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巻頭盲

固というデータの持つ意昧

南部鶴彦*

最近OECDから加盟主要30ヶ国の医療保障のパフオ}マンス比較が可能となるデータベースが発表され

た。これによると各国の経済水準、人口構成などを基準として多くの経済・社会指標の比較分析が可能と

なる。日本にとっても現水準の医療保障を相対化してみることが可能となる点で貴重なソースというべき

ものである。

しかしこのタイプの国別デ}タを手にするとき、果たして一国というレベルで集計されたデータが何を

語っているのかについて、いつも考え込まざるを得ないことがある。

例えば医療を離れて別の次元で国際比較をする場合を考えてみよう。その一例として、最近10数年間に

わたって実施されてきた公益事業の自由化政策を取り上げよう。代表的なものとしては電力事業の自由化

がある。 1980年代まで電力は地域独占という供給体制がどの国でも一般的で、あった。ここに競争を導入し

独占の弊害を除去するという政策の転換があり、参入や料金の規制が撤廃された。このような自由化の進

展を国別に比較するとき、例えばアメリカで自由化が進んでいるとか、ノルウェーが自由化されていると

かいう表現をよく目にする。このときわれわれが注意せねばならないのは国の規模である。電力の自由化

という観点からすれば、アメリカ囲内で自由化に近いことが実現されているのはわずか数州に過ぎず、半

数は自由化さえ考えていなしE。一方、ノルウェーは水力にほとんど依存するという特殊性もあって全国が

自由化されている。つまり一口に固といってもアメリカのような規模の国では州ごとの独立性が強く、州、|

が国のような権限を持つ分野がある。制度の比較をするといっても集計されたデ}タでアメリカを代表さ

せることは不可能である。一方、人口が一千万程度の国では、より正確に集計的なデータに物を言わせる

ことができるであろう。

このことは医療についても同じくあてはまるO 中小規模の国々のデータと、(厳密ではないが)人口が

6000万から 1億以上の国のデータとを単純に横並ぴに比較分析しても真に意味のある分析ができるだろう

か。「グローバル化」という視点を重視する余り、固という名称で複雑な国家の構造を集約してしまうこ

との恐ろしさについても、今は十分考慮が必要な時代である。

本 学習院大学経済学部教授
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論文

投薬期聞の規制緩和による患者サービス

及び医療経曽への影響

恩田光子申 1

亀井美和子*2 

河野公一村

2002年4月、外来患者の薬剤投与期間に係る規制が原則廃止され、一部の医薬品を除き長期投薬が可能になった。本研
究では、投薬回数長期化の影響について病院と診療所の現状を明らかにし、今後の外来投薬のあり方を考究することを目

的とした。
約60%の診療所および67%の病院で投薬日数の長期化は進んでいた。長期化の理由は「症状の安定」と「患者の希望」

がほぼ措抗していた。投薬日数を長期化した診療所院長の約50%および病院医師の約40%は、長期化による問題を認識し
ており、具体的項目として受診の不規則化、コンブライアンスや検査値の悪化などを指摘した。また、投薬日数の長期化
は診療所(病院)経営へも影響を与えており、長期化した診療所は長期化していない診痩所に比べて、経営への影響をよ
り強く受けている傾向が示唆された。望ましい外来投薬を確立するために考慮すべき項目として、患者の病状や服薬管理
能力、受診の必要性、医薬品の品質確保などが指摘された。長期投与の解禁は、薬物治療の質及び医療機関経営に影響を
与えていることが明らかになった。

キーワード:投薬、処方、規制、外来患者、診療所、病院、医療経営、医療制度

1 .研究の背景および目的

2002年4月、外来患者の薬剤投与期間に係る規

制が原則廃止された。この制度改正により、麻薬

及び向精神薬、薬価基準収載後1年以内の医薬品

を除き、内服薬、外用薬共に投与日数の上限が廃

止され、主治医が必要と予見する期間に改められ

た結果、医師の裁量により 1回の処方時に何日分

勺 広島国際大学医療福祉学部医療経営学科専任講師
*2 日本大学薬学部薬事管理学研究室専任講師
サ 大阪医科大学衛生学公衆衛生学教室教授

で、も薬剤の交付が可能になった。投与日数の長期

化は、外来の混雑緩和や患者の通院負担の軽減に

寄与するという側面があるが、投与する薬剤や患

者の服薬状況によっては薬物治療に負の影響を与

えかねないという懸念もある。服薬コンブライア

ンスを低下させる要因として、①疾患の種類(急

性疾患に比して'慢性疾患の方がコンブラ千アンス

が低い)、②治療期間(短期間に比して長期間の方

がコンブライアンスが低い)などが指摘され1)、服

薬コンブライアンス向上を図る方策として、来院

回数の増加1)や服薬指導の徹底・充実2)が提言さ

れていることなどがその根拠として挙げられる。
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また一方で、受診回数が減少することによって医

療機関経営へ影響を与えていることも推察される。

筆者らが2002年5月に保険調剤薬局の利用患者

を対象に実施した調査では、①改訂直後の4月か

ら投薬日数が長期化した患者は約1割強、②通院

l回あたりの投薬日数が2週間以上の処方が過半

数を超えており、主に高血圧、高脂血症、糖尿病

などの生活習慣病や緑内障、甲状腺疾患、脳循環

障害などの慢性疾患治療薬に対する長期化が拡大

していた、③約4割の患者が薬の飲み残しゃ飲み

忘れを認識し、特に腎疾患、高脂血症、糖尿病、

高血圧、気管支端息、てんかんなどにおいてコン

ブライアンスが低い傾向が示唆された、④希望す

る受診1回当たりの投薬日数は 1ヶ月分とする患

者が過半数近くを占めた、また、⑤約4割の患者

は、受診せずに長期間にわたって服薬管理するこ

とに対する不安を有している、などの点が明らか

になったト7)。

以上の問題背景及び先行研究の結果を踏まえ、

本研究では医療提供側に着目し、投薬日数長期化

の現状、長期化に対する医師の見解、および医療

機関経営への影響などについて、病院と診療所を

比較しながら明らかにし、今後の外来投薬のあり

方を考究することを目的とした。

2 .方法

大阪府に所在するT市医師会の協力を得て、会

員診療所の院長、病院の勤務医、および病院事務

長を対象に、外来投薬のあり方に関する自記式調

査票を送付し、無記名による回答後郵便での返送

を依頼した。病院については、会員病院の事務長

宛てに、医師回答用、事務長回答用の調査票を送

付し、専門診療科が偏らないよう配慮して一般常

勤勤務医を無作為に10名選択し調査票への回答協

力を要請し、病院全体の回答済み調査票を取りま

とめの上返送を依頼した。各病院について10名の

勤務医へ調査票の配付を依頼したのは、①協力病

院への調査負担と病院規模による回答数の差の影

響に配慮した、②T市内の医療機関数および調査

票の回収率を勘案し、診療所院長と病院勤務医の

回答数をほぼ同数にしながら統計処理が可能な回

答数を確保したいと考えたのが理由である。調査

時期は2002年11月-2003年1月の3ヶ月間であっ

た。本研究を実施したT市は、人口が約36万人、

高齢化率が約15%で、大阪市と京都市のほぼ中間

に位置し、これら大都市のベッドタウンとして発

展した典型的な大都市近郊都市である。

診療所院長へのおもな調査項目は、標梼診療科、

慢性疾患患者に対して処方頻度が最も高い投薬日

数(平成14年10月の数値)、 2002年4月以降、投薬

日数を長期化したか否か、長期化した疾患、長期

化の理由、長期化による問題点、長期化に対する

見解、長期化に際しての方針(自由記載)、望まし

い外来投薬を確立するために考慮すべき要件、外

来患者数(平成13、14年各10月度の数値)、外来

平均単価(平成13、14年各10月度の数値)、診療

報酬項目への影響(平成13年、 14年各10月度の比

較)、病院医師へのおもな調査項目は、専門診療

科、慢性疾患患者に対して処方頻度が最も高い投

薬日数(平成14年10月の数値)、 2002年4月以降、

投薬日数を長期化したか否か、長期化した疾患、

長期化の理由、長期化による問題点、長期化に対

する見解、投薬の長期化に際しての方針〈自由記

載)、望ましい外来投薬を確立するために考慮すべ

き要件、病院事務長へのおもな調査項目は、病床

数、設立主体、病院の将来構想、外来患者数(平

成13、14年各10月度の数値)、外来平均単価(平成

13、14年各10月度の数値)、診療報酬項目への影響

(平成13年、 14年各10月度の比較)で、あった。

各調査項目の結果を解析し、長期化に対する見

解について、診療所院長と病院医師の聞に差があ



るか否かをx2検定にて検証した。また、医療機関

経営への影響については、外来患者数、外来平均

単価、外来収入総額(外来患者数×外来平均単価)

の変化率について診療所院長と病院事務長からの

回答に差があるか否かをど検定にて検証した。

外来投薬の適正化に関する認識については、望

ましい外来投薬を確立するために考慮すべき要件

について11項目の質問を設定し、診療所院長及び

病院医師に対して「今後、外来患者への望ま叫しい

投薬方法を確立する上で、次の各項目について、

お考えに最も近いもの 1つにOをつけて下さい」

と質問し、「絶対考慮すべき:1位JIまあ考慮す

べき:2位JIあまり考慮する必要ない:3位」

「考慮する必要ない:4位」と順位付けした結果

を用いてWilcoxonの順位和検定を行い、各項目に

対して診療所院長と病院医師が考慮する度合いに

差があるか否かを検討した。さらに、同様の質問

に対して「絶対考慮すべき:4点JIまあ考慮す

べき:3点JIあまり考慮する必要ない:2点」

「考慮する必要ない:1点Jとウエイト付けした

結果を用いて主成分分析(バリマックス回転を採

用)を実施し、その構造的特徴を検討した。有意

差判定には 5%有意水準を採用した。また、主成

分分析では固有値が l以上の成分を抽出し、各因

子について因子負荷量0.5以上のものを採用した。

分析にはSPSSfor Windows 11.5Jを用いた。

3.結果

( 1 )回収率

診療所院長78名(回収率37.3%)、病院医師60名

(回収率31.6%)、病院事務長12(回収率63.2%)

から回答を得た。

(2)標梼診療科および専門診療科

診療所院長の標梼診療科は、多い順に内科、小

投薬期間の規制緩和による患者サービス及び医療経営への影響 7 

児科、外科、皮膚科、整形外科と続いていた(表1)。

一方、病院医師の専門診療科は多い順に内科、精神

科、整形外科、外科、消化器科と続いていた(表2)。

(3)病院の概要

平均病床数:180床(最大値:477床、最小値:

23床)で、一般病床:6病院、療養病床:4病院、

精神病床:3病院、その他:2病院であった。回

答を得た病院はすべて私立病院で、特定機能病院

は含まれていなかった。また、将来構想について

回答を得た 8病院はすべて急性期医療を担うこと

を目指すと回答していた。

表1 標梼診療科(複数回答)

診療科 回答数

内科 39 
心療内科

精神科 3 
神経科 3 
呼吸器科 3 
消化器科 7 
循環器科 8 
アレルギー科

リウマチ科 O 

小児科 21 
外科 12 
整形外科 11 
形成外科

脳神経外科

呼吸器外科 。
心臓血管外科 。
泌尿器科 4 
皮膚科 12 
産婦人科 5 

眼科 6 
耳鼻咽喉科 5 

(その他)

匹門科 2 
歯科

神経内科 3 
婦人科

ベインクリニック 1 
放射線科

麻酔科
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(4)慢性疾患患者に対して指示頻度が最も

高い投薬日数

診療所院長の回答は、平均値 :17日、中央値:

14日、最頻値:14日、最大値:56日、最小値 :3

日であった(表 3)。一方、病院医師の回答は、

平均値:22日、中央値:25日、最頻値:14日、最

大値:60日、最小値:7日であった(表4)。診

療所、病院いずれも14日分、 28日分、 30日分の順

で指示頻度が高かった。

(5 )投薬の長期化の有無

78名中50名 (64.1%)の診療所院長および60名

中42名 (70.0%)の病院医師が投薬日数を長期化

したと回答した。

表2 専門診療科(複数回答)

診療科 回答数

内科 15 
心療内科

精神科 11 
神経科 2 
呼吸器科 4 
消化器科 5 
循環器科 4 
アレルギー科 。
リウマチ科 。
小児科 2 
外科 7 
整形外科 8 
形成外科 。
脳神経外科 3 
呼吸器外科

心臓血管外科

泌尿器科 2 
皮膚科 。
産婦人科

眼科 O 

耳鼻咽喉科

(その他)

麻酔科

(6)投薬日数が長期化した疾患(複数回答)

診療所において投薬日数が長期化した疾患は、

高血圧、高脂血症が最も多く、糖尿病、便秘、骨

粗懸症、痛風、気管支端息、消化性潰蕩などと続

いており(表5)、病院においては高血圧、高脂

血症、骨粗霧症、甲状腺疾患、てんかん、便秘、

糖尿病などと続いていた(表6)。

(7)長期化した理由(複数回答)

診療所院長が投薬日数を長期化した理由として

最も多かったのは、「症状が安定しているJで、

「患者の希望」、「通院負担の軽減」、「患者による

服薬管理が可能」などと続いていた。一方、病院

医師が投薬日数を長期化した理由として最も多か

ったのは、診療所院長と同様に「症状が安定して

いるjで、「患者の希望J、「通院負担の軽減」、

表3 慢性疾患患者に対して指示頻度が
最も高い投薬日数(診療所:n=76) 

投薬日数 回答数 % 

3 1.3 
4 1.3 

6 1.3 

7 4 5.3 

10 1.3 

14 48 63.2 

20 I 1.3 

21 1.3 

28 11 14.5 

30 6 7.9 

56 1.3 

表4 慢性疾患患者に対して指示頻度が
最も高い投薬日数(病院:n=60) 

投薬日数 回答数 % 
7 1.7 

14 28 46.6 

21 1.7 

28 22 36.7 

30 7 11.7 

60 I 1.7 



「患者による服薬管理が可能」などと続いていた。

その他の項目として、「再診日数を減らし待ち時

間を減らす」、「外来患者数を減らすJ、「外来診療

負担の軽減」などが記載されていた(表7)。

(8)長期化による問題

投薬日数を長期化させたと回答した50名の診療

所院長のうち、 23名 (46.0%)は長期化による問

題を認識しており、投薬日数を長期化させたと回

答した42名の病院医師のうち、 16名 (38.1%)は

長期化による問題を認識していた。

表5 長期化した疾患(診療所:複数回答)

診療科 回答数

高血圧 36 

高脂血症 36 

糖尿痛 18 

消化性潰蕩 7 

気管支端息 8 

甲状腺疾患 6 

てんかん 3 

便秘 16 

心疾患 2 

腎疾患

肝疾患 5 

緑内障 O 

脳循環障害 8 

骨粗しょう症 12 

リウマチ 5 

屑こり 4 

めまい 2 

腰痛 6 

痛風 11 

不眠症 2 

心身症 3 

(その他)

網膜色素変性症 l 

老人性黄斑変性症

更年期障害 l 

じんましん 1 

床ずれ

アトピー性皮膚炎

神経痛
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(9 )長期化によって認識している具体的な

問題点(複数回答)

診療所院長が認識していた長期化による問題点

で、最も多かったのは、「規則的に受診しなくなっ

た」で、「誤用や飲み忘れが多くなったj、「検査

値が悪化した」が続いていた。その他、「検査結

果の報告の遅延化」、「途中の変薬が困難J、「受診

間隔があくと日頃の状態が把握しにくい」、「途中

の病状が気がかりj、「効果判定の遅延化Jなどが

指摘された。一方、病院医師が認識していた長期

化による問題点で最も多かったのは「規則的に受

診しなくなった」で、「誤用や飲み忘れが多くな

った」、「検査値が悪化したJが続いていた。その

表6 長期化した疾患(病院:複数回答)

診療科 回答数

高血圧 20 

高脂血症 19 

糖尿病 7 

消化性潰蕩 7 

気管支端息 6 

甲状腺疾患 9 
てんかん 9 

便秘 9 

心疾患 2 

腎疾患 2 

肝疾患 7 

緑内障 。
脳循環障害 6 
骨粗しょう症 11 
リウマチ 6 

屑こり 5 

めまい

腰痛 8 

痛風 7 

不眠症 4 

心身症 3 
(その他)

前立腺肥大

高プロラクチン血症

胃癌

大腸癌

統合失調症 3 
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他、「病状が悪化していても受診されないことが

ある」、「検査結果の説明が2--3ヶ月後，になって

しまう」、「延べ受診患者数の著明な減少Jなどが

指摘された(表8)。

(l0)長期化に対する見解

診療所院長の長期化に対する意見は、「ケ}ス

を限定して長期化させたいJ: 30 (38.5%)、「あま

り長期化させたくないJ: 30 (38.5%)、「長期化

させたくない(させるべきではない)J : 13 (16.7%) 

となっており、積極的に長期化させたいとの回答

は2(2五%)に留まっていた。一方、病院医師の長

期化に対する意見は、「ケースを限定して長期化

表7 長期化した理由(複数回答)

理由
回答数

診療所 病院

症状が安定している 35 36 
患者が希望した 32 31 
通院負担の軽減 21 22 
患者による服薬管理が可能 19 21 
経済的負担の軽減 11 7 
病院の運営・経営方針 N/A 2 
(その他)

再診日数を減らし待ち時間を減らす 。
外来患者数を減らす 。
外来診療負担を軽減する 。
表8 長期化による問題点(複数回答)

理由
回答数

診療所 病院

規則的に受診しなくなった 19 11 
誤用や飲み忘れが多くなった 5 5 
検査値が悪化した 4 3 
(その他)

検査結果の報告の遅延化

途中の変薬が困難 1 。
受診間隔があくと日頃の状態が把握しにくい 。
途中の病状が気がかり 。
効果判定の遅延化 O 

捕状が悪化しても受診されないことがある O 
延べ受診患者数の著明な減少 。

させたいJ: 40 (66.7%)、「あまり長期化させた

くないJ: 12 (20.0%)、「長期化させたくない

(させるべきではない)J: 4 (6.7%)となってお

り、積極的に長期化させたいとの回答は 4(6.7%) 

を占めていた。これらの結果を用いて投薬日数の

長期化に対する見解について診療所院長と病院医

師とで差が見られるか否かをx2検定にて検証し

た結果、有意差が見られ、病院医師に比べて診療

所医師のほうが、投薬日数の長期化に対してより

否定的であることが示唆された (P=0.04)。

(11)投薬の長期化に際しての方針(自由記載)

投薬日数を長期化させる方針について診療所院

長及ぴ病院医師の回答には次のような項目が記載

されていた。

1 )診療所院長

①最大1ヶ月、数人については 3ヶ月を基準に

した。

②従来とおりの慢性疾患に対するものには 1ヶ

月投与をしている。

③基本的には14日投薬、患者の状態が安定し、

患者の自己管理が十分行える患者であれば4

週間、 30日投与。

④1月2回処方が妥当だ、と，思っている。

⑤患者から希望された場合のみ30日上限に。長

期処方すれば疾病に対する養生がおろそかに

なり、服薬コンブライアンスが悪くなること

を実感しているので、長期投与には反対。

⑥2週間ごとの通院が極めて困難で症状が比較

的安定している場合は、高脂血症、高血圧症

の安定しているケースについては長期化可能。

⑦患者の希望がなければ、特にこちらから長期

化しない。

⑧原則30日まで。病状は安定していて長期投薬

が可能であっても、院内処方の診療所という

小さな機関での大量在庫は困難であり、 l人



に多量に薬をだすと在庫切れがおこる。

⑨症状が安定してよい状態にコントロールでき

ている患者に対しては20-30日を目安として

長期投与する。

⑩来科できずに薬をきらしてしまうぐらいなら

可能な限り患者の都合にあわせて投与するほ

うがよい状態にコントロールできる。

⑪患者の状態が安定しており服薬管理が可能で

あれば患者の希望があった場合 1ヶ月分を限

度として長期化している。

⑫最大3ヶ月まで、病気、病状に応じた投薬期

間とする。患者の希望を極力考慮に入れる。

⑬慢性疾患対象患者のみ長期投与としている。

2 )病院医師

①基本的に月 l回受診。

②病状が安定している人のみ長期化。

③患者と信頼関係ができている場合のみ。

④症状が安定していることと、服薬の自己管理

がある程度できる人のみ。

図l 望ましい外来投薬を確立するために

考慮すべき要件(診療所)

患者の希望

受診の必要性

疾患の種類

患者の病状

患者の服薬管理能力

投薬日数

患者の通院負担

患者の経済的負担

薬局との業務連携の強化

リフィル制度の導入

医薬品の品質確保
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l 機
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⑤医師の責任範囲として 1ヶ月と考えている。

⑥疾患、薬剤の種類を限定して長期化可。

⑦患者自身の自覚と認識により判断。

⑧症状が安定していて患者の希望があれば長期

化。

⑨原則28日までとしている。ただし、病状が安

定していることが条件。

(12)望ましい外来投薬を確立するために考

慮すべき要件

診療所院長及び病院医師が、今後望ましい外来

投薬を確立するために絶対考慮すべきだと認識し

ている項目は、多い順に患者の病状、 疾患の種

類、患者の服薬管理能力、受診の必要性、医薬品

の品質確保であり(図上 2)、 Wilcoxonの順位

和検定の結果、病院医師は診療所院長に比して、

「薬局との業務連携の強化」と「再調剤制度の導

入」の平均値が低く、有意差が見られた(表9)。

診療所院長の回答による主成分分析の結果(パ

図2 望ましい外来投薬を確立するために

考慮すべき要件(病院)

患者の希望

受診の必要性

疾患の種類

患者の病状

患者の服薬管理能力

投薬日数

患者の通院負担

患者の経済的負担

薬局との業務連携の強化

リフィル制度の導入

医薬品の品質確保
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リマックス回転後)では、 3つの成分が抽出され

た(表10)。第l成分には「患者の服薬管理能力J、

「疾患の種類」、「患者の通院負担」、「患者の病状」、

「受診の必要性」、「患者の経済的負担」、「投薬日

数Jが含まれることから、「医師の臨床的判断及

び患者負担に関する成分」と解釈し、寄与率は

33.27%であった。第 2成分には「患者の希望」、

「再調剤制度の導入住l)J、「薬局との業務連携の強

表9 Wilcoxonの順位和検定の結果

考慮すべき項目 グループ N 平均値 p値

患者の希望 診療所院長 74 1.97 
病院医師 5s----，---iB9----j 0.54 

受診の必要性 診療所院長 75 135 」
病院医師 53---- ， ---i~38----j 0.58 

疾患の種類 診療所院長 75 1.31 
病院医師 53 ----，---i~28----j 0.62 

患者の病状 診療所院長 75 1.21 
病院医師 53 115 0.46 

患者の服薬管理能力 診療所院長 75 1.36 
病院医師 53 128 0.56 

投薬日数 診療所院長 75 1.64 
病院医師 53 ----1---i~64----j 0.90 

患者の通院負担 診療所院長 75 1.92 
病院医師 53 ----，---t~~----j 0.26 

患者の経済的負担 診療所院長 75 1.81 
痛院医師 53同一ーーーー1.8ー3ーーーー 0.90 

薬局との業務連携の強化 診療所院長 74 1.96 
病院医師 ~~ ----r ---iß~----j 0.03* 

再調剤制度の導入 診療所院長 70 2苅
病院医師 ~~ ----r ---~~~----j 0.02* 

医薬品の品質確保 診療所院長 73 1.38 
病院医師 53----，---i:6o----j 0.11 

本:5%水準で有意

表10 主成分分析の結果(診療所) 表11 主成分分析の結果(病院)

設定項目 設定項目

患者の服薬管理能力 -0.110 0.178 薬局との業務連携の強化 -0.063 -0.063 0.192 
疾患の種類 0.139 -0.011 投薬日数 0.229 0.260 ー0.203
患者の通院負担 0.501 -0.110 医薬品の品質確保 -0.014 -0.123 -0.336 

患者の病状 -0.093 0.336 受診の必要性 0.160 0.371 0.110 

受診の必要性 -0.158 0.349 疾患の種類 ー0.302 0.202 
ーーーー』ーー ーーーーーーー

患者の経済的負担 0.154 0.051 患者の病状 0.048 0.109 
投薬日数 0.286 患者の服薬管理能力 0.106 -0.164 

ーーーーーーー
患者の希望 -0.058 患者の通院負担 0.069 0.096 
再調剤制度の導入 患者の経済的負担 飼0.430

薬局との業務連携の強化 患者の希望
胃F 司曙圃・----島-------

医薬品の品質確保 再調剤制度の導入 0.019 

寄与率(%) 33.267 寄与率(%) 21.857 

累積寄与率(%) 33.267 累積寄与率(%) 21.857 I 39.411 
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化」が含まれることから、「患者の希望及ぴ医療

提供体制・制度に関する成分」と解釈し、寄与率

は16.38%で、あった。第3成分には「医薬品の品質

確保」が単独で含まれることから「医薬品の品質

に関する成分」と解釈し、寄与率は13.38%であっ

た。これら 3成分の累積寄与率は63.03%で、あった。

病院医師の回答による主成分分析の結果(パリ

マックス回転後)では、 4つの成分が抽出された

(表11)0 第l成分には「薬局との業務連携の強

化」、「投薬日数」、「医薬品の品質管理」、「受診の

必要性」、「疾患の種類」が含まれることから、

「医師の臨床的判断及び医療提供体制に関する成

分」と解釈し、寄与率は21.86%であった。第2成

分には「患者の症状」、「患者の服薬管理能力Jが

含まれることから、「患者の臨床的状態に関する

成分」と解釈し、寄与率は17.56%で、あった。第 3

成分には「患者の通院負担」、「患者の経済的負担」、

「患者の希望Jが含まれることから、「患者負担に

関する成分」と解釈し、寄与率は16.81%で、あった。

第4成分には「再調剤制度の導入」が単独で含ま

れることから「制度に関する成分」と解釈し、寄

与率は11.32%で、あった。これら 4成分の累積寄与

率は67.54%であった。

表12 外来患者数

診療所 回答数 平均値(人) 中央値(人)

平成13年10月 62 1138 827 

平成14年10月 62 1054 786 
病院 回答数 平均値(人) 中央値(人)

平成13年10月 11 9460 7842 
平成14年10月 11 8677 6792 

表13 外来患者数分布(診療所)

外来患者数
H13.10 H14.10 

回答数 % 回答数

499人以下 11 17.7 15 

500-999人 29 46.8 23 

1000人以上 22 35.5 24 

(13)経営への影響

1 )外来患者数の変化

診療所では、平成14年10月の数値は前年同月の

92.5%に減少した。外来患者数499人以下である診

療所の割合が6.5ポイント、 1000人以上である診療

所の割合は3.2ポイントそれぞれ増加し、 500-999

人である診療所の割合は9.7ポイント減少してい

た。一方、病院では、平成14年10月の数値は前年

同月の94.6%に減少した。設定した患者数幅ごと

の病院数の分布に顕著な変化は見られなかった

(表12-.... 14)。

2 )外来単価の変化

診療所では、平成14年10月の数値は前年同月の

95.0%に減少した。単価幅ごとの分布に顕著な変

化は見られなかった。一方、病院では、平成14年

10月の数値は前年同月の95.5%に減少した。単価

幅ごとの病院数の分布に顕著な変化は見られなか

った(表15-....17)。

3 )外来収入の変化

外来単価に外来患者数を乗じて算出した外来収

入を見ると、診療所での平成14年10月の数値は前

年同月の89.1%に減少し、病院では88.3%に減少

した。

最大値(人) 最小値(人)

3711 53 
3564 31 

最大値(人) 最小値(人)

36779 230 

33476 241 

表14 外来患者数分布(病院)

% 
外来患者数

H13.10 H14.10 

回答数 回答数

24.2 5000人未満 3 3 

37.1 5000-10000人 5 5 

38.7 日型人以上 3 3 
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4 )外来患者数変化率、外来単価変化率、外来

収入変化率

診療所では、平成14年10月の数値は前年同月と

比較して、外来患者数変化率は平均7.5ポイント減

少で、約4割の診療所で外来患者数が10ポイント

以上減少していた。外来単価変化率は平均5.0ポイ

ント減少で、約2割の診療所で外来単価が10ポイ

ント以上減少していた。外来収入変化率は平均

10.9ポイント減少で、約 6割の診療所で外来収入

が10ポイント以上減少していた。

一方、病院では、平成14年10月の数値は前年同

月と比較して、外来患者数変化率は平均5.4ポイン

ト減少で、回答を得た11病院中8病院で外来患者

数が減少し、うち 3病院は10ポイント以上減少し

ていた。外来単価変化率は平均4.5ポイント減少で、

8病院中6病院において外来単価が減少しており、

表15 外来単価

診療所 回答数 平均値(円) 中央値(円)

平成13年10月 56 9437 8170 

平成14年10月 56 9094 8040 
病院 回答数 平均値(円) 中央値(円)

平成13年10月 9 11283 9383 

平成14年10月 8 10918 10362 

表16 外来単価の分布(診療所)

外来単価
H13.10 H14.10 

回答数 % 回答数

4999円以下 18 32.1 18 

5000-9999円 18 32.2 18 
10000円以上 20 35.7 20 

うち l病院で10ポイント以上減少していた。外来

収入変化率は平均11.7ポイント減少で、 8病院中 7

病院において外来収入が減少しており、うち 4病

院は10ポイント以上減少していた(表18----21)。

診療所について診療科別に外来患者数の変化率

を見ると、減少が顕著なのは、消化器科、整形外

科、内科、循環器科、耳鼻咽喉科などで、精神科、

神経科、呼吸器科、アレルギー科などでは増加傾

向が見られた。同様に診療科別に外来単価の変化

率を見ると、減少が顕著なのは、消化器科、整形

外科、産婦人科、循環器科、皮膚科などで、精神

科、神経科、呼吸器科、アレルギ}科などでは増

加傾向が見られた。外来収入総額の減少が顕著な

のは、消化器科、整形外科、皮膚科、産婦人科、

外科、内科などで、精神科、神経科、呼吸器科、

アレルギー科などでは増加傾向が見られた(図3

最大値(円) 最小値(円)

40000 542 

50000 400 
最大値(円) 最小値(円)

21448 5119 

21829 5002 

表17 外来単価の分布(病院)

% 
外来単価

H13.10 H14.10 

回答数 回答数

32.1， 5000-10000円 5 4 

32.2 10001円-15000円 2 3 

35.7 15001円以上 2 

表18 外来患者数変化率、外来単価変化率、外来収入変化率

診療所 回答数 平均値(%) 中央値(%) 最大値(%) 最小値(%)

外来患者数変化率 62 ー7.5 -8.2 33.0 -41.5 

外来単価変化率 56 -5.0 -6.2 25.0 -41.2 

外来収入変化率 56 -10.9 -12.0 67.0 -57.6 

病院 回答数 平均値(%) 中央値(%) 最大値(%) 最小値(%)

外来患者数変化率 11 -5.4 -5.0 5.3 回21.9

外来単価変化率 8 -4.5 -3.7 6.3 -18.0 

外来収入変化率 8 -11.7 -12.5 7.2 -23.7 
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表19 外来患者数変化率の分布 ~図5)。

変化率
診療所

回答数 % 
<-10% 25 40.3 
幽 10%以上0%未満 21 33.9 
0%以上 16 25.8 

表20 外来単価変化率の分布

変化率
診療所

回答数 % 
<-10% 12 21.4 
-10%以上0%未満 27 48.2 
0%以上 17 30.4 

表21 外来収入変化率の分布

変化率
診療所

回答数 % 
<-10% 35 62.5 
-10%以上0%未満 8 14.3 
0%以上 13 23.2 

病院|
回答数 l

3 
5 
3 

病院
回答数

5 
2 

病院

回答数

4 
3 

参考値として回答を得た診療所の診療報酬項目

別の変化率を見ると、初診料が約2ポイント、再

診料が約10ポイント減少しており、薬剤関連項目

では、処方料及ぴ薬剤料が約8ポイント、外来調

剤料が約17ポイント減少し、逆に処方筆料が約13

ポイント増加していた。また、病院の診療報酬項

目別の変化率を見ると、初診料が約17ポイント、

再診料が約15ポイント，外来診療料が約19ポイン

ト減少していた。調剤関連項目では、特定薬剤治

療管理科(外来)が32ポイント、調剤技術基本料

(外来)が15ポイント、処方料が19.6ポイント、薬

剤料が約48ポイント、外来調剤料が15.8ポイント

それぞれ減少し、逆に処方筆料のみ若干増加して

いた(表22，23)。

医療機関経営への影響について、診療所と病院

との間に差が見られるか否かを検討するために、

図3 外来患者数変化率
(診療科別比較)

図4 外来単価変化率
(診療科別比較)

図5 外来収入変化率
(診療科別比較)

。10 
J.-

20 

翠~

-斗ー

30 40 
(%) 

。10 30 
(%) 

O 40 60 80 
(%) 
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表22(参考値)診療報酬項目への影響(診療所)

報酬算定項目 |頴品TlitR3F|回答数

[初診料 150.0
120.0 1 

95.0 I 1 
92.0 1 

::; 
{再診料 1却.0 I 1 

92.0 2 

90.0 2 
85.0 I 3 

|78.9  1 

平均値 89.6
[特定薬剤治療 100.0 
信通詞.'(外来)l'ーーーーーーー'T'"ーーーーーーーーーーー福.o""'r'l'"ー

平均値 93.5
[薬剤情報提供料 120.0 I 1 

平均値 98.6
{処方筆料 300.0

12ゆ.0 1 
100βI 4 

195.0  I 1 

平均値 112.9

-1明部長{fff.基~型ーーーーー"，1.."ーーーーーーーーー噂 J~，Q，ι" .J一 2 ー
(外来)] lOQO 

95.0 I 1 
82.9 1 

外来患者数変化率、外来単価変化率、外来収入変

化率の各項目について、診療所と病院の数値の平

均値の差の検定を実施したところ、統計的有意差

は認められなかった。また、投薬日数が長期化し

た診療所と長期化していない診療所で外来患者数

変化率、外来単価変化率、外来収入変化率の各項

目について比較したところ、外来患者数変化率で

は、長期化あり群:7.2ポイント減少で長期化なし

群:8.0ポイント減少、外来単価変化率では、長期



表23(参考値)診療報酬項目への影響(病院)

報酬算定項目 |話品泣慢す引回答数
{初診料 106.0 I 1 

87.3 1 

一一平均ー信T---弱五一一 ー -1 
[再診料 105.0.

平均値 85.3

1外来診療料 89.0

平均値 81.0
[特定薬剤治療管理料(外来)1 I 81.0 I 1 

平均値 68.0
[薬剤情報提供料 81.2 I 1 

[処方鐘科 145.0 I 1 

平均値 I 100.7 
[調剤技術基本料(外来)1 ， 153.0 I 1 

98.0 1 

13.0 1 
平均値 85.0

{処方料 133.0

90.0 1 

平均値 80.4

ー[葬;1l!J持~(外表H___ ーー・ーー J__________ ーーー 85.0 ーーーーL__L

59.0 1 

4.0 1 

平均値 52.3

[調剤料(外来)1 155.0 I 1 

平均値 84.2

[合計 98.0

92.0 I 2 

74.0 1 
平均値 89.5
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化あり群 :6.4ポイント減少、長期化なし群 :2.4

ポイント減少、外来収入変化率では、長期化あり

群:11.6ポイント減少、長期化なし群:9.5ポイン

ト減少で、統計的有意差は認められなかった(表

24)。

4.考察

2002年4月以降、診療所では64.1%、病院では

70.0%で投薬日数の長期化が進んでおり、長期化

のおもな理由は、「症状が安定している」と「患

者の希望」であった。疾患別にみると、高血圧、

高脂血症、糖尿病などの生活習慣病を中心に、便

秘、骨粗慈症、甲状腺疾患、てんかん、痛風、気

管支端息、消化性潰蕩といった疾患で長期化が目

立っていた。慢性疾患に対して最も指示頻度が高

い投薬日数は、診療所、病院ともに14日分であり、

多くの医師は月に 2回は定期的に受診を促してい

ることが推察された。 3名の診療所院長は、指示

頻度が最も高い投薬日数が7日未満と回答してい

たが、これは「慢性疾患患者Jに対する投薬日数

を尋ねる質問文を見逃した可能性があると思われ

る。平均値及び中央値を見ると、診療所に比して

病院の方がやや投薬日数が長い傾向が示唆され

た。その理由として、診療所院長の標梼診療科と

病院勤務医の専門診療科の内容が考えられる。つ

まり、診療所では内科・小児科の割合が高く、特

に小児科では処方日数が比較的短い患者が多いの

に対して、病院では精神科の割合が高く、処方日

数が比較的長い患者が多いことが、診療所に比し

て病院の投薬日数が長くなっている lつの要因で

はないかと推察される。

医師が認識している投薬日数を長期化したおも

な理由は、患者の症状が安定しているという医師

の臨床的判断と患者が希望したという医療需要側

の理由がほぼ措抗していたが、「再診日数を減ら



18 医療経済研究 voL15 2004 

表24 投薬自数の長期化による診療所経営への影響

長期化の有無 外来患者数変化率 外来単価変化率 外来収入変化率

長期化あり
平均値 -7.2% -6.4% -11.6% 

回答数 40 36 36 
嗣』ー---崎'“・.-~-ー四--・4 ・・・・ M 副ーー・・・--ーーー・ー----------------ー----------------------ーーーー -・・・・・・・・------------四---岨---ーー・・ーー・・・・・・・・・-------幽』幽』

長期化なし
平均値 開8.0%

回答数

し待ち時間を減らすJ、「外来患者数を減らすj、

「外来診療負担の軽減」などを挙げている勤務医

もいた。診療所院長の56.6%、病院医師の約

26.3%は投薬日数を長期化させることに対して慎

重な意見であり、診療所院長の方が病院医師に比

較して投薬日数の長期化に対して否定的な認識が

高かった。具体的な長期化の方針は、最長でも1

ヶ月分を限度とする意見が多かった。また、投薬

日数を長期化させた診療所院長のうち約5割、ま

た病院医師の約4割は長期化による不規則な受診、

コンブライアンスや検査値の悪化などの問題を認

識していた。これらの結果は、診療所院長、病院

医師ともに不規則な受診に対する懸念を持ってい

ることを示唆した。

望ましい外来投薬を確立するために絶対考慮す

べきとの回答数が多かった上位項目は、診療所院

長、病院医師ともに共通しており、多い順に「患

者の病状」、「疾患の種類」、「患者の服薬管理能力」、

「受診の必要性」、「医薬品の品質確保」で、

Wilcoxonの順位和検定の結果、病院医師は診療所

院長に比して、薬局との業務連携の強化や再調剤

制度の導入をより考慮する傾向が示唆された。

さらに、主成分分析によって詳細に比較してみ

ると、その構造的特徴に差が見られた。診療所院

長の結果を見ると、「患者の通院負担」、「患者の

経済的負担」、「投薬日数」といった項目は、絶対

考慮すべきという認識が高かった「患者の服薬管

理能力j、「疾患の種類」、「患者の病状」、「受診の

必要性Jなどと同一成分に含まれていた。一方、

「患者の要望」は、あまり考慮する必要がないと

22 

司2.4% -9.5% 

20 20 

の認識が比較的高かった「再調剤制度の導入」ゃ

「保険薬局との連携強化」などと同一成分に含ま

れていた。このことから、診療所院長は、投薬日

数の長期化は単に患者の希望に対応するのではな

く、医師の裁量で判断することが妥当であるとの

認識を持っていることが示唆された。また、「医

薬品の品質確保」が単独で抽出されたことは、診

療所内での医薬品の備蓄や期限切れの問題を含め

て経営的視点から医薬品管理に対する問題意識を

有していることを示唆した。

一方、病院医師の結果を見ると、「保険薬局と

の連携強化」、「投薬日数」といった項目は、絶対

考慮すべきという認識が高かった「医薬品の品質

確保」、「受診の必要性J、「疾患の種類jなどと同

一成分に含まれていた。この結果は、医薬分業が

進展した昨今、病院における外来投薬に関わる医

薬品の品質確保は保険薬局に委任されるケ}スが

多く、病院医師は保険薬局との業務連携に対する

認識を有していることを示唆した。また、再調剤

制度の導入が単独で抽出されたことは、外来診療

の軽減に寄与する性格を持つ再調剤制度の導入に

対する認識を有していることを示唆した。

今回の調査では、病院勤務医への調査票配付に

際して、各病院の事務長へ一般常勤勤務医を無作

為に10名選択し調査票への回答協力を要請したた

め、病院によっては、回答した医師の中に病院経

営に関与する管理職、医長などの中間管理職、そ

れ以外の常勤医師が混在している可能性は否めな

いが、その点を加味しても依然として診療所院長

と病院医師の間で、望ましい外来投薬を実践する



ために必要な要素に対する認識において構造的特

徴に差が見られたことは注目に値すると考える。

T市医師会の会員医療機関では、平成13年10月

に比べて14年10月度の外来患者数は、診療所で

7.5%減、病院で5.4%減、外来単価は、診療所で

5.0%減、病院で4.5%減であった。これらの数値

の外的妥当性について、日本医師会が実施した第

二次レセプト調査の集計結果8)に対応させながら

検討する。当該調査は、平成13年10月-12月と

2002年10月-12月を比較しており、外来患者数は、

診療所で1.6%減、病院で3.6%減、外来単価は、

診療所で8.0%、病院で4.0%減となっていた。日

本医師会の結果では、診療所の外来患者数の減少

率は病院のそれに比して低く、診療所の外来単価

の減少率は病院のそれに比して高くなっているの

に対して、 T市に所在する診療所における外来患

者数の減少率は病院のそれに比して高く、外来単

価の減少率と病院のそれとがほぼ等しい傾向が見

られた。この結果は、 T市医師会の会員に特徴的

な傾向である可能性は否めない。しかし、 T市に

所在する診療所における外来患者数の減少率を除

き、今回の調査結果と日本医師会の調査結果にお

ける外来患者数、外来単価の各変化率は大きく希

離していないことから、本調査結果は、一般的な

大都市近郊都市に所在する医療機関への影響を示

す参考資料になると考える。

T市に所在する診療所では、診療科による変化

率に差が見られ、特に消化器科、整形外科、皮膚

科などで外来患者数、外来単価ともに減少率が顕

著であり、精神科、神経科、呼吸器科、アレルギ

ー科などでは逆に増加傾向にあった。この理由と

しては、精神科、神経科、呼吸器科、アレルギ}

科などでは投薬日数が長期化した患者割合が低い

のに加えて、これらの診療科領域に含まれる疾患

で治療を受けている患者数自体が増加しているこ

とが推察される。
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参考値として診療報酬を項目別に検討すると、

診療所、病院ともに、初診・再診料、外来診療料

(病院のみ)いずれも減少していた。また、外来

投薬に関連する項目である、調剤料、調剤技術基

本料(外来)、処方料、特定薬剤治療管理科(外

来)、薬剤料も軒並み減少していた中、処方護料

は逆に増加していた。これらの負の変化について

は、 2002年4月の診療報酬改定や2002年10月から

の健保法改正による医療費負担率の増加、外来投

薬日数の長期化により、初診患者の減少や再診患

者の受診頻度の減少が影響していることが予想さ

れる。また、処方護料の正の変化については医薬

分業体制が整備されてきたことにより、医療機関

が院外処方護の発行数を増加させていることが影

響していると予想される。

一方、投薬日数が長期化した診療所とそうでな

い診療所では、外来患者数、外来単価、外来収入

の各変化率には統計的有意差は認められなかった

ものの、長期化した診療所の方が外来単価と外来

収入の減少率が大きい傾向が見られた。この結果

は、外来投薬日数を長期化させた診療所の方が経

営上の影響をより強く受けている可能性を示唆し

た。

5.結語

医療機関における外来投薬日数の長期化は診療

所、病院においてともに進んでいたが、長期化す

ることに対して慎重または否定的な認識は、診療

所の方がより強い傾向が示唆された。長期化のお

もな理由は、「患者の病状の安定」と「患者の希

望」で、あったが、長期化による受診の不規則化、

コンブライアンスや検査値の悪化などに対する懸

念が指摘された。

望ましい外来投薬を確立するために絶対考慮す

べきとの回答数が多かった上位項目は診療所院長
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と病院医師ともに、「患者の病状や服薬管理能力」、

「受診の必要性」、「医薬品の品質確保」などであ

ったが、病院医師は診療所院長に比して、「薬局

との業務連携の強化」ゃ「再調剤制度の導入Jを

より考慮する傾向が示唆された。また、外来投薬

の長期化は、病院・診療所双方の経営に対して、

ほほ同程度の影響を与えていた。

以上の結果から、長期投与の解禁は、薬物治療

の質及び医療機関経営に影響を与えていることが

明らかになった。したがって、今後望ましい外来

投薬を実現するためには、診療所・病院それぞれ

の実情を踏まえた上で、薬物治療の効果・安全性

を担保する投薬日数での処方推進、医薬品の品質

確保、医療機関と薬局との連携の強化、医療機関

経営の健全化を可能にする政策を検討する必要が

あると考える。

なお、この研究は、 2002年度医療経済研究機構

研究助成事業の一環として実施した。
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注

1 再調剤制度は、欧米ではすでに導入されてい

る外来投薬のシステムで、慢性疾患に催息して

いる外来患者に対し、医師の判断により「再調

剤(リフィル)処方筆Jを発行し、一般的には、

l回処方あたり投薬日数が1ヶ月、 1枚のリフ

ィル処方筆によって再調剤できる最大回数は 5

固まで(ただし、医師の判断により投薬日数や

再調剤回数は調整可能)と決められている。し

たがって、リフィル処方筆が最大回数で運用さ

れる場合、リフィル処方議を交付された患者は、

医師から特別の指示がない限り、 6ヶ月に 1回

の受診、月 1回の薬局来局により薬を受け取る

ことになる。この制度導入は症状が安定した患

者の受診を抑制するように働くことになる。
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Impacts on the Quality of Medication Service for 
Outpatients and Management of Medical Institutions 

by Deregulation of Drug Prescription Term 

Mitsuko Onda， Ph.D*l， Miwako Kamei， Ph.D中Z，
Koichi Kono， Ph.D牢3

Deregulation on drug prescription term to outpatients was basically enforced except in some 

cases in April 2002. A research was conducted to clarify impacts on the quality of medication 

service and management of medical institutions by this change. 

Drug prescription term was prolonged in about 60% of clinics and 67% of hospitals. The main 

reasons of prolonged prescription term were patient's stable condition of symptoms and patient's 

request. Meanwhile， about 50% of physicians in clinics and 40% of physicians in hospitals who 

prolonged prescription term recognized problems (i.e. patient's irregular visiting for consultation， 

norトcomplianceof medication， deterioration of laboratory values). 

The study results also implied that this change gave negative impact on management of clinics and 

hospitals. Physicians pointed that they should absolutely consider patients' condition of 

symptoms， patient's ability of medication compliance， proper frequency of regular consultation， 

and quality assurance of drugs to build desirable medication service to outpatients. 

[key wordsJ Medication， prescription， regulation， outpatient， clinics， hospitals， health services 

management， healthcare policy 

* 1 Hiroshima Intemational University 

* 2 Nihon University 

* 3 Osaka Medical Colleage 
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論文

社会的入院の定量的把握と費用推計

畑農鋭矢申

本稿では、社会的入院の量的把握および費用推計を行うとともに、介護サービス価格を把握し、医療サービス価格との
比較を通じて、削減可能な社会的入院の費用額を推計した。本稿の最大の特長は、 6ヶ月以上の長期入院患者の在院日数
すべてを社会的入院として計算するのではなく、入院当初の6ヶ月分については社会的入院から除いたことにある。
本稿の分析によれば、社会的入院の量的重要性は、これまで考えられていた水準よりも遥かに低く、社会的入院の解消

による費用削減効果は期待されるほど大きなものではない。もちろん、この結論により社会的入院が肯定されるわけでは
ない。医療サービスを必要としない入院は、他の適切なサービスに振り替えられるべきであろう。しかしながら、医療財
政悪化の責任を社会的入院に帰することにより、真の要因が隠されてしまうのであれば、将来に禍根を残すことになろう。

キーワード:社会的入院、医療費、在院日数、医療保険、介護保険

1 .問題の所在

医療を必要としていない人々が入院し、医療サ

ービスを消費している状態は「社会的入院」と呼

ばれ、貴重な医療資源を浪費し、医療費を高騰さ

せる主因の lつに挙げられることが多い。このよ

うな問題は、厚生省(現厚生労働省)を中心として、

1990年代半ばから盛んに指摘され、社会的入院の

年間費用は1992年度で2兆円弱であるという推計

も示されている1)。これらの数字を受けて、社会

的入院の状態にある人々を医療保険の適用施設か

ら介護施設に移すことにより、かなりの費用を節

約できるのではないかという主張が数多く出現し

申 千葉大学・財務省財務総合政策研究所

たのは自然の流れで、あった。しかし、二木(1995)

は1993年の社会的入院の費用を 1兆円弱に過ぎな

いとしており 2)、社会的入院の費用に関する論争

は必ずしも決していない。そこで、本稿では、社

会的入院の量的把握および費用推計を行い、医療

費に占める社会的入院の量的重要性の程度を明ら

かにする。

本稿の重要な貢献の 1っとして、退院患者数と

入院患者数の関係を明らかにした上で、社会的入

院の計測には退院患者数の利用が望ましいことを

示した点が挙げられよう。この分析によれば、い

くつかの先行研究の計算には重大なバイアスが存

在している可能性を指摘できる。また、推計上の

最大の特長は、 6ヶ月以上の長期入院患者の在院

日数すべてを社会的入院として計算するのではな

く、入院当初の6ヶ月分については医療サービス
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を必要としている可能性を考慮し、社会的入院か

ら除いたことにある。このアブローチの優位性は

次のようにも説明できる。いま、 6ヶ月以上の長

期入院患者を介護施設や自宅へ政策的に移動させ

るとして、その移動時点は入院から 6ヶ月(また

はそれ以上)の期間が経過した後のことであるか

ら、すでに 6ヶ月分の医療費は消費されており、

入院当初の 6ヶ月分の費用を節約することはでき

ない。したがって、節約できる費用を検討すると

いう視点からは、入院当初6ヶ月分の費用を算入

するような試算は適切ではないということにな

る。計算手続きの改善としては非常に単純なもの

であるが、この点を考慮した研究はこれまでに見

当たらない。

本稿の構成は以下の通りである。まず、次節に

おいて、推計を行う上での重要な仮定と方法につ

いて説明する。次に、第3節で、社会的入院にカ

ウントされる在院延べ日数と費用額を推計し、社

会的入院の定量的把握を試みる。加えて、社会的

入院が医療市場から介護市場へシフトした場合の

費用削減額の計測も行った。第4節は、本稿の結

論と今後の課題に関してのまとめである。

2 .推計上の仮定と方法

(1)社会的入院の定義

社会的入院を定量的に把握しようとする場合、

定義通りに推計作業を行うことは極めて難しい。

病状や医療処置の状態などに関する詳細な情報が

必要となるからである。そこで、実際上は、 6ヶ

月以上の長期入院を社会的入院とする定義が広く

用いられている注l。本研究においても、資料の制

約から、入院が6ヶ月以上に及ぶケ}スを社会的

入院と定義した。

次に、医療サービス供給量と価格について定義

する必要がある。説明のために、社会的入院に必

要となる費用を

サービス 1日あたり 平均
あたり単価×サービス量×在院日数×患者数

[lJ [2J [3J [4J 

のように4つの部分に分解して考えよう。ここで、

供給量を [2Jx [3J x [4Jと定義すれば、価格

は[1 Jであるが、供給量を [3Jx [4Jで表され

る在院延べ日数と定義すれば、価格は [lJx[2J

の1日あたり費用となり、 [4Jの患者数を供給量

と考えれば、 [lJx[2Jx[3Jで表される l人

(件)あたり費用が価格となる。厳密に考えれば、

供給量は [2Jx [3J x [4Jであろう。しかし、

既存の統計から、 1日あたりサービス量を特定化

することは極めて難しい。ここでは、次善の策と

して、 [3Jx[4Jの在院延べ日数を供給量とし

て推計する。したがって、価格は [lJx[2Jで

表される 1日あたり費用ということになる。

以上の方法に基づくと、 6ヶ月以上入院してい

る患者の在院延べ日数を計算できれば、社会的入

院に対応する医療サービスの供給量を把握できる

ことになる。しかし、 6ヶ月以上入院患者の在院

が、すべて社会的入院に対応しているという図式

には疑問が残る。なぜなら、 6ヶ月以上入院患者

といえども、入院当初は医療サ}ピスを必要とし

ていたかもしれないからである。また、政策的に

も、医療施設から介護施設へ移送可能なのは、現

実に長期入院状態になってからであると考えれ

ば、医療市場において節減可能なのは 6ヶ月以上

の在院部分のみである。そこで、 6ヶ月以上在院

していた者の在院日数のうち、最初の 6ヶ月間分

を除いた在院延べ日数を 16ヶ月超分の在院延べ

日数」として推計し、これをもって社会的入院の

ための医療サ}ピス供給量とした。このような処

理は既存研究では行われておらず、これまでの社

会的入院の量的把握は過大推計になっていた可能

性がある。



なお、社会的入院は、年齢を限定せずに発生し

得るが、介護市場への政策的なシフトを考えると、

公的介護保険の主要な対象である高齢者に限った

方が現実的であろう。本稿では、 65歳以上の高齢

者のみを対象として推計を行ったが、先行研究で

は老人医療の主要な対象である70歳以上に限定し

ている場合もあることに留意が必要である。

(2)在院日数

在院延べ日数を推計するためには、入院患者や

退院患者の人数はもちろんのこと、在院日数に関

する情報が必要なことは容易に想像がつく。そこ

で、既存の統計を調べてみると、厚生労働省の

『病院報告jと『患者調査』において在院日数の

情報が提供されている。このうち、『病院報告J

は病院や診療所等の施設の利用状況を調べたもの

で、患者の状況に関する詳細情報は得られない。

実は、『病院報告Jにおける在院日数とは、患者

の在院日数を調べたものではなく、

年間在院患者延べ数
平均在院日数= 、

/年間新入院患者数L. ~';~~~;';';;';';Z) / 2 
¥+年間退院患者数/

のように計算されたものであり、入退院について

定常状態を仮定した場合の平均在院日数の推定値

に過ぎない。これに対して、『患者調査』では、

医療施設を利用する患者の状況を詳しく調べてお

り、実際の在院日数の情報も得られる。特に、在

院期間別の患者数が判明することから、長期入院

患者の識別作業に適していると思われる。そこで、

本研究では、患者数の把握のために『患者調査J

を利用することとした。

さて、『患者調査』のデ}タを用いて在院延べ

日数を計算するためには、第i在院期間階級の患

者数知と同階級の平均在院日数Lを掛け合わせ

て、各階級の在院延べ日数を算出し、 6ヶ月以上

の入院に該当する階級の合計を計算する必要があ

社会的入院の定量的把握と費用推計 25 

るo ところが、在院期間階級の区切りと各階級に

含まれる患者数はわかるものの、各階級の平均在

院日数Lは統計表から得られない。ここでは、各

階級の上限と下限の中間値を代表値として計算を

行った注2。ただし、最長階級については上限が存

在せず、代表値を特定できないため、全体平均が

『患者調査jにおける平均在院日数と等しくなる

ように、最長階級の代表値を設定した。

(3)フロー・データとストック・データ

デ}タに関する最大の問題として、患者数と在

院日数を『患者調査Jから得る場合、 2種類の異

なるデータの聞の選択について検討しておかなけ

ればならない。なぜなら、『患者調査Jの情報は、

調査年の 9月中に退院した患者を調べたデータ

と、 10月中の特定の 1日ii3に入院していた患者を

調べたデータに大別できるからである。前者の退

院患者データが一定期間内の病院外への患者の流

れを調べたフローであるのに対して(フロー・デ

ータ)、後者の入院患者データは特定時点の患者

数というストックであると言える(ストック・デ

ータ)。このように、 2つの異なるデータが存在

するため、以下の 3つの点について明らかにして

おく必要がある。

①フロー・デ}タとストック・データの両方を利

用すべきか。両方を利用してよいのか。

②フロー・デ}タとストック・データの関係をど

のように捉えたらよいのか。

③両方を利用できない場合、いずれを用いるのが

適切か。

最初に、①の「フロー・データとストック・デ

ータの両方を利用すべきか」という問題について

考える。ここで、入院患者は必ず退院することを

考えると注4、現時点のストック(入院患者)は将来

のフロー(退院患者)であり、現在のフロー(退

院患者)は過去のストック(入院患者)である。
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したがって、両方の統計を組み合わせて使うと、

入院という現象を入院中の一時点と退院時点とい

う異なる二時点において捕捉することになり、二

重計算となってしまう。別の言い方をすると、入

院中をトンネル内、退院をトンネルの出口とすれ

ば、交通量(入院治療を受ける患者数)を調べる

には、トンネル内か出口のいずれか一方だけを調

べれば十分であり、両方を調べる必要はないとい

うことである。

フロー・データとストック・データのいずれか

一方のみを利用すれば十分であるとすると、次に、

②の「フロー・データとストック・データの関係

をどのように捉えたらよいのか」という点が問題

となる。通常、社会的入院の医療費への影響を考

える場合、社会的入院の量として想定されている

のは、(1年間などの)一定期間内における社会

的入院の発生量(患者数や在院延べ日数)であり、

フロ}変数である。ここで、年間に発生する在院

日数t日の患者数をぬ人とし、 l年のうち任意の

1日について調査するケ}スを考えよう。これは、

『患者調査Jのストック・データにあたる入院患

者の調査方法に対応している。このとき、仮に

t=365であれば、制白人のすべてが観測されるが、

t=lの場合には、観測数の期待値はぬ/365で、ある注50

なぜなら、 1日だけ入院する患者が、たまたま調

査日に入院している確率は11365に過ぎないから

である。一般的には、観測数(の期待値)Ztは、

tnt 
Zt=蕊E

と表される。ただし、入院期間がl年以上の場合

には、発生患者数以上が観測されることに注意さ

れたい。例えば、 t=1825 ( = 365日x5年)の場合、

5xη1825が観測される。 l年以上入院する患者は複

数年に渡って観測されるため、観測患者数は年間

の発生患者数を超えるからである。

以上を前提にすると、調査日において観測され

る患者数ぁの (tについての)合計zは

て、 tnt
Z=十365
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戸

h
d
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である。仇は在院日数に患者数を掛け合わせたも

のであるから、ストック・データzは年間の在院

延べ日数の総計に対応することになる。つまり、

l年のうちの一時点について患者数を調査すると

いうことは、年間の発生患者数ではなく、在院延

べ日数を調査しているのと同じということにな

る。このことを平成11年 (14年)の『患者調査J

のデ}タを用いて確認してみよう。推計入院患者

数の総数は1，482.6(1，451.0)千人なので、 365を掛

けると、 541，149(529，615)千日となる。これに

対して、フロ}である退院患者数は1，193.8

(1，191.1)千人/月なので、年間では14，326

04，293)千人、これに平均在院日数39.3(37.5) 

日を掛け合わせると、 562，996(535，995)千日と

いう数字が得られる。両者の誤差は4.0(1.2) % 

程度に過ぎず、対象や時期の相違を考慮すると、

ここでの議論がほぼ妥当であると考えて差し支え

ないだろう。

注意を要するのは、ストックである入院患者デ

ータによって患者数を把握した場合には、年間の

患者数を捉えることができない点である。ぬない

し、その合計を知るためには、観測された患者数

Zt ~ tで除す(似=ど洋)という形で変換を

施す必要がある。つまり、フロー・データである

退院患者数の場合には、延べ日数が推定されるの

に対して、ストック・データである入院患者数の

場合には、患者数が推定されるということである。

(4)フロー・データの優位性

フロー・データとストック・デ}タの関係性が



明らかになったところで、③の「フロー・デ}タ

とストック・データのいずれを利用するのが適切

か」という問題に移ろう。例えば、先行研究の二

木(1995)はストック・データである入院患者数か

ら社会的入院の費用を計測している 2)。たしかに、

6ヶ月以上の長期入院患者の人数および在院延べ

日数の推計を行う場合、フローである退院患者デ

ータでも、ストックである入院患者デ}タでも、

在院期間別の患者数はわかるので、推計作業に支

障はない。しかし、入院患者データの在院期間は

最終的な在院日数ではないことに注意が必要であ

る。わかりやすく言えば、調査時点における在院

日数が同じ10日でも、翌日退院する人もいれば、

10年後まで入院する人もいるかもしれない。

正確な在院日数tが得られないことは、 2つの

問題を引き起こす。すなわち、

(1)tの大小によって分類される 6ヶ月以上入院患

者を正確に特定化できない。

(2)ストック・デ}タによって得られるあから、

正確なぬを推定できない。

の2点である。(1)は、最終的な在院期間が6ヶ

月以上になるにもかかわらず、現時点での入院期

間が短いために、 6ヶ月以上入院患者にカウント

されないという問題である。最終的には 6ヶ月以

上入院患者となるにもかかわらず、現在の入院日

数が真のtよりも小さいためにカウントきれない

ということは、 6ヶ月以上在院患者についてのあ

の合計が過小になる可能性を示唆する。いま、平

成11年(14年)のストック・データを用いて、在院

期間 6ヶ月以上の患者数が全体に占める割合を計

算してみると36.0(36.7) %となり、推定バイアス

がなければ、この数字はフロー・データによる在

院延べ日数に対応するはずである。ところが、平

成11年(14年)のフロー・データを利用した在院延

べ日数の推計値では、 6ヶ月以上患者の全体に占

める割合は48.1(47.1) %となる。つまり、ストツ
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ク・データでは在院期間tが過小なため、長期入

院患者の在院延べ日数が過小になっているのであ

る。なお、フロ}・データに基づく 6ヶ月超分の

在院延べ日数の割合は37.8(36.8) %であるが、ス

トック・データによる36.0(36.7) %と近くなって

いるのは偶然にすぎず、これら 2つの値が一致す

る理論的根拠はない。

同様に、 (2)の問題が発生していることも容易

に確認できる。『患者調査Jにおける入院期間別

の入院患者数(ぁ)を、各入院期間階級の中間値

(t)で除すと、 ηtが得られ、合計すればη(患者数)

となるはずである。平成11年 (14年)の調査から

計算すると、 33，467(33，314)千人となるが、こ

れは 9月中の退院患者数の12倍である 14，326

(14，293)千人よりもかなり大きな値となる。入院

期間が過小なために推定患者数が過大になるバイ

アスは、各在院期間階級の中間値が、真の tより

も小さいことに起因する。平均的には、調査時点

の入院患者がこれまでに入院していた日数は、最

終的な在院日数の半分程度のはずだからである。

実際、 33，467(33，314)を14，326(14，293)で除す

と2.34(2.33)が得られ、観察される tの2倍強程

度が適切であると推測される。

以上はストック・デ}タの問題点であったが、

フロー・データに問題がないわけではない。最大

の問題は、フロー・データを用いると、現在入院

中の患者の情報が抜け落ちてしまうことであろ

う。つまり、出口で、張っていると、現在のトンネ

ル内の状況はわからない。しかし、入院患者数が

定常状態に近く、大きな変動をしていなければ、

出口における推測は正しく行われる。仮に、この

前提が守られず、入院患者が増加(減少)傾向に

ある場合には、過小(過大)推定となるが、多く

の場合、推定のバイアスはストック・データほど

大きくないだろう削。

以上の議論から、 3つの疑問に関して、以下の
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結論が得られた。

①フロー-デ}タとストック・データの両方を同

時に利用すべきではない。

②直接的に判明するのは、フロー・デ}タでは患

者数、ストック・デ}タでは在院延べ日数であ

る。半面で、フロー-データから在院延べ日数を、

ストック・デ}タから患者数を知るためには、

在院日数の情報を用いて推定する必要がある。

③フロ}・デー夕、ストック・データともに推定

上のバイアスを有するが、ストック・デ}タに

おけるバイアスの問題の方がより重大である。

したがって、長期入院患者に関する推計は、フ

ロー・デ}タに基づいて行われることが望まし

It'。

3 .社会的入院の定量的把握

( 1 )社会的入院の在院延べ日数

以下では、上で説明した方法に基づき、『患者

調査Jを用いて社会的入院の量的把握を試みるが、

介護保険の主要な対象が65歳以上であることを考

慮して、対象を65歳以上の患者に限定した。また、

平成11年と平成14年の比較を通じて、公的介護保

険導入にともなう変化を検討したが、一部のデー

タについて平成14年の値が公表されていない点に

注意が必要である。なお、『患者調査jのデ}タ

はlヶ月分の計数なので、 12倍して年間の数値と

した。

まず、患者数を計算した結果を表1に示しであ

る。表中のカッコ内は、在院期間が「不詳Jの患

者数を除外した総退院患者数に占める割合であ

る。この表によると、 6ヶ月以上在院していた退

院患者数をカウントすると、社会的入院の割合は

総数で1.5%、老人病床(老人性痴呆疾患療養病棟

を含む)と一般病床のみに限定すると 1%に満た

ない。

しかし、以上はあくまで人数の推計結果である。

長期入院患者は人数が少なくとも、 I人あたりの

在院日数が長いので、医療サービスを受ける延べ

日数で考えれば、社会的入院の割合はもっと大き

いだろう。そこで、各階級の在院日数代表値

Lと患者数を掛け合わせ、このうち在院期間が6

ヶ月以上となる階級についての合計を社会的入院

患者の在院延べ日数とした。すなわち、計算式は、

社会的入院患者の在院延べ日数=Lt均

となる。ただし、 lは、下限れ1>182.5 (=365/2) 

となる階級、 Lは上限のない最長期間の階級を表

している。だが、既述のように、 6ヶ月以上在院

者の在院日数のすべてを社会的入院と考えること

には疑問も残る。そこで、 6ヶ月以上在院してい

た者の在院日数のうち、当初の 6ヶ月間分を除い

たものを f6ヶ月超分の在院延べ日数」として推

計した。すなわち、

6ヶ月超分の在院延べ日数=L (t -182.5)ぬ

である。

推計結果は表1右半部に示しである。カッコ内

は在院延べ日数総計に占める比率である。この表

から、当初6ヶ月間分を除いた場合は、除かない

場合に比べて2/3-3/4程度に減少することがわか

る。つまり、このような処理を施さない推定値は

大幅な過大推定となるが、それでもなお在院延べ

日数総計の25%が社会的入院にカウントされる。

ここで、平成11年から平成14年を比較すると興

味深い知見が得られる。まず、総数の日数は微減

しており、公的介護保険の導入にともない、患者

が医療保険から介護保険へシフトした可能性が示

唆される。しかし、より重要なのは、老人病床と

一般病床では日数が激減しているのに対して、療

養型病床群では日数が大幅に増加している点であ

る。このことから、社会的入院のシフトの相当部



分は医療施設聞における老人病床や一般病床から

療養型病床群への動きとして表れていることがわ

かる。つまり、療養型病床群は社会的入院の受け

皿であり、削減可能な費用を計測する対象として

は適切でない可能性がある。また、精神病床の日

数は小幅な減少にとどまっており、老人病床や一

般病床に比べると、これらの長期入院患者を社会

的入院と断定してしまうことには問題がある。精

神病床については病状による区分を行うことが望

まれるが、この点については今後の課題としたい。

以上の検討を踏まえて、療養型病床群を除くと、

社会的入院の量的重要性は低下する。平成11年で

17.3%、平成14年では13.4%にすぎない。さらに、

精神病床も除くと、その比率は平成11年で10.7%、

平成14年では7.3%まで縮小する。

(2 )社会的入院の費用

次に、以上で示した社会的入院の量を踏まえて、

その費用の推計を試みる。そのためには、入院の

1日あたり費用を算出し、在院延べ日数に掛け合

わせる必要がある。
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表2は、『国民医療費Jから得た医療費を『患

者調査Jの在院日数や患者数によって加工し、 1

日あたりの入院医療費、 1月あたりの入院医療費

を推計した結果である。 65歳以上の 1日(月)あた

りの入院医療費平均額は、平成11年で19;043

(579，233)円、平成14年で19，590(595，852)円と

なった。しかし、現実の入院費は在院期間ととも

に逓減していくのが普通である 2)。そこで、厚生

労働省『社会医療診療行為別調査jのデータを用

いて検証してみる注7。この統計では、入院期間別

に診療報酬点数の総計と診療実日数(当月中の入

院日数)を知ることができるので、

(診療報酬点数/診療実日数) x 10 (円/点)

とすれば、入院期間別に 1日あたりの入院医療費

単価が計算できる。計算結果は表3に示しである。

この表から、 6ヶ月以上の長期入院の費用は平均

単価の6割前後に過ぎないことがわかる。

社会医療診療行為別調査は、すべての医療保険

を対象としているわけではなく、患者調査との時

期のズレもあることから、表3の数値をそのまま

用いることは適当でないかもしれない。ここでは、

表 1 社会的入院の患者数・在院延べ日数

患者数 在院延べ日数

病床による
区分 千人(%) 千日 (%) 

総数 221 (1.5) 182，957 (32.6) 

平成11年
老人+一般 131 (0.9) 84，116 (15.0) 
精神病床 28 (0.2) 42，068 (7.5) 
療養型病床 58 (0.4) 48，047 (8.6) 

総数 215 (1.5) 171，743 (32.1) 

平成14年
老人+一般 88 (0.6) 54，887 (10.3) 
精神病床 26 (0.2) 37，647 (7.0) 
療養型病床 95 (0.7) 70，607 (13.2) 

注1:厚生労働省『患者調査jより推定。
注2: r老人」は老人病床と老人性痴呆疾患療養病棟(精神病床)の合計。

「一般jは病院・その他の一般病床と療養型病床群を除く一般診療所の病床の合計。
「精神病床」には老人性痴呆疾患療養病棟を含まない。
「療養型jは病院と一般診療所の療養型病床群の合計。

注3:患者数のカッコ内は、在院期間が「不詳Jの患者数を除く合計に対する割合。
注4:在院延べ日数のカッコ内は、在院延べ日数の合計に対する割合。

うち6ヶ月超分
千日 (%) 

142，661 (25.4) 
60，245 (10.7) 
37，031 (6β) 
37，535 (6.7) 

132，542 (24.8) 
38，900 (7.3) 
32，829 ( 6.1 ) 
53，306 (10.0) 
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国民医療費との整合性を考慮して、表2で得られ

た平成11年(14年)の 1日あたり入院医療費19，043

(19，590)円に、表3の老人医療における 6ヶ月以上

の入院費用の比率を掛け合わせた。計算の結果、

平成11年で12，749円、平成14年で11，837円で、あった。

以上の入院医療費単価の推計を基にして、社会

的入院の費用を計算した結果が表4である。国民

医療費を基に推計した単価を用いたケ}スを「国

民医療費」、社会医療診療行為別調査を基に期間

別に推計した単価を用いたケースを「期間別jと

して示しである。表によれば、単価の違いにより

数千億円から 1兆円近い差が生じていることがわ

かる。このうち「期間別」に注目すると、社会的入

院の費用は、全病床を対象にした場合、平成11年

(14年)でおよそ l兆8，188億円(1兆5，689億円)

となる。また、前述のように、療養型病床群を除

くと 1兆2，402億円 (8，490億円)となり、さらに

精神病床を除くと7，681億円 (4，604億円)まで縮小

する。これらの数値から、公的介護保険導入にと

もない、療養型病床群以外の病床において長期入

院患者に関わる医療費が約4千億円減少し、その

うち約2，500億円分は介護市場へシフト、約1，500

億円分が療養型病床群へシフトしたことになる。

(3)先行研究との比較

時点の違いはあるものの、上の値は丸山(1995)

の3兆円弱 (2000年推計値)に比べるとかなり少

なく 3)、厚生省推計値1.87兆円(1992年度)が上

限値にほぼ等しい。むしろ、現実的に意味のある

範囲では、二木 (1995)の0.955兆円 (1993年)に

近い 2)。しかし、二木(1995)の推計は全病床を

対象にしたものであり、ここでの推計結果の上限

と比較すべきである。したがって、両者にはおよ

そ2倍の議離が存在する。以下では、この希離に

ついて説明を加える。

二木(1995)の推計値は、『患者調査』の入院

患者数に社会医療診療行為別調査に基づく単価を

掛け合わせると再現することができる。この推計

表2 国民医療費に基づく入院医療費単価の推計

A 医療費 (億円)

Bl 平均在院日数 (日)

B2 退院患者数/年(千人)

B3=Bl XB2 在院延べ日数 (千日)

Ct=A/B2 入院医療費/人 (円)

C2=A/B3 入院医療費/日 (円)

C3=C2 X 365/12 入院医療費/月 (円)

注1:厚生労働省『患者調査jおよび『国民医療費』より推定。
注2:平成14年については、『国民医療費』のみ平成13年度版。

平成11年

全年齢 65歳以上

113，990 64，082 
39.3 58.9 

14，326 5，713 
562，996 336，507 
795，708 1，121，648 
20，247 19，043 
615，847 579，233 

表3 在院期間別の入院医療費

平成11年
全体 一般医療 老人医療 全体

18，336 19，464 17，359 20，641 
日額(円)I 6ヶ月~ 11，311 10，897 11，622 11，876 

6ヶ月-/平均 0.62 0.56 0.67 0.58 

注:厚生労働省『社会医療診療行為別調査』より推定。

平成14年 (13年)
全年齢 65歳以上

115，585 65，275 
37.5 52.7 

14，293 6，323 
535，995 333，212 
808，671 1，032，375 
21，565 19，590 
655，922 595，852 

平成14年
一般医療 老人医療

21，422 19，959 
11，682 12，060 

0.55 0.60 



表4 社会的入院の費用と対国民医療費比率

病床による 国民医療費 期間別

区分 億円(%) 億円(%)

総数 27，167 (9.7) 18，188 (5.9) 

平成11年 老人+一般 11，473 (4.1) 7，681 (2.5) 

精神病床 7，052 (2.5) 4，721 (1.5) 
療養型病床 7，148 (2.5) 4，785 (1.5) 
総数 25，965 (9.1) 15，689 (5.0) 

平成14年 老人+一般 7，620 (2.7) 4，604 (1.5) 
精神病床 6，431 (2.2) 3，886 (1.2) 
療養型病床 10，442 (3.7) 6，310 (2.0) 

注1:在院延べ日数として、表 lの r6ヶ月超分」を使用。
注2:カッコ内は国民医療費総額に対する比率。

と本稿の違いは次のようにまとめられる。

①本稿では、『社会医療診療行為別調査Jから得

た単価をそのまま用いず、国民医療費との整合

性を企図したため、単価が1日当たり千円強高

くなっている。

②二木(1995)の分析対象が70歳以上であるのに対

して、本稿では65歳以上を対象としている。

③ストック・データである入院患者数ではなく、

フロー・デ}タである退院患者数を用いている。

④入院当初の 6ヶ月分を除いた。

⑤療養型病床群や精神病床を除いたケースを示し

た。

以上のうち、①~③は二木(1995)の推計値が

過小になっていた理由であり、④と⑤は推計が過

大になるバイアスを除去しようという本稿の新た

な試みである。確認のため、二木 (1995)と同様

に1993年のデ}タで計算してみたところ、バイア

スの大きさは、①がl千億円程度、②2千億円程

度、③が1兆5百億円程度となり、伝統的な手法

に基づいて退院患者数データから社会的入院の費

用を計算すると、 2兆3千億円という結果が得ら

れる。また、④は 5千億円程度の減少を生み、平

成11年の上限とほぼ等しい 1兆8千億円強の数値

が得られた。残念ながら、資料の制約から⑤の処

理はできなかったが、以上の議論により先行研究

社会的入院の定量的把握と費用推計 31 

との希離の説明は十分になされたと考えられる。

(4)介護市場へのシフトと費用削減効果

最後に、社会的入院が医療市場から介護市場へ

シフトする場合の費用変化について簡単に検討し

ておこう。いま、社会的入院の量をm、医療サービ

スの単位あたり費用をか、介護サービスの単位あ

たり費用をP2とすると、費用の変化はー (Pl-p2)Xl

で表される。これまでの議論により、 mで、表され

る社会的入院の量は把握できているので、 PI-P2

として表される医療費用単価と介護費用単価の差

がわかれば、シフトに伴う費用の変化を推計する

ことができる。以下では、医療と介護の価格差に焦

点をあて、社会的入院が医療市場から介護市場へ

シフトした場合の費用削減効果について検討する。

まず、各施設の単価を把握する必要がある。医

療費については、 65歳以上での 6ヶ月以上の入院

期間に対応する 1日あたりの入院費用を利用す

るO 介護施設については、厚生労働省『介護費給

付実態調査Jから得られる「施設サービス計」の

11人あたりの費用額」を利用した。

表5で介護施設サービスの費用は要介護状態別

に示しである。これらの介護費用と医療費との差

額を見ると、平成11年で200円程度から2，000円台

半ばまで、平成14年で-670円から1600円程度ま

で、幅を持っていることが確認できる。仮に、社会

的入院を重度の要介護状態と想定してよいでのあ

れば、要介護状態 5のケースが妥当であると思わ

れるが、現実には必ずしもそうであるとは言い切

れない。例えば、ソーシャルワーカーに対して行

った入院患者の実態調査に基づき、社会的入院に

ついて検討した加藤・萩原(1996)は、多くの社

会的入院患者が望んでいるのは家事サービスであ

り、医療サービスはおろか、高度な介護サービス

さえ必要としていない可能性を指摘している 5)。

このような可能性を考慮すると、社会的入院患者



32 医療経済研究 vo1.15 2004 

の要介護状態については、ある程度の幅を持って

分析を進めた方がよいと考えられる。

さて、表5のか-P2に、表1で推計した在院延

べ日数を掛け合わせれば、社会的入院が医療市場

から介護市場へシフトした場合の費用の変化を計

算できる。結果は表5右半部の通りである。費用

の削減幅は、平成11年の最大で3，599億円、療養型

病床群や精神病床を除くと多くても1，520億円にす

ぎない。さらに、平成14年では最大でも2，134億円、

療養型病床群や精神病床を除くと千億円に満たな

い。これらの削減額を国民医療費との比率で評価

すると、ほとんどのケ}スで 1%に満たず、財政

逼迫を劇的に改善するほど大きなものではない。

それどころか、長期入院患者の医療費単価と介護

施設の費用の格差は縮小傾向、ケースによっては

逆転する傾向にあるので、費用削減はますます困

難になりつつある。また、社会的入院患者の大き

な受け皿となっていると思われる療養型病床群に

ついても、『社会医療診療行為別調査Jの6ヶ月以

上入院分で見ると、一般病床よりも単価が高くな

っている。したがって、一般病床から療養型病床

群へのシフトによる費用削減効果は期待できない

状況である。

4.結論と課題

本稿では、社会的入院の占める量を推計し、さ

らに医療サ}ピス価格の把握を通じて、その費用

を算出することを試みた。また、介護サービス価

格を把握し、医療サービス価格との比較を通じて、

削減可能な社会的入院の費用額を明らかにした。

これらの分析を行う上で、既存研究と比べて、本

稿の主要な特長として挙げられるのは、 6ヶ月以

上の長期入院患者の在院日数すべてを社会的入院

として計算するのではなく、入院当初の 6ヶ月分

については医療サービスを必要としているものと

想定し、社会的入院から除いたことである。

得られた主要な結論は以下のようなものであっ

nu 
た

①患者数では、社会的入院の割合は最大1.5%に過

ぎないが、在院延べ日数では最大約25%、控え

めに見ても平成11年で約10%、平成14年で約

7%に及ぶ。

②社会的入院患者に要する費用は平成11年の上限

でl兆8千億円であるが、 8千億円弱から 1兆

2千億円程度が費用削減可能性の点から意味の

ある数字であろう。

表5 社会的入院の介護市場へのシフトによる費用の変化

費用 pj-P2 平成11年 平成14年
総数 老人+一般 総数 老人+一般

施設 円/日 H11年 H14年 億円(%) 億円(%) 億円(%) 億円(%)

11，632 1，118 205 1，594 (0.52) 673 (0.22) 272 (0.09) 80 (0.03) 
要介護1 10，226 2，523 1，610 3，599 (1.16) 1，520 (0.49) 2，134 (0.68) 626 (0.20) 
要介護2 10，849 1，900 987 2，711 (0.88) 1，145 (0.37) 1，309 (0.42) 384 (0.l2) 

介護要介護3 11，293 1，456 544 2，077 (0.67) 877 (0.28) 720 (0.23) 211 (0.07) 
要介護4 12，069 680 -232 971 (0.31) 410 (0.l3) ー308(-0.l0) -90 (-0.03) 
要介護5 12，507 242 圃670 346 (0.l1) 146 (0.05) -889 (-0.28) -261 (-0.08) 

医療
H11年 12，749 。
H14年 11，837 。

注1:介護施設単価は厚生労働省『介護費給付実態調査』、平成13年5月-8月の単純平均。
注2: 1日あたりの介護費用は 1ヶ月あたりの介護費用を365/12で除したもの。
注3:在腕延べ日数として、表 1の r6ヶ月超分Jを使用。
注4:カッコ内は国民医療費に対する比率。



③社会的入院の在院延べ日数に、医療と介護の価

格差を掛け合わせて得られる費用削減可能額は

ほとんどのケ}スで国民医療費の 1%に満た

ず、期待されるほど大きなものではない。

これらの結果にしたがえば、社会的入院の量的

重要性は、これまで考えられていたよりも遥かに

小さく、社会的入院の解消による費用削減効果は

劇的なものではない。もちろん、この結論により

社会的入院が肯定されるわけではない。数千億円、

数百億円の費用は絶対水準としては看過できない

ものであり、医療サービスを必要としない入院は、

他の適切なサービスに振り替えられるべきであろ

う。しかしながら、医療財政悪化の責任を社会的

入院に帰することにより、真の要因が隠されてし

まうのであれば、適切な政策対応がなされず、将

来に禍根を残すことになろう。

ただし、本稿の分析には課題も多い。以下に、

重要だと思われる問題を挙げておこう。第 lに、

6ヶ月以上入院患者のすべてが社会的入院である

とは限らない。この点については、病状による区

分を行うことにより、医療サービスの必要度を反

映させる必要があるだろう。第2に、病院から病

院へ転院している患者は、統計上の在院期間が6

ヶ月未満た、ったとしても、実質的には長期入院状

態にあるかもしれない。本稿の推計では、このよ

うな患者の一部が抜け落ちており、社会的入院を

過小に評価している可能性がある。第3に、社会

的入院患者を介護市場へ移す場合に、どのような

サービスを必要としているのかを明らかにしてお

かなければ、有効な政策対応はできない。また、

要介護度の程度によって、介護市場における必要

単価が異なるので、この問題は費用削減効果に対

しても少なからず影響を及ぼす。

最後に、医師誘発需要が発生する場合には、医

療市場から介護市場へ需要がシフトしても、医療

市場における 1日あたり費用が上昇し、総費用の
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増加を招くかもしれない。このような状況下では、

社会的入院のシフトを考える前に、医師誘発需要

に対する政策対応が必要である。もちろん、医師

誘発需要仮説の妥当性については議論の分かれる

ところである。最近のデータにより、人口あたり

医師数や病床数などと医療費の聞の相関を検証し

た研究が供給サイドによる医療費増大効果を確認

しているのに対して6)、7)、アクセスコスト低下仮

説削などを考慮し、より複雑な分析を試みた場合、

相互に対立する結論が確認されている。例えば、

支出関数アプロ}チをとった泉田・中西・漆

(1998)が医師誘発需要仮説に対して肯定的な結

果を得ているのに対して 8)、データの集計度や地

域の固定効果に配慮した岸田 (2001)は否定的な

結果を導き出している 9)。いずれが正しいとして

も、社会的入院のシフトによる費用削減効果につ

いて厳密に検討するためには、より詳細な分析が

必要であることは間違いない。
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注

1 参考文献2)や 3)などを参照。 4)のよう

に、医療費が一定額以下の患者を社会的入院と

定義した研究もある。

2 在院日数による患者数の分布としてパレ}ト

分布を想定し、階級平均値を統計的に推定する

方法も試したが、以降の推計結果に重大な影響

を及ほすことはなかった。

3 平成11年 (14年)調査では10月19-21日(10

月8-10日)のうち指定された 1日が対象とな

った。

4 ここでの「退院」には死亡も含まれることか

ら、すべての入院患者は必ず退院する。

5 厳密には、入院患者の分布が時点に関してー

様の場合に限る。

6 ただし、ストック・データには別の点で優位

性がある。入院患者は痛状別に分類されている

ので、入院期間ではなく、患者の状態に基づい

て社会的入院を定義することができるかもしれ

ないのである。この方法に基づく推計は今後の

課題としたい。

7 対象は政府管掌健康保険と国民健康保険であ

り、すべての医療保険を網羅していなし=。

8 医療供給の増大は患者のアクセスコストを軽

減し、需要を増大させる可能性があるため、医

師誘発需要とアクセスコスト低下による自発的

需要を区別して検証する必要がある。
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Costs of Hospitalization 
for Non-medical Reasons 

Toshiya Hatano， Ph.D申

Itls generally believed that the hospitalization for norトmedicalreasons wastes valuable medical 

resources and increases the national medical eJ申enditures.Consequently， it has been proposed that 

we can cut down a lot of cost through shifting the hospitalization for non-medical reasons to the 

nursing-care insurance from the medical insurance. 

Thep田poseof this articleおtoclarify the cost of the hospitalization for non-medical reasons. The 

main feature of the analysis is that it doesn't take account of the hospitalization for non-medical 

reasons for 6 months after hospitalized， because inpatients need medical treatment service during 

this period. 

The main results are加 follows.日rst，the hospitalization for non-medical reasons measured at the 

hospitalization days becomes about 7 -17% of all hospitalization days. Second， the cost is about 0.8 

-1.2 trillion yen and doesn't reach 5% of the national medical eJ中enditures.

[Key wordsJ Hospitalization for non-medical reasons， Medical expenditure， Hospitalization 

days， Medical insurance， Nursing-care insurance 

* Associate Professor of Economics， Faculty of Education， Chiba University and Visiting Economist， Policy 
Research Institute， Ministry of Finance 
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|研究ノートl

医療サービスと予防行動に関する研究サーベイ
一予防政策評価のための一試論一

津野孝一朗*1 

大 竹 文雄*2

この論文の目的は、予防行動と医療サービスの関係について、これまでの研究から明らかになっている点を整理し、今

後に残された課題を明らかにすることである。主に公衆衛生学を中心とした研究では、医療サービスを代替する予防行動

が明示的に考えられ、予防政策評価が実施されている。これに対して、経済学を中心とした研究では、予防行動と医療サ

ービスを個人の選択変数と考えるためィ実証的に解決されなければならない問題が残されている。予防行動と医癒サービ

スという同じテーマを分析対象としながらも、その両者の講離は小さいとは言いがたい。このため今後は、この悉離を埋

めてゆく更なる研究が必要であると考えられる。

キーワード:医療サービス、予防行動、政策評価、公衆衛生学、経済学

1 .はじめに

厚生労働省は、新しい高齢者医療保険制度にお

いて、生活習慣病などの予防政策に取り組んだ健

康保険組合や国民健康保険組合の加入者に関し

て、保険料を軽減する政策を実施する方針を明ら

かにした(日本経済新聞， 2004年5月14日，朝

刊九この理由は、予防政策の実施によって、長

期的な医療費抑制が望めるため、その節約分を保

険料に反映させようとするものである。本稿では、

予防行動と医療サービスに関する先行研究を利用

して、これまでの研究から明らかになっている点

と、今後に残された課題について明らかにしよう

と考えている。

ホ1 名古屋市立大学大学院経済学研究科
*2 大阪大学社会経済研究所

一般に政策評価を実施するためには、政策の実

施(外生的変化)が人々の行動がどのような影響

を与えるかという因果関係を明らかにし、その効

果をいかに正確に測定するかの2点が決定的に重

要な点となる (Hamermesh，2000.，今井，他，

2001.)。この点に関して、市川(1979)は健康づ

くり運動の評価を行うにあたって、その政策評価

に伴う難点について次のように述べた。 f健康づ

くり運動の医療費に与える影響を捌定するには、

実際に健康づ〈り運動を実施Lて、ある程度経過

Lたグループについて、その効果を湖定Lて、①

時系列助に比較Lて実施蔚と実施後を比較する方

法と、②実施したグループと実施Lなかったグル

ープを比較する方法の、 2通りが考えられる。 い

ずれの方法6一長一短であって、 f健康づくり運

動を実施Lた場合と、実施Lなかった場合Jにつ

いて、「他の条件を同ーにする」ことが厨難なこ
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とが問題である。①の方法は、事蔚対事後調査と

呼ばれる方法であるがえ医学の進歩や環境要因の

変佑があれば、事蔚と事後で他の条件が何ーでは

ない。②の方法は、実施Lたグループと実施Lな

かったグル}プ域主経済現象については他の条件

が同一である保障はないことが難点である。いず

れにせよ、主全無欠な答案は穿在Lないから、実

行可JI&な方法により、少Lでる欠点の少ないデ}

タを作成Lて比較する外ない (p.26)J，。

この市川(1979)の指摘は、予防政策評価のた

めの一指針となる。まず①の事前対事後調査法は、

仮に他の条件を同一にすることができたのなら

ば、正確な政策効果を測定することができる。②

の方法は、グループ間比較法と呼ばれるものであ

る。このグル}プ間比較法は、非実施群(コント

ロ}ル群)を設定する必要があるため、行政の立

場から実施する調査においては利用しにくい側面

があるものの、公衆衛生学では両調査法の活用に

よって、予防行動の研究とその政策評価を実施し

ている。

これら両調査法は各自固有の問題点を抱えてい

るが、特に②のグループ間比較法はいくつかの難

しい問題を内包している。それは、たとえ実施対

象グループの医療費が実施対象外グル}プのもの

よりも少なかったとしても、それが政策実施によ

るものなのか(因果関係)、それとも何かしらの

他の要因を介在することから出てくる結果(相関

関係)であるのかを識別できないためである。い

まある特定のグル}プに対して予防政策を実施し

て、参加選択の余地を認めず、全員の予防行動水

準を改善できた場合を考える(強制参加)。この

とき政策効果は、医療費節約分等の数量指標で正

確に測定することができる。しかし参加選択の余

地を認める場合には、政策効果は正確に測定する

ことができない可能性がある(任意参加)。これ

は、次のようなケ}スを排除できないためである。

いま予防行動には多種多様なコストがかかる場

合を考えると、積極的に予防政策に参加をするの

は高所得者に集中するかもしれない。ここで所得

と健康の聞に正の相関関係があるとするならば、

このグループ間比較は、単に医療サービスと所得

格差の関係を見ているに過ぎない可能性がある。

また逆に予防政策で積極的にターゲ、ツトとするの

は、医療サービスを多く必要とする不健康者であ

る場合も考えられる。この場合には、予防政策の

参加者の多くが不健康者となるので、グループ間

比較を行ったとしても、医療サ}ピスと健康状態

の関係を単に観察したに過ぎない可能性がある。

このようにグループ間比較法では、上記のような

可能性を排除して、その因果関係を特定するため

の分析上の工夫が必要不可欠である。経済学研究

では、 2段階最小二乗法(操作変数法:IV)とい

う手法を活用して、この問題に対して積極的に取

り組んでいる。

経済学では、政策を実施するグループ(実施対

象グループ)と実施しないグループ(実施対象外

グループ)をランダムに設定し、実施対象グルー

プの政策実施前後の変化を利用して、政策効果を

測定する差の差 (D旺erencein Differences)法の

利用が望ましいとされる。また意図した政策実験

だけではなく、特定のグループだけに生じた制度

変更や自然災害、社会現象を自然実験 (Natural

Experiment)ととらえ、他の似たグループと比

較するという自然実験を用いた差の差の分析が行

われることが多い。差の差法は、市川(1979)の

①の事前事後調査法と②のグル}プ間比較法の両

者を合わせて用いることで、医学の進歩や環境要

因の変化といったすべての人に共通な時系列変化

の要因を取り除いた上で政策の効果を分析するも

のである。アメリカの州によって最低賃金額の引

き上げタイミングが異なっているという制度の差

を用いて、最低賃金制度の雇用への影響を分析し



たり、キユ}パ難民が特定地域に大量に流入して

きた事件をもとに、それ以外の似た都市と比較す

ることで、外国人労働者の労働市場への影響を分

析するといったことが行われている。

予防行動が人々の選択変数である限り、単に予

防行動と医療需要の関係を計測しても、その関係

は予防行動から医療需要への因果関係走示すので、

はなく、単なる両者の相関関係を示すに過ぎない。

因果関係を計測するためには、人々の予防行動に

影響を与える外生的ショックを探しだし、それら

を操作変数として用いるか、差の差法を用いるこ

とが正しい政策効果の計測には不可欠である。

本稿では、予防政策の政策評価を念頭において、

このグル}プ間比較法と事前対事後調査法を基軸

とし、現在までの研究において不足している点と

今後に必要となる研究テーマを明らかにし、その

解決のためのアイデアを検討しようと考えてい

る。以下2節では、主に公衆衛生学を中心とした

先行研究についてまとめ、 3節では経済学研究に

よる予防行動の分析について整理する。 4節では、

予防行動と医療サービスに関する経済学研究の成

果をまとめ、 5節では予防政策の経済評価につい

て検討する。最後5節は、本稿のまとめと今後に

l 残された課題について述べている。

2.公衆衛生学を申心とした先行研究

本稿では、主に公衆衛生学を中心として、予防

行動に関する先行研究を紹介する。ここでは、

食・休養・飲酒・喫煙・健診受診・運動の 6つの

生活習慣を明示的に考え、これら習慣の改善を健

康のための努力と考え、予防行動と呼ぶこととす

る。また健康に良い方向で高い水準となる生活習

慣を持つものを予防行動者、逆に低い水準となる

生活習慣を持つものを非予防行動者と定義する。

以下では、はじめに予防行動者の特徴を観察する。
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次にグループ間比較法の応用となる予防行動と医

療サービスの関係に関する研究を説明する。その

後、事前対事後調査法に位置づけられる予防政策

の効果分析と、その費用対効果に関する研究を紹

介することとする。

( ， )予防行動者の特徴

はじめに予防行動者と非予防行動者の格差と、

その理由に関する研究を概観する。食習慣は、

人々の晴好の相違が大きく、また疾病発生に大き

な影響を持つ要因として考えられている。竹森

(1996)は、食物の塩分摂取について地域差があ

ることを述べている。飲酒習慣は、疾病発生のリ

クス・ファクターと呼ばれ、予防対策において重

要な対象となっている。加藤，他(1987)は、飲

酒者の生活習慣について調査しており、(1)男

性の飲酒者は日本的な食習慣を持ち、軽度から中

程度の飲酒者は運動習慣を持ち、飲酒量の増加に

つれて喫煙量も上昇を示すこと、(2 )男性のと

きどき酒を飲む者に関しては、非飲酒者よりも健

康意識が高い面があること、(3 )女性の飲酒者

は生活が不規則な者が多く、コーヒーや日本茶の

飲用、喫煙率が高いことを明らかにしている。

喫煙習慣も、飲酒習慣と同様に疾病発生のリス

ク・ファクタ}である。加藤，他(1987)は、喫

煙者と非喫煙者の相違についても分析しており、

(1)男性の喫煙者は偏った食品摂取、不規則な

生活、晴好飲料の摂取の多さ、がん検診への受診

や運動習慣の少なさがあることを、(2 )女性の

喫煙者は食生活の洋風化と男性の喫煙者と同様の

特徴を持つことを明らかにした。また、村松

(1985)は女子学生の喫煙行動の特徴について調

査し、 Nakamuraet.al. (1994)では喫煙行動と社

会経済的要因の関係について、大井田，他 (2000)

では喫煙行動と健康意識の関係について調査して

いる。特にNakamuraet.al. (1994)は、高学歴者
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は喫煙率が低く、女性労働者は女性無業者より喫

煙率が高いことを統計学的に示している。

健診受診習慣については、早期発見による疾病

予防を目的として、健診受診の促進が図られてい

る。柏崎，他(1982)では、地理要因によって健

診受診率に相違があることを、武田，他 (1998)

では健診受診者の生活習慣について明らかにして

いる。運動習慣は、生活習慣病と呼ばれる疾病予

防に有効であるが指摘されており、桧垣，他

(1998)では運動習慣と日常の健康度の関係につ

いて報告している。

このように公衆衛生学研究では、予防行動と非

予防行動者の間にある格差要因を明らかにして、

教育・指導対象とするグループを特定化し、その

改善を図ってゆくことに力点が置かれている(保

健政策)。

(2)予防行動と医療サービス

次にグループ間比較法の応用となる予防行動と

医療サ}ピスの関係について検討する。いま仮に

予防行動が医療サ}ピスと代替的であるのなら

ば、予防行動者の受診確率や医療費は、非予防行

動者のものよりも低くなることが予想される。張，

他(1987)は、喫煙習慣と医療費の関係について、

国民健康保険診療報酬明細書を利用して分析し、

喫煙者と非喫煙者の聞には受療率(受診確率)に

関しては大きな差は観察されないが、喫煙者の総

医療費水準は高いことを示した。小笹，他 (1993)

は、健診受診者の外来受療率(受診確率)や外来

日数は、非健診受診者のものよりも高いことを示

した。小柳，他(1997)は、分析対象として軽症

疾患・高血圧・糖尿病・肝疾患を考え、健診の判

定結果が受診に与える影響を分析し、過去に受療

歴がある者には影響がないが、受療歴がない者は

受診する場合としない場合があることを明らかに

している。垣内，他(1991)は、性・年齢を間わ

ず健診受診者の医療費は、非健診受診の医療費よ

りも低い傾向にあることを報告している。

このように喫煙行動については、その習慣改善

によって医療サ}ピスと代替する可能性がある。

健診受診行動については、健診受診習慣の向上は

受診を伴う可能性があるが、早期発見・早期治療

により医療サービスと代替する可能性があると考

えられている。

(3)予防政策の効果

一健康管理と老人保健事業一

次に直接的な政策介入(予防政策の実施)の効

果について考える注l。いまある特定グループを対

象として、政策介入を実施する場合を考える。こ

のとき介入前の状態と介入後の状態を比較するこ

とで、その政策効果を測定することができる(事

前対事後調査法)。この政策効果を測定するには

多様な手法があるが、そのーっとして医療費節約

分で測定する方法がある。以下では、健康管理と

いう予防政策と、老人保健制度における保健事業

の実施に関して検討することとする。

健康管理とは、健康診断の実施のみならず、そ

の判定結果に関して保健婦や医師の指導を受け、

健康教育の実施と合わせて、このサイクルを継続

的に実施するプログラムの一つである。谷垣，他

(1981)は、高血圧管理の実施が脳卒中発生率に

及ぽす影響を検討し、その減少を報告している。

小津，他'(1982)は、循環器疾病予防対策の効果

について国民健康保険医療費を利用して分析し、

実施した地域では実施しない地域よりも医療費増

加率が低く、医療費が少なくなっていることを示

している。このような実績から、健康管理は予防

政策として有効な手段の一つであると考えられて

いる注20

老人保健制度は、高齢者の健康確保を目的とし

た保健事業と、医療給付を主な目的とした医療事



業の2つの事業から構成されている。この前者の

保健事業は、健康診断の実施による健康指導と健

康教育が主な活動内容となっている。この保健事

業と老人医療費の関係に関する分析は非常に多い

が、最近の研究をあげるとするならば石井，他

(1993)、川口，他(1995)、福田，他(1998)が

代表的である。石井，他(1993)は、老人医療費

における保健事業の役割について分析し、その事

業は老人医療費と関係を持つものの、他の要因を

明示的に考慮した場合には、その役割が小さいこ

とを明らかにした。 JII口，他 (1995)は、老人医

療費と保健事業のみの関係に注目した分析を行

い、健診実施率や訪問指導率が高い市町村では老

人医療費が少なく、要指導率や健康相談参加率が

高い市町村では老人医療費が多いことを明らかに

した。福田，他 (1998)は、健診実施率が高い市

町村や、市町村保健センターの設置がある市町村

では老人医療費が少ないことを明らかにしてい

る。このように老人保健制度の保健事業も、予防

政策としての有効性が明らかにされている。

以上の議論から公衆衛生学では、予防政策の実

施によって生活習慣の改善(予防行動)を政策的

(外生的)に実現し、政策効果を測定しているこ

とがわかる。このため予防政策の実施が医療サー

ビスに与える影響については、その因果関係は特

定されている。この意味において健康管理や老人

保健制度の保健事業は、医療費節約効果を持つ予

防政策として注目されている。

(4)予防政策の費用便益分析

最後は、政策評価のベンチマ}クとなる費用対

効果に関する点である。予防政策の実施は、確か

に医療費節約としての効果を持っている。しかし

それが政策的に評価されるには、その医療費節約

という便益が、政策の実施費用を上まわっていな

ければならない。ここでは便益が医療費節約とい
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う金額表示であるので、単純な費用便益分析を実

施することができる。市川 (1980a)は、健康管

理について包括的な費用便益分析を行い、健康管

理の実施は国民医療費ベ}スで約1兆4，039億円

(1977年)の医療費節約、健康管理費用は約8，939

億円(1977年)であるとして、その費用便益比は

1.57であり、健康管理は費用対効果が高いことを

明らかにしている注3。最近では向山，他 (2000)

が、政管健保の成人病健診事業に関する財政効果

を計算しており、健診受診率0%から現在の水準

(25.9%)までの医療費節約分が1，139億円 (1997

年)、成人病健診事業費が約500億円(1997年)で

あるとしている。いま成人病健診事業費を投入し

なければ健診受診率が0%になると仮定すると、

この費用対便益比は2.27となり、非常に費用対効

果の高い政策事業となることがわかる。このよう

に予防政策は、その医療費に与える影響のみなら

ず、費用対効果が十分にある政策であると考えら

れている。

このように公衆衛生学における研究では、予防

行動と予防政策に関する見解はほぼ確定してい

る。これ対し、経済学における研究では、この点

に関する見解は一致していない。その理由は経済

学においては予防行動が選択行動であると考えら

れているためである。

3.予防行動の決定要因

本節では、経済学研究における予防行動の決定

要因について説明する。経済学研究の多くは、個

人の予防行動水準をある種の選択変数であると考

え、その要因を明らかにしようと考えている。い

まある予防行動水準をe、その決定要因をZとして、

以下なる単純な予防行動関数が定義できる場合を

考える。
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e=α10+αllX+ε(1) 

ここで、αlii=O， 1は各要因が予防行動水準に与え

る影響を示す係数で、 e1は誤差項である。いま予

防行動水準の決定要因としては、過去の研究では、

次の変数が統計的有意な影響を与えることが明ら

かにされている制。

Kenkel (1994)は、健診受診の決定要因につい

て分析し、年齢と学歴が重要な要因であるとした。

Yamada and Yamada (2000)、山田 (2002)は、

日本の健診受診選択の決定要因について分析し、

健診受診コストがその重要な要因となっているこ

とを示した。井伊・大日 (2002)では、多くの予

防行動選択の分析を行っており、運動習慣・体重

管理・食事習慣の選択では、年齢・学歴・性差・

地域差があることを、健康相談・健康診断・人間

ドックの受診選択では、年齢・労働所得・職種・

企業規模が重要な決定要困となっていることを明

らかにしている。津野・大竹 (2003)では、食-

休養睡眠・節酒・節煙・健診受診・運動に関する

予防行動選択を分析しており、特に私的医療保険

と喫煙行動の聞にはモラル・ハザ}ドが存在する

可能性を示した。佐藤・大日 (2003)は、飲酒と

喫煙に関して分析を行い、飲酒量の選択において

は健康知識が、喫煙の選択においてはタバコ価格

が特に重要であることを明らかにしている。渡

辺・大日 (2003)、渡辺 (2003)は、がん検診の

受診行動について分析し、年齢・収入・学歴・医

療保険の種類がその決定要因になっていることを

示している。このように経済学に関連した予防行

動の研究では、各個人が行動水準を決定する選択

要因に注目して、その特徴を明らかにしている。

4.予防行動と医療サm ピス
一相関関係と因果関係一

次にグループ間比較法に位置づけられる予防行

動と医療サ}ピスの関係について考える。以下で

は、そのグル}プ間比較の統計関係を示す相関関

係の意味について説明し、その後に政策評価のた

めの因果関係を特定する必要性を念頭において、

そこで求められる分析上の工夫について検討する

こととする。

いま医療サービスをq、その決定要因をUとして、

以下なる単純な医療サービス需要関数が定義でき

る場合を考える。

Q=bl0+blly+b12e+ゆ (2)

ここでb1ii=O，…， 2は各要因が医療サ}ピス需要

に与える影響を示す係数で、ゆIは誤差項である。

ここで実証分析において係数b12が統計的有意であ

るのならば、予防行動と医療サービスは統計的な

関係(相関関係)を持つことが言える。ここで係

数b12がマイナスであるのならば、予防行動と医療

サービスは代替的な関係を、係数b仇1

るのならば、予防行動と医療サ}ピスは補完的な

関係にあることがわかる(グル}プ間比較法)。

井伊・大日 (1999)では、外来医療サービス需

要関数推定において予防行動変数を利用してお

り、運動習慣と外来医療サービスは補完的な関係

にあることを示している。渡辺・大日 (2003)， 

渡辺 (2003)は、がん検診と外来治療の有無を分

析し、外来治療ががん検診と補完的な関係にある

ことを示した。両角・井伊 (2003)は、予防行動

として食事習慣とサプリメント・ドリンク剤を考

え、循環器系疾患・筋骨格系疾患・皮膚皮下組織

系疾患の医療サービスとサプリメント・ドリンク

剤需要は代替的であり、呼吸器系疾患・損傷の医

療サービスとは補完的であることを明らかにして

いる o 山田 (2003)，小椋，他 (2004)は、職場

健診受診の選択関数を考え、外来医療サービスと



は補完的な関係を、入院医療サービスとは代替的

な関係を持つことを示している。

このように予防行動と医療サ}ピスの相関関係

は、これらの研究成果の蓄積がある。しかし予防

行動が医療サービスに与える影響(因果関係)を

特定するには、いつくかの問題が残されている。

いま(2 )式の推定のみからは、予防行動を選択

した結果、医療サービスを減少させた(もしくは

増加させた)ことを述べることはできない。これ

は、医療サービスを多く需要した個人が、結果と

して低い(もしくは高い)予防行動水準を選択し

た可能性を排除できないためである(逆の因果関

係)。このような問題が生じるのは、予防行動も

医療サービスも個人の選択変数として分析してい

る点に起因している。この問題を解決して、その

因果関係を特定する一つの方法が、 2段階最小二

乗法(操作変数法:IV)である。いま以下なる 2

本の連立方程式体系を考える。

Q=b20+b21y+b22e+</h (3) 

e=α20+α21X+ε( 4)  

ここで、b2ii=O，…， 2は各要因が医療サービス需要に

与える影響を示す係数、 α2ii=O， 1は各要因が予防

行動水準に与える影響を示す係数、 </>2とれは誤

差項である。

この連立方程式体系において、 2段階最小二乗

法(操作変数法:IV)による推定を行う手続きは

次のとおりである。第 1は、医療サービス需要q

には影響を与えずに、予防行動水準eのみに影響

を与える決定要因Zを考える(操作変数)。第2

は、連立方程式体系の推定を行い、決定要因Zの

係数α21の統計的有意a性を確認する。第3は、医療

サ}ピス需要関数における予防行動変数eの係数

b22の統計的有意性を確認する。以上の条件をすべ
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て満たす場合についてのみ、予防行動が医療サー

ビスに与える影響(因果関係)を特定できる断。

この分析手法によって、健康診断の受診が医療

サービスに与える影響を明らかにしたのが山田

(2002)である。山田 (2002)は、日本の健診受

診には機会費用の格差が存在することを利用し

て、 2段階最小二乗法(操作変数法:IV)を利用

した分析を行った。その主要な結果は、健康診断

の受診は入院確率を低め、平均入院期間を短くす

るというもので、あった。予防行動には、健診受診

以外にも数多くあるが、この分析手法を利用した

ものはない。これは2段階最小二乗法(操作変数

法:IV)を利用するには、医療サービス需要には

影響を与えないが、予防行動のみに影響を与える

決定要因Zを見つけなければならないが、そのよ

うな要因を見つけることは難しいためである。特

に3節で議論した予防行動水準の決定要因は、同

時に医療サ}ピス需要の決定要因であることも多

い。このため上記の手法による分析は難しく、予

防行動と医療サ}ピスに関する因果関係につい

て、十分に明らかになっていないテーマとなって

いる。今後、予防行動に関するデータを蓄積する

ためには、あらかじめ予防行動のみに影響をあた

えるような外生的シフト変数である操作変数の候

補となる調査項目を聞いておくことが必要であ

る。

5.予防政策の経済評価

最後に予防政策の経済評価に関して、経済学研

究との関連を検討することとする。予防政策の評

価においては、実施対象グル}プの政策実施前後

を比較する形を考えているので、基本的には事前

対事後調査法の応用である。しかし公衆衛生学を

中心とした研究と異なる点は、予防行動水準を個

人の選択変数(内生変数)と考えている点である。
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以下では、この個人の選択可能性を明示的に考慮

して、予防政策の経済評価の方法について検討し

ようと考えている。

まずこれまでの議論から予防行動水準は個人の

選択変数であるので、予防政策の実施によって、

この選択水準が変化することとなる。いま(1)

式の予防行動関数を利用し、予防政策の実施を示

す変数Tとすると、以下なる拡張した予防行動関

数を定義することができる。

e=向。+α31X+α32T+e3 (5) 

ここで、向 i=u，...，2は各要因が予防行動水準に与え

る影響を示す係数で、 e3は誤差項で、ある。ここで

実証分析において政策実施変数Tの係数α32が統計

的有意であれば、その政策の実施は予防行動に影

響を与えたことを示している。そして予防政策の

実施は、予防行動水準自体の改善を目的にしてい

るので、その係数α32の符号条件はマイナスが期待

されることとなる削。

この予防政策の効果を医療費節約分で測定する

場合を考える。いま l人あたり医療費を悦として、

( 2 )式の被説明変数である医療サービス需要qと

置き換える。この修正された(2 )式と(5 )式

に関して、以下なる連立方程式体系にまとめるこ

とができる。

悦 =b30 + b31y + b32e +ゆ (6)

e=α30+α31X+α32T+ e3 (5) 

ここで、九i=u，.・・，2は各要因が医療サービス需要に

与える影響を示す係数、 α3ii=u，.・・1は各要因が予

防行動水準に与える影響を示す係数、。3とれは

誤差項である。この連立方程式体系を 2段階最小

二乗法(操作変数法 :IV)で推定し、予防行動水

準eの係数b32が統計的有意になり、かつマイナス

の符号を取る場合に、その予防政策の実施Tは医

療費節約という意味で効果があったことになる。

ここで上記の条件をすべて満たす予防政策があ

ったとして、経済評価の一つである費用便益分析

を実施することを考える。いま推定された予防行

動変数eの係数を b32 と表現し、 l人あたり予防

政策費用がcで、あったとする。このとき以下なる

費用便益比Rを定義することができる。

R三回 (7) 

ここで費用便益比Rが1以上であるか否かによっ

て、費用対効果の高い政策であるか否かを判定す

ることができる。このように経済学による予防行

動の分析には、予防政策の経済評価の可能性も含

んでいるといえる。

上記の手法を用いた予防政策の経済評価は今後

の課題であるが、歯科サ}ピスに関して興味深い

先行研究がある。 Manningand Phelps (1979)は、

歯科サービス需要の分析において、地域の水道に

おけるフッ素投入の有無とその期間が与える影響

を計測している(水道水フッ素化)。これはフッ

素添加水で虫歯予防が期待されるので、水道水を

フッ素化した地域とそれ以外の地域では歯科予防

水準が異なるためである。ただし実証分析では、

2段階最小二乗法(操作変数法 :IV)ではなく、

( 6 )式の関数における予防行動水準eに政策実施

変数Tを代入した関数のみを推計する形を採用し

ている。推定結果では、水道水フッ素化と歯科サ

}ピスの聞には明確な関係を見出すことはできな

かったが、予防政策と医療サービスの関係を考え

るにあたって興味深い研究となっている加。

このように実際の政策変化を利用して政策効果

を測定する方法は、事前対事後調査法の単純な応



用であるといえる。そしてこの事前対事後調査法

をグループ問比較法と合わせて、その政策効果を

測定する方法が差の差(Di旺erencein Differences) 

法であると言える。この手法による政策分析は日

本では十分に行われておらず、今後に残された課

題となっている。

しかしこれら評価方法にも難点が存在する。そ

れは上記の評価方法では、実際に実施した政策の

みしか評価することができず、様々な政策パ iツケ

ージの効果を予測評価(シミュレーション)する

ことができないことである。この問題を明示的に

解決する方法として、構造推定アプローチという

手法がある(今井，他， 2001九構造推定アプロ

ーチとは、個人行動がある特定の行動関数にて表

現できると考え、その行動関数を推定する。そし

て求められた行動関数を利用して、政策が実施さ

れた場合の効果を測定(シミュレーション)する

手法である。構造推定アプロ}チの問題点として

は、推定が非常に複雑になるため推定すべき行動

関数の形状が限られてくるということ、人々の行

動を理論的に特定することによって行動関数のパ

ラメーターを推定するという意味で、結論が理論

的な特定化に依存してしまうというような問題が

存在する。しかし、政策のシミュレーション能力

の高さという利点は、予防政策の評価を考えるに

あたって、構造推定アプローチの魅力である削。

6.まとめ

この論文の目的は、予防行動と医療サービスの

関係について、これまでの研究から明らかになっ

ている点を整理し、今後に残された課題を明らか

にすることである。主に公衆衛生学を中心とした

研究では、医療サ}ピスを代替する予防行動が明

示的に考えられ、予防政策評価が実施されている。

これに対して、経済学を中心とした研究では、予
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防行動と医療サービスを個人の選択変数と考える

ため、実証的に解決されなければならない問題が

残されている。予防行動と医療サービスという同

じテ}マを分析対象としながらも、その両者の希

離は小さいとは言いがたい。このため今後は、こ

の議離を埋めてゆく更なる研究が必要であると考

えられる。

謝辞

本稿は、日本経済学会・春季大会(小樽商科大

学)、医療経済学研究会(大阪大学)、第3回医療

経済学研究会議(キャンパスプラザ京都)での報

告の一部を含むものである。本稿の作成において、

井伊雅子(一橋大学)、岩本康志(一橋大学)、大

日康史(国立感染症研究所)、小椋正立(法政大

学)、熊谷成将(近畿大学)、島崎麻子(東京大学

大学院)、鈴木亘(大阪大学)、瀬岡吉彦(大阪経

済大学)、西村周三(京都大学)、両角良子(日本

学術振興会)、宮良いずみ(大阪大学大学院)、山

田直志(筑波大学)の各氏、学会・セミナーの参

加者より有益なコメントを頂いた。また本誌レフ

ェリーより、非常に重要なコメントを頂いた。こ

こに記して、感謝いたします。なお本稿中の誤り

については、すべて筆者の責にあります。

注

l ここでは生活習慣の改善を実施して非予防行

動者を予防行動者化する政策、もしくは予防行

動水準を高める政策を予防政策と呼ぶこととす

る。

2 社会保険旬報(1980)では、住民の健康管理

を積極的実施している市町村の活動を紹介して

いる。

3 市川(1979)は、健康づくり運動の成果を国
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民医療費ベ}スの医療費節約額で測定してお

り、約 l兆4，400億円(1977年)であるとしてい

る。また市川(1980b)では、市川(1980a)の

推計の基礎となる健康管理政策の概要をまとめ

ている。

4 予防行動の理論的分析とそのサーベイについ

ては、 Ehrlichand Becker (1972) ， Nordquist 

and Wu (1976) ， Phelps (1978) ，津野・大竹

(2003)を参照。

5 この同時決定バイアスの問題について、渡

辺・大日 (2003)ではデ}タ発生プロセスの想

定によって、このバイアスが深刻でなくなるケ

}スがあることを説明している。

6 福田，他(1998)は、被説明変数に健診受診

率を設定し、人口・高齢化率・市町村保健セン

ター設置の有無・財政力指数・人口あたり病床

数・人口あたり保健婦数に関する重回帰分析を

行っている。いま市町村保健センタ}設置の有

無や人口あたり保健婦数を政策実施変数と考え

るならば、福田ほか (1998)の分析は(5 )式

を推定したものとなっている。またKenkel

(2000)は、政策的介入の余地がある予防行動

こそ、研究対象として重要であると述べている。

7 日本においても水道水のフッ素化に関するい

くつかの事例がある(日本経済新聞， 2001年9

月27日， 2002年5月14日，朝刊.)0 1950年代か

ら70年代初めに京都市山科地区、三重県朝日町、

復帰前の沖縄県の一部で実施されたが、間もな

く中断されている。また1970年代初頭には六甲

山系を水源とする欽み水に高濃度のフッ素が含

まれていたため、斑状歯になったとして兵庫県

宝塚市などの住民が損害賠償請求を行ったこと

がある。最近では、沖縄県久米島町で水道水フ

ッ素化事業の実施が検討されていたが、住民の

合意が得られず中止されている。

8 その他に政策評価研究において重要な点は、

推定された政策効果が十分に妥当な水準である

かの検討である。この点の議論の詳細について

は、 Hamermesh(2000)を参照。
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