83) (-1.99) (15.20) (14.66) (0.64) (0.56) (-4.14) (-4.33) (12.77) (12.18) 

決定係数 0.828 0.707 0.710 0.761 0.759 0.150 0.153 0.685 0.690 0.691 0.692 

Fイ直 545.143 272.198 221.225 359.225 283.624 19.934 16.252 246.111 200.658 252.304 202.537 

横の列は被説明変数を、縦の行は説明変数をそれぞれ意味する。
それぞれのセルの上段は係数を、下段は t値を意味する。
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防行動を促すに過ぎないものであるから、これは

当然の帰結である。

つまり、単に集団検診などを行うだけで、被保

険者の予防行動に直結しなければ、疾病の予防や

医療費の削減にはつながらない。逆に、被保険者

の予防行動に直結するようにした例として、東京

都のある健康保険組合では、健康診断後に生活習

慣病の「予備軍」とされる被保険者に対し、集中

的に健康指導を行ったところ、組合の医療費支出

は2割も減少したという 9)。ただし、一般的に、

健康保険組合は、すべての被保険者や被扶養者に

対してまんべんなく保健事業を行おうとする傾向

があり、特定のグループに対して集中的に行うこ

とには抵抗を感じる組合も多いとされ、こうした

動きは一部の組合にとどまっている。

本研究でなお、不十分であろうと思われる点が

2点ある。 l点目は、本文中の繰り返しとなるが、

保健事業の効果として、金銭的な効果と、入院日

数及び入院外日数のみを取り上げていることであ

る。患者の立場に立てば、保健事業の効果は金銭

的なものにとどまらない。例えば、疾病の予防や

重症化を防ぐことによって、効用が改善するのな

らば、それも患者にとっては、保健事業の効果で

ある。しかし、本稿ではこうした効果については、

入院日数及び入院外日数を生活の質の代理変数と

して用いて分析するにとどまっている。これ以上

のデータが入手できないことから十分な考察を加

えるに至っていないが、今後の研究においては、

何らかの方法により患者の効用によりふさわしい

指標を探して分析することが、肝要であろう。

2点目として、保健事業のなかには、保健指導

宣伝、疾病予防、体育奨励といった事業があるが、

同じ名称で、あっても組合によって異なった事業が

行われており、その事業の内容によって医療費や

加入者の効用に与える影響は大きく異なると考え

られ、また、同じ事業を行っていたとしても、健

康診断のケースに代表されるように、加入者の受

診率が異なれば、その効果は異なると考えられる

点である。各組合ごとに決算書の項目が少しずつ

異なっているため、これ以上に細分化された保健

事業費の内訳を入手する事ができなかったといっ

た事情はあるものの、より細かく保健事業の効果

を考察することが今後の研究課題と言えよう。

最後に、一音防、ら指摘のあった事項について触

れておきたい。それは、一人当たり医療費が一人

当たり保健事業費に影響を与えているのではない

かという指摘である。使用しているデ}タが単年

度のものである以上、実証的にこうした疑問に答

えることは容易でないことは事実である。ただし、

保健事業による限界的な効果は、その投入する費

用に対し、逓減すると考えられる。よって、一人

当たり医療費が減少し、財政的な余裕が生じた際

に健康保険組合が取ると思われる行動としては、

保健事業費を増加させることより、保険料率の引

き下げで被保険者や事業主に還元することや内部

留保を増加させることでリスクに備えることが優

先されると考えられる。したがって、理論的には、

一人当たり医療費が一人当たり保健事業費に与え

る影響はさほど大きくないと考えられる。今後、

さらにデータを得ることで実証的に解明されるべ

き点であり、今後の研究課題としたい。
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注

l 発症確率は減らせないが、病気を早期に発見す

ることにより生存確率を増加させる可能性のある

行動

2 分析の対象当時の老人保健法で定める老人のこ

と。すなわち、 70才以上の人及び65才以上で市町

村長に認定された人のこと

3 もっとも、老人保健拠出金制度を考察する上で

は、健康保険組合の老人の被保険者(あるいは加入

者)に対する研究も十分、意義のあることであろ

う。このような研究として安部 (2000)10)などがあ

る。
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The Analysis of Relationship between Health 
Activity and Medical Expenditure 

Toshiaki Kouno， M.A. * 

The change of life-style and the advance of medical technology have made the average life 

span in Japan extend for the last some decades. At the same time， these have induced the life-style 

related diseases and worsen the 1江'equality. The increase of the number of life-style related diseases 

patients is a serious problem itself and causes financial problem. One of the measures to solve the 

each problems is health activity implemented by Health Insurance Society. In this paper， we 

investigate how this activity affects the enrollees of Health Insurance Socie句T.We show that this 

activity reduces medical care cost and makes enrollees better off significantly. But these effects do 

not seem 1訂 ge.For the sake of improvement of our life quality， we suggest that this activity should 

be implemented more efficiently. 

[Key wordsJ health insurance， health activity， life quality， enrollees' utility 
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研究ノート

痴呆の問題行動に対する薬物療法の

臨床経済学的効果
目黒光恵*1 

赤沼恭子*3

目黒謙一申 2

関田康慶申 4

痴呆老人の排個や睡眠覚醒障害など、いわゆる介護保険上の「問題行動」に対する薬物療法として、向精神薬が用いら

れているが、その臨床経済学的分析は殆ど行われていない。今回、介護老人保健施設入所中のアルツハイマー病患者66名

を無作為に 2群に分類し、 34名に対し塩酸リスベリドンを投与し、通常ケアのみの32名と比較検討を行い、臨床経済学的

検討を行った。なお塩酸リスベリドンは、排個や睡眠覚醒障害などの「問題行動」への臨床的有効性が報告されている非

定型的向精神薬である。分析として、同薬物による「問題行動」の減少に伴う、介護スタッフによる直接介護労働の減少
は、時給に換算した場合どのくらいの労働になるかを検討した。さらに、経清的に表現した場合の介護スタッフの主観的

負担感も検討した。その結果、同薬剤投与により、アルツハイマー病患者の 1日平均俳個時聞は約2時間減少した。排個

時間の減少は介護スタッフの負担を軽減し、他の労働に振り分けることを可能にしたが、それは対象施設における介護ス

タッフの時給換算にして、介護者 1人1日平均1800円程度の労働時間に相当した。 1日約2時間の排個を示すアルツハイ

マー病のモデルケースを用いたアンケート調査の結果では、介護スタッフの殆どがそのようなケースに対する介護の報酬

として3000円以上を要求し、客観的な労働時間の賃金以上の負担感を示す場合が殆どであった。薬剤によるアルツハイマ

ー病の問題行動の治療は、臨床経済的効果を有することが示唆された。

キーワード:アルツハイマー病、問題行動、リスベリドン、臨床経済学

1聞はじめに

アルツハイマ}病 (Alzheimer's disease ; AD) 

患者の中には、俳個、睡眠障害などの異常行動が

しばしば認められる 1-3)が、近年このような症状

を痴呆の行動心理学的症状 (Behavioraland 

Psychological Symptoms of Dementia ; BPSD) 

と呼ぶ3)0 BPSDはA.妄想観念、B.幻覚、 C.行

動障害、 D.攻撃性、 E.日内リズム障害、 F.感

* 1 田尻町スキップセンター臨床心理士
*2 東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学・田尻町ス

キップセンター所長
* 3 介護老人保健施設なかだ言語聴覚士
*4 東北大学大学院経済学研究科福祉経済設計学教授

情障害、 G.不安・恐怖に分類される。このBPSD

の中でも特にA.妄想観念、 C.行動障害、 D.攻

撃性、 E. 日内リズム障害は、家族や介護者にと

って負担が大きく、適切な対応が求められている。

ADの薬物療法としては、認知機能障害に対す

るドネベジルの投与によって、最大6ヶ月間、認

知機能障害を遅らせることが可能であると報告さ

れているヘ一方BPSDについては、向精神薬の

少量投与が奏効すること、特にリスベリドンの少

量投与の有効性が、 Evidence-BasedMedicineと

して報告されているト710

BPSDに関する臨床経済学的な検討として、

Beeriらは8)、地域在住AD患者71名の介護者に対

して、介護に費やした時間、ヘルパ}・デイケア
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などを利用する際の費用その他について調査し

た。その結果、 BPSDの介護の直接費用は年間

1450ドルで、全ての直接介護費用の35%に相当し

た。金銭的に表現できない間接的な費用に関して

は、 BPSDの介護費用は2665ドルで、 BPSD以外

も含めた全ての介護費用の25%で、あったと報告し

ている。即ち、 BPSDに関して年間4115ドル、 l

日l人平均1390円相当の費用がかかる計算にな

る。しかし同様の調査はいまだ日本では行われて

いない。

2.研究目的

そこで今回、 AD患者のBPSDに有効性が報告さ

れている向精神薬・リスペリドン投与による臨床

経済的検討を行った。即ち、同薬物によるBPSD

の治療に基づく直接介護労働の減少は、時給換算

あたりどのくらいの労働になるかを検討した。ま

た、経済的に表現した場合の主観的負担感もあわ

せて検討した。

3.方法

( 1 )施設

宮城県北部の介護老人保健施設A (150床、 40

床は痴呆専門棟)を対象施設にした。当該施設の

位置する地域は典型的な農村地域であるが、近隣

に協力病院および痴呆の専門医の勤務するクリニ

ックを有しており、医療福祉連携が行いやすい環

境にある。スタッフ数は介護職(入所棟)が51名、

看護職が17名で、老健全体で日勤実働はそれぞれ

37名、 12名、夜勤実働はそれぞれ10名、 l名であ

る。痴呆専門棟は、日勤実働はそれぞれ13名、 3

名、夜勤実働はそれぞれ3名、 1名(全棟勤務)

である。入所患者は、昼夜を問わず 1時間ごとに

行動観察されており、その睡眠覚醒チェックを実

際のケアに応用している。

(2)対象患者の抽出

材庁究の対象者の抽出条件は以下の通りである。

1)脳卒中の既往がないこと。

2)脳血管障害を示す神経学的症候やパーキンソ

ン症候群を認めないこと。

3 )身体的症状や認知機能障害は、研究開始前 l

ヶ月間、安定していること。

4) NINCDS-ADRDA 9)のpossibleADの診断基

準を満たすこと。

5) r攻撃性と日内リズム障害を伴う俳佃」を認

めること(下記参照)。

以上の条件を満たす者として、調査期間である

2001年11月から2004年6月までの聞に、 27人の男

性と39人の女性からなる66人のAD患者を抽出し

。
た

(3)認知機能障害と臨鵠覚醒障害の評価

認知機能はMini-MentalState Examination 

(MMSE) 10)により評価した。対象者のADLは、

全員歩行と食事が自立レベルで、あった。

行動異常に関して、入所後 1週間より、 1時間

ごと連続7日間、睡眠覚醒状態の観察をした(第

1観察期間)。睡眠覚醒及び行動状態の観察は、

各1時間における任意の時刻に l回行った。この

肉眼的観察法は、 24時間脳波との対応が良いこと

が報告されている 1)。観察デ}タは対象患者毎に、

連続168時間 (24時間x7日間)のチェツクシー

トを用いた。

入所者の何人かは不穏や不眠を伴い、部屋の外

に俳個した。彼らは独力で自分の部屋に戻ること

は不可能で、あった。入所者が第 1観察期間の4日

以上、 BPSDの中で「攻撃性と日内リズム障害を

伴う俳個Jを認めた場合、本研究では「俳佃ありJ

と操作的に定義した。因みにこの俳佃は、施設内



で放置しておける軽症のものではなく、介護スタ

ッフが 1対lで対応しなければならないほど重度

のものである。最終的に対象者はリスベリドン群

と非リスベリドン群の 2つに分類された。両群の

認知機能は同等であった。

(4)向精神薬投与プロトコール

向精神薬投与プロトコールは以下の通り。

1)施設入所後 1週間は何もせずに、施設に慣れ

る期間とした。

2)次に 1週間の第 l観察期間を設けた。昼夜を

通して 1時間毎の観察を行い、俳佃の状態を評

価した。上記の様に排個が認められた群を無作

為に 2群、即ちリスベリドン群と非リスペリド

ン群に分類した。前者に対してリスベリドン0.5

mgを投与、 2日後に 1mgに増量維持とした。

非リスベリドン群には特に向精神薬は投与せ

ず、日常のケアのみとした。

3) 1ヶ月後に再び同様の行動観察を行い、俳個

の変化を検討した。

対象者の臨床的特徴を表1に示す。両群聞に年

齢.MMSE (t-test)、男女差 (x自乗検定)、日

中睡眠時間、夜間睡眠時間、俳個時間における有

意差を認めなかった(t-test)0 ADLは特に尺度を

測定していないが全例、歩行と食事が介助下に可

能なレベルで、あった。

なお、本薬剤は前述した様にADや他の痴呆性

疾患の攻撃性と日内リズム障害を伴う俳梱などの
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問題行動に対して日常診療上、ルーチンに投与さ

れるものであり、その臨床的効果は既に確立され

ているト7)。従って通常診療の範囲内の行為であ

るが、全例、家族に対し趣旨を説明し、分析・発

表に関する同意を得た。

(5)俳個時間の測定と臨床経済学的分析

睡眠覚醒行動観察表は、上述のように 1時間の

チェツクシートのなかで、任意に 1回チェックす

る方法である。その任意の 1回のチェックで俳個

ありと判定された場合、操作的にその 1時間の問、

俳佃し続けていたものと見なして俳個時間を計算

した。俳佃は前述のように、スタッフが付ききり

になる必要の重度のものであるため、薬剤投与に

よる俳個時間の減少は、その聞の人件費を別の労

働に振り分けられるものと考えられる。なお、分

析の立場は事業者としての老健の立場で、費用の

種類は事業者が患者にかけた費用(薬剤の薬価、

スタッフの人件費)である。

(6)看護職・介護職へのアンケート調査

対象施設に勤務中のスタッフ60名にアンケート

を施行した。スタッフは男性20名、女性40名で看

護職13名、介護職47名で、あった。項目は、職種の

経験年数、施設の勤務年数、介護上最も負担の大

きい問題行動、異常行動介護に望む手当などであ

る。分かりやすくするために実際に対象施設に入

所していた患者を例に挙げた。表2に、実際に施

表1 リスペリドン群、非リスペリドン群の特性

年齢 男性/女性 MMSE 
日中睡眠時間 夜間睡眠時間 排個時間

(7日間) (7日間) (7日間)

リスベリドン群 79.6 15/19 12.2 10.4 39.0 19.3 
(n=34) (4.1) (4.2) (11.9) (13.1) (13.6) 

非リスペリドン群 78.4 12/20 13.1 8.8 55.9 20.8 

(n=32) (3.9) (3.3) (13.4) (15.6) (16.0) 

性別以外の値は平均値 (SD)を示す。 MMSE=MiniMental State Examination 
両群関に年齢 .MMSE・日中睡眠時間・夜間睡眠時間・俳個時間 (t・t凶 t)、男女差 (x自乗検定)の有意性を認めない。
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表2 介護老人保健施設職員へのアンケー卜調査用紙

以下のアンケートにご協力をお願いします。

1.あなたの年齢・性別を教えてください( 歳)。

(a) 20歳台 (b) 30歳台 (c) 40歳台 (d) 50歳台

(a)男性 (b)女性

2.あなたの職種を教えてください。

(a)看護師 (b)介護福祉士 (c)ケアマネージャー

(d)ヘルパー (d)理学療法士 (d)作業療法士 (e)その他(

3.その職業に従事して何年くらい経ちましたか。

(a) 1年未満 (b) 1年以上3年未満 (c) 3年以上5年未満

(d) 5年以上10年未満 (e) 10年以上

4.老健Aに勤務して何年経ちましたか。

(a) 1年未満 (b) 1年以上2年未満 (c) 3年以上

5.入所者の問題行動で、介護上最も負担の大きいものはどれですか(複数回答可)。

(a)妄想 (b)幻覚 (c)俳個、無意味な行動の繰り返しなど (d)暴言・暴力

(e)昼夜逆転 (f)抑うつ (g)不安・恐怖 (h)弄便・失禁 (i)異食

6.別紙に示すような俳梱・暴言・暴力を示す入所者が以前いました。この異常行動(1日平均2.1時

間の俳個)の介護に対して、普段の給料に追加して一日あたりどのくらいの介護手当てを望みますか。

(a) 1000円未満 (b) 1000円以上一2000円未満 (c) 2000円以上-3000円未満

(d) 3000円以上-4000円未満 (e) 4000円以上一5000円未満 (f) 5000円以上

表2つづき

<別紙> 症例 85歳男性

平成X年、痴呆発症。俳個、介護者に対する暴言・暴力行為があり在宅介護困難にて、当施設入所となる。

[入所時の状態]

大声で「分かんねえJrおーい」と叫んでいる。時々興奮して何度もテーブルにぶつかりながら俳御し

ている。職員の声がけにも「分かんねえんだ」と怒鳴り、目をギラギラさせながらスタッフの手に爪を

たてて、離さない。時にはスタッフに噛み付くこともああ。ドアをたたいたりベッドをたたいたりもし

ている。夜間はベッドに起き上がり、柵を乗り越えて俳梱しようとする。

[睡眠覚醒状態]

15時間/7日間=1日平均2.1時間の俳個



行したアンケート用紙を示す。

4.結果

( 1 )リスペリドン投与後の俳佃時間の減少

リスペリドン群における、薬剤投与 1ヵ月後の

俳個時間(平均 (SD))は、観察期間 7日当たり

19.3 (13.6)時聞から7.3(7.3)時間へと減少し、

対照とした非リスベリドン群の20.8(16.0)時間

から20.1(15.2)時間と比較して、有意に群効果

(MS=3876.0， F=183.4， p<o.OOOI)λ、時間効果

(MS=→32息F=3.7，pく0.0ω49ω)、交互作用 (MS=→31.息9， 

F=2.9， p<oω.0悦48別)を認めた(二元配置の繰り返し

要因ありの分散分析)λ。1日平均の俳佃時間を計

算すると、 2却寺間(19.3/7η)から0.4時間(げ7.3/7η) 

に2

典型的なリスペリドン群の症例を図 1に示す。
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(2)経済的効果

①臨床経済的効果

上記の様に、薬剤による1日平均約 2時間の俳

個時間の減少は、介護者の負担を軽減させ、俳個

患者に付ききりで介護していた時間を、他の労働

に振り分けることができた。それは対象施設にお

ける介護スタッフの時間給換算にして、 1日平均

1800円程度の労働に相当した。

②主観的な経済負担感

(1)介護上最も負担の大きい問題行動

スタッフが答えた介護上負担の大きい項目を示

す(重複回答可)。介護上最も負担の大きい問題

行動は、(d )暴言・暴力:40名、(c)俳個、無

意味な行動の繰り返しなど:38名、 (e)昼夜逆

転:31名、 (h)弄便、失禁:28名、 (a)妄想:

15名の順であった。

図1 典型的なリスペリドン群における変化(投与前が上、投与後が下)

9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 

訪日十。

10 I 11 I 12 I 13 I 14 

縦軸は観察時期の7日間、横軸は一日の時間を示す。黒は睡眠、自は覚醒状態、二重丸は俳佃を示す。

7日間の俳個時間は17時間から1時間に16時間減少し、 1日平均では2.3時間 (1617)減少した。
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(2) BPSDの介護に対して望む報酬

対象施設のスタッフが、問題行動としての

BPSDの介護に対して望む報酬としては、図 2に

示す様に3000円以上がほとんどで、実際の対象施

設における時給換算の労働1800円以上で、あった。

経験年数別の分析では図 2(8)に示すように

3年未満、勤務年数別の分析では図2(b)に示す

ように2年以上に多い傾向を認めた。即ち、職業

経験が短いほど、また対象施設に長く勤務してい

るほど、経済的負担感が大きいことになる。

5 .考察

( 1 )方法論上の問題

今回の研究では、 7日間にわたる 1時間ごとの

睡眠覚醒チェックを行わなければならない理由か

ら、 l施設でのみ行われた。しかし対象施設の人

的勤務状況は、他の介護老人保健施設と同様であ

る。施設によっては向精神薬の投与が可能でない

場合もあるが、本研究の結果は、病院を含めて高

齢者の医療福祉に役立つと考えられる。

今回、痴呆の中で最も多いADであり、 BPSDの

中でも特に介護負担の大きい「攻撃性と日内リズ

ム障害を伴う俳個」を示す群を対象にした。実際、

対象施設の介護スタッフのアンケートでは、 (d)

暴言・暴力、(c )俳個、無意味な行動の繰り返

しなど、 (e)昼夜逆転、の介護負担が大きいこと

が示された。

図2(8) 職種の経験年数による主観的な経済負担感

14 
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。
1000円未満 1000-2000円 2000-3000円 3000-4000円 4000-5000円 5000円以上

図2(b) 施設勤務年数による主観的な経済負担感
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また、介護スタッフへのアンケート結果は、 1

日平均の俳個時間が全体の結果と近似している代

表的な事例をもとに聴取したものであるが、一般

化する場合は注意が必要である。

(2)反省点

今回の研究の反省点であるが、通常のケア業務

に対して問題行動の観察対処が相対的な業務負担

として何倍かが分かれば、人的資源の配分上L問

題行動介護の負担が明らかにできると思われる。

その場合、通常ケアの時給相当額が1800円という

ことをアンケートに答えた介護スタッフが知って

いて3000円と答えたのであれば、そのような総体

負担度を反映した数値として捉えてもよいが、今

回はそのことを確認しなかったことは反省点であ

る。

また、通常ケアの時給相当額1800円に追加した

3000円と言う値のなかに、現状の給与に対する不

満が含まれている可能性も否定できない。このこ

ともアンケ}トの項目として聴取すべきで、あった

と考えられる。

さらに、対象施設における時給900円の算出根

拠が不明である。おそらく人件費総額を総労働時

間で、割ったものと考えられるが、対象施設の実際

の現場の問題であり、詳細な検討は困難であった。

そのため費用便益分析としては不十分といわざる

を得ない。今後、時給算出の根拠も合わせて検討

する必要がある。

(3)臨床的効果

リスペリドン投与によって攻撃性と日内リズム

障害を伴う俳個が改善し、入所者本人の情緒も安

定した。これは臨床的観察と、抑うつ尺度の結果

による(今回の結果にデータは示していない)。

パーキンソニズムに注意すれば、入所者のQoLを

向上させることに有用であると考えられる。
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(4)経済的効果

①臨床経済的効果

急騰する医療費は先進国共通の課題である。さ

まざまな薬剤の費用効果分析や費用便益分析がな

されているが11)、その結果薬価の低い薬を用いた

り、あるいは薬剤の使用を控えるという考えを導

きかねない。向精神薬はパーキンソン症候群など

の副作用がしばしば認められるため12)、福祉関係

者の中には痴呆患者に向精神薬を投与することを

好まない場合がある。しかし、俳梱患者のケアは

家族だけでなく介護スタッフにとっても大きい負

担である。 1日l人平均50円以下の薬剤投与(リ

スベリドンの薬価)により俳佃患者の俳個は1日

平均2時間減少し、介護者は他のことに労働を振

り分けることができた。これは明らかに介護者の

精神的な健康にも有益である。

②主観的な経済負担感

ほとんどのスタッフが、時給換算以上の金額を

報酬として望んだことは、問題行動の介護がいか

に大変であるかがうかがわれる。単純な時給以外

の観点で賃金を評価する必要があるかもしれな

v)。

現在、社会問題として介護職の人が職場に定着

しないことが高齢社会を迎えた日本社会のネック

とも言われている。それはこのアンケート結果か

らも推測できるように、介護職が自分の仕事にお

ける責任の重さや、心身的な負担感に比べ賃金が

相応しないと考えている結果とも考えられる。ま

た、今回は検討できなかったが、 A施設の時給が

全国的な視点から見てどの程度なのかを分析した

り、介護職の現実を考察する上で他職種の(例え

ば女性の多い職種を選んで比較するなど)賃金の

妥当性を調べれば、労働市場から見た介護職への

問題提起ができたのではないかと思う。それは今

後の課題としたい。
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6.結論

本研究において、我々は施設入所中のAD患者

に対する向精神薬の臨床経済学的効果を検討し

た。適切な用量によるAD患者の俳佃の治療は、

対象施設における時給換算で介護者 1人1日平均

1800円程度の労働を生み出すことが示唆された

が、主観的な負担度はそれ以上であることが示唆

された。また、先行研究との比較から、薬剤効果

はマクロ経済的な効果も有することが示唆され

た。
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Clinico圃economicalEffect of Drug Therapy 
for Behavioral Problems in Dementia 

Mitsue Meguro， MSc牢¥ Kenichi Meguro， MD.， Ph.D*¥ 

Kyoko Akanuma時， Yasuyoshi Sekita， Ph.D叫

Patients with dementia frequently show abnormal behaviors such as wandering， sleep 

disturbance， etc. These symptoms are recently referred to as behavioral and psychological 

symptoms of dementia (BPSD)， which are a major burden for fa凶 lyand caregivers. Increasing 

medical expenses are one of the major economic problems in developed countries. Although 

various anti-psychotic drugs have been used for treatment of the BPSD， the clinical economic 

analysis of such drugs has not been fully performed. To evaluate the cost-benefit of anti-psychotic 

drugs in the treatment of BPSD for institutionalized patients with dementia， the daily sleep and 

wake patterns of s江tysix patients with Alzheimer's disease (AD)加 ageriatric institution were 

visually monitored on an hourly basis for 7 consecutive days. After randomly dividing the sixty six 

patients into two groups， a low dose of risperidone， an anti-psychoticむug，was administered for 

the thirty four patients， especially those manifesting wandering behavior. After a small dose of 

risperidone， that cost less than $0.50 per person per day， the mean wandering hours decreased by 2 

hours per day. The decreased wandering ofthe patients alleviated the caregivers' burden， allowing 

them to devote more time to other work， a savings of at least $15.00 per caregiver per day. The 

appropriate use of anti-psychotic drugs in the treatment of wandering of AD patients can decreωe 

the caregivers' working hours， worth at least $15.00 percaregiver per day in Japan. 

[Key wordsJ Alzheimer's disease， BPSD， Risperidone， Clinicかeconomicstudy 
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